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Ⅰ はじめに 

１ 現状 

本市では、これまで、まちづくりを情報化の視点から捉え総合的かつ計

画的な推進を図るために、平成 20 年 3 月に「志布志市情報化基本計画」を

策定し、その後平成 25 年３月に第 2次、平成 30 年には第３次を策定して、

計画に基づき様々な取組を行い、成果を上げてきた。 

平成 22 年度には、光ファイバーケーブル回線を市内全域に敷設し、防災

行政無線と連動した行政告知放送端末を各戸に設置するとともに、高速イ

ンターネットの利用を可能とするなど、高度情報化に対応した情報通信基

盤の整備を行った。 

さらには、平成 28 年に開始したマイナンバー制度への対応、情報セキュ

リティ対策として個人番号利用端末への生体認証装置の取付など、高度化

する情報化に対応し、ICT を積極的に利活用した市民サービスの向上や行政

の効率化を行ってきた。 

   しかしながら、新型コロナウイルス感染症の対応において、地域・組織

間で横断的にデータが十分に活用できないことなど様々な問題が明らかと

なったことから、こうしたデジタル化の遅れに対して迅速に対処するとと

もに、「新たな日常」の原動力として、制度や組織のあり方等をデジタル化

に合わせて変革していく、いわば社会全体のデジタルトランスフォーメー

ション（DX）が求められているところである。 

２ 策定の趣旨 

令和２年 12 月 25 日に、国において「デジタル社会の実現に向けた改革

の基本方針」が閣議決定され、目指すべきデジタル社会のビジョンとして

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこ

とができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人にやさ

しいデジタル化～」が示された。 

また、その中で、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化す

るとともに、総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめ、「自治体 DX

推進計画」として策定し、デジタル社会の構築に向けた取組みを着実に進

めていくこととした。 

このようなことから、限られた予算の中、組織の壁を越えて、全体最適

化の見地から情報システムの標準化・共通化等の DX にかかる施策を推進す

るためには、効果的な推進体制の構築が必要不可欠であるため、集中的に

取組むものとして、総務省が作成した「自治体 DX 推進手順書」（令和３年
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７月７日策定）に基づき、本推進計画を策定するものである。 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、「自治体デジタル・トランスフォーメーション（以

下「DX」という。）推進計画（以下「DX 計画」という。）」の計画期間に合わ

せ、令和３年度から令和７年度までの５年間とする。 

４ 情報化計画との関係 

市の最上位計画である総合振興計画及び国の ICT 施策や県の情報化施

策・指針を踏まえ ICT の進展に的確に対応するため、行政情報化及び地域

情報化、電子自治体の構築を推進する方向を定めたものとして「情報化計

画」が策定されている。 

本推進計画については、これらの計画を踏襲しつつ、更に「DX 計画」と

いう観点を盛り込み、まとめたものとなる。 

ただし、第３次情報化計画の計画期間である令和４年度までは情報化計

画の「別冊」として位置付け、令和５年度からは情報化計画に包含する。 

なお、本推進計画は今後の国及び県の動向を反映させるよう毎年見直し

を行うものとする。 
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Ⅱ DX 推進体制の構築 

１ 組織体制の整備 

限られた予算の中、組織の壁を越えて、全体最適化の見地から DX を推進

するためには、効果的な推進体制の構築が不可欠である。 

極めて多くの業務に関係する取組みを短期間で行うものであることから、

取り組むべき事項を着実に実行するために、以下のとおり全庁的・横断的

な推進体制を構築する。 

「市長」 

DX の推進にあたっては、仕事の仕方、組織・人事の仕組み、組織文化・ 

風土そのものの変革も必要となる中、市長自らがこれらの変革に強いコミ 

ットメントを持って取り組む。 

【電子自治体推進会議】 

「CIO」 

 市長の理解とリーダーシップの下、最高情報統括責任者（CIO：Chief 

Information Officer）を中心とする全庁的な DX 推進体制を整備する。CIO

は、言わば庁内マネジメントの中核であり、緒内全般を把握するとともに

課・局間の調整に力を発揮することができる副市長とする。 

「CIO 補佐官」 

 CIO を補佐する体制を強化するため、CIO のマネジメントを専門的知見か

ら補佐するため、外部人材として総務省の定める地域情報化アドバイザー

等の意見を積極的に取り入れる。 

 また、必要に応じて、外部からのデジタル専門人材を確保する。 

「行政改革・法令・人事・財政担当部門」 

 行政改革・法令・人事・財政担当部門は、本推進計画の必要性を十分に

認識し、管理部門として、CIO・情報政策担当部門と連携強化を図りつつ、

自ら DX を推進していく役割を果たす。 

「業務担当部門（特に窓口担当部門）」 

 デジタル化は、業務改革の契機であることを踏まえ、今後の DX の取組み

を通じてどのように業務を変えていくのかという観点から、主体性を持っ

て DX 推進に参画する。 

「情報政策担当部門」 

 情報政策担当部門は、団体の保有する情報資産や情報関係予算を一元的

に把握し、重複投資の排除や情報システムの全体最適化に役立てる。 
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 また、情報セキュリティ対策を確実に実施するため、「志布志市情報セキ

ュリティ運用指針」に基づき、最高情報セキュリティ責任者（CISO：Chief 

Information Security Officer）のもと、セキュリティ対策の整備も連

携して取り組む必要がある。 

「情報化計画に基づく重点施策」 

 志布志市情報化計画に掲げた情報化の基本理念と３つのビジョンに基づ

き設定した ICT 重点施策を、本推進計画の観点を盛り込み、併せて推進す

る。 

【電子自治体推進リーダーデジタル化推進統括組織】 

DX の推進に当たっては、実際の業務プロセスや現場の課題を把握し、熟 

知している各業務担当部門の知見が必要であることから、各業務担当と緊 

密な連携を図り、効果的かつ集中的に取り組むために、各部門の構成課・ 

局の電子自治体推進リーダー及び業務担当者で構成し、積極性を持って参 

画する。 
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推進体制のイメージ図 

報告・提言

会長：副市長  

副会長：情報管理課長 

委員：全課（局）長  

事務局：情報管理課 

市長 

本部 

電子自治体推進リーダー 

デジタル化推進統括組織

提案

意見

報告・要望

行革・法令・人事・財政担当部

業務担当部（窓口担当部門） 

情報政策担当部 

重点施策担当課・事務局 

電子自治体推進会議

方針の提示

部会 

外部人材 

地域情報化アドバイザー等

助言・支援 
指示 
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２ 計画的な取組み 

自治体の行政手続きのオンライン化についての目標時期が令和４年度と 

されていること、情報システムの標準化・共通化についての目標時期が令 

和７年度とされているなど、本計画に示す取組みを一定の期間の中で実現 

するため、早期から全庁的・横断的な推進体制を整え、現行のシステムの 

調査や、スケジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を行 

う。 

また、情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等によ 

る手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等の成果を得るため、単なるシス 

テム更改にとどまらず、標準準拠システムを前提としたオンライン手続前 

提の業務プロセスの見直しや関連業務も含めたシステム最適化などに取り 

組むことが必要であることから、全庁的な推進体制を確立し、下記のとお 

り示す「主な取組スケジュール」を参考にしながら、早期から計画的に取 

り組むことが必要とされる。 

なお、各取組みについては、国が示した「自治体 DX 全体手順書」、「自治

体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」、「自治体の行政手続のオ

ンライン化に係る手順書」、「自治体 DX 推進手順書参考事例集」に基づき、

行っていく。 

３ 取組事項 

  以下、「デジタル・ガバメント実行計画」の各施策等のうち、取り組むべ 

き事項・内容について以下の分類に基づき、具体的内容を示す。 

  【重点取組事項】 

   ① 自治体の情報システムの標準化・共通化 

   ② マイナンバーカードの普及促進 

   ③ 自治体の行政手続のオンライン化 

   ④ 自治体の AI・RPA の利用促進 

   ⑤ テレワークの推進 

   ⑥ セキュリティ対策の徹底 

  【自治体 DX の取組みとあわせて取り組むべき事項】 

  ① 地域社会のデジタル化 

  ② デジタルデバイド対策 

 【その他】 

  ① BPR の取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し） 

  ② オープンデータの活用 

  ③ 官民データ活用推進計画策定の推進 
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３.１ 重点取組事項 

（1） 自治体の情報システムの標準化・共通化 

① 現状と課題 

     各自治体では、住民ニーズへの対応、利便性向上等の観点から、 

情報システムのカスタマイズが行われてきた結果、その発注・維持 

管理や制度改正対応などについて個別の対応が必要となっており、 

自治体ごとに人的・財政的負担が生じていると指摘されてきた。 

 また、カスタマイズ等により、同一ベンダのシステムを利用する 

自治体間でもそれぞれのシステムの内容が異なるなど、自治体クラ 

ウドのような共通プラットフォーム上のサービスを利用する方式へ 

の移行の妨げとなっている。また、自治体ごとに様式や帳票等が異 

なることは、それらを利用する住民・企業等の負担にもつながって 

いる。 

 本市では、令和２年度に基幹業務システム更新を行い、更新時に 

カスタマイズ部分をなるべく排除したが、基幹業務システム以外の 

連携システムとの関係上、やはりカスタマイズが発生している。 

      また、様式や帳票等が他団体と異なっている状況もある。 

    ② 意義及び効果 

     ア）コスト削減・ベンダロックインの解消 

       標準準拠システムを利用することで、自治体が情報システムを 

個別に開発する必要がなくなり、人的・財政的負担の軽減が見込 

まれる。 

 また、標準化・共通化の取組により、システムで管理するデー 

タ項目や形式をはじめ、機能や様式・帳票などについて、国が標 

準を定め、ベンダは当該標準を満たすシステムを開発し、自治体 

はベンダが開発した標準準拠システムを利用することとなる。こ 

のため、標準化・共通化を実効的に推進することは、システム間 

のデータ移行の円滑化に繋がり、ベンダの切替を容易にするもの 

と考えられる。 

     イ）行政サービス・住民の利便性の向上 

       標準化・共通化の取組により、システム調達等の業務に従事し 

ていた職員を、企画立案や住民への直接的なサービス提供など、 

職員でなければ真にできない業務に振り向けることが可能となる 

ことから、行政サービスの向上に寄与するものである。 

これにより、長期的には、生産年齢人口の減少による労働力の 

供給制約がある中でも、持続的に行政サービスを提供するための 
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体制整備に貢献し得るものと考えられる。 

また、標準化対象システムとマイナポータルぴったりサービス 

との接続など、行政手続のオンライン化に寄与するシステム連携 

の要件が標準化され、エンドトゥエンドでのオンライン化が広く 

実現されることにより、更に住民の利便性の向上に資することと 

なる。 

     ウ）行政運営の効率化 

       標準仕様書においては、機能要件に対応する業務フローを示す 

こととされていることから、標準準拠システムの利用にあわせて、 

標準化対象事務に係る業務フローを見直すことで行政運営の効率 

化に資することが期待される。また、標準化・共通化を進めるこ 

とにより、システムの共同運用やＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術、 

外部人材等が、従来と比較し活用しやすくなることも想定される 

ため、これらを有効に活用した業務プロセスの見直しを検討する 

ことで、更なる効率化が図られる。 

③ 目標時期 令和７年度 

④ 財政支援 

  デジタル基盤改革支援補助金（自治体情報システムの標準化・共 

通化分）  

 補助率 10/10 

      ※自治体の規模（人口規模）に応じ、上限を設定 

      本市（人口５万人以下の自治体）の場合 

      固定費 1,500 万円 

      変動費 人口×1,000 円 

⑤ 方針 

ガバメントクラウドの活用を前提として、国が示した基幹系 17 

業務（住民基本台帳、児童手当、選挙人名簿管理、固定資産税、個

人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民健康保険、国民年

金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理、

児童扶養手当、子ども・子育て支援）及び「デジタル社会の実現に

向けた重点計画」（令和３年６月 18 日策定）で検討事項として挙げ

られている戸籍、戸籍の附表及び印鑑登録業務について、国の策定

する標準仕様に準拠したシステムへの移行を「自治体情報システ 

ムの標準化・共通化に係る手順書」（令和３年７月７日策定）に基づ 

き、迅速かつ確実に行うこととする。 

 標準化する対象業務の一覧は図１「標準化対象業務一覧」のとお 
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り。 

 なお、本市は令和２年度に基幹業務システムを更新しており、契

約期間内であること及び標準化における移行期間が令和７年度まで

と短期間であること等を勘案し、現行の基幹業務システムである「総

合行政システム」が、ガバメントクラウドに標準準拠システムとし

て構築され、移行することを前提として検討を行うこととする。 

また、現行システムはオールインワンパッケージのため、上記に

挙げた業務以外で本システムにおいて管理されている業務について

も、同様に移行対象となることから、併せて移行を行う。 

 本市の基幹業務システムで管理されている業務は図２「基幹業務 

システムで管理される業務一覧」のとおり。 

図１ 標準化対象業務一覧 

※１ 住民記録については、令和３年夏に標準仕様書の改定を予定している。 

※２ 戸籍、戸籍の附票及び印鑑登録事務については、「デジタル社会の実現に

向けた重点計画」において、標準化対象事務に加えることを検討することとさ

れた。 
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図２ 基幹業務システムで管理される業務一覧 

 ⑥ 具体的取組 

   以下に記載する事項は、「自治体情報システムの標準化・共通化に 

係る手順書」（令和３年７月７日策定）を参考に実施することとし、 

今後の状況によって加筆・修正を行うこととする。 

  ア）推進体制の整備 

    標準化・共通化に向けては、可能な限り早期に推進体制を立ち

上げ、全庁的・横断的に取り組みながら、国の標準化・共通化に

係る検討状況の把握、現行ベンダとの協議、着手可能な調査の実

施等を進めることが重要である。そのために、標準化・共通化の

対象となる情報システム所管課で構成された「情報政策担当部会」

を中心とし、目標時期である令和７年度までのおおまかなスケジ

ュールや当該年度に実施する作業項目を想定しつつ、検討を行っ

ていくこととする。 

  イ）現行システムの概要調査 

    標準化・共通化の取組を進めるに当たっては、まずは現行シス 

テム環境の情報を整理し、把握する必要がある。 
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現行システムの概要調査をすることで、標準準拠システムや、

標準準拠システムと併せて更改を検討するシステムに関し、現行

システムに関するより正確な情報をベンダに提供できることから、

最適な提案を受けることにつながる。 

ウ）標準仕様との比較分析 

    標準仕様書が作成された後、標準仕様書に記載されている業務 

フローや機能・帳票要件等について、現行の業務との Fit&Gap 分 

析を実施する。 

通常、Fit＆Gap 分析は、自治体がシステムに求める要件とベン

ダが開発するシステムとの違いを分析し、市として求める要件に

合わせていくケースが多いが、今回の標準化・共通化の取組は、

標準仕様に対して、現行システムとの差を分析し、標準仕様に合

わせていくという視点に立った Fit＆Gap 分析を図６「標準仕様確

認の流れ」のとおり実施する。 

図６ 標準仕様確認の流れ 

エ）移行計画作成 

    作業項目イ）「現行システムの概要調査」及び作業項目ウ）「標

準仕様との比較分析」の調査・分析結果や国における標準仕様書

の作成、ガバメントクラウドの検討状況等を踏まえ、移行時期や

標準準拠システム提供ベンダとの契約時期、予算計上時期等を検

討し、移行計画を作成する。 

      ＜移行計画を作成するに当たっての留意点＞ 

      ・令和４年度までは標準仕様書との比較分析期間で、実際のデー

タ移行等は、令和５年度から７年度までの２か年度で、全自治体

が集中することが想定されるため、実際に活用できる日程は極め

て限られていることも考えられることから、具体的な、かつ、余

裕を持った最終データ移行時期を定めた上で移行計画を作成する。 

      ・本市の基幹業務システムについては、ダウンリカバリサーバ等
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のリース契約が令和２年９月から令和７年８月までとなっている

ため、標準準拠システムへの移行の目標時期が令和７年度とされ

ていることを踏まえ、適切に対応する必要がある。 

      ・今後、「デジタル・ガバメント実行計画」に基づきオンライン化

を進めることとされている31手続のマイナポータルぴったりサー

ビスとのシステム連携についても、令和４年度までにシステム更

改が必要となることが見込まれており、標準化の作業と並行して

取り組む必要がある。 

     カ）結果分析及び移行計画の詳細化 

    作業項目ウ）「標準仕様との比較分析」において収集した情報を

集約し、分析した後、移行計画の詳細化・変更を行う。 

  キ）予算要求 

    標準準拠システムへの移行経費について予算要求を行う。 

なお、予算要求に際しては、国の財政支援を活用することを前

提とする。 

     ク）契約・詳細スケジュール確定 

       ベンダと契約を行う。あわせて、データ移行日等の詳細なスケ

ジュールを確定する。 

     ケ）特定個人情報保護評価（PIA） 

       行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。）に

基づき、標準化対象事務においても、特定個人情報ファイルを取

り扱う場合は、特定個人情報保護評価書の作成及び個人情報保護

委員会への提出、公表が必要となる。 

 原則として、番号法別表第一に掲げる事務ごとに評価を実施す

る必要がある。 

 手続きについては、「自治体情報システムの標準化・共通化に係

る手順書」（令和３年７月７日策定）ｐ59～ｐ60 を参考に行う。 

（参考）個人情報保護委員会 特定個人情報保護評価ホームページ 

https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/ 

     コ）システム移行時の設定 

       標準準拠システムを基に運用のシミュレーションを行い、標準

準拠システムの運用方法を検討・確定する。 

現行システムとの最終的な差異の確認（Fit＆Gap）を行い、調

達仕様に対する提案内容と同一か確認する。 
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     サ）データ移行 

       既存データの整理（データクレンジング）を実施の上、データ

移行方針や外字の文字情報基盤文字への同定の基準についてベン

ダと調整を行う。 

文字情報基盤文字対応の作業について、契約前に先行作業でき

る内容（既存システムの文字セットや外字数の確認、同定作業内

容の確認、同定基準作成等）については、現行ベンダに対応可否

を確認し、作業を進める。作業の具体的な内容については、「自治

体情報システムの標準化・共通化に係る手順書」（令和３年７月７

日策定）ｐ65「文字情報基盤文字への対応」を参考に行う。 

また、データクレンジング作業（異動日・届出日・生年月日等

の誤入力の修正、必須項目の入力漏れ等に対する追記等）につい

ても可能な範囲で、移行作業契約前に、作業着手しておく。 

最終のデータ移行に当たっては、移行に備えたバックアップをと

り、行政サービスに支障が生じないように留意する。最終データ

移行は、それまでに複数回同じ手順でリハーサルを実施し、ネッ

トワークの帯域影響等、リハーサル時と異なる要因が原因で作業

スケジュールが遅延するリスクがないか、あらかじめ職員とベン

ダの作業関係者内で十分にリスク確認と対策の検討を行う。 

     シ）テスト・研修 

       ベンダと業務主管部署が調整の上、運用テストデータ準備、運 

用テスト及びデータ移行の最終確認等を行う。 

システム更改後、データ移行内容やシステム間の連携において

問題が発生することが多いため、事前に十分に運用テストを実施

するとともに、バックアップ体制確保や調整についてもあらかじ

め移行計画に組み込んでおく。 

また、標準準拠システムの操作研修を開催する。会場の確保、

職員の参加手配については、業務主管課・局とも協議の上、事前

準備を行う。 

     ス）次期システムに合わせた既存環境の設定変更 

       標準準拠システムと庁内ネットワーク接続の設計、構築、端末

整備等を行う。また、必要に応じて、端末やプリンタ等の周辺機

器の調達も行う。 

       また、他業務とのデータ連携項目、ファイル形式、処理タイミ

ング等を確認の上、他業務とのデータ連携テスト・変更を行う。 
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セ）条例・規則等改正 

  標準準拠システムを利用する場合の運用や出力される帳票等を

確定し、議会日程等も勘案しながら、必要に応じて条例や規則等

を改正する。特に様式等については変更が生じる可能性が大きい

ため、条例や規則等でどのように規定しているかを業務主管課・

局と事前に十分に確認しておく。 

     ソ）文字情報基盤文字への対応 

       「住民記録システム標準仕様書【第 1.0 版】」では、他システム

に対し文字情報基盤文字で住民記録データが連携できる機能を実

装すべきとされていることから、標準準拠システムの移行に際し、

文字情報基盤文字への文字データ移行が発生する。 

また、今後、デジタル庁（現 IT 室）及び総務省が、各システム

の共通要件を省令で定めるに当たって、文字情報基盤文字でのデ

ータ連携が要件として規定された場合には、住民記録システム以

外のシステムについても文字データ移行作業が発生することが想

定される。このため、作業項目サ）の「データ移行」の際に行う

のではなく、前倒して実施することが重要となる。 

文字データ移行の工程は、図７「文字データ移行の作業工程（例）」

のとおりである。特に「移行内容・作業内容確認」及び「同定基

準作成」は、早期に実施可能な作業と考えられるため、先行着手

する等、移行作業の平準化についても積極的に検討することが望

ましい。 

図７ 文字データ移行の作業工程（例） 



16 

図８ 作業スケジュール 

図９ 標準化に係る主な取組スケジュール 
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（2） マイナンバーカードの普及促進 

  ① 現状と課題 

    新型コロナウイルス対応において、地域・組織間で横断的にデー

タが十分に活用できないことなど様々な課題が明らかとなったこと

から、こうしたデジタル化の遅れに対して迅速に対処するとともに、

「新たな日常」の原動力として、制度や組織の在り方等をデジタル

化に合わせて変革していく、言わば社会全体のデジタル・トランス

フォーメーション（DX）が求められている。 

    デジタル化を進める上での重要なのは住民の本人確認をオンライ

ンで行うことであり、行政による確かな本人確認を経て発行される

最高位の公的な本人確認ツールであるマイナンバーカードの普及拡

大が社会全体のデジタル化のカギを握っている。 

    そのような中、国ではカード未取得者へのＱＲコード付き申請書

の個別送付やマイナポイント事業の拡充等により、令和３年３月に

は、有効申請受付数は約６８４万枚、交付実施済数は約２５４万枚

となり、いずれも１か月の数としては過去最高を記録した。 

また、令和３年４月の申請数は約３８４万枚、交付数は約２２２

万枚となっている（図 10「マイナンバーカードの申請・交付状況」

のとおり）。 

図 10 マイナンバーカードの申請・交付状況 
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    本市では、マイナンバーカードの普及について、交付円滑化計画

に基づき、国が令和４年度（2022 年度）末までに、マイナンバーカ

ードがほぼ全国民に行き渡ることを目指していることから、令和４

年度末で交付率を 100％とする方針としている。 

図 10-1「志布志市マイナンバーカード交付円滑化計画（抜粋）」の

とおり交付率を目標とし、普及のための取組等について、更なる検

討が必要である。 

図 10-1 志布志市マイナンバーカード交付円滑化計画（抜粋） 

  ② 意義及び効果 

   ア）行政サービス・住民の利便性の向上 

       マイナンバーカードの公的個人認証機能を活用等によって、本 

      人確認を行うことで、各種手続きにおける添付書類を省略するこ

とが可能となり住民の利便性が向上することが見込まれる。 

 また、書類確認等に費やしていた職員における時間や人件費に 

ついても削減することが可能となり、企画立案や住民への直接的 

なサービス提供など、職員でなければ真にできない業務に振り向 

けることが可能となることから、行政サービスの向上に寄与する 

ものである。 

これにより、長期的には、生産年齢人口の減少による労働力の 

供給制約がある中でも、持続的に行政サービスを提供するための 

体制整備に貢献し得るものと考えられる。 

また、標準化対象システムとマイナポータルぴったりサービス 

との接続など、行政手続のオンライン化に寄与するシステム連携 

の要件が標準化され、エンドトゥエンドでのオンライン化が広く 
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実現されることにより、マイナンバーカードの利用価値は上がり、 

更に住民の利便性の向上に資することとなる。 

     イ）行政運営の効率化 

       各種手続きにおいては、マイナンバーカードで本人確認を行う 

ことにより、添付書類等の確認が省略することが可能となるため、

マイナンバーカードの利用にあわせて、対象事務に係る業務フロ

ーを見直すことで行政運営の効率化に資することが期待される。   

また、デジタル化を進めることにより、システムの共同運用や

ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術等が、従来と比較し活用しやすく

なることも想定されるため、これらを有効に活用した業務プロセ

スの見直しを検討することで、更なる効率化が図られる。 

③ 目標時期 令和４年度末 

④ 財政支援  

・個人番号カード交付事務費補助金 

・個人番号カード交付事業費補助金 

  ⑤ 方針  

    マイナンバーカードはオンラインで確実に本人確認ができ、デジ 

タル社会の基盤となるものであり、マイナンバーカード交付円滑化 

計画に基づき、国が令和４年度（2022 年度）末までに、マイナンバ

ーカードがほぼ全国民に行き渡ることを目指していることから、令

和４年度末に普及率 100％を目標に、出張申請受付などの積極的な実

施により申請を促進するとともに、臨時交付窓口の開設、土日開庁

のさらなる実施などにより交付体制を充実させる。 

    ⑥ 具体的取組 

  ア）出張申請受付 

    ５人以上希望するグループや会社等に対して、市職員が出張し、 

申請支援を行う。 

 なお、申請の際にマスク等粗品の提供を行い、出張申請の勧奨 

を図ることとする。 

  イ）窓口延長・土日開庁 

    平日の市役所開庁時間では、申請が困難な市民に対して、月１ 

回の頻度で、窓口開庁時間の延長及び土日開庁を行い、申請機会 

の拡充を図り、普及を促進する。 

ウ）商業施設における出張受付ブースの開設 

  国の補助事業等を活用し、市内の商業施設に期間を設けて、マ 

イナンバーカードの申請受付ブースを設置し、申請の促進を図る。 
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エ）積極的な広報周知の実施 

  マイナンバーカードの申請について、市の広報媒体を積極的に 

活用し、住民への周知を図る。 

 また、各課の事業における郵送物等（児童手当の現況届、国保 

被保険者証更新等）も活用し、啓発チラシを同封して送付するな 

ど、きめ細やかな情報周知を図る。 

     オ）デジタル活用支援推進事業に伴う講習会の活用 

       総務省では、デジタル活用に不安のある高齢者等の解消に向け

て、令和３年６月から、デジタル活用支援推進事業（補助事業）

として、全国 1,800 箇所程度において、主に高齢者のデジタル活

用を支援する「講習会」を開始することとし、本市でも本事業を

活用するため、令和３年７月 20 日に第二次公募で採択された。 

 講習会の内容は、基本講座であるスマートフォンの基本的な利

用とスマートフォンによる行政手続等の応用講座があり、マイナ

ンバーカードの申請方法、利用方法の講習が可能なことから、積

極的な活用を行い、デジタルデバイド対策と併せてマイナンバー

カード普及促進を図る。 

 取組む内容は、図 11「利用者向けデジタル活用支援推進事業（地

域連携型） 事業全体概要図」のとおりとする。 

図 11 利用者向けデジタル活用支援推進事業（地域連携型） 事業全体概要図 
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カ）行政手続のオンライン化 

  国及び県、又は市独自の申請手続きのオンライン化を図り、マ 

イナンバーカードの利便性向上を図る。 

 なお、行政手続のオンライン化の方針は別に定める。 

     キ）マイナンバーカードの機能活用による業務効率化 

       マイナンバーカードの機能に対して調査検討を行いながら、業 

務効率化が図られる取組を推進する。特に以下に挙げる項目につ 

いては、重点的に取組むものとする。 

ⅰ）事務用端末への多要素認証への活用 

ⅱ）テレワークへの活用 

     ク）国が取組むマイナンバーカードの普及・利活用への積極的参加 

       国は、「デジタルガバメント実行計画」（令和２年 12 月 25 日策

定）で図 12「マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジ

タル化等に向けた工程表」を示し、普及・利活用の促進を図るこ

ととしていることから、本施策について、積極的に取組むものと

する。 
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図 12 

マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化等に向けた工程表 
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（3） 自治体の行政手続のオンライン化 

  ① 現状と課題 

    地方公共団体の行政手続のオンライン化については、「自治体 DX 

推進計画（令和２年 12 月 25 日）」において、令和４年度 末を目指

し、原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に資する手続につい

て、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手

続を可能にすることとしたところである。 

また、それ以外の各種行政手続についても、「地方公共団体におけ

るオンライン利用指針 （令和２年３月４日改訂 」を踏まえ、積極

的にオンライン化を進めることとしている 。 

そのような中、本市では鹿児島県が導入した県内自治体が共同で

運用している「鹿児島県電子申請共同運営システム」を活用し、税

関係の届出等の一部及び職員採用募集受付のオンライン化されてお

り、児童福祉関係の申請及び住民票の写しの交付請求等の部分的な

オンライン申請（添付書類は別途郵送、手数料の徴収を行わなけれ

ばならないため、現物は窓口受け取り等）が可能となっているだけ

である。 

    ② 意義と効果 

     ア）住民の利便性の向上 

       ・夜間、休日など、24 時間いつでも手続を行える。 

・自宅やオフィス、遠隔地からでもどこでも手続を行える。 

・スマートフォンやタブレットから手続を行える。 

・申請、届出等の用紙の入手が不要で、移動時間や待ち時間を 

節約することができる。 

・利用者に分かりやすく、デジタル機器に不慣れな方でも容易

に操作できる UI（ユーザーインターフェース）/UX（ユーザーエ

クスペリエンス）により、誰もが迷わず簡単に利用できる。 

・入力チェック機能、オンラインヘルプ機能により記入漏れや

入力誤りといったミスが防止できる。 

・マイナンバーカードの電子証明書を利用して申請することに

より、本人確認用書類などの添付書類が不要となる。また、マ

イナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォ

ン（移動端末設備）への搭載を可能とするとして法改正がされ

た。 

・財務省の歳入金電子納付システム等を活用したインターネッ

トバンキングなど、支払い手段が増える。 
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・前年度記載した履歴を翌年度活用することで、書き写しが不

要になる。 

・申請内容によっては複数の手続をまとめて申請することがで

きる。 

     イ）行政運営の簡素化・効率化 

       ・住民から受け付けた申請情報（申請データ）と業務システム

保持情報との目視点検での確認作業（突合）が不要になり、職

員の負担軽減につながる。 

・申請者の個人特定が自動化できるため、本人確認作業の時間

削減のみならず、正確性向上が図れる。 

・住民票や罹災証明書発行をコンビニで行うなどにより窓口の

混雑緩和につながる。 

③ 目標時期 令和４年度末 

④ 財政支援  

 デジタル基盤改革支援補助金（自治体オンライン手続推進事業） 

  【事業期間】 令和４年度末まで 

  【補助率】 １/２ ※地方負担分は普通交付税措置 

  ⑤ 方針 

    「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年 12 月 25 日閣議決定）

においては、自治体におけるデジタル・ガバメントの推進には、サ

ービスのフロント部分だけではなく、バックオフィスも含め、エン

ドトゥエンドでデジタル化・業務改革（ＢＰＲ）の取組みを徹底す

ることが必要であり、このような観点を踏まえ、行政手続のオンラ

イン化の推進等に取り組むこととされている。 

このようなことから、令和２年末に総務省が策定した「自治体 DX

推進計画」（令和２年 12 月 25 日総務省）でも示されているとおり、

デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、令

和４年度末を目指して、原則、特に市民の利便性向上に資する手続

について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンラ

イン手続を可能にするとともに、それ以外の各種行政手続について

も、「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」（令和２年３

月４日改訂 内閣官房・内閣府・総務省）を踏まえ、積極的にオンラ

イン化を進めることとする。 

取組については、令和３年７月７日に策定した「自治体の行政手

続のオンライン化に係る手順書」を参考に行う。 
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⑥ 具体的取組 

  以下に記載する事項は、「自自治体の行政手続のオンライン化に係

る手順書」（令和３年７月７日策定）を参考に実施することとし、 

今後の状況によって加筆・修正を行うこととする。 

ア）31 手続のうち、子育て関係・介護関係の 26 手続 

  子育て関係・介護関係の 26 手続（図 13「対象手続一覧」 につ

いては、「デジタル・ガバメント実行計画」や「自治体 DX 推進計

画」の趣旨を踏まえ、原則、マイナポータルからマイナンバーカ

ードを用いたオンライン接続を検討する。 

  さらに、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカード

を保有することを想定しており、マイナンバーカードを保有する

メリットを住民が最大限享受できるよう、よりスムーズに手続を

受け付けることを可能とし、行政運営の簡素化・効率化に資する

よう、手続の処理件数等を勘案した上で、申請管理システムと基

幹システムとの接続を行い、エンドトゥエンドのオンライン接続

（図 14「自治体行政手続のオンライン化の仕組み（イメージ）」）

を実現させることを積極的に検討する。 

図 13 対象手続一覧 
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図 14 自治体行政手続のオンライン化の仕組み（イメージ） 

イ）31 手続のうち、罹災証明書の発行申請手続 

  令和４年度から、内閣府が整備する「クラウド型被災者支援シ

ステム」が運用開始予定であり、マイナポータル（ぴったりサー

ビス）との連携が想定されている。 

  本システムでは、各自治体において導入している被災者支援シ

ステムとの連携も想定しているため、本市では既に民間事業者が

提供している被災者支援システムを導入していることから、当該

手続のオンライン化に際しては、①内閣府が整備するクラウド型

被災者支援システムを導入する、②マイナポータルと各自治体で

導入している被災者支援システムのオンライン接続を行う（この

際、クラウド型被災者支援システムの機能の一部を導入する）、の

２通りが考えられるため、今後、国から情報提供をもとに、適切

な方法を検討する。 

ウ）転出・転入予約 

  転出・転入手続については、「デジタル・ガバメント実行計画」

等を踏まえ、マイナンバーカード所持者がオンラインで転出届・

転入予約を行い、転入地があらかじめ通知された転出届の情報に

より事前準備を行うことで、手続時間の短縮、ワンストップ化を
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図れるよう、デジタル社会形成整備法により住民基本台帳法（昭

和 42 年法律第 81 号）が改正された（図 15「転出・転入手続のワ

ンストップ化」）ことから、令和４年度中の実現に向け、今後、必

要なシステム改修を行う。 

そのため、マイナポータルを活用した転出・転入手続に係る住

民からのオンライン申請（転出届・転入予約）の需要増に対応し、

上記ア）の子育て関係・介護関係の 26 手続と同様に、マイナポー

タルからマイナンバーカードを用いてオンラインで転出届・転入

予約ができるよう検討を行う。 

図 15 転出・転入手続のワンストップ化 
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エ）上記を除く全ての手続 

  各種行政手続については原則、マイナポータルの利用を検討す

る。ただし、マイナポータルでのオンライン化が困難な場合は、

鹿児島県電子申請共同運営システム等それ以外の方法によるオン

ライン化を妨げないものとする。 

ただし、基幹系 17 業務システムについては、それぞれ標準仕様

が作成され、これらに係る手続については、マイナポータルとの

オンライン接続について記載される可能性があることを踏まえ、

オンライン化の際にはぴったりサービスの活用またはぴったりサ

ービス申請 API の活用を前提として調達を検討し、将来的に手戻

りのないようクラウドでの導入の検討、またはシステムの作り込

みの回避をすることとする。手順は以下のとおり。 

      ⅰ）市押印廃止の基準に関する内規の策定 

        法令に基づく行政手続だけでなく、条例又は規則に基づく行 

政手続も含めて対象とすることとし、「地方公共団体における押

印見直しマニュアル」(令和２年 12 月 18 日内閣府)を参考に、

書面規制、押印廃止、対面規制等の基準を設けるため内規を策

定し、手続のオンライン化を促進する。 

      ⅱ）手続の洗い出し 

        ⅰ）の内規に基づき、手続の現状を把握するため、各課・局

へのヒアリングを行う。 

その上で、手続の処理件数、紙原本の提出の必要性、添付書

類の性質（例えば、添付書類が運転免許証や通帳等、申請者の

手元にあるような手続の場合は、オンライン化に適していると

考えられる。）等について検証を行った上でオンライン化に適し

た手続を選定し、更に、業務効率化等の観点から、ある程度件

数が見込まれる手続について、オンライン化の検討を行う。 

      ⅲ）オンライン化する申請システムの振り分け 

        ⅱ）の作業項目後、手続毎にオンライン化するシステムへの

振り分けを行う。この際、可能な限りマイナポータルの活用を

前提に振り分けを行うものとする。振り分けの参考としては図

16「オンライン化の振り分け（イメージ）」のとおり。 
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図 16 オンライン化の振り分け（イメージ） 

      ⅳ）仕様検討・調達 

        オンライン化に取り組む手続が決定された後、関係規定等の

検討・整備や予算要求、調達仕様の作成等、システム導入に向

けた具体的な作業を行う。作業手順については、図 17「全体ス

ケジュールのイメージ」及び図 18「オンライン化の取組み全体

の流れ」に示す。 
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図 17 全体スケジュールのイメージ 
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図 18 オンライン化の取組み全体の流れ 
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オ）キャッシュレス決済の推進 

       行政手続のオンライン化に併せて、住民サービス向上及び窓口 

      の業務効率化の観点から、自治体窓口及びインターネットによる 

手数料、利用料、税をはじめとする公金支払へのキャッシュレス 

決済導入を推進する。 

 令和４年度にはスマートフォンアプリを活用した税・料金等の 

支払いを可能とするが、以降も窓口における手数料等支払いにつ 

いて、JPQR コードを活用するなど、「公共施設・自治体窓口におけ 

るキャッシュレス導入手順書（一般社団法人キャッシュレス推進 

協議会」を参考に検討を行う。 

（4） 自治体の AI・RPA の利用推進 

  ① 現状と課題 

    本格的な人口減少社会となる 2040 年頃を見据え、希少化する人的

資源を本来注力するべき業務に振り向けるため、地方公共団体の業

務の在り方そのものを刷新することが必要である。 

本市においても、これまでも厳しい財政状況の下で行政改革に積

極的に取り組んできたところであり、図 19「第３次志布志市職員定

員適正化計画における職員数の状況」に示すように職員数が定員数

を下回る中で、事務事業の民間委託の推進、指定管理者制度の導入
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など、民間の経営資源も活用しながら、公共サービスをなんとか維

持してきた経緯がある。 

これからの人口減少の時代において、職員数のさらなる減少も見

込まれる中、労働力の供給を民間に求めることの困難さも増して行

き、将来的にはサービス提供に係るコスト増や、担い手となる事業

者が見つからないケースも予想される 

このようなことから、AI や RPA などのデジタル技術は地方公共団

体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源の中で

持続可能な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に活

用すべきものである。 

図 19 「第３次志布志市職員定員適正化計画における職員数の状況」 

    本市の現状としては、既に AI－OCR 及び RPA を導入し、実証実験

を行い、効果等を検証しているところであるが、①具体的にどのよ

うな分野や業務に取り入れれば効果があるかわからない、②自治体

が保有するデータ（個人情報、庁内の機密情報）の取り扱いが難し

い、③導入にかかる市民や議会からの理解、予算要求・庁内調整が

困難などの課題があり、活用の拡充に苦慮している状況である。 
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  ② 意義と効果 

ア）業務の効率化 

従来手作業で行われており職員の負担となっていた転記・入力 

      等単純・定型業務の大規模処理の「自動化」や、これまで人間が

対応してきた高度な判断や新たな課題分析を行う等の業務の「高

度化」等、業務の効率化が図られ、入力ミスの軽減、正確性の向

上にも繋がる。 

イ）業務の平準化 

特定の職員にかかっていた業務負荷を分散することとなり、超 

過勤務時間の削減等によるワークライフバランスの向上にも繋が    

る。 

     ウ）行政サービスの向上 

       AI・RPA により、業務作業時間が削減され、企画立案や住民への

直接的なサービス提供など、職員でなければ真にできない業務に

振り向けることが可能となることから、行政サービスの向上に寄

与するものである。 

    ③ 目標時期 随時 

    ④ 財政支援 

      令和３年度の AI・RPA 導入に関する経費については、情報システ

ムの標準化・共通化を行う 17 業務を除き、所要の財政措置（特別交

付税（措置率 0.3））を講ずることとし、都道府県、市町村が協定の

締結等をした上で共同調達を行う場合には財政措置を拡充（特別交

付税（措置率 0.5））する。以降については国等の動向を注視する。 

  ⑤ 方針  

    国の作成する AI 導入ガイドブック（令和３年６月総務省）及び RPA 

導入ガイドブック（令和３年１月総務省）を参考に、1,788 の都道府

県･市区町村に対して、令和２年 12 月末時点における 図 20～22「AI・

RPA 導入状況等に関するアンケート調査（総務省）」の状況を勘案し、

AI や RPA の導入・活用を進める。 

 AI については、文字認識、音声認識、チャットボットの導入、RPA

については、税、財務、福祉、保健、教育等、効果の高いものを重

点的に導入の検討を行う。 

 また、こうした最先端の技術の導入については、データの集積に 

よる機能の向上や導入費用の負担軽減の観点から、複数団体による 

共同利用を検討する。 
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図 20～22 AI・RPA 導入状況等に関するアンケート調査（総務省） 

図 20 地方自治体における AI ・ RPA の導入状況 

図 21 地方自治体の AI ・ RPA の機能別・分野別導入状況 
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図 22 地方自治体の AI・RPA の導入に向けた課題 

⑥ 具体的取組 

ア）AI 会議録作成支援システムの検討 

会議後の会議録作成については、一般的に会議の約４倍必要と 

言われている。 

AI 会議録作成支援システムを導入している団体では、システム 

を導入することにより、約４割の作業時間の削減につながった実

例もあり、効果が上がりやすいものであるため、効果検証を行っ

た上で導入を検討する。 

イ）ホームページにおける AI の導入 

自治体のインターネットの玄関口であるホームページ上にAIレ 

コメンドを導入し、ホームページ上の記事のアクセス数や関連記

事を紐づけたり、社会で話題となっている事柄を AI が判断し、市

の関連記事と紐づけるなど、市民に対して知りたい情報等をいち

早く、確認しやすい方法で提供するもので、市民サービスの向上

を図る。 

また、職員による記事作成の QA に対して、AI で回答を行い、業 

務効率化を図る。（AI コンシュルジュ機能） 
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ウ）AI・RPA の活用・導入に向けた調査研究 

全国で推進されている上位３分野（音声認識、文字認識、チャ 

ットボットによる応答）の活用・導入の検討を継続的に行い、下

位４分野（マッチング、最適解表示、画像・動画認識、数値予測）

の調査・研究を行い、場合によっては導入への検討を行う。 

  エ）RPA 化の拡充 

RPA 導入ガイドブックに示されている図 23「効果を得やすい分 

野・業務」を参考に、実証実験を随時実施し、RPA 化の拡充を推進

する。 

図 23 効果を得やすい分野・業務 
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（5） テレワークの推進 

  ① 現状と課題 

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、令和２年２月以

降、政府から地方公共団体や企業に対して、時差出勤やテレワーク

等を強力に推進することが呼びかけられた。 

地方公共団体におけるテレワークの導入状況は、令和元年 10 月時

点では、都道府県や政令市で導入している団体がみられたものの、

市区町村ではほとんどが未導入であった。しかし、令和 2 年 10 月

時点では、都道府県や政令市では大半が導入済み、市区町村では約 2 

割が導入しており、今後導入を検討している団体も増加している状
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況である。 

  本市においても導入の検討は行っていたが、ネットワークのセキ

ュリティの確保が不安、職員の労務管理が困難、テレワークで実施

できる業務が不透明などの課題があり、テレワークへの検討が進ん

でいない状況である。 

  しかしながら、テレワークは感染症対策に加え、災害時における

行政機能の維持のための有効な手段であることから、地域を守る持

続的な行政運営のために必要な取組である。 

② 意義と効果 

ア）行政機能の維持 

感染症対策に加え、災害時において行政機能の維持させること 

      が可能となり、住民サービスの向上にも繋がる。 

イ）働き方改革の切り札 

労働力人口が減少する中、行政を支える人材を確保するために

も、ライフステージに合わせた柔軟な働き方ができるようにし、

多様な人材が活躍できる職場環境を整えることが不可欠である。  

テレワークは、「時間や空間の制約にとらわれることなく働くこ

とができるため、子育て、介護と仕事の両立の手段」となるとし

て、長時間労働の抑制や休暇取得促進と合わせて、「働き方改革」

における重要な取組の一つとなっています。 

また、空間の制約にとらわれず働くことができれば職員が積極

的にアウトリーチを行っていくことにも繋がり、きめ細やかな行

政サービスの提供が可能となることから、住民サービスの向上に

つながる。 

③ 目標時期 本計画期間内 

④ 財政支援 

  テレワーク環境の構築に要する経費のうち、ICT 機器導入に係る費

用、外部接続情報システム・コミュニケーションツールにかかる費

用、ソフトウェア費用、ライセンス費用、シンクライアント化のセ

キュリティ対策に係る費用、サーバ設置費用、導入にあたってのサ

ポート費用等に対して、特別交付税（措置率 0.5）が措置される。 

  ⑤ 方針  

    テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であ 

り、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現 

できる「働き方改革」の切り札である。 

また、今般の新型コロナウイルス対策においては、感染拡大の未 
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然防止や行政機能の維持に有効な手段となっているため、国が提供 

するテレワーク導入事例や「地方公共団体におけるテレワーク推

進のための手引き（令和３年４月総務省）」等を参考に、テレワーク

導入・活用に早急に取り組む。 

 ただし、テレワーク等における課題等は複雑かつ多岐に渡るため、

できるところから行うスモールスタートで検証を行っていく。 

⑥ 具体的取組 

 以下に記載する事項は、「地方公共団体におけるテレワーク推進の

ための手引き」（令和３年４月総務省）を参考に実施することとし、 

今後の状況によって加筆・修正を行うこととする。 

ア）モバイル PC の導入 

モバイル PC を導入することにより、業務用端末の持ち運びが容

易となることから、将来的にはテレワークの形態である「在宅

勤務」「サテライトオフィス」「モバイルワーク」に対応が可能

となる。また、業務の効率化をはじめ、ペーパーレス化、職員

の情報リテラシー（情報活用能力）の向上にもつながる。 

まずは、会議等の回数が多い、各課・局長及び電子自治体推

進リーダーに対して試験導入を行い、検証を踏まえて順次拡充

していく。 

なお、導入時には、セキュリティ対策の一つである「三層の

構え」のインターネット接続系を主接続としたβモデルの試験

も併せて行う。 

イ）庁内のネットワークの無線化 

ア）での検証をもとに、庁内でのモバイル PC の活用等の状況を

勘案して、会議室及び執務室等のネットワークを無線化し、本庁

支所間であればどこでも仕事ができる環境を、段階的に整備して

いき、サテライトオフィスとしての形態を実現する。 

取組のスケジュールについては、図 24「取組スケジュール」の 

とおり。 

図 24 取組スケジュール 
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ウ）情報セキュリティ運用指針の見直し 

令和２年 12 月に改定された「地方公共団体における情報セキュ 

リティポリシーに関するガイドライン」に基づき、本市の「情報

セキュリティ運用指針」を改定する。なお、ガイドラインについ

ては、今後も継続して改定される見込みであることから、都度改

定を行う。 

エ）モバイルワークの導入 

業務用チャットツール（LoGo チャット）を導入し、テレワーク 

時のコミュニケーションをはじめ、感染症対策や災害時及び日常

業務での職員間の情報共有や簡単な Web 会議を、スマートフォン

等のモバイル端末での使用を可能とすることで、業務の効率化を

図る。 

 また、本ツールはLGWAN-ASPを介したネットワークであるため、

一定のセキュリティが担保されている。 

オ）安全性の高いテレワーク方式の導入 

ア）～エ）までの取組について検証を行い、安全性の高いテレ

ワーク方式として以下の方式を想定して、導入の検討を行う。 

 ・閉域 SIM による接続サービスを利用して LGWAN 接続系の端 

末に接続するモデル 

・LGWAN-ASP サービスを利用して庁内にある LGWAN 接続系の端 

末に接続するモデル 

・インターネット接続系を経由して LGWAN 接続系の端末に接 

続するモデル 

  （6） セキュリティ対策の徹底 

  ① 現状と課題 

    各自治体においては、平成 27 年以降に実施された「三層の対策」

により、内部ネットワークがインターネット接続系・LGWAN 接続系・

マイナンバー利用事務系の３つのセグメントに分割され、マイナン

バー利用事務系については、原則ほかのセグメントと物理的に分離

され、情報セキュリティ対策の抜本的強化が図られたところである。 

    本市においても、平成 29 年度に三系統を仮想デスクトップ化し、

情報セキュリティ対策を講じたところであるが、行政手続のオンラ

イン化、テレワーク、クラウド化などデジタル化という新たな時代

の要請を踏まえ、業務の利便性・効率性の向上を目的とした見直し

を行う必要がある。 
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② 意義と効果 

 ア）個人情報等の重要情報の保護 

自治体は、法令等に基づき、住民の個人情報や企業の経営情報

等の重要情報を多数保有するとともに、ほかに代替することがで

きない行政サービスを提供している。また、自治体の業務の多く

が情報システムやネットワークに依存していることから、住民生

活や地域の社会経済活動を保護するため、自治体は、必要な情報

セキュリティ対策を講じることにより、その保有する情報を守り、

業務を継続することが重要となっている。 

     イ）情報システムの確実な継続使用の確保 

今後、各種手続のオンライン利用の本格化や情報システムの高

度化等、電子自治体が進展することにより、情報システムの停止

等が発生した場合、広範囲の業務が継続できなくなり、住民生活

や地域の経済社会活動に重大な支障が生じる可能性も高まる。 

また、自治体は LGWAN 等のネットワークにより相互に接続して

おり、一部の団体で発生した IT 障害がネットワークを介して他の

団体に連鎖的に拡大する可能性は否定できない。 

これらの事情から、必要な情報セキュリティ対策の実効性を高

めるとともに対策レベルを一層強化することによって、システム

を停止することなく使用することが可能となる。 

ウ）セキュリティインシデントの拡大防止 

適切な情報セキュリティ対策を講じても、情報セキュリティの

確保に絶対安全ということはないが、情報セキュリティに関する

障害・事故及びシステム上の欠陥（以下「情報セキュリティイン

シデント」という。）の未然防止のみならず、情報セキュリティイ

ンシデントが発生した場合の拡大防止並びに迅速な復旧や再発防

止に繋がることとなる。 

③ 目標時期 本計画期間内 

  ④ 財政支援 

    令和２度第３次補正予算において、自治体情報セキュリティクラ

ウドの更新時期を捉え、総務省が設定した高いセキュリティレベル

のセキュリティクラウドへの移行を支援する。（「デジタル基盤改革

支援補助金」） 

    また、関連で令和２年度より、地方公共団体における職員向けテ

レワークの導入に係る経費について特別交付税措置（措置率 0.5）が

講じられており、セキュリティ対策等も対象費用となる。 
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⑤ 方針  

    改定後の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関 

するガイドライン」を踏まえ、適切に各自治体の情報セキュリティ 

ポリシーの見直しを行い、情報セキュリティ対策の徹底に取り組む。 

⑥ 具体的取組 

ア）次期セキュリティクラウドへの移行 

自治体情報セキュリティクラウドについて、令和４年度末まで 

に、都道府県の主導により、総務省が設定した高いセキュリティ

レベル（標準要件）を満たす民間のクラウドサービス利用型への

移行の対応を行う。 

     イ）情報セキュリティ運用指針の改定 

       令和２年 12 月に改定された「地方公共団体における情報セキュ

リティポリシーに関するガイドライン」に基づき、本市の「情報

セキュリティ運用指針」を改定する。なお、ガイドラインについ

ては、今後も継続して改定される見込みであることから、都度改

定を行う。 

ウ）新たな「三層の対策」βモデルへの移行 

情報システムの標準化・共通化等、今後オンライン上での行政

手続の活用及び重要性は急激な変革を遂げることとなることを踏

まえ、新たな「三層の対策」であるインターネット接続系を主接

続とした「βモデル」の移行を検討する。（図 25 のとおり） 

また、ブロックチェーンなど新たなセキュリティ対策の在り方

を検討する。 

図 25 新たな「三層の対策」βモデル 



44 

３.２ 自治体 DX の取組とあわせて取り組むべき事項 

（1） 地域社会のデジタル化 

    地域における Society5.0 の推進関連施策集（令和３年度版）（令和

３年４月 16 日地域 Society5.0 推進連絡会議）を参考に取り組む。 

（2） デジタルデバイド対策 

      デジタルデバイド対策については、「３．１重点取組事項の⑵マイ

ナンバーカードの普及促進の⑥具体的取組内のオ）デジタル活用支援

推進事業に伴う講習会の活用」を参照。   

（3） BPR の取組の徹底（書面・押印・対面の見直し） 

      BPR の取組の徹底（書面・押印・対面の見直し）については、「３．

１重点取組事項の⑶自治体の行政手続のオンライン化の⑥具体的取

組内のオ）上記を除く全ての手続」を参照。   

(4)  オープンデータの推進 

 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン（令和３年６月 15 

日改定内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を参考に取り組む。 

（5） 市町村官民データ活用推進計画策定の手引き及び地方公共団体に 

おけるデータ利活用ガイドブック Ver2.0（令和元年５月総務省）を参 

考に取り組む。 

  （1）～（5）までの統一取り組み方針 

① 目標時期 計画期間内 

   ② 方針 

     市の最上位計画である第２次総合振興計画（後期基本計画）及び

国の DX 手順書を踏まえた内容で推進する。 

    ③ 具体的取組 

      「志布志市情報化計画」の ICT 重点施策に既に盛り込まれている

事項等について、今後の国の動向を注視し、引き続き各施策の

担当課を主として、より一層積極的に取り組んでいく。
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Ⅲ 基本理念とビジョン 
本推進計画における基本理念は、志布志市情報化計画に掲げた情報化の基本理念と

３つのビジョンと同様とした上で、推進を図る。 

（１）情報化の基本理念 

本市は、先述したとおり「“志”あふれるまち」を基本理念とし、魅力にあふれ

発展し続けるふるさと志布志市を目指している。 

本計画においては、「未来へ躍動する創造都市 志布志」の推進を図り、前計画

の成果や方向性を継続し、ＩＣＴの積極的な利活用を図り、地域の誰もがＩＣＴ

を身近に感じられ、市民と行政が一体となり活力にあふれる志布志市を目指すた

め、引き続き情報化の基本理念を次のように定めて継続して推進する。 

情報化の基本理念 

ＩＣＴを利活用し、誰にでもやさしく、活力にあふれ、市民とともにつくる志布志市 

（２）情報化ビジョン 

本市では、情報化の基本理念に基づき継続した推進に取り組むため、引き続き

次の３つの情報化ビジョンを定め、その目標達成に向けて努力する。 

Ⅰ 市民本位のサービス提供による市民満足度の向上 

高度情報化へ対応したまちをつくるため、市民の誰もがより便利に・簡単に享

受できるような行政サービスを提供し、市民の満足度向上に資する情報化を推進

します。 

Ⅱ 健全で計画的な行政運営の実現 

業務の効率化・迅速化を図るとともに、市民に対する透明性を確保し、計画的

で実効性のある行政運営を実現するための情報化を推進します。 

Ⅲ 市民との協働による継続的な発展性のあるまちづくりの推進 

市民と行政が協働して、継続的で発展性のあるまちづくりを推進するため、市

民が行政に積極的に参加できるようＩＣＴを有効に利活用していきます。 
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Ⅳ 施策の方向 

３つの情報化ビジョンを実現していくため、ICT 重点施策を軸に対応しながら、横断

的に施策を推進する。 

情報化ビジョン

1 情報通信基盤の整備

2 しぶし志ネットの有効利活用

3 行政告知放送端末設置の推進

4 情報活用能力の向上

5 電子行政窓口の拡充

6 電子行政サービスの拡充

7 窓口業務の充実

8 窓口機能の利便性向上

9 行政情報の発信・充実

10 市民からの信頼性の確保

1 庁内情報共有化

2 内部事務統合化

3 統合型ＧＩＳの利用促進

4 業務システムの全体最適化

5 情報セキュリティ対策の強化

1 市民参加の促進

2 安心・安全な地域づくり

3 住みたくなるまちづくり

4 地域産業の活性化

5 市民協働の情報サービス支援及び地域コミュニティの活性化

6 教育の情報化推進

ＩＣＴ重点施策

健全で計画的な行政
運営の実現

市民本位のサービス
提供による市民満足
度の向上

市民との協働による継
続的な発展性のある
まちづくりの推進

〈デジタル化
推進計画にお
ける重点取組
事項〉

各ビジョンに
対して横断的
に取り組む。
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