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第３次大分県電子県庁高度化指針 （公開版） 
第１章 デジタル化社会に向けた新たな取組 

 

１ はじめに 

本県は、ICT を活用し、行政サービスの向上や行政事務の効率化・高度化を実現する取

組を総合的に推進している。平成 14 年度に、副知事を本部長として全ての部局を構成員

とする電子県庁推進本部を設置し、平成 18 年度には、効率的な情報システム環境の整備

を推進するため「大分県情報システム全体最適化計画」を策定した。 

平成 24 年度に「大分県電子県庁高度化指針」を策定し、情報共有ツールである e-オフ

ィスシステムの導入・機能強化を行い、平成 28 年度には「第 2 次大分県電子県庁高度化

指針」を策定し、情報システムの導入効果検証によるＰＤＣＡサイクルの確立やクラウドコン

ピューティングの導入、モバイルワークの環境整備など、ＩＣＴを活用した行政事務の効率化

を図った。 

一方、国では、行政手続のデジタル化を原則とする「情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（以下「デジタル手続法」という。）」が令和元年 12 月に施行され、本県に

おいても、令和２年３月に将来の社会の姿を見据えた次世代型「スマート県庁」の実現を目

指すため、新たな行財政改革の指針となる「大分県行財政改革推進計画」を策定し、ＩＣＴ

の活用による業務の効率化、県民の利便性向上及び職員の多様な働き方の支援に取組

む方針としている。 

また、令和 2 年度に発生した新型コロナウイルス感染症を契機とした新常態に対応する

ため、テレワーク等の働き方を検討し、推進していく必要もある。 

このような状況を踏まえ、高度化指針のこれまでの取組を継続し、更なる行政の効率化・

高度化を実現するため、第 3 次大分県電子県庁高度化指針（以下「本指針」という）として

策定するものである。 

２ 目的 

効率的な行政事務の執行及びきめ細かく安定した県民サービス実現に寄与するため、

ICT 活用推進や必要な情報システムの導入等に関する方針等を明確にすることを目指す。 

３ 対象 

対象となる組織は、知事部局、議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、

監査委員事務局、教育庁、警察本部とする。なお、企業局、病院局についても、本指針の

趣旨や手法等にできるだけ準ずるものとする。 

４ 期間 

第 2 次大分県電子県庁高度化指針と同様の期間とし、令和 5 年度までを視野に入れた

ものとする。 
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第２章 国の動向及び電子県庁高度化の取組方針 

 

１ 国の動向 

国におけるデジタル・ガバメント推進に係る近年の取組としては、令和元年１２月

に「デジタル手続法（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律）」が施行

され、行政のあらゆるサービスを一貫してデジタルで完結させるために不可欠なデ

ジタル３原則を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続についてはオン

ラインが原則とされた。 

    同時期に、「デジタル・ガバメント実行計画」が改定され、急速に進歩するデジタ

ル技術に対応するとともに、少子高齢化の進行や国際化の進展に代表されるような

社会構造の大きな変化に対応し、行政を刷新するための土壌を整えてきた。 

    その後、新型コロナウイルス感染症拡大への対応において、特別定額給付金の業務

でデジタル化が進んでいなかったことにより迅速な給付等に支障がでたケースや、

テレワークが重要となる一方、書面・押印・対面が法令や慣行により求められるた

め、出社を余儀なくされるケース、各府省の LAN 環境が縦割りで構築されているた

め、各府省間や民間企業、地方公共団体との間での Web 会議サービスの接続が困難

となる状況等が発生するなど、行政のデジタル化に対する課題が指摘された。 

    これらの課題は、令和２年７月に策定された「世界最先端デジタル国家創造宣言・

官民データ活用推進基本計画」の施策により対応が図られているが、これを具体化・

加速化するため、デジタル・ガバメント閣僚会議の体制を強化し、ワーキンググル

ープ等で議論をとりまとめるとともに、内閣府規制改革推進会議と行政改革推進本

部において、書面・押印・対面等の見直し方針が策定された。今後、「IT 基本法」

（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）を全面的に見直すとともに、令和３

年９月にはデジタル庁を設置することとしている。 

    令和２年１２月には、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」において、

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、人に優しいデジタル化～」が示され、デジタル・ガバメント推進の取

組を加速させるため、「デジタル・ガバメント実行計画」改定された。併せて、この

計画の各施策について、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、国による支援策等をとりまとめた「自治体 DX 推進計画」が策定され、デジタ

ル社会の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていくこととしている。 
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２ 電子県庁高度化の取組方針 

 

本計画においては、「デジタル・ガバメント実行計画」や「自治体 DX 推進計画」等

の考え方を踏まえ、次世代型「スマート県庁」を目指した電子県庁の高度化を図り、

県民中心の県政を推進に貢献することとする。 

    具体的には、行政手続の電子化について、デジタルファースト等のデジタル３原則

に則ったオンライン化により１００％電子化を目指し、大量・定型の作業や全庁共

通の業務について、ＩＣＴ等を活用した効率化を図るとともに、収入のキャッシュ

レス化など行政のデジタル化を推進する。 

    また、本県の情報システムが国等の標準化・共通化に迅速に対応できる基盤となる

仕組みを構築し、これを最大限に活用することで、行政情報や業務知識の共有と利

活用を図り、政策連携を促す。 

    さらに、新たなサイバー攻撃、あるいはセキュリティ侵害等に対しても、県民に信

頼される安定した行政サービスを提供するため、大分県セキュリティポリシーに基

づき、物理的・人的・技術的セキュリティ対策、監査等の情報セキュリティの確保

を行うとともに、近年頻発する大規模災害に備えたＩＣＴ－ＢＣＰの策定を進める。 

こうした取組に当たっては、推進体制の整備や、ガイドライン等の制定・改正等を

適切に行い、迅速な課題解決を図っていく。 

以上を踏まえ、次の３つの取組を本指針の柱とする。 

・ ICT による業務高度化の推進（第３章） 

・ セキュリティ・災害対策の充実（第４章） 

・ 次世代型行政サービスの導入に向けたガバナンスの強化（第５章） 
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第３章 ICT による業務高度化の推進 

 

１ 行政手続のデジタル三原則への取組 

令和元年５月にデジタル手続法が成立し、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便

性広報や行政運営の簡素化・効率化を図るため、行政のデジタル化に関する基本原則と

そのために必要な事項が定められ、施策が講じられることとされている。 

その後、国においては、新型コロナウイルス感染症対策において明らかになった行政の

デジタル化の遅れを最優先課題と位置づけ、行政手続のオンライン化やワンストップ・ワン

スオンリー化などの取組を加速することとしている（表１）。 

 

表１ デジタル化の基本原則（デジタル三原則） 

原則 概要 

①デジタルファースト 個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること 

②ワンスオンリー 一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること 

③コネクテッド・ワンストップ 民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること 

 

（１） 電子申請 100％の達成に向けた取組 

     大分県行財政改革推進計画では、県の行政手続について、情報セキュリティの確保を前

提に、データ連携による添付書類の撤廃等を含む業務の見直しを行うとともに、デジタルファ

ースト等のデジタル三原則に則ったオンライン化を徹底し、100％電子化を目指すこととして

いる。 

  ア 申請業務の現状 

令和２年度に実施した行政手続の電子化に関する調査によって、総手続数は４，８００件

であり、年間申請受付件数が１００件以上の３８３手続きを電子化すれば、全体の申請件数

の９８％をカバーできることが判明している。 

  イ BPR の実施 

      調査時点で電子化が困難な手続については、押印の撤廃の可否、業務フローや添付書

類等の精査等の業務プロセスの見直し（BPR）を実施する。 

  ウ 今後の取組 

      調査時点で電子化が可能な手続については速やかに電子化に取り組むとともに、年間

申請受付件数が１００件以上の３８３手続きについては令和５年度末までを目標とし、残りの

手続の電子化については、費用対効果を鑑みながら令和６年度に検討する。     

加えて電子署名の活用による添付書類の削減や、手数料などの納付が自宅からできる

ように電子納付の仕組みを整備することにより、県民が電子申請の利便性を実感できるよう

取り組む。 
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（２） 共通基盤整備によるデータ連携及びデータ利活用 

行政手続の電子化とともにワンスオンリー化・ワンストップ化へ向け、行政機関内のバック

オフィスにおけるデータ連携やデータ利活用を効率的に実現するための仕組みが必要とな

っている。 

  ア 庁内情報システム間のデータ連携推進 

電子申請による電子化されたデータを取り扱うことが可能となることから、電子申請システ

ム、文書管理システム、財務会計システムなどの基幹系システム間のデータ連携を検討し

実装する。これによって、県庁内における業務システム間のオンライン化や重複入力等の

削減などを実現し、行政手続全体の効率化を図る。 

  イ 共通基盤環境の構築及び導入 

データ連携は、共通の機能や規約を定めた共通基盤環境を軸とした構成を基本とし、長

期的に情報システムの開発費用の縮減を図りつつ庁内システム全体の構成を最適化して

いく。 

そのため、令和３年度に基幹系システムや業務システムの現状調査を行い、国の「デジ

タル・ガバメント実行計画」等を踏まえたデータ連携のあり方を検討し、将来的なデータ利

活用も視野に入れた共通基盤環境の整備方針を検討する。当面は基幹系の財務会計シ

ステム（令和４～５年度開発）から共通基盤を導入するとともに、順次庁内情報システムにも

導入していく。 

ウ 行政データの利活用環境の整備 

電子申請を通じて蓄積される行政データについては、共通基盤環境を軸として、オープ

ンデータとしての利活用や EBPM 等への活用にも対応できるように情報システム環境を整

備していく。 

    

２ テレワーク環境の整備 

サテライトオフィスの設置等により県内移動の短縮化・効率化を進めてきたが、テレワーク

環境を整備することにより、現場等における業務効率化を進めていくことができる。このため、

平成２９年度にテレワーク専用端末を実証導入し、令和元年度には本格運用を開始した。

令和２年度には、５９０台のテレワーク専用端末を配備し、現場対応や在宅勤務等での利用

に供している。 

（１） テレワーク専用端末の利用促進と登録ユーザーの拡大 

  ア これまでの取組 

テレワーク専用端末は、庁外での利用の際には、各職員用パソコン「OK パソコン」へリモ

ートアクセスされる。これにより、執務室内とほぼ同様の業務を可能とし、従来の口頭や紙に

よる伝達や現場処理を超えた業務の効率化を実現している。 

また、より強度なセキュリティ対策をとる必要があることから、顔認証の導入や MDM 機能

の採用、資産管理ツールの導入を行い、職員が安心して利用できる環境を整備した。 
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  イ テレワークの推進における課題 

      テレワーク専用端末を利用するに当たっては、事前のユーザー登録が必要である。 

令和３年２月時点で、登録可能な数は 1,600 ユーザーとなっており、災害時等の非常時

には、登録の入替作業により職員が利用できるまで一定の時間を要する場合が生じている。 

また、専用端末の利用状況をみると、時期や業務・所属により差が見られることから、職

員が積極的に利用し、稼働率を上げていくことが課題となっている。 

  ウ さらなるテレワークの利用定着 

まずは、必要な職員がいつでもテレワークが実施できる環境を構築するため、令和２年

度中に、ユーザー上限を３，７００ユーザーまで拡充する。 

次に、稼働率向上のため、優良活用事例を集約し全庁で情報共有を図る。例えば、農

業の普及指導員や生産者が、web 会議ツールを利用しリアルタイムな動画を通してノウハウ

の提供や技術指導を行なうことで、スケジュール調整の簡略化や移動時間の短縮による生

産性の向上が見込める。また、企業誘致等の際において、ドローンとテレワーク専用端末の

web 会議ツール連携により、リアルタイムで農地等の映像をよりわかりやすく配信すること

で、現地での対面協議が不要となるなど、より効果的な取組を提供する。さらに、職員一人

ひとりの ICT に対する意識の向上のため、定期的に優良情報の発信や意識啓発のための

研修を行っていく。 

（２） 通信環境の整備及び情報セキュリティ対策の実施 

庁内外における働き方改革や新常態に向けたテレワークを加速させるため、柔軟な通信

環境の整備が求められている。一方で、通信経路や、データが外部に漏えいしないための

セキュリティ対策もあわせて講じる必要がある。 

  ア 庁内通信環境の整備 

本庁３庁舎及び地方機関の主要会議室に無線 LAN 環境の整備を行うともに、不正接続

を防止するためのセキュリティ対策を講じている。 

今後、無線ＬＡＮの活用状況を踏まえ、執務室内での有線 LAN 環境から無線ＬＡＮ環境

への移行検討を行い、将来的にフリーアドレス化、組織改編などに、柔軟に対応していく。 

次に、無線 LAN の整備に併せて、OK パソコンの庁外持出が可能となるよう、令和３年度

にパソコンのローカルディスクから個人用ファイルサーバへのデータ移行を実施する。 

   これにより、本庁会議室、サテライトオフィス及び地方機関の無線 LAN 環境での OK パ

ソコンによる業務を可能とするとともに、県庁内で開催する会議のペーパレス化を促進す

る。また、災害時や感染症対応で出勤範囲が制限される場合等においても、近隣の県機関

において OK パソコンの利用が可能となり、職員の機動性が高められる。 

  イ 庁外からの接続環境整備 

庁外から庁内ネットワークへの接続については、セキュリティ対策を重視しており、ＬＴＥ

や４Ｇなどのモバイル回線網内に専用ネットワークを構築し、庁外利用を前提とした専用パ

ソコンのみ利用を認めている。 
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今後、柔軟なテレワーク環境を加速化させるため、個人所有のスマートフォンやパソコン

からインターネットを経由した接続について拡大を図る。 

なお、庁外の使用においては、紛失、盗難等を想定し、庁内システムのデータがパソコン

等に保存されないよう、庁内システムの仮想環境へのアクセス方式を検討する。 

（３） テレワーク専用端末利用基準の策定 

テレワーク専用端末のセキュリティを保持するため、端末のシステム設定などを統合的に

管理する機能（ＭＤＭ等）を搭載し、利用できる機能の制限、ソフトウェアの導入制限などを

行なっている。 

今後、新常態における働き方への対応や、総務省が令和２年１２月に改定を行なった

「情報セキュリティポリシーガイドライン」の内容も踏まえ、「大分県情報セキュリティポリシー」

や「公用パソコン等の管理に関する要綱」等の関係規定を改定し、適正な管理・運用を行な

っていく。 

 

３ 行政情報の共有と利活用促進 

きめ細かな県民サービスと行政の省力化・効率化を図るため、各所属が保有している各

種行政データや業務に関する知識共有・利活用を推進するとともに、行政情報を有機的に

結合し政策連携を促進する基盤を整える。 

（１） 県民サービスの向上 

   ア マイナンバーカードを活用した申請手続き等の効率化推進 

平成 29 年に開始されたマイナポータルでは、各自治体の行政サービス情報検索や各種

申請、プッシュ型通知が行われており、県の電子申請システムとの連携により手続の効率化

を図っていく。 

また、国では、平成 29 年度から子育てワンストップサービス化（児童手当申請等子育て

関係 4 業務のオンライン化）が開始されているほか、マイナンバーカードと連携させることが

できる識別番号であるマイキーの活用による図書館カード、施設利用カード機能の併用によ

る利便性の向上等も進められている。 

今後、マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用が強力に推進されることから、

マイナポータルから申請が可能な手続を増やしていくように取り組む。 

（２） 情報共有ツールの強化 

職員ポータルサイト「e-オフィスシステム」は、運用開始から６年が経過した。これまでに、

スケジュール管理、様式集、会議・打合せスペースなどの機能の利活用が浸透し、業務の

情報共有ツールとして定着したことによって、業務効率化に大いに寄与している。 

令和元年度には、始業時等のアクセス集中対策やレイアウト改善、FAQ チャットボットの

追加等の機能強化を図った。今後も効率的な情報共有を図るための機能強化を進めてい

くとともにチャットツールや AI チャットボットの利活用を推進する。 

また、ファイルサーバについては、業務情報の共有基盤として、所属の利用ニーズに合
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わせ規模の拡大や業務専用ファイルサーバの追加等の整備を行ってきた。 

今後は、新常態における働き方として在宅勤務等のテレワークにおいても効率的に業務

が実施できるよう、令和３年度に所属用のファイルサーバの増強を進めていく。 

 

（３） 情報共有意識の醸成・活用力向上 

      「大分県行財政改革推進計画」に掲げる政策県庁の構築を推進するため、以下の啓発

体制において継続して情報共有意識の醸成を図る。 

  ア 啓発体制及び情報共有ルールの整備 

情報共有の推進は電子県庁推進本部会議の業務高度化作業部会の下で、情報政策

課、政策企画課、行政企画課及び県政情報課等の情報共有推進組織により取組を実施し

ている。これまで文書や資料などの情報共有方針、部局・所属・業務用のファイルサーバ運

用管理要綱の整備、ちえボックスの活用、e-オフィスシステム周知掲示板による文書通知の

簡素化などを進めてきた。 

ファイルサーバの利用については、課題である保存ファイルデータ量の肥大化を防止す

るため、部局フォルダは、命名規約、階層制限、5 年削除などのルールにより運用開始して

いるが、所属フォルダは、同様なルールが運用できず肥大化を防止できていない。また e-

オフィスシステムについては全庁情報共有が進む一方で、共有情報が様々な場所に偏在

しており、情報の保存場所のルールの整備や効率的な検索手段の導入が課題となってい

る。 

今後も、ファイルサーバ拡張などの新たな基盤整備等を契機に効率的な情報共有が可

能となるようファイルサーバや e-オフィスシステム等の情報共有ツールの利用ルールを整

備し、徹底を図っていく。 

また、電子県庁推進本部においても、機会ある毎に職員へ意識改革を促すとともに実証

的取組を進めることで、情報は共有するのが当然であるという意識の醸成を図り、更に課題

解決力、政策形成能力及び実務遂行能力の向上を図るものとする。 

  イ 情報共有ツールの活用力向上 

共有された情報の利活用に当っては、当該情報へのアクセス方法や情報共有ツールの

操作方法等をわかりやすく周知しておく必要がある。 

これまで、ｅ－オフィスシステム等の情報共有ツールの機能強化に合わせ、e-オフィスワ

ンポイントガイド、部局用ファイルサーバ運用ルール等の利用ガイドや注意点の周知を掲

示板等により行ってきた。 

今後も、応用的な活用方法も含めた継続的な周知を行うとともに、共有情報への効率的

なアクセス方法などより利活用しやすい環境づくりを進める。 

また、職員研修においては、情報共有の基礎、情報共有と情報公開制度、各種情報共

有ツール（ｅ－オフィスシステム、メール、共有フォルダ等）の活用等のカリキュラム拡大を行

う。 
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４ その他 ICT ツールの利活用による業務高度化の推進 

（１） 業務ツールの整備状況 

令和元年度に大容量ファイル送信システム（大分県めるあど便）を導入し、これまで分割

送信が必要であった画像・動画やＣＡＤファイル等について、最大100MB までのファイルの

送受信ができるように改善を行った。 

また、議事録 AI ツール及び会議用録音機器を組合わせた議事録の自動作成ツールを

導入した。音声から文字への高い変換効率を確保することにより、議事録作成業務時間が

大幅に軽減され、迅速な議事録の共有等の効率化に貢献している。 

さらに、個人所有の端末を活用したツールとして、e-オフィスシステムのスマートフォン等

からの利用機能を平成２９年度に整備している。令和２年度当初には 2,700 を超える端末が

登録されている。加えて、令和２年度には在宅勤務の支援ツールとして、個人所有の端末

からファイルの編集が可能な仕組みを追加導入しているほか、防災 WEB 会議システムの

平常時の利用を図っていることに加え、Zoom、Skｙpe 等が OK パソコンから活用できる環境

を整備するとともに、大型モニタ等を導入し、円滑な会議運営を支援する。 

（２） OK パソコンの整備 

令和５年１２月に更新時期を迎える OK パソコンの整備においては、テレワークなど新た

な働き方に対応するため、令和３年度から、外部に持ち出すことを前提とした OK パソコン

の仕様を検討する。 

さらに、職員パソコンのネットワーク接続についても、国のセキュリティポリシーガイドライン

の改定内容を踏まえ、セキュリティの安全性と職員の利便性を両立させるような方法を検討

する。 

   ア シンクライアント方式（VDI、SBC） 

      「シンクライアント」とは、サーバ側に仮想的なクライアント環境を設けた上で、当該クライ

アント環境にパソコンやモバイル端末が専用のアプリケーションを使用してアクセスし、パソ

コンやモバイル端末にデータを保存せずに、データの閲覧や編集を行うことを可能とする

方式のため、比較的安全に構築することが可能となっている。しかしながら、仮想的なクライ

アント環境を構築する費用が高価であり、導入については、慎重に検討する必要がある。 

   イ 自治体テレワークシステム for LGWAN 
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      J-LIS と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が共同実施する「自治体テレワーク推進

実証実験事業」として、LGWAN ネットワークにある OK パソコンに対してインターネット回線

を利用して外部から別の端末（公用、私用）でリモート接続するシステムとして専用として構

築されているシステムで、令和２年１１月から令和４年３月までの間、試行運用されている。こ

れにより、職員の自宅端末等から LGWAN 接続系端末へのリモートコントロールが可能とな

る。 

（３） ICT 技術の活用 

  ア RPA ツールの活用 

RPA は、定型的かつ大量な処理を行う業務を自動化し、職員の業務効率化を図るととも

に、自動化により削減された時間を、より高付加価値な業務に注力することを目的としてい

る。 

県は、令和元年度に６業務、令和２年度に９業務の一部を自動化する。令和３年度は、こ

の１５業務における課題の整理を行ない、安定稼働するような運用を行う。 

また、１５業務のうち各地方機関の５業務は、関係機関への横展開が必要となっており、

令和３年度中に完了できるよう環境構築を行なう。 

さらに、今後の運用については、安定稼働ができるよう関係各課と連携・情報共有を図

り、必要に応じてシナリオの改修をするなど、効果的な稼働を目指すとともに、他県で導入

している業務等の情報収集を行ない、本県で適用可能な業務については積極的に取り入

れていく。 

  イ AI 技術の活用 

これまで業務システムやＲＰＡの導入により定型化された業務については効率化が進め

られてきたが、非定型業務における効率化が課題となっている。その対応策として、パター

ン認識・機械学習・言語処理等の機能を有するＡＩ技術の活用が期待されている。今後、法

律・翻訳・統計予測・予算・財務・政策立案及び各事業分野へのＡＩ技術の導入を、民間サ

ービスとの連携・活用を含め検証していく。 

また、このＡＩ技術を活用するためには、同時に業務で蓄積した様々な情報やデータを体

系的に整理・検証していく必要があり、第３章１（２）で示す共通基盤等を通じた行政データ

の蓄積やデータの質の向上が今後重要となる。 
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既に、個別の効果が見込まれる会議音声からの文字起こし業務について、議事録ＡＩツ

ールを導入している。今後あらかじめ一定のデータが提供される業務における改善（例え

ば、多言語翻訳、文章校閲等）のような比較的取組が可能な分野等について、ＡＩ技術の

活用検証及び導入を推進・支援していく。 

（４） 会議用タブレット端末の活用 

      令和２年度から令和３年度に会議用 iPad の更新を予定しており、現行の端末より大型化

させ、紙と同様に手書き入力も対応できるようにする。 

また、会議で使用するデータの iPad への移行は、これまで情報政策課で行っていたが、

無線 LAN 環境が整うことで、使用するデータを担当課が移行できる共有フォルダの整備を

おこない、会議直前でも差し替えなどができるよう職員の利便性を上げ利用促進を図る。 

 

第４章 セキュリティ・災害対策の充実 

 

１ セキュリティ対策の強靭化 

近年のサイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、情報セキュリティのさらなる強化

は喫緊の課題となっている。特に自治体における情報漏えいは、県民への信頼を裏切るこ

とにつながり、県政への信頼を失墜させることから、特に個人情報に対する保護を強化して

いく。 

（１） 自治体ネットワークのセキュリティ対策強化 

  ア ネットワークの３分割による個人情報等の保護の継続 

個人番号利用事務系、ＬＧＷＡＮ接続系、インターネット接続系の３分割ネットワークの運

用は継続し、新たな脅威に対応できるようセキュリティ対策の見直し、点検を継続的に行っ

ていく。 

イ 大分県自治体情報セキュリティクラウドの運用の更新 

平成２９年度に構築した大分県自治体情報セキュリティクラウドについては、令和３年度

末で運用が終了する。そのため、令和 4 年度から運用する次期セキュリティクラウドでは、現

行のセキュリティ機能を維持するとともに、新たな脅威に対応するため、複合化などのファイ

アウォール機能を拡充するとともに、運用ポリシーの見直しによる Web 会議環境の改善な

ど、県・市町村内のセキュリティ対策の向上に取り組む。 

  

 

  ウ 仮想化環境の導入によるインターネット閲覧の効率化 

インターネット環境の分離に伴い、市町村と共同利用型で導入した仮想ブラウザについ

ては、インターネット系クラウドサービスとの連携等の課題対応が求められている。このた

め、令和３年度末の更新時に WEB 会議システムの品質改善や利用アプリケーションの拡

大などの機能改善を図るとともに、新たな脅威などに迅速に対応できるようセキュリティクラ
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ウドとの運用面の統合を含め、市町村を交えて共同利用を検討し、導入する。 

（２） 情報セキュリティポリシー等の運用徹底 

  ア 情報セキュリティポリシーの見直しによる情報の安全性確保 

令和２年１２月、総務省は「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」を改定したことから、本県もこれに準拠すべく、令和３年度中に「大分県情報セキュ

リティポリシー」の改定を行なう。 

  イ 平常時からのセキュリティ意識の徹底 

セキュリティ対策は、全庁的な技術的対策と運用する職員の人的対策の徹底が両輪とな

って機能する。 

このため、各所属に対する個人情報保護監査では、情報セキュリティについても併せて

監査を行っており、引き続き特定個人情報を含む個人情報の適正な管理を徹底していく。 

また、職員に対しては、今後も階層別研修及び出張職場研修等の実施に加え、ｅラーニ

ングや模擬訓練、セキュリティハンドブックの配布により、多岐にわたるポリシーの理解を促

進し、職員のセキュリティ意識を徹底する。 

  ウ 国、警察及び外部機関との密な連携 

情報セキュリティインシデントの発生時には、大分県 CSIRT 内で迅速に情報共有するとと

もに、県内市町村との連携、高度な知識を有する専門機関との連携及び総務省やＮＩＳＣを

通じた他の自治体への情報提供により国全体での効果的な対応を促すこととしている。 

また、国、警察及び外部機関との情報共有を積極的に行うことで、組織連携による新た

な脅威への対応を強化していく。 

 

２ 大規模災害への備え 

（１） ICT-BCP の策定・実施 

  ア 業務継続計画の策定状況 

本県では、「大分県地域防災計画」の他、「セキュリティ対策基準」、ＩＣＴ部門専用の「災

害対策マニュアル」及び各種の「不測事態対応マニュアル」により、災害時における連絡体

制の整備や、不測事態発生時の対応手順等を定めている。 

また、「大分県業務継続計画（本庁版 BCP）」では、被災想定のもと重要な情報システム

を含む非常時優先業務として 563 業務を選定し、電子計算機室やデータセンター等にお

ける対策の概要を定めている。 

今後の課題として、行政手続の電子化によってさらに蓄積される県民の個人情報を含む

重要な電子データを災害やサイバーテロ等から保全する必要がある。 

  イ ICT-BCP の策定 

平成 28 年の熊本地震において、被害の大きかった地域ではサーバラックの倒壊による

サーバ等の破損や光ファイバの切断や停電等のため、情報システムの復旧に数週間を要

する自治体もあった。 
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このような不測の事態の発生により、県の情報システム基盤に想定以上の障害が発生し

た場合、地域防災計画に定められている応急業務や、非常時優先業務の実効性を確保し、

早急に業務復旧を行うこと重要となることから、関連情報システムの稼動、継続または復旧

させることを目的として新たに ICT-BCP（情報システム部門における業務継続計画）の策定

を令和 3 年度中に行う。 

策定に当たっては、災害対策本部をはじめ関係機関との連絡を保持しながら、緊急性の

高い、災害復旧や住民の生活再建に必要な情報システムから優先し復旧対応を行うことを

基本的な考え方とする。 

具体的には、想定される災害等の脅威に対しリスクの規模や影響を分析・整理し、復旧

対象となる ICT 資源について緊急時の初動対応手順や復旧計画と、脆弱性に対する必要

な対策を抽出した事前対策の実施計画を策定する。 

  ウ 計画に基づく対策の実施 

新たに作成する ICT-BCP に基づき、改善が必要な情報システムについてはシステム更

改等の際に対策を講じ、被災リスクの軽減を図るものとする。また、大分県防災システム等

については市町村と共同利用しており、ICT-BCP に基づく対策についても大分県電子自

治体推進協議会等の組織を通じて取組む。 

  エ 日常的な危機管理意識の保持 

ICT-BCP の策定後には、計画を徹底・定着させるため、組織体制の構築や人材育成、

各システム管理者による定期的な訓練の実施など、平常時から職員の危機管理意識を保

持できるよう取組む。 

（２） 大規模災害発生時の緊急例外措置への対応 

大規模災害においては、情報システムを利用するために平時の情報セキュリティポリシ

ーの例外的な運用を一時的に求められる場合がある。例えば、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、職員が在宅勤務を行えるように OK パソコンの自宅持帰りを「生体認証

（指紋認証）」「内蔵記録媒体の暗号化」「持帰りデータの一覧化」の設定を行うことで、例外

的に認める運用を行なっている。 

今後も大規模災害時や緊急事態宣言発令時等の例外措置については、災害対応など

業務継続が可能となるよう柔軟に対応する。 

 

   

第５章 次世代型行政サービスの導入に向けたガバナンスの強化 

   

第１章で示した、デジタル化・オンライン化により提供される「県民サービスの向上」と「行

政の省力化・効率化」を同時に実現する行政サービス（「次世代型行政サービス」）に必要と

なる共通基盤の整備方針を令和３年度末目処に策定していく。 

策定に当たっては、大分県情報システム全体最適化計画（平成19～）で構築した共通機
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能等についても見直しを行うとともに、「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき新たに国が

示す情報共通基盤「Gov-Cloud」などの情報システム共通化・標準化等の方針を踏まえ、

大分県電子県庁推進本部の ICT ガバナンス体制下で着実に実施していく。 

 

１ デジタル三原則に対応した情報システムの実現 

（１） 情報システム共通基盤の構築 

  ア 共通基盤整備計方針に基づいた開発 

共通基盤整備方針では、次のような機能について、基幹系の財務会計システムから電子

決裁の共通機能を導入することを想定している。 

   a 決裁機能 

文書管理システムの決裁機能において、各種庁内情報システムとの自動連携が可能な

共通基盤化の実施により、起案や施行等の事務作業の軽減・効率化やペーパレス化を図

る。 

   b 電子申請連携 

決裁機能や他の情報システムとの自動連携を進めるとともに、申請情報を相互に連携し

適切に活用することにより、申請入力の省力化（ワンスオンリー）などの行政手続作業の効率

化・迅速化を図る。 

c 認証基盤の連携 

人事異動データを基にした職員情報の共通基盤化により庁内情報システムの運用作業

の効率化を図る。具体的には、API や連携用データベースを軸にデータ管理の最適な構

成を検討する。 

（２） デジタル基盤の標準化に向けた対応 

国や地方自治体業務システムの標準化の動向を踏まえ、将来柔軟に対応が可能となる

よう庁内情報システムのデータ連携や共通基盤の環境を令和５年度までに構築し、順次庁

内情報システムに適用していく。 

自治体の業務システム統一については、これまでも都道府県では「住民基本台帳システ

ム」、「個人番号連携システム」などで既に部分最適化されている。また多くの都道府県で共

同利用しているものとして「共同利用型電子入札システム」、「障害者手帳などの福祉関係

システム」などが普及している。 

今後も、クラウドサービスの活用も含め、県内市町村や他都道府県等と共同して取り組み、

初期投資や運用経費を削減し、情報システムの効率化・最適化を図る。 

県内市町村との共同利用については「大分県電子自治体推進協議会」等において検

討・調整を行っていく。 

 

（３） 情報システム構築部会における共通基盤等の導入促進 

  ア システム構築部会における審査事項の新たな追加 
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電子県庁推進本部の下部組織である情報システム構築部会では、県が導入する情報シ

ステムについて、適正なシステム構成や妥当な構築費用となるように審査を行っている。こ

れまでは個別のシステム毎に最適化されるよう審査を行ってきたが、今後は、システム開発

の段階で、新たな技術の導入やシステム間連携といった視点を取り入れることが不可欠で

ある。このため、次の項目を追加して時代に沿った審査方針とし、次世代型行政サービスの

実現を促進していく。 

   a デジタル三原則 

デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップの３原則の視点を追加し、

電子申請や共通基盤の導入及び収納の電子化を図るとともに、業務の BPR についてもシ

ステム企画の審査段階で積極的に取組む。 

   b クラウドサービス利用及び共同利用の促進 

国では、デジタル・ガバメント実行計画において情報システム導入に関して「クラウド・バ

イ・デフォルト原則」とし、パブリッククラウドを含めてクラウドサービスの利用を第一候補とし

て検討するとされている。県でも平成 24 年度に策定の「クラウドコンピューティング導入の

手引き」に示す「クラウドサービスを利用した情報システムの構築、運用を原則」としてきたが、

今後は「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会とりまとめ」などを参考にセキュリティ

に留意しながら、パブリッククラウドも含めてクラウドサービス利用を積極的に検討の対象に

加える。 

また、県を含め県内外の各自治体で共通、類似する業務については、パッケージ製品等

のサービス（SaaS）の共同調達・共同利用も検討する。 

c AI の活用  

   d ICT-BCP に係る対策 

ICT-BCP 策定の前提となっている被災想定やサイバー攻撃想定の場合、計画で示され

るテンプレートを参考に最低限必要とされるリスク対策や基本的なセキュリティ対策が講じら

れることとしているかを確認し、開発・改修仕様に反映する。 

  イ その他の審査事項 

県民へ公開できるデータを持つ情報システムについては、行政データのオープン化へ

の対応方針、また、県民がアクセスするインターネット向けの Web システムでは、ウェブアク

セシビリティ準拠などもシステム構築に際して審査する。 

（４） 基幹システムの見直し 

   ア 財務会計システムの再開発 

現在の財務会計システムは、令和 6 年度末でシステムのサポート期間が終了することか

ら、令和 5 年末の運用開始に向けて再開発に取り組む。再開発に当たっては、県民の利便

性向上と職員の業務効率化を目指す。 

a 県民の利便性の向上 

収入については、現在調定を行った上で納入義務者に納入通知書を送付し、納入義務
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者は指定金融機関又は収納代理金融機関の窓口に納入通知書を持参し納付することに

なっている。しかしながら、「近くに金融機関がない」、「窓口の開設時間に足を運ぶことが

難しい」といった地理的・時間的制約の声があり、納付期限内の収入未済の要因の一つと

なっていると考えられる。 

そこで、財務会計システムの再開発に当たっては、納入義務者や納入内容等の納付情

報の作成や消込を管理する機能を整備し、マルチペイメントネットワーク（MPN）を通じてイ

ンターネットバンキング・スマホアプリ等を使った納付（キャッシュレス収納）やコンビニエンス

ストアでの納付、ATM を利用した納付といった収納方法の多様化に取り組み、県民の利便

性向上を図る。 

さらに、今後進められる各種行政手続のオンライン化に対応するため、電子申請システ

ムと連携して、電子納付を可能とする環境を構築し、県民の利便性向上に努める。 

    b 職員の業務効率化 

予算編成システムや公会計システム等と一体的に開発することによりシステム連携の強

化を図り、財務会計システムで作成されたデータを決算業務に活用できるようにするなどし

て、職員の業務の効率化を図る。 

さらに、会計事務の電子化や BPR を進めることにより、ICT を活用した在宅勤務などの職

員の多様で柔軟な働き方に対応できるよう取り組む。 

   イ 文書管理システム及び総務事務システムの更新 

現在の文書管理システムは平成３０年度に改修、また、総務事務システムは令和２年度

に再開発を行い、機能の改善を図るなど事務の効率化を行っている。 

国において市町村の業務プロセス・情報システムの標準化を推進し、業務の効率化を図

ることとされており、県の基幹業務についても、今後さらなる効率化を目指して、システムの

共通化、共同利用など全国的な新しい動きの情報を収集し、次期の更新に備える。 

なお、文書管理システムについては、サーバの強化及び内部処理方法の変更等による

処理速度の向上や、画面チェック機能の追加、他システムとの連携等を検討し操作性の改

善を進めることで、文書の電子決裁率の向上を図る。 

（５） 情報システム台帳の整備・活用 

      庁内で利用されている各種システムの状況については運用保守審査や導入効果検証の

対象システムをそれぞれ管理するなど非効率になっている。 

  ア 情報システムのライフサイクル管理の実施 

システム開発から、運用・保守のフェーズに至るまでのライフサイクルを通じてシステムが

適切に管理されるよう、庁内情報システムの台帳の整備・活用を進める。 

台帳の整備に当たってはシステム構築部会で開発決定した情報システムを登録し、運用

保守審査、導入効果検証のデータも一括して継続管理できるようにする。また、各情報シス

テムの現況について、原課と定期的にデータ共有を行い、最新の状態を保つ。 

  イ 共通基盤導入推進等の ICT ガバナンスへの活用 
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情報システム台帳は、共通基盤や ICT-BCP 等が導入されていない情報システムの改修

時における指導などに活用し、ICT ガバナンスを強化に資する。 

 

２ 推進体制・ガイドライン等の整備 

（１） 実施の中核となる人材の育成と職員の情報リテラシーの向上 

地方自治体のデジタル人材の確保・育成が自治体 DX 推進計画における課題とされ、国

において支援が検討されているように、次世代型行政サービスに対応する情報システム構

築を進めるには人材の育成が重要となる。 

このため、職員研修に外部研修を組み合わせた専門知識の習得や、外部人材と連携し

た業務を進めることによる OJT 等によって、職員の育成を図る。 

併せて、ICT ツールを利用する職員においては、情報リテラシーに対する意識の向上を

図るため、ICT への理解が深まるような各種研修会を実施し、職員の情報リテラシーへの意

識改革を行なう。 

（２） 新たな動きへ対応する推進体制及びガイドライン等の改定 

デジタル庁設立やデジタル手続法、官民データ法の改正により、行政のデジタル化の環

境が大きく変動している中、県の推進体制や情報システムにおいても新しい時代への対応

が望まれる。 

さらに、大分県電子県庁推進本部においては、必要に応じて専門部会を設置するなど

協議・検討する場を設け、適切な対策や措置を講じることとし、電子県庁の高度化を積極的

に推進していく。 

今後、情報システムの導入の検討が適切に行われるように調達ガイドラインを改定し、調

達仕様書のサンプルやチェックシートを提供していく。 

また、開発・運用保守についても、同様の基準を整備し、各ガイドライン等については、

システム構築部会の審査から運用保守審査、導入効果検証の PDCA サイクルが適切に運

用されるように適宜、指導する。 
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・用語集 
 

用 語 頁 説 明 

AI 7 artificial intelligence の略称。学習・推論・判断といった人間

の知能の機能を備えたコンピュータシステム。音声・画像認

識、翻訳、機械制御、推論機能などの分野がある。今後、

様々な業務で人工知能の活用が見込まれている。 

API 14 Application Programming Interface の略。コンピュータプログ

ラム（ソフトウェア）の機能や管理するデータなどを、外部の

他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデー

タ形式などを定めた規約のこと。 

BPR 4 Business Process Re-engineering の略。既存の業務の構造を

抜本的に見直し、業務の流れ（ビジネスプロセス）を最適化

する観点から再構築すること。 

CSIRT 12 Computer Security Incident Response Team の略。情報セキュ

リティインシデントが発生した場合に被害規模のレベルを判

断し、分析・原因調査のうえ、対応計画を立案する組織。 

DX 2 digital transformation の略。企業や行政などの組織や活動、

あるいは社会の仕組みや在り方、人々の暮らしなどがデジタ

ル技術の導入と浸透により根本的に変革すること。 

EBPM 5 Evidence-Based Policy Making の略。統計データや各種指

標など、客観的エビデンス（根拠や証拠）を基にして、政策

の決定や実行を効果的・効率的に行うこと 

FAQ 7 Frequently Asked Questions の略。「頻繁に尋ねられる質問」

という意味の英略語。ある事柄について多くの人が共通して

尋ねる質問と、それに対する回答をまとめた問答集のこと。 

ICT 1 Information Communication Technology の略で情報通信

技術と訳される。従来頻繁に用いられてきた「IT」とほぼ同様

の意味で用いられるもので、国際的には定着しており、日本

でも「IT」に替わる表現として定着している。 

ICT-BCP 13 災害や事故を受けても、重要業務をなるべく中断させず、中

断してもできるだけ早急に復旧させるための計画のこと。 
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用 語 頁 説 明 

IPA 10 Information-technology Promotion Agency の略で正式名称

は情報処理推進機構。1970 年 10 月に特別認可法人情報

処理振興事業協会として創立され、2004 年に現在の形に改

組された。 

J-LIS 10 地方公共団体情報システム機構の略称。2014 年４月１日に

地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連システ

ムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するための

各種事業を運用している団体。 

LGWAN ネットワーク 

（LGWAN 接続系） 

10 マイナンバー関係事務等に供する情報システムを取り扱う専

用ネットワーク。代表的なシステムには、財務会計や文書管

理、グループウェアなどがある。インターネットとはリスクの分

離を行う。 

LTE 6 スマートフォンや携帯電話などで利用する移動体通信シス

テムの規格の一つ。4G は第 4 世代のことを指す。 

MDM 5 Mobile Device Management の略。携帯して持ち歩けるタブレ

ットなどの端末の管理運用を可能にするシステム全般を指

す。端末の紛失時に遠隔からデータの消去や操作できない

ようロックをかけることができる。 

MPN 16 Multi-Payment Network の略で正式名称はマルチペイメント

ネットワーク。税金や公共料金などの収納を行う企業や公共

団体と金融機関を共通のネットワークで結び、利用者がそれ

ぞれ身近な機関や方法で料金の支払いをできるようにする

仕組み。 

NISC 12 内閣サイバーセキュリティセンター。政府の「サイバーセキュ

リティ戦略」に基づき、サイバーセキュリティ政策に関する総

合調整を行い、官民一体となってサイバー攻撃対策や重要

インフラの防護等様々な活動に取り組んでいる。 

OJT 17 On-the-Job Training の略。職員の教育・訓練法の一つで、現

場で上司や先輩が指導役となり、実際の業務を行なう中で

必要な知識や技能を身につけさせていて行く方式。 
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用 語 頁 説 明 

RPA 10 Robotic Process Automation の略。人間がコンピュータを操

作して行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作によって

代替すること。主に企業などのデスクワークにおけるパソコン

を使った業務の自動化・省力化を行うもので、業務の効率化

や低コスト化を進めることができる。 

SaaS 15 Software as a Service の略。ソフトウェアをインターネットを通

じて遠隔から利用者に提供する方式。利用者は Web ブラウ

ザなどの汎用クライアントソフトを用いて事業者の運用するサ

ーバへアクセスし、ソフトウェアを操作・使用する。従来「ASP

サービス」と呼ばれていたものとほぼ同じもの。 

ウェブアクセシビリティ 15 高齢者や障害者など心身の機能に制約のある人を含め、誰

でもホームページ等で提供されている情報、機能及びサー

ビスを支障なく利用できること。 

オープンデータ 5 誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・加工や頒

布などができるデータのこと。自治体が保有するデータを提

供することにより、企業活動の効率化、新ビジネス創出等へ

の活用が期待されている。 

仮想化環境 11 コンピュータの構成において、物理的な環境とは異なる疑似

的な環境のこと。 

仮想環境 7 コンピュータなどの物理的な機器（ハードウェア）を、仮想化

技術により複数の仮想的な機器に分割し、それぞれを独立

に運用する環境。対義語は個々のハードウェアをそのまま一

台の機器として扱う「物理環境」。 

個人番号利用事務系 11 マイナンバー利用事務に供する情報システムを取り扱う専用

ネットワーク。他のネットワークとの遮断、二要素認証による

アクセス制御を行う。 

サイバー攻撃 3 コンピュータシステムやインターネットなどを利用して、標的

のコンピュータやネットワークに不正に侵入してデータの詐

取や破壊、改ざんなどを行なったり、標的のシステムを機能

不全に陥らせること。特定の組織や集団、個人を狙ったもの

と、不特定多数を無差別に攻撃するものがある。 
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用 語 頁 説 明 

情報セキュリティ 3 情報を詐取や改竄などから保護しつつ、必要に応じて利用

可能な状態を維持すること。そのために講じる措置や対策な

どを指すこともある。 

情報セキュリティインシ

デント 

12 県が保有する情報資産の管理や運用に関して保安上の脅

威となる事象のこと。コンピュータウイルスの感染や不正侵

入、Web サイトの改ざん等が含まれる。 

シンクライアント 9 ユーザーが使うクライアント端末では必要最小限の処理を行

い、サーバ側でアプリケーションソフトやファイルなどの資源

を管理するシステムの総称。 

チャットボット 7 短い文字メッセージをリアルタイムに交換するチャットシステ

ム上で、人間の発言に対して適した応答を返し、擬似的に

会話することができるソフトウェア。“chat” （おしゃべり）と 

“robot” （ロボット）を繋いだ造語。 

パブリッククラウド 15 情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できる

ようにしたクラウド環境のうち、誰でもインターネットからアクセ

スして利用できるもの。 

ファイアウォール 11 庁内ネットワークとインターネットなどの外部ネットワークの境

界に設置され、内外の通信を中継・監視し外部の攻撃から

内部を保護するための通信機器。 

マイキー 7 マイナンバーカードの IC チップの空き領域と公的個人認証

のデータ領域を活用した個人を特定する認証情報。国や地

方自治体といった行政機関だけでなく、民間でも活用でき

る。 

マイナポータル 7 自宅のパソコン等から自分の個人情報等を確認できる WEB

サイト。行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をい

つ、どことやりとりしたかや、行政機関からのお知らせ情報等

を確認できる。 
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用 語 頁 説 明 

無線 LAN 6 電波による無線通信により複数の機器間でデータの送受信

を行なう構内ネットワーク（LAN：Local Area Network）のこと。

狭義には IEEE 802.11 規格に準拠した方式を指し、「Wi-Fi」

（ワイファイ）の愛称で親しまれる。 

有線 LAN 6 室内や建物内の機器を結ぶ構内ネットワーク（LAN：Local 

Area Network）のうち、信号の伝送媒体として通信ケーブル

を用いるもの。 

リモートアクセス 5 ある場所に設置されたコンピュータやネットワークに、遠隔地

にある別のコンピュータなどから接続し、使用すること。 

 
※「頁」は本文中の最初に記載されている頁のみ記載。 


