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Ｉ 指針の目的等 

１ 目的 

島根県は、東西に長く、離島や中山間地域を多く抱えていることから、

県行政と県民の間にある地理的・時間的また心理的な距離感を取りのぞ

き、行政資源をムダなく活用したよりよい行政サービスを提供すること

が、数年来の課題となっている。また、県内の各集落における高齢化・

過疎化の進行も顕著であることから、人と人とのつながりを保ち、安心

して暮らすことができる地域生活の機能を提供することが必要となって

いる。情報通信技術（ＩＣＴ1）はこれらを解決するための手段として、

一層有効性が増していると考えられる。 

本県ではこれまで、「島根県電子県庁推進計画」（平成 14 年３月、最終

改訂平成 23 年３月、以下「推進計画」という。）を策定し、ネットワー

クの構築や各システムの開発、これらを活用した行政情報の県民との共

有などの取組を進めてきた。また、行政手続のオンライン化や情報通信

システムの効率性向上といった個別の課題については、それぞれ「島根

県行政手続オンライン化計画」（平成 16 年５月、最終改訂平成 20 年 10

月、以下「オンライン化計画」という。）、「島根県情報通信システム全体

最適化計画」（平成 17 年 10 月、最終改訂平成 23 年３月、以下「最適化

計画」という。）を策定し、取組を進めてきた。今般、本県におけるこれ

までの取組を総括するとともに、この間の国の動向、情報通信技術の革

新や進歩などを踏まえ、新たに「島根県行政情報化推進指針」を定め、

今後の県行政におけるＩＣＴの更なる活用のための基本的な取組の方向

を明らかにする。 

 
２ 取組期間 

本指針の取組期間は、平成 24 年度から平成 28 年度までの５年間とす

る。 

 
３ 対象とする機関 

知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、教育庁・教育機関、各委

員会事務局、警察本部等を含むすべての県機関を対象とする。 

 

                                            
1 Information and Communication Technology の略。 
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Ⅱ これまでの取組 

推進計画では、「ＩＴを活用した県民との情報共有の推進」、「ＩＴを活

用したスピーディーで質の高い行政サービスの提供」及び「ＩＴを活用

した業務改革の推進」の３つの基本理念を掲げ、それぞれについて、以

下のとおり取組を進めてきた。 

 
１ ＩＴを活用した県民との情報共有の推進 

   推進計画に基づき、インターネットを活用した情報提供を推進するた

め、平成 18 年４月に島根県ホームページ管理システム（ＣＭＳ2）を導

入し、各所属で、直接、簡単、迅速にホームページを作成、公開できる

ようになった。平成 20 年４月には、防災関係情報を一元的に集約した「し

まね防災ポータル3」の運用を開始した。地理情報についても、庁内向け

ＧＩＳと県民参加型ＧＩＳとを統合し、「マップ on しまね4」として平成

21 年４月から提供を開始した。 

また、インターネットを通じて県政全般にわたる県民からの提案等を

受けるため、「県民ホットライン（知事への提案）」や「しまねｗｅｂモ

ニター」等の広聴事業、各種計画等の策定に当たって、原案の段階で県

民の意見を聴く「パブリックコメント」を制度化している。 

 
２ ＩＴを活用したスピーディーで質の高い行政サービスの提供 

   推進計画に基づき、インターネットを利用して、行政手続や施設の予

約、公金納付などを、いつでもどこからでもできるように「電子申請・

施設予約」、「電子申告・電子納税」、「電子納付」、「電子調達」の４つの

システムを構築し、順次運用を開始した。 

   このうち、電子申請に関しては、特にオンライン化計画を策定し、各

手続所管部局と協力して、積極的に手続の電子化に取り組んできた。そ

の結果、平成 22 年度には、恒常的な手続 141 種類5、一時的な手続 44 種

類6について、電子的に行うことが可能となった。ただし、実際に行われ

た手続における電子申請利用率は、一時的な手続では 42.9%であるもの

                                            
2 Contents Management System の略。ホームページに掲載するテキストや画像、レイアウ

ト情報などを一元的に取り扱い、登録から公開・更新までを一貫して管理できる。 

3 しまね防災ポータル http://www.bousai-shimane.jp 

4 マップ on しまね http://web-gis.pref.shimane.lg.jp 

5 主な恒常的な手続き 自動車税住所変更、職員採用試験 
6 イベント参加募集、住民や職員を対象とするアンケート 
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の、恒常的な手続では 4.5%にとどまっている。 
 

３ ＩＴを活用した業務改革の推進 

   全庁的視点から情報通信システム全体を見直し、その費用対効果の改

善を図るため、平成 17 年 10 月に最適化計画を策定した。 

この計画に基づき、開発・調達協議制度の導入、システム評価の実施、

専用端末の廃止やネットワークの統合など、費用対効果を高めるための

取組を進めた結果、平成 18 年度から 23 年度までの６年間で、約 8.5 億

円の経費節減を達成した。 

なお、この計画の全庁的な推進にあたっては、平成 21 年度に、庁内に

情報統括責任者（ＣＩＯ：Chief Information Officer）を設置し、地域

振興部次長をもって充てる体制が整備された。 
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Ⅲ 新たな課題 

推進計画に掲げられた３つの基本理念は、今日においても、その根幹

部分に変化はない。ただし、情報通信技術の革新・進歩や、県内におけ

る情報通信システムの利用動向などの社会状況の変化に伴い、新たな課

題も生じている。 

 

１ 情報通信技術の革新・進歩 

近年、仮想化技術やネットワーク技術の発達により、システム機器

を庁舎外に設置するデータセンターが提供するサービス（ハウジング

サービス7、ホスティングサービス8）や、民間業者等が構築したシス

テムを不特定多数の者がインターネット経由で利用するクラウドサー

ビス9の開発・普及が急速に進展している。 

クラウドサービスを利用した場合、ハードウェア（機器・庁舎）や

ソフトウェアを自前で調達して運用保守管理する必要がなくなり費用

対効果を高める有力な選択肢となってきている。 

また、大規模災害への備えの観点からも、庁舎外データセンターの

利用が有効と考えられる。 

このため、情報通信システムの新規導入や更新にあたっては、独自

システムの構築・保有から、サービスの利用（データセンターやＳａ

ａＳ10）への転換について、積極的に検討する必要がある。 

 
 ２ 県民サービスの更なる利便性向上の要請 

これまでの「ＩＴを活用したスピーディーで質の高い行政サービス

の提供」においては、行政に対して行われる手続のオンライン化に主

                                            
7 データセンター内に、企業などが有する通信機器やサーバー等を直接、設置すること。 

8 提供業者の整備したサーバーの機能の一部、あるいは、全部を、インターネット等の回線

を介して顧客が利用するサービス。 

9 クラウドコンピューティングによって提供されるサービスの総称。雲（ネットワーク）の

向こう側に存在するＩＣＴリソース（情報システム）をネットワーク経由でサービスとし

て利用する。利用する側は、サーバーの管理やメンテナンスなどに気を配る必要がなくな

るというメリットがある。サービスの利用範囲により、ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳな

どに分類される。 
10 Software as a Service の略。アプリケーション（業務プログラム）を提供者（プロバ

イダ）側のコンピュータで稼働させ、ユーザーはその機能をネットワーク経由で利用する。

ユーザー側としては、ハードウェアやソフトウェアを自前で調達して運用保守管理する必

要がなくなり、利用した期間・量のサービス料のみ負担する。 
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眼を置いて取組が行われてきた。しかし、行政手続については、制度

上、多くの添付書類の提出や厳格な本人確認を求められるなど、現在

の本人認証の仕組み等を前提とすれば、必ずしもオンライン化による

簡易性・機動性を発揮できるものばかりではない。一方、県民の日常

生活においては、医療、福祉、教育、地域情報など、行政手続以外の

公共的な手続や情報共有等が多く、これらのオンライン化に対する要

望も拡大しつつある。 

こうした状況は全国的に共通しており、国においても、直近の「新

たなオンライン利用に関する計画」（平成 23 年８月３日）の中で、オ

ンライン化する行政手続の対象を、申請件数が多く、反復・継続的に

利用されるものに重点化すること等を打ち出す一方、電気通信基盤充

実臨時措置法の一部改正（平成 23 年６月１日）の中で、光ファイバー

の利用を促進するため、整備補助対象の条件として、教育や医療に関

する業務への活用を盛り込んでいる。 

また島根県においても、今後おおむね５年間の地域情報化について

外部有識者による検討が行われ、とりまとめられた「島根県地域情報

化戦略策定委員会報告書」（平成 23 年９月）の中で、「県民にとって利

便性の高い医療、福祉、行政等の分野における公共的サービスのオン

ライン化を推進するべきである」、と明記されている。 

これらの状況を踏まえて、今後、多くの県民の利用が見込まれる行

政手続や公共的なサービス、情報共有等におけるＩＣＴの利活用につ

いて、全庁的な取組としていく必要がある。 

 
３ 東日本大震災からの教訓 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災を契機として、大規模

な災害が発生した場合の住民への情報提供のあり方、特に被災者への

きめ細かな情報提供といった面での課題が明らかになってきている。 

東日本大震災では、携帯電話で利用できる緊急地震速報による迅速

な避難や、親族、知人・友人の安否確認、あるいはコンビニの商品在

庫状況の情報提供等にツイッター11が有効だったことが報告されてお

り、今後、災害時の情報伝達手段としての有効活用が急速に拡大する

と予想される。 

                                            
11 個々のユーザーが、「ツイート」（tweet）と呼ばれる 140 文字以内の「つぶやき」を投稿

し、そのユーザーをフォローしているユーザーが閲覧できるサービス。携帯電話やスマー

トフォンなど持ち運び可能な端末から、場所を問わず投稿・閲覧する手段としても利用さ

れる。 
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また、大規模な災害や感染症の流行等が発生した際に、県庁の非常

時優先業務を実施・継続させるためには、その業務を支える情報通信

システムやネットワーク等の稼動が必要不可欠である。 

こうした有事の際に、システムへの影響を最小限にとどめるため、

必要な対策を講じておく必要がある。 
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Ⅳ 基本的な取組の方向 

前章で述べた新たな課題を踏まえ、島根県における電子行政推進に向

けた基本的な取組の方向を改めて整理すると、以下のとおりとなる。 

 
１ ＩＣＴを活用した県民との情報共有の更なる推進 

島根県では、すでにホームページを通じた情報発信が積極的に行われ

ている。しかしながら、近年、携帯電話や地上デジタルテレビ等、情報

を取得するための媒体が多様化してきており、県民に広く行政情報を伝

達するためには、こうした新たな媒体への対応も不可欠である。 

とりわけ、災害時の情報伝達に関しては、通信の輻輳や回線の遮断に

備えて、複数の通信手段を用意しておくことが極めて重要である。 

 

２ ＩＣＴを活用した更にスピーディーで質の高い県民サービスの提供 

すでにオンライン化されている電子申請等システムについて、県民（利

用者）にとっての利便性を向上させるよう、機能面での見直しを行うと

ともに、利用者の増加が見込まれる手続について、ポイントを絞って優

先的に、手続の簡素化等に取り組む。 

また、医療、福祉、教育、地域情報など、日常生活との関わりが深い

県民向けサービスについて、ＩＣＴを利活用することにより、県民の利

便性や提供されるサービスの質の更なる向上を目指す。 

なお、県民のニーズの把握や地域の理解を得るためには、県はもとよ

り、より住民に近い存在である市町村の役割が重要である。そのため、

県と市町村との連携を更に強める必要がある。 

 
３ ＩＣＴを活用した業務改革の更なる推進 

情報通信システムの新規導入や更新を行う場合には、その計画段階に

おいて、まず、ＳａａＳの採用可否について検討し、システムの保有か

らサービスの利用へ転換する取組を推進する。その際には、従来の業務

処理手順等を見直すこととし、島根県独自の仕様に合わせたカスタマイ

ズによる費用増加を極力抑制する。 

また、システムの導入・更新にあたっては、災害時における業務継続

の観点から、システムの稼動確保について十分検討する。 

仮にＳａａＳが利用できない場合であっても、本県がこれまで整備し

てきた共通基盤による集約（ＰａａＳ12、ＩａａＳ13）を検討し、ハード

                                            
12 Platform as a Service の略。ユーザーはネットワークを経由して、ＯＳやデータベー
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ウェア・ソフトウェアの重複投資の排除を推進する。 

                                                                                                                                
ス等のソフト環境とサーバー等のインフラを利用する。業務用のソフトウェアは、利用者

側で準備（開発）する。 
13 Infrastructure as a Service の略。ユーザーはネットワークを経由して、サーバー等

のインフラを利用する。アプリケーション（業務プログラム）やＯＳ、データベース等（プ

ラットフォーム）は、利用者側で準備（開発）する。 
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Ⅴ 具体的な取組項目 

１ ＩＣＴを活用した県民との情報共有の更なる推進 

（１）パソコン向けホームページ以外による情報伝達 

島根県では、携帯電話向けのホームページはすでに制作されてい

るが、近年、いわゆるスマートフォン14の普及が拡大しているため、

これに対応したホームページの制作を進める。 

また、ケーブルテレビによる地域情報番組はこれまでも放送され

ていたが、地上波テレビのデジタル化によって、データ放送を用い

た地域情報の発信が技術的に可能となっているため、地域の行政情

報伝達のための有効な手段として活用を検討する。 

（２）ソーシャルメディアの利用 

県ホームページは、県からの情報発信を網羅的に掲載するものと

して有用であるが、観光、交通、防災など、特定のテーマに関する

情報発信の手段としては、近年、携帯電話利用者を中心として利用

が拡大してきているツイッターやフェイスブックなどのいわゆるソ

ーシャルメディアの活用を検討する。 

（３）アクセシビリティの向上 

ホームページに掲載される情報は拡充されてきたものの、その操

作性や視認性等については、十分とは言えない状況である。高齢者

や障がい者を含め、誰もが利用しやすく、情報を探しやすいホーム

ページとなるよう質的な改善を進める。 

また、インターネットを利用した広聴事業の利用が拡大するよう、

あらゆる機会を通じて広報に努める。 

（４）災害時の情報伝達の充実 

多様な手段で、迅速、かつ、正確できめ細かな情報を、発生期、

発生時・直後及び復旧・支援期の場面に応じて提供することを検討

する。 

① 携帯電話 

新しい機種では既に緊急地震速報を自動的に受信できるが、

市町村の指示により一定のエリア内に災害情報等を一斉にメ

ール配信するエリアメール・緊急速報メール15の導入を検討す

                                            
14 通話機能以外にインターネット利用やスケジュール管理などの機能もあわせ持った、多

機能な携帯電話。iPhone、Android ケータイなど。 

15 市町村が事前に契約することにより、緊急地震速報のほか、市町村による災害情報等を

一斉にメール配信でき、対象エリア内にいる利用者は、無料で受信できるサービス。 
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るとともに、しまね防災ポータルの機能拡充や利用促進を図る。 

また、避難所においては、全国どこでも安否確認等が可能な

衛星携帯電話の設置等も検討する。 

②  地上波デジタルテレビ 

地上波デジタルテレビの特徴である、郵便番号単位の特定エ

リアごとに避難情報等を提供できるデータ放送機能の活用に

ついて、検討する。 

③  インターネット 

安否情報、避難指示等を提供する際の手段として、利用者が

増加しているツイッター等のソーシャルメディアの利用を検

討する。 

また、ラジオやコミュニティＦＭのインターネット配信等は、

パソコンでの受信や被災地以外への発信が可能となるという

利点を有しており、検討対象に加える。 

④  提供体制の確保 

回線の二重化や優先復旧契約、他の公的機関の通信網の利用

等、ネットワークの確保方策を検討するほか、外部データセン

ターの利用によるデータの保全、システムの外部データセンタ

ーへの設置等について検討する。 

また、複数のメディアを通じて一斉に災害情報の伝達を行う

仕組みである公共情報コモンズの活用も検討する。 

 
２ ＩＣＴを活用した更にスピーディーで質の高い県民サービスの提供 

（１）電子化のメリットが大きい手続における積極的な活用 

県民（利用者）がメリットを実感できるような、添付書類を要し

ない簡易な手続や、毎年定期に行われる手続等については、申請者

に対して電子申請の利用を周知・依頼する。 

施設予約等、利用者が多いと見込まれるにもかかわらず電子申請

不可となっている手続については、施設等の職員に対する周知や活

用方法の研修等を含め、積極的に電子化を推進する。 

また、手数料軽減等のインセンティブ付与、電子的手続き（電子

申請）への一本化など、集中的な取組についても検討する。 

（２）市町村の手続様式の共通化 

島根県の電子申請システムは、県と市町村が共同で運営している

ものの、個別の手続の登載は各市町村にゆだねられているため、一

部の市町村で電子化され、実際の利用件数が多い手続であっても、

他の市町村では異なる様式になっている、あるいはそもそも電子化
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されていないといったケースが見受けられる。共同運営の利点を活

かすためには、汎用性の高い手続については、どの市町村に対して

も同じ様式で電子申請可能とするなど、県が中心となって、調整を

図る必要がある。 
（３）制度の中で許容された柔軟な対応の検討 

国の法令等で定められた添付書類や申請様式のうち、自治体の裁

量によって変更・省略が可能なものがあれば、積極的に簡素化につ

いて検討する。 

（４）行政手続オンライン利用促進アクションプランの策定 

行政手続のうち、オンライン利用の方が県民（利用者）、職員の双

方にとってメリットが大きいものを選抜し、利用促進を図る。 

その具体的な対象手続や推進方法については、「島根県行政手続オ

ンライン利用促進アクションプラン」で定める。 

  （５）県民向けサービスへのＩＣＴ利活用 

     インターネットを利用した診療予約や、高齢者の見守り・買い物

支援などの県民向けサービスに関しては、県内のいくつかの地域で、

優れた先進的な取組が行われてきたが、未だ全県的な普及・底上げ

にはつながっていない。 

こうした日常生活との関わりの深い分野におけるＩＣＴの利活用

について、費用対効果や、情報通信システムと人の手による業務処

理との最適な組み合わせ等を勘案しつつ、積極的に検討する。 

検討にあたり、情報政策課は、他自治体での参考事例や事業者に

よるパッケージシステムの提供状況等を収集し、担当部局をバック

アップする。特に、技術的な事柄については、情報政策課も参画し、

検討を進めることとする。 

  （６）県民によるＩＣＴ利活用事業への支援 

県内企業や各種団体が、医療・福祉・教育・農業・観光といった

様々な分野において、ＩＣＴを活用して業務改善を行う、あるいは、

付加価値の高い新たなサービスを提供できるように誘導するような

施策を積極的に検討する。 

（７）県と市町村とのシステムの共同利用 

   インターネットを利用することにより、いつでも、どこからでも、

県民（利用者）が行政手続や入札への参加等を直接行うために導入

した次のシステムについて、県域での一体的な取組の推進や、運用

コストの低減等を図るため、引き続き県と市町村が共同で運用する。 

① しまね電子申請サービス 

汎用性の高い手続が未導入である市町村に対しては、先行自治
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体の事例や様式等を紹介し、利用を働きかけるなど、電子行政の

推進を一体的に取り組めるよう、県が引き続き側面支援していく。 

② 電子調達システム 

システムの利用件数は順調に伸びているものの、平成 23 年３月

末現在、県と５市３町との共同利用にとどまっていることから、

未導入の市町村に対して共同運営の利点等を説明し、新たな加入

を促進する。 
 

３ ＩＣＴを活用した業務改革の更なる推進 

（１）開発協議の改善 

全庁的な視点から情報通信システムをとらえることにより、サー

バーや端末などの機器や管理要員などの重複投資を排除し、費用対

効果を改善する取組（全体最適化）を継続する。 

システムの新規導入、更新等を行う場合、ＩＣＴに対する投資に

よって得られる効果を最適化するため、金額に関わらず、計画段階

から情報政策課へ協議する。 

なお、開発協議の詳細については、「情報通信システム開発協議実

施要綱」（以下「要綱」という。）に定めるが、システムの新規導入

や更新に当たっては、次の点に留意するものとする。 

① 業務の見直し 

システムの新規導入や更新をする際は、業務を見直すこと。 

② システムに関する情報収集 

どのようなＳａａＳやシステムがあるのか、ＲＦＩ16や他県

の状況調査を実施し、情報を収集すること。その際には、災

害時の業務継続の観点から、外部データセンターの利用等の

検討を盛り込むこと。情報の収集方法や、収集した情報に対

する技術的な助言など、開発協議の前の計画段階であっても、

情報政策課に積極的に相談すること。 

③ 競争原理による調達 

ＯＳＳ17やＳａａＳを積極的に採用するなどして、トータル

                                            
16 Request For Information の略。情報システムの導入や業務委託を行うにあたり、発注先

候補の業者に情報提供を依頼する文書。調達条件などを決定するために必要な情報を集め

るために発行するもので、一般的にはこれを基に RFP(Request For Proposal、提案依頼書)

を作成し、具体的な提案と発注先の選定に移る。 

17 Open Source Software オープンソース（プログラムのソースコードを無償で公開し、

ソースコードの改良や再配布の自由を認める姿勢や概念）で開発されたソフトウェアのこ
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コストの低減、事務の効率化の観点から、調達においては競

争原理を働かせるようにすること。 

独自開発や島根県独自の仕様を選択する場合には、十分な

業務の見直しとシステムに関する情報収集を図った上で慎重

に判断すること。 

④ 評価指標の明確化 

導入目的と期待される効果について、評価指標を明確にし、

ＰＤＣＡサイクル管理を行うこと。 

⑤ システム調達の適正な管理 

調達時の仕様は可能な限り明確、具体的なものとし、調達

後に安易に変更や追加を行わない。やむを得ず変更、追加を

行う場合、受注者と連携を図りながら、適切な管理を行う。 

また、複数の部署に影響するような大規模なシステムの場

合は、設計部分またはプロジェクト管理部分を外部コンサル

タントに委託することも検討する。 

                                                                                                                                
と。OSS は、多くの場合、有志によって組織された開発プロジェクトやコミュニティにおい

て議論や改良が進められる。代表的なオープンソースのプロジェクトとして、リーナス・

トーバルズが開始した UNIX 互換のオペレーティングシステムである Linux が挙げられる。 
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※「開発等協議のイメージ」 

新規導入・更新計画の策定、調達実施、システム開発・更新、運用の各

段階で、情報政策課と協議を行うことを次の段階に進むための必須条件と

し、ＩＣＴガバナンスの実効性を担保する。 

システムの導入効果を高めるため、要綱に基づく協議のほか、積極的に

情報政策課に相談すること。 

なお、詳細については、「島根県情報通信システム管理標準」に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

導入（更新）計画策定 

予算要求 

調達仕様の要件検討 
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調達実施 

開発協議 
調達計画書 システム計画書 
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運用（評価の結果、障害発生時の報告等） 

情報政策課長の指導 

更新計画へ反映 
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（２）情報通信システム全体最適化アクションプランの策定 

全体最適化の取組を推進してきたが、今後も、厳しい財政状況や

限られた人員で、効果的で効率的な行政運営を図り、最大限の行政

サービスを提供できるよう、この取組を継続する。 

特に、新たな通信技術やネットワークの低廉化に対応しながら、

システムの保有からサービスの利用への転換、基幹システムのオー

プン化とダウンサイジングについて取組を進めることとし、その具

体的な目標と工程は、「島根県情報通信システム全体最適化アクショ

ンプラン」で定める。 

（３）業務継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 

有事の際に、県庁の非常時優先業務を実施・継続させるためには、

その業務を支える情報通信システムやネットワーク等の稼動が必要

不可欠である。 

このため、ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＢＣＰ）を策定するとと

もに、データバックアップ体制の充実を図り、災害･事故時における

非常時優先業務をＢＣＰに沿って継続できるような基盤を整える。 

また、セキュリティ対策、情報管理の一元化や費用対効果と整合

性を保ちつつ、庁外からのシステム利用が可能な仕組みを検討する。 
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Ⅵ 推進体制 

１ ＣＩＯの役割 

前述のとおり、島根県におけるＣＩＯは、「ＩＴを活用した業務改

革の推進」の観点から、最適化計画の中に位置づけられてきた。し

かしながら、「ＩＣＴを活用した県民との情報共有の更なる推進」や、

「ＩＣＴを活用した更にスピーディーで質の高い県民サービスの提

供」についても、取組分野が多岐にわたり、全庁的な推進を図るこ

とが求められる。 

このため、情報通信システムの全体最適化を推進するために設置

したＣＩＯの所掌範囲を拡大し、ＣＩＯを中心とした組織的な取組

（ＩＣＴガバナンス）を推進する。 

ＣＩＯは、全庁的な取組を推進するため、「島根県ＩＣＴ推進会議」

を招集し、ＩＣＴへの投資・効果・リスクに関する情報に基づき、

ＩＣＴの利活用について、方向性や方針を決定する。 

情報政策課は、ＩＣＴ推進会議の事務局を担うとともに、ＣＩＯ

の指示に基づき、ＩＣＴの利活用に関する全庁的な取組を推進する。

また、必要に応じて、システムやネットワークに対する専門的な知

識や経験を有する人材（ＣＩＯ補佐官）を情報政策課に配置する。 

 

  ２ 人材の育成 

情報通信システムの全体最適化をはじめ、行政分野においてＩＣ

Ｔを有効に利活用するためには、業務（行政事務）とシステムに対

する経験やスキルを有した人材が必要である。 

各所属に求められる人材像や情報政策課が果たすべき役割は次の

とおりである。 

（１） 情報政策課 

現状の把握に基づき、システムの調達、開発、プロジェクト

管理、共通基盤の整備・管理、システム評価などを的確に遂行

できるよう、システム所管課や受注者等、関係先調整能力と、

実行する推進力が必要である。 

また、システム所管課に適切に助言するために、ＩＣＴに対

する基本的な知識のほか、現場業務についての知識も必要であ

る。 

このことから、ＩＣＴスキルに関する十分な研修を受講でき

るようにするほか、各システムの運用実務や調達等を経験でき

るよう、事務の遂行体制を整える。 



- 17 - 
 

（２） 業務主管課（システム管理者） 

担当業務の分析と、分析の結果得た問題意識等に基づき、業

務要件や仕様の明確化、仕様書の作成等が適切に行えるスキル

が求められる。 

必要に応じ、情報政策課の職員が助言、研修受講機会の提供

等の支援を行う。 

（３） 一般職員 

多様な手段による行政情報の発信や、ＩＣＴの積極的な利活

用を可能とするスキルが必要である。職員自らがＩＣＴを利活

用できるよう、必要に応じ、情報政策課の職員が助言、研修受

講機会の提供等の支援を行う。 
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Ⅶ その他 

１ 情報セキュリティの向上 

島根県では、「島根県情報セキュリティポリシー」を平成 19 年４月に

施行し、情報資産の適切な保護に努めてきたが、今後も継続して、取り

組む必要がある。 

（１）重要情報の漏洩などリスク増大への対応 

個人情報などの重要情報の漏えいについては、官民を問わず多発

しているが、最近の事例をみると、組織内部の職員や委託業者等を

通じて、重要情報等が持ち出されるケースが多く、重要情報等の適

正な管理の徹底が重要な課題となっている。 

また、技術の進歩により、データの複製やネットワークを通じた

大容量データの転送等が容易となり、二次被害の発生などのリスク

も増大しているため、適正な運用管理に取り組む必要がある。 

（２）不正アクセス等のリスク増大への対応 

行政機関に対するサイバーテロ攻撃や、新種のコンピュータウイ

ルスやその亜種が毎日のように発生しており、過去には、島根県の

ホームページもその攻撃対象となった。 

これまで、スパイウェア対策、迷惑メール対策、コンテンツフィ

ルターの導入など、様々な対策を実施してきたが、攻撃の方法は、

更に巧妙になっており、情報セキュリティの更なる向上が不正アク

セス等のリスク増大への対応として必要である。 

このため、セキュリティ関連の確実な適用、ネットワーク管理者

による情報基盤やソフトウェアの一体的管理、職員研修の実施など、

コンピュータウイルスへの感染等によるシステムの機能不全が発生

しないよう対策を進める。 

 
２ 指針の改正 

政府では、平成 23 年８月には、「電子行政推進に関する基本方針」

が策定され、「新たな情報通信技術戦略工程表」の改訂や「社会保障・

税番号制度」の導入検討も進められており、電子行政を取り巻く環境

は急激に変化している。 

本指針の取組期間は５年間としているが、ＩＣＴ革新・進歩や国の

制度改正、行政情報化の取組などの進展状況により、必要に応じて、

改正を行うものとする。 

 


