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“地域の経営者”の自覚、データ活用がカギ！
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官⺠の繋がりが重要。“地プラ”の進化と⺠間活⼒が求められる時代へ。
※ “地プラ”は「地域情報プラットフォーム」の略記（愛称）

全国地域情報化推進協会

有冨寛⼀郎

“地プラ”は、「⾏財政改⾰」や「住⺠の利便性向上」など “地域の経営者”の自覚、データ活用がカギ！
市役所にある住⺠や地域の情報（データ）は財産。有効活⽤が急務。

インタビュー１インタビュー１
龍ケ崎市 市⻑

中山⼀生
稲敷広域 消防⻑

“地プラ”は、「⾏財政改⾰」や「住⺠の利便性向上」など
を実現し、業務・システム最適化を推進する共通基盤
今後は、“番号制度”や“オープンデータ”の推進役も狙う

市役所にある住⺠や地域の情報（データ）は財産。有効活⽤が急務。中山⼀生
稲敷広域 消防⻑

酒井建生

市⺠や地域全体の情報（データ）をクラウドデータ

を実現し、業務・システム最適化を推進する共通基盤
今後は、“番号制度”や“オープンデータ”の推進役も狙う
自治体内において、業務システム間連携のカセッタブル化を実現してきた“地プラ”。 市⺠や地域全体の情報（データ）をクラウドデータ

ベースに集積、経営資源としての有効活⽤を急ぐ
自治体内において、業務システム間連携のカセッタブル化を実現してきた“地プラ”。
既に、７３２団体(平25年4月現在)が採⽤する基盤としての成⻑を遂げた。⺠間利
⽤も将来の視野に⼊る番号制度は、“地プラ” が目指す官⺠連携のすがたにも重なる。 ベースに集積、経営資源としての有効活⽤を急ぐ

システムの標準化と情報基盤のクラウド化をけん引
ICTの活⽤をカギとして、本格的なICTガバナンスの確⽴にも乗り出した

⽤も将来の視野に⼊る番号制度は、“地プラ” が目指す官⺠連携のすがたにも重なる。
昨年度からAPPLICの指揮をとるのは、総合通信基盤局⻑や総務審議官などを歴任
してきた有冨理事⻑。これまでの事例や実績を携え、設⽴１０年目の躍進を誓った。 インタビューに対応いただいた有冨理事⻑（左）

右は、聞き役のITbook⼩林⽒(Cos-DEC発起人)
ICTの活⽤をカギとして、本格的なICTガバナンスの確⽴にも乗り出した
龍ケ崎市。市⻑が自ら指揮をとるのは、似た目的を持つ他団体との連携
を図りながら進める『共通基盤（共通データベース）』のクラウド利⽤。

してきた有冨理事⻑。これまでの事例や実績を携え、設⽴１０年目の躍進を誓った。 右は、聞き役のITbook⼩林⽒(Cos-DEC発起人)

番号制度はマスト、オープンデータはベスト
〜 “地プラ”では、標準化をしっかりやっていく

データの推進にも繋がっていきます。地プラは、進化を遂げるチャン
スです。そのためにも、地プラによる番号制度の対応はマストに考え

「我々は、自治体の情報システムの抜本的改⾰や住⺠サービスの向

を図りながら進める『共通基盤（共通データベース）』のクラウド利⽤。
共通基盤への新たな挑戦が、市制６０周年の歴史ある町で始まった。

〜 “地プラ”では、標準化をしっかりやっていく スです。そのためにも、地プラによる番号制度の対応はマストに考え
ています。地プラを活かしたオープンデータ推進もベストですね。」

「我々は、自治体の情報システムの抜本的改⾰や住⺠サービスの向
上を実現する基盤である “地プラ”の構築と推進をしてきました。今後
は、番号制度とも相まって、社会全体の共通基盤としての普及が期待

インタビューに対応いただいた中⼭市⻑（右）
稲敷広域消防本部の酒井消防⻑（左）主体的に情報（データ）活用できる環境を確⽴

〜 職員がデータを握って、番号制度などに対応
自治体ごとに対応することへの限界
〜 ⺠間活⼒も利用して、相互協⼒することが必要は、番号制度とも相まって、社会全体の共通基盤としての普及が期待

されているところです。」昨年７月に「(一財)全国地域情報化推進協
会（APPLIC）」の理事⻑に就任した有冨

〜 職員がデータを握って、番号制度などに対応

「都会への近さと豊かな自然が自慢の龍ケ崎市では、⽇本一の⼦育

〜 ⺠間活⼒も利用して、相互協⼒することが必要

「状況が同じ自治体というのは、ありません。人口だけでなく、住

「行政情報資産の管理」「行政情報資産の管理」「行政情報資産の管理」「行政情報資産の管理」 とととと 「内部・外部との情報連携ハブ」「内部・外部との情報連携ハブ」「内部・外部との情報連携ハブ」「内部・外部との情報連携ハブ」 として、として、として、として、
共通基盤クラウド（共通共通基盤クラウド（共通共通基盤クラウド（共通共通基盤クラウド（共通DBDBDBDBのパブリック・クラウド利用）を導入のパブリック・クラウド利用）を導入のパブリック・クラウド利用）を導入のパブリック・クラウド利用）を導入

文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用
データ定義の公開実装データ定義の公開実装データ定義の公開実装データ定義の公開実装
（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）会（APPLIC）」の理事⻑に就任した有冨

寛一郎⽒は、このように話をはじめた。
「APPLICは、自治体の基幹業務の標準仕様

「都会への近さと豊かな自然が自慢の龍ケ崎市では、⽇本一の⼦育
て環境や⾼齢者福祉などを目指すまちづくりを推進しています。本年
度も、タウンミーティングなどを通じて、市⺠や地域の実態を直接把

「状況が同じ自治体というのは、ありません。人口だけでなく、住
⺠サービスやシステム構成だって違います。番号制度などは、全ての
自治体が一⻫に対応しなければならないわけで、限界があります。」 共通基盤クラウド共通基盤クラウド共通基盤クラウド共通基盤クラウド

文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用文字情報基盤の活用

共通サービスの提供共通サービスの提供共通サービスの提供共通サービスの提供
（印刷，統計・分析，抽出・参照．．．）

（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）（オープン・スキーマの整備）
✓✓✓✓先進自治体との協同・連携先進自治体との協同・連携先進自治体との協同・連携先進自治体との協同・連携
✓✓✓✓中間標準レイアウトなど活用中間標準レイアウトなど活用中間標準レイアウトなど活用中間標準レイアウトなど活用

番号制度への対応番号制度への対応番号制度への対応番号制度への対応「APPLICは、自治体の基幹業務の標準仕様
化をはじめ、医療･健康･福祉、安⼼･安全、
学校教育アプリの検討、ICTによる地域イ

度も、タウンミーティングなどを通じて、市⺠や地域の実態を直接把
握しながら、必要な制度づくりや組織の改⾰に取り組んでいる最中で
す。市⻑としては、これらの改⾰を推し進めるための重要なツールと

自治体が一⻫に対応しなければならないわけで、限界があります。」
「今後は、地プラ（共通基盤）などもネットワークを介して相互に

利⽤できる環境が求められるでしょう。⺠間事業者の活⼒を活⽤しな

（共通（共通（共通（共通DBクラウド）クラウド）クラウド）クラウド）
「情報資産利活用「情報資産利活用「情報資産利活用「情報資産利活用DB」と」と」と」として調達して調達して調達して調達

標準アプリケーション
（被災者支援，文書管理など）
総合窓口（ポータル）などの提供

番号制度への対応番号制度への対応番号制度への対応番号制度への対応
（（（（必要機能をクラウド利用）必要機能をクラウド利用）必要機能をクラウド利用）必要機能をクラウド利用）
✓✓✓✓中間サーバへ一元的に接続中間サーバへ一元的に接続中間サーバへ一元的に接続中間サーバへ一元的に接続
✓✓✓✓統合宛名機能などを提供統合宛名機能などを提供統合宛名機能などを提供統合宛名機能などを提供

学校教育アプリの検討、ICTによる地域イ
ノベーション、人材育成などを支援してい
ます。この経験を活かすことができれば、

す。市⻑としては、これらの改⾰を推し進めるための重要なツールと
してICTをとらえています。これからも、⾏財政改⾰と一体となるICT
の有効活⽤について、地域全体として貪欲に追求していきます。」

利⽤できる環境が求められるでしょう。⺠間事業者の活⼒を活⽤しな
がら、（官⺠が）相互に協⼒していくことも必要になるでしょう。」

番号制度などを “地プラ” 躍進のチャンスと語った有冨⽒。全国の
【龍ケ崎市】【龍ケ崎市】【龍ケ崎市】【龍ケ崎市】

【【【【茨城県内のＢ市】茨城県内のＢ市】茨城県内のＢ市】茨城県内のＢ市】 【協定締結団体等【協定締結団体等【協定締結団体等【協定締結団体等】】】】

VPN,LGWAN等
VPN,LGWAN等 VPN,LGWAN等 VPN,LGWAN等

【【【【他都道府県Ａ市】他都道府県Ａ市】他都道府県Ａ市】他都道府県Ａ市】
ます。この経験を活かすことができれば、
自治体データが大きな要素であるオープン

の有効活⽤について、地域全体として貪欲に追求していきます。」
昨年12月に２期目を迎えた龍ケ崎市市⻑、中⼭一⽣⽒は、自らの

ICTに対する期待をこのように語った。
龍ケ崎市が進める「共通基盤クラウド(パブリック･クラウド)」利⽤モデル

番号制度などを “地プラ” 躍進のチャンスと語った有冨⽒。全国の
自治体や⺠間事業者と共に歩んできたAPPLIC。今後も目が離せない。

CosCos--DECDEC
ICTに対する期待をこのように語った。

「市⻑就任時に考えたことは、ツール（ICT）を有効活⽤すること
で、龍ケ崎市ならではの施策を展開していきたいということでした。 そして、全てのシステム間連携と「社会保障・税番号制度（番号制

龍ケ崎市が進める「共通基盤クラウド(パブリック･クラウド)」利⽤モデル

“データ･ガバナンス” を確⽴させ、データを握れ！
ICTに求められること＝“変化への適応⼒”＋“情報資産の利活⽤”

CosCos--DECDEC
コラムコラム

Cos-DEC 発起人 で、龍ケ崎市ならではの施策を展開していきたいということでした。
しかし、現実は簡単ではありませんでした。効果的な⼦育て支援や福
祉サービスを検討するために、福祉や税の情報、世帯構成などを横串

そして、全てのシステム間連携と「社会保障・税番号制度（番号制
度）」への対応は、『共通基盤(共通DB)クラウド』が担うことになる。

「先進自治体からは、特に「データガバナンス」の確⽴が重要にな

“データ･ガバナンス” を確⽴させ、データを握れ！
ICTに求められること＝“変化への適応⼒”＋“情報資産の利活⽤”Cos-DEC 発起人

ＩＴｂｏｏｋ(株) 執⾏役員

⼩林 啓男 祉サービスを検討するために、福祉や税の情報、世帯構成などを横串
に分析しようとしたとき、複数の事業者に対して、その都度の費⽤支
払いが⽣じてしまうことがわかりました。就任早々、今の龍ケ崎市で

「先進自治体からは、特に「データガバナンス」の確⽴が重要にな
ることを教えられました。番号制度への対応や⾏政情報を活⽤するた
めには、職員が主体的に⾏政情報（データ）を資産として利活⽤でき

⼩林 啓男

先進事例の効果も享受できるオープンDB
〜 番号制度への対応、オープンデータも推進する

「ベンダーロックイン排除の成功事例では、職員によってデータが
握られていました。ですから、データの移⾏や抽出などの際は、事業 払いが⽣じてしまうことがわかりました。就任早々、今の龍ケ崎市で

は、簡単にICTが活⽤できる環境にないことを実感しました。」
⾏政が管理している情報（データ）の有効活⽤ができない現状を

めには、職員が主体的に⾏政情報（データ）を資産として利活⽤でき
ることが求められます。住⺠情報などを含むいわゆる⾏政情報（デー
タ）資産が職員によって握ることができる環境づくりが大切です。」「これまで、国や多くの自治体、事業者の皆さまと共に、電⼦自治

〜 番号制度への対応、オープンデータも推進する 握られていました。ですから、データの移⾏や抽出などの際は、事業
者に委託する作業などはありますが、依存することがありません。」

「自治体のICTに期待されていることは、番号制度への対応やオー ⾏政が管理している情報（データ）の有効活⽤ができない現状を
知った中⼭⽒が急いだことは、CIOの設置（副市⻑の兼務）とグルー
プだった情報政策部門の課への昇格、国や先進自治体に対しての支援

タ）資産が職員によって握ることができる環境づくりが大切です。」
中⼭⽒からは、番号制度への対応などを通過点としながらも、事業

者に依存せず、データ活⽤できる環境確⽴の重要さを教えられた。龍

「これまで、国や多くの自治体、事業者の皆さまと共に、電⼦自治
体などの支援に携わってきました。⾏政パッケージ製品の設計･開発、
“新たなIT戦略(世界最先端IT国家創造宣言)”までのIT戦略も踏まえた

「自治体のICTに期待されていることは、番号制度への対応やオー
プンデータの推進などでも求められる “変化への適応⼒” や “情報資産
の利活⽤を促す環境の整備” です。そのためには、データの項目や構 プだった情報政策部門の課への昇格、国や先進自治体に対しての支援

経験が豊富な外部専門家によるCIO補佐官の設置だった。
者に依存せず、データ活⽤できる環境確⽴の重要さを教えられた。龍
ケ崎市の取組みは、自治体の規模を問わない良いお⼿本となるだろう。

“新たなIT戦略(世界最先端IT国家創造宣言)”までのIT戦略も踏まえた
全体最適化などのコンサルティングサービスも提供してきました。」

Cos-DECの発起人でもある⼩林啓男⽒（ＩＴｂｏｏｋ株式会社 執

の利活⽤を促す環境の整備” です。そのためには、データの項目や構
造、語彙(項目の意味)などがオープンなDBの導⼊が、効果的です。」

中⼭⽒がCIOやCIO補佐官を中⼼とした新体制と進めてきたことが
ある。それは、国との標準化活動を通じ、改⾰ツールとしてのICTを

地域全体としての情報共有が急務
龍ケ崎市の取組みを広域連合として活用していく

Cos-DECの発起人でもある⼩林啓男⽒（ＩＴｂｏｏｋ株式会社 執
⾏役員 戦略企画室⻑）は、このように話をはじめた。

「先進自治体の経験から導かれた自治体ICT環境のあるべき姿は、
「いまは、事業者が提供できる共通DBは、クローズドなものだけで

す。Cos-DEC発足のきっかけは、自治体規模などによらず、データ・ ある。それは、国との標準化活動を通じ、改⾰ツールとしてのICTを
有効活⽤している先進自治体との連携である。現在進めているのは、
『共通基盤（共通データベース）』のクラウド利⽤であり、先進自治

龍ケ崎市の取組みを広域連合として活用していく

「稲敷地方広域市町村圏事務組合（稲敷広域）では、茨城県南６市

「先進自治体の経験から導かれた自治体ICT環境のあるべき姿は、
“情報システム部門の有無などに関わらず、住⺠情報などが、⾏政側の
責任のもとに管理・運⽤できている状態” になることです。」

す。Cos-DEC発足のきっかけは、自治体規模などによらず、データ・
ガバナンスが確⽴でき、先進事例の効果も享受できるオープンDBを、
簡便に展開したいと考えたからです。クラウドによって提供できれば、 『共通基盤（共通データベース）』のクラウド利⽤であり、先進自治

体との緩やかな連携あるいは、連合とでもいうべき形態。人口規模が
大きい先進自治体の成功事例は、規模が異なる龍ケ崎市（人口約８万

「稲敷地方広域市町村圏事務組合（稲敷広域）では、茨城県南６市
町村の「消防・救急」などを担当しています。現在、東⽇本大震災の
経験などから、６市町村などとの情報共有を課題にあげています。」

責任のもとに管理・運⽤できている状態” になることです。」
現在、龍ケ崎市のCIO補佐官も務める⼩林⽒は、官⺠双方の⽴場を

理解する。そして、ICTに求められることなどについて、付け加えた。

簡便に展開したいと考えたからです。クラウドによって提供できれば、
自治体が利⽤しやすく、事業者も提供しやすくなると考えました。」

Cos-DECの思想を話した後、今後にご期待いただきたいと締めた。 大きい先進自治体の成功事例は、規模が異なる龍ケ崎市（人口約８万
人）では、真似しづらい。しかし、ICTの事例をクラウド利⽤できれ
ば、先進事例と同じ効果を最短かつ低価格で得ることができる発想だ。

経験などから、６市町村などとの情報共有を課題にあげています。」
稲敷広域消防本部の酒井消防⻑は、中⼭市⻑に対して期待を寄せる。
「地域全体の情報共有の重要性を、経験から学びました。介護や福

理解する。そして、ICTに求められることなどについて、付け加えた。 Cos-DECの思想を話した後、今後にご期待いただきたいと締めた。

ば、先進事例と同じ効果を最短かつ低価格で得ることができる発想だ。
早速、２年前に電⼦自治体の先進事例となっている川口市などと連

携しながら、被災者支援システムの成功モデルをクラウド（パブリッ

「地域全体の情報共有の重要性を、経験から学びました。介護や福
祉情報の把握が消防・救急業務には欠かせません。現状では、通信機
材から、市役所などの情報が参照できません。龍ケ崎市とは、これら携しながら、被災者支援システムの成功モデルをクラウド（パブリッ

ク・クラウド）導⼊した。今では、スマートフォン対応の「ツイー
ト･マップ（防災科学技術研究所のeコミマップを活⽤）」や「図書館

材から、市役所などの情報が参照できません。龍ケ崎市とは、これら
の情報が参照できる環境整備など、意⾒交換を始めたところです。」

酒井⽒は、龍ケ崎市が地域全体で⾏政情報を利活⽤していく方向性ト･マップ（防災科学技術研究所のeコミマップを活⽤）」や「図書館
システム」、「総合福祉システム」もパブリック・クラウドの運⽤を
開始した。段階的に、全システムが『共通基盤クラウド』に接続する。

酒井⽒は、龍ケ崎市が地域全体で⾏政情報を利活⽤していく方向性
を打ち出したことから、市側との連携強化に取組む姿勢だ。同じ地域
を守る仲間として、龍ケ崎市と連携していきたいと締めくくった。

「住⺠情報基盤研究会」と「Cos-DEC」メンバー「住⺠情報基盤研究会」との合同研究会の様⼦
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CosCos--DECDEC 「川口市では、地域情報プラット

自治体有志による “住⺠情報基盤研究会”
共通DBで集まった自治体研究会。製品化などを Cos-DEC にも期待！

CosCos--DECDEC
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住⺠情報基盤
番号制度対応のための現実解
〜 住⺠情報基盤＝共通DB（オープンな共通DB）

「川口市では、地域情報プラット
フォームへのインプットにもなった
自治体EA事業にも参画し、早い時期

自治体有志による “住⺠情報基盤研究会”
共通DBで集まった自治体研究会。製品化などを Cos-DEC にも期待！住⺠情報基盤

研究会
「番号制度への対応は、中間サーバー接続への対応でもあります。

〜 住⺠情報基盤＝共通DB（オープンな共通DB） 自治体EA事業にも参画し、早い時期
から、業務・システム全体最適化に
取組んできました。番号制度で必要

地方自治体のための「住⺠情報基盤研究会（事務局：葛飾区）」が活動中だ。
葛飾区が発起人となって、各団体の情報システム部門⻑などをメンバーに招へいした。

「番号制度への対応は、中間サーバー接続への対応でもあります。
この時、自治体として踏まえるべき視点が（以下の）７つあります。
（坂下⽒）」 視点１．自庁視点１．自庁視点１．自庁視点１．自庁の間違いの間違いの間違いの間違いが、瞬時が、瞬時が、瞬時が、瞬時に全国にに全国にに全国にに全国に広がる広がる広がる広がる

取組んできました。番号制度で必要
となる「統合宛名システム」や共通
DBも整備済みです。共通DBはオー葛飾区が発起人となって、各団体の情報システム部門⻑などをメンバーに招へいした。

「情報技術の標準化」や「情報セキュリティ対策」などの推進のほか、先進自治体の事例も

（坂下⽒）」 視点１．自庁視点１．自庁視点１．自庁視点１．自庁の間違いの間違いの間違いの間違いが、瞬時が、瞬時が、瞬時が、瞬時に全国にに全国にに全国にに全国に広がる広がる広がる広がる

視点２．業務ごとに中間サーバ向けのデータ変換が必要視点２．業務ごとに中間サーバ向けのデータ変換が必要視点２．業務ごとに中間サーバ向けのデータ変換が必要視点２．業務ごとに中間サーバ向けのデータ変換が必要

視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造/適用に忙殺適用に忙殺適用に忙殺適用に忙殺

DBも整備済みです。共通DBはオー
プンな共通DBであり、その仕様など
は公開しており、自治体や事業者に

外部外部外部外部開示開示開示開示
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

「情報技術の標準化」や「情報セキュリティ対策」などの推進のほか、先進自治体の事例も
踏まえながら、標準仕様の「地域情報プラットフォーム」や「自治体クラウド」、「文字情
報基盤」などの具体的な活⽤モデルを検討することも目的とした。

視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「視点３．ベンダは、自社「標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造標準パッケージ」改造/適用に忙殺適用に忙殺適用に忙殺適用に忙殺

視点４．中間視点４．中間視点４．中間視点４．中間サーバの様式変更サーバの様式変更サーバの様式変更サーバの様式変更は、頻繁は、頻繁は、頻繁は、頻繁に起きるに起きるに起きるに起きる

視点５．庁内視点５．庁内視点５．庁内視点５．庁内業務の連携目的で業務の連携目的で業務の連携目的で業務の連携目的でサーバ用のサーバ用のサーバ用のサーバ用のものが既にあるものが既にあるものが既にあるものが既にある

は公開しており、自治体や事業者に
活⽤いただくことも可能です。」

大⼭⽒は、川口市を真似するための材料は揃っており、いつでも活

川口市情報政策課⻑の大⼭⽔帆⽒

住民記録住民記録住民記録住民記録系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲

報基盤」などの具体的な活⽤モデルを検討することも目的とした。
葛飾区、豊島区、町⽥市、⼋王⼦市、川口市、松⼾市、龍ケ崎市、東大阪市、政令市の熊本

視点５．庁内視点５．庁内視点５．庁内視点５．庁内業務の連携目的で業務の連携目的で業務の連携目的で業務の連携目的でサーバ用のサーバ用のサーバ用のサーバ用のものが既にあるものが既にあるものが既にあるものが既にある

視点６．庁内視点６．庁内視点６．庁内視点６．庁内連携データ連携データ連携データ連携データ＞＞＞＞＞＞＞＞外部データ連携外部データ連携外部データ連携外部データ連携の関係ありの関係ありの関係ありの関係あり

視点７．送信視点７．送信視点７．送信視点７．送信準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる

大⼭⽒は、川口市を真似するための材料は揃っており、いつでも活
⽤できることなどを教えてくれた。その一方で、このようにも続けた。

「規模や体制などが違う自治体では、川口市の仕様があるだけでは、
住記データ住記データ住記データ住記データ
共用データ共用データ共用データ共用データ

税税税税系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース

葛飾区、豊島区、町⽥市、⼋王⼦市、川口市、松⼾市、龍ケ崎市、東大阪市、政令市の熊本
市を含む７市２特別区が中⼼となって開催。オブザーバとして、「独⽴⾏政法人 情報処理
推進機構（ＩＰＡ）」や「外務省 情報化統括責任者（CIO）補佐官」なども参加する。

視点７．送信視点７．送信視点７．送信視点７．送信準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる準備ができてないデータが送られる 「規模や体制などが違う自治体では、川口市の仕様があるだけでは、
同等の共通DBを構築したり、運⽤していくことは困難なのでしょう。
全国的には、情報システム部門が無い自治体だってあるわけです。」

税データ税データ税データ税データ

共用データ共用データ共用データ共用データ

業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

中間サーバ中間サーバ中間サーバ中間サーバ

他市区町村他市区町村他市区町村他市区町村

アクセス権があればアクセス権があればアクセス権があればアクセス権があれば
週週週週7日日日日 x 7-23時参照時参照時参照時参照

推進機構（ＩＰＡ）」や「外務省 情報化統括責任者（CIO）補佐官」なども参加する。
「自治体EA事業（総務省）」や「地域情報プラットフォーム（APPLIC）」などで中⼼的な役割を担い、電⼦自治体の
成功事例として一目置かれる先進自治体の⾯々。その最前線で指揮をとる各団体の部門⻑などが、全国に先駆けて総合

全国的には、情報システム部門が無い自治体だってあるわけです。」

「川口市の共通DBや統合宛名の仕様は、多くの自治体で活⽤いただ

福祉介護データ福祉介護データ福祉介護データ福祉介護データ

介護・福祉介護・福祉介護・福祉介護・福祉系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

アクセス権があればアクセス権があればアクセス権があればアクセス権があれば
週週週週7日日日日 x 7-23時参照時参照時参照時参照

自身の情報を自身の情報を自身の情報を自身の情報を
週週週週7日日日日 x 24時間参照時間参照時間参照時間参照

成功事例として一目置かれる先進自治体の⾯々。その最前線で指揮をとる各団体の部門⻑などが、全国に先駆けて総合
窓口や福祉相談サービスなどに取組んできた葛飾区の情報システム課⻑ 菅谷幸弘⽒の呼び掛けによって集結した。
葛飾区が考える「住⺠情報基盤」とは、区全体の政策経営を推進するためのツールとしての共通基盤。求められたのは、

「川口市の共通DBや統合宛名の仕様は、多くの自治体で活⽤いただ
けるはずです。例えば、簡単に共通DBを他の自治体でも使えるように
するためには、⺠間事業者が川口市の仕様や研究会の検討などを踏ま

共用データ共用データ共用データ共用データ

庁内庁内庁内庁内系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

都道府県都道府県都道府県都道府県/中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁

週週週週7日日日日 x 24時間参照時間参照時間参照時間参照

(当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし)

葛飾区が考える「住⺠情報基盤」とは、区全体の政策経営を推進するためのツールとしての共通基盤。求められたのは、
職員が主体的にデータを把握・活⽤でき、効率的・効果的な政策経営を実現するためのICT環境の確⽴だった。
研究会で一致した要件は、住⺠情報などの情報（データ）の項目や構造を把握できるオープンな共通データベース。
同じ目的（一致した要件）を持つ複数の自治体によって、都道府県や地域の枠を超えた新たな挑戦が始まった。

するためには、⺠間事業者が川口市の仕様や研究会の検討などを踏ま
えた共通DBを製品として出して（リリースして）くれれば良いわけで
す。いまでは、クラウドサービスとして提供することだってできます。

マイポータルマイポータルマイポータルマイポータル

研究会で一致した要件は、住⺠情報などの情報（データ）の項目や構造を把握できるオープンな共通データベース。
同じ目的（一致した要件）を持つ複数の自治体によって、都道府県や地域の枠を超えた新たな挑戦が始まった。

「中間サーバー」に直接接続する場合の問題点（番号制度対応の７つの視点）

す。いまでは、クラウドサービスとして提供することだってできます。
そうなれば、自治体の規模によらず、共通DBの導⼊が簡単にできるよ
うになるかもしれない。オープンな共通DBによって、(システム更改

「番号制度では、中間サーバー接続が義務付けられます。単純に考
えると、それぞれの業務システムが直接接続することになります。業

研究会は、先進自治体との緩やかな連携あるいは、
連合とでもいうべき形態（コミュニティー）

うになるかもしれない。オープンな共通DBによって、(システム更改
などで事業者変更が⽣じる際の)データ移⾏費⽤を無くすことだってで
きるようになります。番号制度などへの対応もしやすくなります。」えると、それぞれの業務システムが直接接続することになります。業

務システムごとに事業者が違う場合は、中間サーバーへの接続統制が
⾏政側でとれなくなってしまうので、現実的ではありません。現状で「葛飾区では、業務システム全体の共通基盤として、全国に先駆け

連合とでもいうべき形態（コミュニティー） きるようになります。番号制度などへの対応もしやすくなります。」
当然のことだが、⺠間事業者がオープンな共通DBをクラウドサービ

スとして提供してくれれば、共通DBの普及は加速化するかもしれない。⾏政側でとれなくなってしまうので、現実的ではありません。現状で
は、中間サーバーとの接続は事業者単位となることが予想されるため、
全ての業務システムが同一事業者である自治体では、こうした問題が

「葛飾区では、業務システム全体の共通基盤として、全国に先駆け
て共通データベース（共通DB）を平成15年度から運⽤しています。
共通DBによって、総合窓口化（窓口一括申請や待機時間の短縮など）

スとして提供してくれれば、共通DBの普及は加速化するかもしれない。
「こういう話は、数年前から話題にしてきました。いままでは、タ

イミングが悪かったのでしょう。でも、今は違います。クラウドコン全ての業務システムが同一事業者である自治体では、こうした問題が
発⽣しないように思われます。しかし、同一事業者であるということ
と、中間サーバーとの接続対応が特定事業者に依存してしまうという

共通DBによって、総合窓口化（窓口一括申請や待機時間の短縮など）
の推進やデータ連携の簡素化などを図ってきました。従来のホストコ
ンピュータ時代に比べて、コスト削減なども実現できました。」

イミングが悪かったのでしょう。でも、今は違います。クラウドコン
ピューティングが一般的になったり、自治体側の番号制度対応も切実
となってきました。実際、マイクロソフトやソフトバンク、富士電機、と、中間サーバーとの接続対応が特定事業者に依存してしまうという

ことは、同じことです。全て同一事業者である場合は、その事業者に
ベンダーロックインされてしまうことに直接つながっていきます。」

ンピュータ時代に比べて、コスト削減なども実現できました。」
「あれから10年たって、情報技術の進展や社会情勢の変化、東⽇本

大震災の教訓などから、さらなる情報システムの全体最適化が求めら

となってきました。実際、マイクロソフトやソフトバンク、富士電機、
ＩＴｂｏｏｋが主導して、オープンな共通DBである「クラウド型オー
プンDB」を検討する協議会（Cos-DEC）を発足してくれました。こベンダーロックインされてしまうことに直接つながっていきます。」

坂下⽒は、番号制度によって、さらなるベンダーロックインが加速
化されてしまうリスクを、このように解説した。

大震災の教訓などから、さらなる情報システムの全体最適化が求めら
れるようになりました。クラウドコンピューティングや番号制度への
対応も待ったなしです。求められたのは「情報技術の標準化」や「情

インタビュー時の葛飾区情報システム課の菅谷課⻑（右）
町⽥市情報システム部の坂下部⻑（左）

プンDB」を検討する協議会（Cos-DEC）を発足してくれました。こ
ういう自治体側にもメリットのある取組みには、期待しています。」

大⼭⽒は、「住⺠情報基盤研究会」の検討結果を受けた⺠間事業者化されてしまうリスクを、このように解説した。
「ベンダーロックインのリスクを回避するためには、各業務システ

ムを、必ず「共通基盤(共通DB)」を介して中間サーバーに接続させる

対応も待ったなしです。求められたのは「情報技術の標準化」や「情
報セキュリティ対策」などを軸としながらも、変化対応⼒にも富み、
⾏政の運営を支え、政策経営にも資するICT環境の確⽴です。」

「町⽥市がこの５年、特に気をつけたことは｢標準化｣でした。全庁
の意向がそろったキッカケは「庁舎移転」です。仮想化基盤、庁内シ

大⼭⽒は、「住⺠情報基盤研究会」の検討結果を受けた⺠間事業者
による協議会（Cos-DEC）発足への期待をこのように語った。

外部外部外部外部開示開示開示開示
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

ムを、必ず「共通基盤(共通DB)」を介して中間サーバーに接続させる
ようにすることです。何より大事なことは、共通DB自体をベンダー
ロックインさせないことです。共通DBのインターフェイスやデータ項

⾏政の運営を支え、政策経営にも資するICT環境の確⽴です。」
葛飾区政策経営部情報システム課⻑ 菅谷幸弘⽒は、これまでの

ICTの取組みと今後の決意について、このように語り始めた。

の意向がそろったキッカケは「庁舎移転」です。仮想化基盤、庁内シ
ステム連携基盤、シンクライアント化で始まり、最近は基幹業務でも
カスタマイズなしのパッケージを採⽤しています。周辺業務では外部

住民記録住民記録住民記録住民記録系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲自庁の管轄範囲

・データ更新は、日次／週次・データ更新は、日次／週次・データ更新は、日次／週次・データ更新は、日次／週次

・週・週・週・週7日日日日;7-23時のアクセスが可能時のアクセスが可能時のアクセスが可能時のアクセスが可能

・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目をロックインさせないことです。共通DBのインターフェイスやデータ項
目などがオープンであり、職員が把握できていることが重要です。」

坂下⽒が解説した中間サーバーとの接続モデルは、葛飾区が目指す

ICTの取組みと今後の決意について、このように語り始めた。

「そして、共通DBの刷新時期が迫ってきました。新しい共通DBで

カスタマイズなしのパッケージを採⽤しています。周辺業務では外部
サービス（SaaS型）を積極活⽤しようとしています。これが、財政的
に大きな節減と非財政的な効果を同時に⽣みだしました。」 一括送信一括送信一括送信一括送信

（日次など（日次など（日次など（日次など））））

住記データ住記データ住記データ住記データ

税税税税系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース中間サーバ･インターフェース

・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目を・全ての住民分の全連携データ項目を
保持・定期更新保持・定期更新保持・定期更新保持・定期更新

坂下⽒が解説した中間サーバーとの接続モデルは、葛飾区が目指す
「住⺠情報基盤（共通DB）」が目指す姿と、同じモデルといえる。

「そして、共通DBの刷新時期が迫ってきました。新しい共通DBで
は、住⺠情報の全てを集約させ、既存の共通DBを住⺠情報基盤（住⺠
情報共通DB=共通DB）と位置付けて再構築し、情報システムの全体

に大きな節減と非財政的な効果を同時に⽣みだしました。」
町⽥市情報システム担当部⻑でITコーディネーターでもある坂下知

司⽒は、このように続ける。
受信・参照受信・参照受信・参照受信・参照
（即時など（即時など（即時など（即時など））））

（日次など（日次など（日次など（日次など））））

税データ税データ税データ税データ

業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

中間サーバ中間サーバ中間サーバ中間サーバ

他市区町村他市区町村他市区町村他市区町村

アクセス権があればアクセス権があればアクセス権があればアクセス権があれば
週週週週7日日日日 x 7-23時参照時参照時参照時参照

クラウド型クラウド型クラウド型クラウド型
オープンオープンオープンオープンDB

情報共通DB=共通DB）と位置付けて再構築し、情報システムの全体
最適化を図ることにしました。あるべき「住⺠情報基盤」について悩
んでいた時、先進事例から学ぶことで、道が開けると考えたんです。

司⽒は、このように続ける。
「菅谷さんの悩みは、痛いほどわかりました。標準化や庁舎移転の

検討も含め、共通DBや番号制度の悩みも似ていました。自治体ごとに
共通DB（オープンな共通DB）の現実解
〜 川口市などのオープンな共通DBの活用方法

福祉福祉福祉福祉介護介護介護介護

介護・福祉介護・福祉介護・福祉介護・福祉系系系系
業務業務業務業務システムシステムシステムシステム 庁内庁内庁内庁内系系系系

業務業務業務業務システムシステムシステムシステム

アクセス権があればアクセス権があればアクセス権があればアクセス権があれば
週週週週7日日日日 x 7-23時参照時参照時参照時参照

自身の情報を自身の情報を自身の情報を自身の情報を
週週週週7日日日日 x 24時間参照時間参照時間参照時間参照

んでいた時、先進事例から学ぶことで、道が開けると考えたんです。
最初に考えたことは、共通基盤や共通DBなどに積極的に取組んできた
自治体から、アドバイスを貰うということでした。」

検討も含め、共通DBや番号制度の悩みも似ていました。自治体ごとに
多少業務が違っても、扱うデータ項目などは大まかには一致します。
町⽥市は「地域情報プラットフォーム」を活⽤してますし、葛飾区で 「実は、坂下さんがお話された中間サーバーとの接続モデルは、川

〜 川口市などのオープンな共通DBの活用方法
福祉福祉福祉福祉介護介護介護介護
データデータデータデータ

都道府県都道府県都道府県都道府県/中央官庁中央官庁中央官庁中央官庁

週週週週7日日日日 x 24時間参照時間参照時間参照時間参照

(当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし当面、自己情報参照なし)

「「「「クラウドクラウドクラウドクラウド型型型型オープンオープンオープンオープンDBDBDBDB」」」」をををを軸軸軸軸とすることでとすることでとすることでとすることで、、、、

「共通DB」と「中間サーバー」の接続モデル（Cos-DECの提供モデル）

自治体から、アドバイスを貰うということでした。」
「そういう中で、人口規模なども近い、町⽥市や川口市さんからの

アドバイスは貴重でした。技術的な話もそうでしたが、ICTガバナン

町⽥市は「地域情報プラットフォーム」を活⽤してますし、葛飾区で
も準拠したシステムを使っています。福祉などの業務でも、データの
一致不一致が理解できていれば良いわけで、効果がでれば価値があり

「実は、坂下さんがお話された中間サーバーとの接続モデルは、川
口市の接続モデルと同じなんです。菅谷さんから研究会のお誘いを受
けたとき、既に川口市では、（番号制度に関する）国の調査研究事業

マイポータルマイポータルマイポータルマイポータル
「「「「クラウドクラウドクラウドクラウド型型型型オープンオープンオープンオープンDBDBDBDB」」」」をををを軸軸軸軸とすることでとすることでとすることでとすることで、、、、
適切適切適切適切なマルチベンダなマルチベンダなマルチベンダなマルチベンダ環境環境環境環境へのへのへのへの対応対応対応対応もももも容易容易容易容易になるになるになるになる！！！！

アドバイスは貴重でした。技術的な話もそうでしたが、ICTガバナン
スの重要性や、内外の折衝の多さなどには、あ然とした記憶がありま
す。まずは、同じ目的を持つ自治体でコミュニティーを作ろうと考え

一致不一致が理解できていれば良いわけで、効果がでれば価値があり
ます。将来的には、共通DBの共同利⽤だって可能でしょう。菅谷さん
からお声がけをいただいた時は、研究会への参加を即答しました。」

けたとき、既に川口市では、（番号制度に関する）国の調査研究事業
などに協⼒しながら、番号制度対応の準備を始めていました。研究会
が目指す共通DBの姿と番号制度への対応モデルは、似てるんです。」

「Cos-DECさんとは、合同勉強会などを開催しようと思っています。
研究会は、自治体だけの集まりです。オープンな共通DBのデータ項目す。まずは、同じ目的を持つ自治体でコミュニティーを作ろうと考え

ました。他自治体の経験の活⽤が近道になると確信したからです。」
菅谷⽒が「住⺠情報基盤研究会」発足の決意をした背景には、目的

からお声がけをいただいた時は、研究会への参加を即答しました。」
同時に、自治体の番号制度対応については、警笛も鳴らす。
「どこの自治体でも、番号制度への対応を間違うと大変なことにな

が目指す共通DBの姿と番号制度への対応モデルは、似てるんです。」
このように続けたのは、「地方公共団体における番号制度の活⽤に

関する研究会（総務省）」や「番号制度に関する国と地方の事務レベ

研究会は、自治体だけの集まりです。オープンな共通DBのデータ項目
などが研究会の成果になります。それを反映した製品は存在しません。
そこで、Cos-DECが製品としてリリースしてくれれば、ユーザーであ菅谷⽒が「住⺠情報基盤研究会」発足の決意をした背景には、目的

指向で自治体が集まり、協同することの効果の確信があった。そして、
自治体による共通基盤のコミュニティーとしての研究会が発足した。

「どこの自治体でも、番号制度への対応を間違うと大変なことにな
ります。新しいベンダーロックイン（特定事業者への依存）を⽣むこ
とになります。ここでも、共通DBが非常に重要になってきます。」

関する研究会（総務省）」や「番号制度に関する国と地方の事務レベ
ルの協議（内閣官房）」などの委員も務めてきており、研究会でも中
⼼的な役割を果たす川口市情報政策課⻑の大⼭⽔帆⽒である。

そこで、Cos-DECが製品としてリリースしてくれれば、ユーザーであ
る自治体側と⺠間事業者との利害関係が一致すると思うんです。」

菅谷⽒は、研究会の方向性も示唆して、このように締めくくった。自治体による共通基盤のコミュニティーとしての研究会が発足した。
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とになります。ここでも、共通DBが非常に重要になってきます。」 ⼼的な役割を果たす川口市情報政策課⻑の大⼭⽔帆⽒である。 菅谷⽒は、研究会の方向性も示唆して、このように締めくくった。


