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行政情報化の推進

電子政府の推進
（2） 電子行政の実現‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥400
電子自治体の推進
（1） 災害・事故等に強い地方公共団体のICT基盤
構築 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥401
（2） 国民本位の電子行政及び事務の効率化を実現
するための基盤の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 402

viii

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥411

（1） 高度なICT人材の育成 ‥‥‥‥‥‥‥‥397

（1） 政府におけるITガバナンスの確立・強化 ‥399
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（2） グローバルな枠組における国際政策の展開

ICT人材の育成

第5節
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国際戦略の推進

（2） 視聴覚障害者向け放送の普及促進‥‥‥395

（1） Green of ICT・Green by ICTの推進 ‥396
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研究開発の推進

第8節

郵政行政の展開
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郵政行政の推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥416
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信書便事業の推進‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥417

