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点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

　○　請負業者及び再委託先における事業実施現場の状況把握について
　　・　契約時に実施体制の報告（※再委託がある場合には、申請内容を厳格に審査し、承認している）
　　・　運用報告書の提出（月1回）や定例報告会等を通じて、業務の実施状況を定期的に把握
　→　上記により、事業目的の実現や効果の発揮等が適切にできているか否かを検証した。

見直しの
余地

　　事業委託に当たっては、多くの事業者が参入機会を得られるよう、引き続き透明性及び公平性の確保を図るなどにより、今後も引
き続き予算の効率的な執行に努めてまいりたい。また、政府共通プラットフォーム構築による政府情報システムの統合・集約化の過
程の中で更なる予算の効率化を図ってまいりたい。
　なお、政府認証基盤事業（15億円）については、昨年１２月の省内事業仕分けを受け、予算を減額するとともに入札参加機会拡大
の取組みや再委託の在り方について見直しを行った。
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更なる見直し、改善が必要
（効率化）

補
　
記

87% 89% 97%

総事業費(執行ベース) 2,340 2,914 3,532

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

＜別添参照＞
○政府全体で共用する行政情報システムの一元的な管理・運営
　　政府認証基盤、総合文書管理システム、職員等利用者共通認証基盤、共同利用システム基盤、法令検索等システムを一元的に
管理・運営する。更に、この取組を発展させ、政府全体としての情報システムを最も効率的なものとするための仕組み（政府共通プ
ラットフォーム）を構築する。
　

実施状況

　　各府省が個別に開発・運営しているシステムのうち、府省共通的なものについて統合・集約化を進め、一元的な管理・運営を行う
ことで業務の合理化を図り、統合・集約化の取組を行わなかったと仮定した場合に比べ、着実な情報システム経費の削減効果が得
られているところ（平成２５年度以降の削減効果見込み：約３９億円）。更に、この取組を発展させ、政府情報システムの統合・集約化
の基盤として、クラウドコンピューティング技術を活用した「政府共通プラットフォーム」構築の為、「政府情報システムの整備の在り方
に関する研究会」を開催し、最終報告書を取りまとめ。今後、同報告書等を踏まえ、具体化に向けて更に検討。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(補正後） 2,698 3,281 3,654 4,990 4,488

執行額 2,340 2,914 3,532

執行率

会計区分 一般会計 上位政策 電子政府・電子自治体推進費

根拠法令
（具体的な

条項も記載）

○総務省設置法第4条第10号及び第12号
○高度情報通信ネットワーク社会形成基本
　 法第20条
○行政手続等における情報通信の技術の
   利用に関する法律

関係する計
画、通知等

○累次のe-Ｊapan戦略（平成13年１月２２日　ＩＴ本部決定～）
○電子政府構築計画（平成１５年７月１７日　ＣＩＯ連絡会議決定
   （e-Japan重点計画2003別添））
○成長戦略（基本方針）（平成21年12月30日　閣議決定）
○新たな情報通信技術戦略（平成22年5月11日　ＩＴ本部決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　効率的な行政運営を図るべく、政府全体で共用する情報システムを中心に統合・集約化を進め、一元的に管理・運営することに
よって、政府全体として情報システム経費の削減を図り、ＩＣＴを活用した行政の合理化・効率化を実現すること。

事業番号 0030

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　　(総　務　省)

予算事業名 電子政府関連事業（行政効率化）
事業開始

年度
平成１５年度 作成責任者

担当部局庁 行政管理局 担当課室 行政情報システム企画課 課長　吉牟田　剛



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

総務省

3,532百万円

ｼｽﾃﾑ運用、問い合わせ対応等

J.技術顧問、株式会社（3社）

社団法人（1団体）

65百万円

【一般競争入札14件、随意契約2件】

ｼｽﾃﾑ（ﾊｰﾄﾞｳｪｱ・ｿﾌﾄｳｪｱ）等借入

A.株式会社（6社）

1,601百万円

【一般競争入札7件、随意契約2件】

ｼｽﾃﾑ設計・開発、ｼｽﾃﾑ改修、ｼｽﾃﾑ移行支援

B.株式会社（5社）、社団法人（1団体）

研究会構成員

346百万円

【一般競争入札3件、随意契約3件】

D.株式会社（3社）、有限会社（2社）

独立行政法人（1法人）

26百万円

ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ整備

【一般競争入札13件、随意契約4件】

ｼｽﾃﾑ運用・保守

E.株式会社（7社）

社団法人（1団体）

1,434百万円

【一般競争入札2件、随意契約1件】

G.有限責任監査法人

（2団体）

41百万円

ｼｽﾃﾑ監査

【一般競争入札3件】

I.講師、株式会社（3社）

19百万円

情報ｼｽﾃﾑ統一研修

集合研修実施

【一般競争入札2件、随意契約3件】

企画調整業務支援

その他備品・消耗品等

F.株式会社（7社）

470百万円

ｼｽﾃﾑ安全性検査

H.株式会社（1社）

2百万円

C.株式会社（3社）

49百万円

検証環境の設計・開発



金　額
(百万円）

192

192

金　額
(百万円）

34

34

金　額
(百万円）

2

2

金　額
(百万円）

8

8

金　額
(百万円）

30

30

法令データを整備するため
の作業担当者に係る経費

使　途
金　額

(百万円）

19

19

27

756

E.　㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所

金　額
(百万円）

756

計

費　目

運用管理

使　途

システムを円滑に運用するため
のｴﾝｼﾞﾆｱ、監視担当者及び施
設・設備の維持管理に係る経費

システム設計・開発するため
のエンジニアに係る経費

27

金　額
(百万円）

542

542

システムのハードウェア、ソフ
トウェアのリース経費

使　途

使　途
金　額

(百万円）

システム整備のための調査･研
究に係る経費 82

機器調達

計

費　目 使　途

研修実施
集合研修を実施するため
の講師等に係る経費

J.　新都心ねっと㈱

計

費　目 使　途

業務支援

当局が行う業務・システム最適
化のモニタリング等業務に対す
る技術的支援を行うための支援
担当者に係る経費

費　目 使　途

C.　日本電気㈱ H.　㈱日本高信頼システム研究所

160

使　途
金　額

(百万円）

F.　日本電気㈱

費　目 使　途

システムを円滑に運用する
ためのｴﾝｼﾞﾆｱに係る経費

計

運用管理

A.　NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱.

計

費　目

計

計

ｼｽﾃﾑ監査

データ整備

D.　東京都ビジネスサービス㈱

計 計

I.　ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ企画開発㈱

技術的安全性検査を行うた
めのエンジニアに係る経費

費　目

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

計

費　目

システム
設計・開発

システム
整備

費　目

B.　㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所

費　目

G.　有限責任監査法人トーマツ

使　途

ｼｽﾃﾑ監査
外部監査を行うための監
査担当者に係る経費



A.共用システム（ハードウェア、ソフトウェア）等借入

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 541,800 政府認証基盤（GPKI）の機器等の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 216,859 文書管理ｼｽﾃﾑの機器等の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 82,926 文書管理ｼｽﾃﾑの増設機器の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 527 共通情報検索ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀ検証用PCの借入 【随意契約（少額）】

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 2,554 政府調達事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの機器等の借入
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 16,884 統一研修集合研修用LANｼｽﾃﾑの機器等の借入
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 166,812
職員等利用者共通認証基盤の機器等の借入 【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】

【国庫債務負担行為】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 54,501 職員等利用者共通認証基盤の増設機器等の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 60,039 統一研修e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの機器等の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：1者】
【国庫債務負担行為】

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 83,738 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の機器等の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：4者】
【国庫債務負担行為】

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 83,685 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の機器等の借入（文書管理分及びe-Gov分）
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 33,180 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の機器等の借入（人事・給与システム分）
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

日本電子計算機㈱ 144,144 共通情報検索ｼｽﾃﾑの機器等の借入
【随意契約】　※平成18年度に48か月を前提とし
た一般競争入札（総合評価落札方式）：１者。平成
19年度以降は随意契約。

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 52,920 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の施設・設備の借入
【一般競争入札（総合評価落札方式）：6者】
【国庫債務負担行為】

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 49,287 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の施設・設備の借入（文書管理分及びe-Gov分）
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 12,065 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤の施設・設備の借入（人事・給与システム分）
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

B.共用システム設計・開発、システム改修、システム移行支援

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所　 82,236 政府情報ｼｽﾃﾑの整備の在り方に関する調査研究
【一般競争入札（総合評価落札方式）：２者】
【落札率：85.9％】

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所　 58,275 新暗号ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑに移行するための検証環境の設計・開発
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】
【落札率：97.3％】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 77,478 職員等利用者認証基盤に係る機能改善 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 47,961 職員等利用者認証基盤に係る連携作業 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 72,975 文書管理ｼｽﾃﾑの移行支援作業 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

㈱ﾗｰﾆﾝｸﾞ･ｱｰｷﾃｸﾁｭｱ研究所 3,922 統一研修eﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの教材作成・改修の請負 【一般競争入札（最低価格落札方式）：2者】

㈱ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ 1,260 統一研修e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ用教材改修 【一般競争入札（最低価格落札方式）：3者】

㈱ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ 638 統一研修e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ用教材改修 【随意契約（少額）】

富士通㈱ 916 政府調達事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのｼｽﾃﾑ改修 【随意契約（少額）】

研究会構成員 712 研究会謝金

Ｃ.検証環境の設計・開発

支出先 支出額（千円） 再委託内容 備考

日本電気㈱ 27,300 各種証明書の発行・失効情報の管理システムの検証環境の設計・開発
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：新暗号ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑに移行するため
の検証環境の設計・開発

㈱日立製作所 11,025
申請書に付与される電子証明書を確認するｼｽﾃﾑの検証環境の設計・
開発

【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：新暗号ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑに移行するため
の検証環境の設計・開発

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 10,500 テスト用民間認証局システムの検証環境の設計・開発
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：新暗号ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑに移行するため
の検証環境の設計・開発

D.共用システムデータ整備

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

東京都ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 18,651 法令ﾃﾞｰﾀの作成作業 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

富士通㈱ 2,604 法令ﾃﾞｰﾀ・閣議ﾃﾞｰﾀの定義作業 【一般競争入札（最低価格落札方式）：２者】

(独)国立印刷局 2,483 官報法令ﾃﾞｰﾀの製造 【随意契約（少額）】

多摩ｿﾌﾄｳｪｱ㈲ 1,376 閣議ﾃﾞｰﾀの作成作業 【一般競争入札（最低価格落札方式）：２者】

第一法規㈱ 428 第一法規法情報総合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(D1-Law)の利用 【随意契約（少額）】

㈱ぎょうせい 126 現行法令CD-ROMの借入 【随意契約（少額）】



E.共用システム運用・保守

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所 756,000 政府認証基盤(GPKI)の運用
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【落札率：95.5％】

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所 121,800 政府認証基盤(GPKI)の保守
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【落札率：100％】

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所 9,350 政府認証基盤(GPKI)に係る霞が関ＷＡＮ利用料金 【随意契約（長期継続契約）】　

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所 23,688 共同利用システム基盤に係る霞が関ＷＡＮ利用料金 【随意契約（長期継続契約）】　

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所 4,675 共通情報検索ｼｽﾃﾑに係る霞が関WAN利用料金 【随意契約（長期継続契約）】

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 187,950 共同利用システム基盤の運用
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 6,510 共同利用システム基盤の運用（追加）
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 64,861 職員等利用者共通認証基盤の運用
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 33,453 統一研修e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの運用 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 15,976 政府認証基盤(GPKI)の運用業務に係る技術支援等 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ 14,641 職員等利用者共通認証基盤のﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ業務
【一般競争入札（最低価格落札方式）：3者】
【国庫債務負担行為】

富士電機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 83,160 文書管理ｼｽﾃﾑの運用
【一般競争入札（総合評価落札方式）：１者】
【国庫債務負担行為】

㈱ｺｱ 63,000 共同利用システム基盤の運用管理支援業務
【一般競争入札（総合評価落札方式）：2者】
【国庫債務負担行為】

富士通㈱ 36,414 共通情報検索ｼｽﾃﾑの運用 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

富士通㈱ 10,269 政府調達事例ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの運用 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 1,717 電子公文書作成ｼｽﾃﾑの運用管理支援業務（政府認証基盤） 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

㈱三冷社 607 共通情報検索ｼｽﾃﾑに係る電算空調機保守点検 【随意契約（少額）】

Ｆ.システム運用、問い合わせ対応等

支出先 支出額（千円） 再委託内容 備考

日本電気㈱ 151,830 各種証明書の発行・失効情報の管理システムの運用
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の運用

㈱日立製作所 62,370 申請書に付与される電子証明書を確認するシステムの運用
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の運用

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 113,400 監視モニターによる24時間365日の稼動確認等
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の運用

日本電気㈱ 39,900 各種証明書の発行・失効情報の管理システムの保守
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の保守

㈱日立製作所 39,900 申請書に付与される電子証明書を確認するシステムの保守
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の保守

ｾｺﾑﾄﾗｽﾄｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 1,050 テスト用民間認証局システムの保守
【再委託元（４者協業）】：㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の保守

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ3C 21,538 各種資料の作成、受講者の学習進捗管理、出欠管理等
【再委託元】：㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
【委託事業名】：統一研修e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの運用

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｿﾌﾄｳｪｱ㈱ 5,923 公開鍵暗号技術に精通した技術者による技術支援
【再委託元】：㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
【委託事業名】：政府認証基盤(GPKI)の運用業務
に係る技術支援等

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ東京ｴｽ･ｴ
ﾑ･ｴｽ㈱

7,889 問い合わせ対応業務  
【再委託元】：㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ
【委託事業名】：職員等利用者共通認証基盤のﾍﾙ
ﾌﾟﾃﾞｽｸ業務

ﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｴﾇｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ㈱ 26,246 企画支援業務
【再委託元】：㈱ｺｱ
【委託事業名】：共同利用システム基盤の運用管
理支援業務

G.共用システム監査

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ 33,839 政府認証基盤(GPKI)のｼｽﾃﾑ監査 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ 157 政府認証基盤(GPKI)のｼｽﾃﾑ監査に係るTrustｻｰﾋﾞｽｼｰﾙ発行手数料 【随意契約（少額）】

新日本有限責任監査法人 7,350 共同利用ｼｽﾃﾑ基盤のｼｽﾃﾑ監査
【一般競争入札（最低価格落札方式）：2者】
【国庫債務負担行為】



I.情報システム統一研修の実施

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ企画開発㈱ 7,897 統一研修集合研修の請負 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

講師等 4,741 統一研修講師に対する謝金及び旅費

㈱ｱｽﾞｼﾞｪﾝﾄ 2,950 統一研修集合研修の請負 【一般競争入札（最低価格落札方式）：５者】

㈱大塚商会 2,923 統一研修集合研修の請負 【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】

J.企画調整業務支援、その他備品・消耗品等

支出先 支出額（千円） 委託事業名 備考

新都心ねっと㈱ 30,270 最適化策定支援業務の請負 【一般競争入札（最低価格落札方式）：２者】

技術顧問 26,116 技術顧問賃金

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所　 7,047 業務資料「行政&情報ｼｽﾃﾑ」の購入
【一般競争入札（最低価格落札方式）：１者】
【落札率：100％】

㈳行政情報ｼｽﾃﾑ研究所　 60 会費

富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 328 最適化策定支援業務に係る複写機借入 【随意契約（少額）】

富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱ 168 最適化策定支援業務に係る複写機保守 【随意契約（少額）】

富士通㈱ 544 最適化策定支援業務に係るｻﾎﾟｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ保守 【随意契約（少額）】



電子政府関連事業（行政効率化関係）の概要

今後の取組＜別紙参照＞
政府情報システムの統合・集約化

を図る「政府共通プラットフォーム」
の構築を図る。

根拠法令・政府決定等

■ 法 令 ： 総務省設置法、ＩＴ基本法、行政手続オンライン化法

■ 政府決定等 ： 成長戦略（基本方針）、新たな情報通信戦略 等

主な実施施策

政府全体で共用する行政情報システムの一元的な管理・運営
（Ｈ２１執行額ベース：約３５億円）

■ 政府認証基盤（GPKI）の管理・運営（約15億円）

■ 職員等利用者共通認証基盤（GIMA）の管理・運営（約4億円）

■ 総合文書管理システムの管理・運営（約5億円）

■ 共同利用システム基盤の管理・運営（約6億円）

■ 法令検索システムの管理・運営（2億円）

※これらの取組を発展させ、政府全体としての情報システムを最も効率的

とするための仕組み（政府共通プラットフォーム）を構築する。

● 行政分野へのＩＣＴ（情報通信技術）の活用とこれに併せた業務・制度の見直しにより、
行政の合理化・効率化を図る。



「新たな情報通信技術戦略」（抜粋）

（平成22年5月11日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）

１．国民本位の電子行政の実現

(1) 情報通信技術を活用した行政刷新と見える化

【具体的取組】

ⅴ）政府の情報システムの統合・集約化

政府情報システムについて、徹底した業務改革をした上で、費用対効果を

踏まえたシステムの構築・刷新を進める｡この一環として、クラウドコンピュー

ティング技術を活用した「政府共通プラットフォーム」により、各府省別々に構

築・運用している政府情報システムの統合・集約化を進める。

また、共通システム開発・運用における行政機関横断の体制を構築する。

【内閣官房、総務省等】

Ⅲ．分野別戦略

別紙
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