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はじめに 
１．情報システムの標準化・共通化の背景及び経緯 

日本の高齢者（65 歳以上）人口は 2040 年頃にピークを迎え

る。総人口においても、2008 年から減少が続き、1995 年に

8,726 万人だった生産年齢人口は、2015 年には 7,728 万人とな

り、2040 年には 6,000 万人を割り込むと見込まれ、今後は労働力

の供給に制約が生じると想定される。 
現在、我が国の住民生活に身近な行政サービスの多くは、自治

体が担っている。今後、人口減少が進み、我が国を取り巻く環境

に不確実さが増す中でも、住民の健康で文化的な生活と地域経済

を守るため、自治体は安定的かつ持続可能な形で、行政サービス

を提供し続ける必要があることから、労働力の供給制約の中にお

いても、職員が企画立案業務や住民への直接的なサービス提供な

ど職員でなければできない業務に注力できる環境を作れるよう、

制度や組織、業務の在り方等を変革していくことが求められてい

る。 
このような状況を踏まえ、情報通信技術を活用し、住民の利便

性の向上及び自治体の行政運営の効率化に資するよう、自治体情

報システムの標準化・共通化の取組を推進するため、「地方公共団

体情報システムの標準化に関する法律」（令和 3 年法律第 40 号。

以下「標準化法」という。）が成立した。 
標準化法では、地方公共団体の情報システムの標準化の対象と

なる事務（「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二

はじめに 
１．情報システムの標準化・共通化の背景 

日本の高齢者（65 歳以上）人口は 2040 年頃にピークを迎え

る。総人口においても、2008 年から減少が続き、1995 年に

8,726 万人だった生産年齢人口は、2015 年には 7,728 万人とな

り、2040 年には 6,000 万人を割り込むと見込まれ、今後は労働力

の供給に制約が生じると想定される。 
現在、我が国の住民生活に身近な行政サービスの多くは、自治

体が担っている。今後、人口減少が進み、我が国を取り巻く環境

が不確実さを増す中でも、住民の健康で文化的な生活と地域経済

を守るため、自治体は安定的かつ持続可能な形で、行政サービス

を提供し続ける必要があることから労働力の供給制約の中におい

ても、職員が企画立案業務や住民への直接的なサービス提供など

職員でなければできない業務に注力できる環境を作れるよう、制

度や組織、業務の在り方等を変革していくことが求められてい

る。 
このような状況を踏まえ、国は「デジタル社会の実現に向けた

改革の基本方針」及び「デジタル・ガバメント実行計画」を令和

２年 12 月 25 日に閣議決定し、自治体における情報システム等の

共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等を推進するた

め、自治体の情報システムの標準化・共通化に取り組むこととし

た。具体的には、住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な

17 業務を処理するシステムについて、デジタル庁（現内閣官房情
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条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令（令和４年政令

第１号）及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第

二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデ

ジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令（令和４年デジ

タル庁令・総務省令第１号）」において、児童手当、子ども・子育

て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管

理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、

就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保

険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の 20 業務が定めら

れている（第２条第１項関係）。以下「標準化対象事務」とい

う。）を政令で定め、標準化対象事務の処理に係る情報システム

（以下「標準化対象システム」という。）が満たすべき基準（以下

「標準化基準」という。）を国が定めることとされた。具体的に

は、各所管法令又は事務に係る機能要件等については各所管大臣

が、各システムに共通する事項（データ要件等）については、デ

ジタル庁を所管する長としての内閣総理大臣と総務大臣が定める

こととなる（第６条第１項及び第７条第１項関係）。 
その上で、地方公共団体に対して、標準化基準に適合したシス

テム（以下「標準準拠システム」という。）の利用を義務付けると

ともに（第８条第１項関係）、地方公共団体は、国による全国的な

クラウド環境の整備の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラ

ウドを活用して情報システムを利用するよう努めることとされて

いる（第 10 条関係）。 

報通信技術（IT）総合戦略室（以下「IT 室」という。））が策定す

る基本的な方針の下、関係府省において標準仕様書を作成（※）

した上で、各ベンダが標準仕様に準拠して開発したシステム（以

下「標準準拠システム」という。）を全国規模のクラウド基盤（い

わゆる「ガバメントクラウド」）に構築し、当該システムを各自治

体が利用することを目指すものである。 
なお、標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度とさ

れている。 
 

※ 令和３年夏に固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、介護

保険及び障害者福祉（以下「第１グループ」という。）の標準仕様書を、令和

４年夏に選挙人名簿管理、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、生活保

護、健康管理、児童手当、児童扶養手当及び子ども・子育て支援（以下「第２

グループ」という。）の標準仕様書を作成することとされた。住民記録につい

ては、「住民記録システム標準仕様書【第 1.0 版】」（令和２年９月 11 日自治

体システム等標準化検討会（住民記録システム等標準化検討会））を作成し、

令和３年夏にその改定を予定している。 
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また、国は、標準化法第 5 条に基づく「地方公共団体情報シス

テム標準化基本方針」（以下「基本方針」という。）を令和４年 10
月に閣議決定をしたところであり、基本方針においては、「地方公

共団体の基幹業務システムの標準化・共通化の取組については、

基幹業務システムを利用する地方公共団体が、令和７年度までに

ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環

境を整備することを目標とする。」とされた。具体的には、令和５

年４月から令和８年３月までを「移行支援期間」と位置付け、令

和７年度までに、ガバメントクラウド（デジタル社会形成基本法

（令和３年法律第 35 号）第 29 条に規定する「全ての地方公共団

体が官民データ活用推進基本法第二条第四項に規定するクラウ

ド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利

用することができるようにするための国による環境の整備」とし

てデジタル庁が調達するクラウド環境をいう。）を活用した標準準

拠システムへの移行を目指すこととし、国はそのために必要な支

援を積極的に行うとともに、移行支援期間である令和７年度まで

の達成状況及び移行支援期間における実証、為替や物価などのコ

スト変動の外部要因も勘案して、必要に応じた見直しの検討と達

成状況の段階的な検証を行うこととされた。 
なお、関係府省は、これまでの累次の閣議決定を踏まえ、令和

４年夏には、20 業務の標準仕様書を策定又は改定するとともに、

デジタル庁においては、データ要件・連携要件等の共通事項に関

する標準仕様書を策定した。今後は、これらの標準仕様書を基
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に、標準化基準を省令で定めることとなる。 
その他、標準化法においては、都道府県が市区町村への必要な

助言、情報提供等を実施することに係る努力義務が規定されてい

る。このため、都道府県は、広域自治体として、管内市区町村の

基幹業務システムの標準化・共通化の進捗管理等について助言等

を行うことが期待される（第９条第３項関係）。また、標準化対象

事務の多くは、主として市区町村が処理するものであるが、生活

保護及び児童扶養手当について都道府県が利用するシステムにつ

いても、令和 4 年夏に公表された標準仕様書において標準化対象

システムとされたことから、市区町村と同様に、標準準拠システ

ムへの移行が必要となっている。 
 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 

さらに国は、自治体情報システムの標準化・共通化の取組を推

進するため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

案」を第 204 回通常国会に提出し、同法案は、令和３年５月 12
日に可決・成立した（令和 3 年法律第 40 号。令和３年５月 19 日

公布・同年 9 月 1 日施行。以下同法を「標準化法」という。）。 
標準化法では、地方公共団体の情報システムの標準化の対象と

なる事務（住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住

民税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民年金、国民健康保

険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉、生活保護、健康管

理、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援の 17 業務ご
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とに対象事務を特定する予定。なお、事務の共通性や住民の利便

性の向上、行政運営の効率化に資するという標準化対象事務の趣

旨に合致する事務については、対象事務に追加することも考えら

れる。以下「標準化対象事務」という。）を政令で定め（第２条第

１項関係）、標準化対象事務の処理に係る情報システム（以下「標

準化対象システム」という。）の標準化のための基準（以下「標準

化基準」という。）のうち、各所管法令又は事務に係る部分につ

いては各所管大臣が、各システムに共通する部分については、デ

ジタル庁（現 IT 室）を所管する長としての内閣総理大臣と総務大

臣が定めることとなる（第６条第１項及び第７条第１項関係）。 
その上で、地方公共団体に対して、標準化基準に適合したシス

テム（以下「標準準拠システム」という。）の利用を義務付けると

ともに（第８条第１項関係）、地方公共団体は、国による全国的な

クラウド活用の環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境において

クラウドを活用して情報システムを利用するよう努めることとさ

れている（第 10 条関係）。 
今後、国は、標準化対象事務を定める政令を制定するととも

に、標準化の推進を図るための基本方針を定めることとされてお

り、基本方針では、標準化・共通化に関する大綱的な方針のほ

か、標準化基準に関する基本的な事項についても定めることとさ

れている（第５条関係）。 
関係府省は、「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき作成

中の標準仕様書を元に、基本方針も踏まえ、所管事務に関する標

準化基準を省令で定めることとなる。また、今後デジタル庁（現
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（図表・差替え） 

（図表・差替え） 
（図表・差替え） 
 

２．標準化・共通化の特徴 
自治体は、標準化法に基づき、システムの標準化・共通化に取

り組むこととなるが、次の点において従来のシステム更改とは異

なる特徴があることから、このことを十分に踏まえた上で、対応

する必要がある。 
 
（１） 令和７年度を目標時期として標準準拠システムへ移行する

必要があること。 
これまで、自治体のシステムは、法令改正等への対応によ

る場合を除けば、自らの計画等に基づき、その更改時期を決め

てきた。しかしながら、標準準拠システムへの移行の目標時期

は令和７年度とされていることから、当該目標時期に向けて各

自治体においては、現在のシステム更改計画等を見直す必要が

生じ得る。 
 

（２） 全ての標準化対象システムが移行の対象であること。 
全ての標準化対象システムが標準準拠システムへの移行対

象となる。そのため、システム移行対象や範囲、それらに関す

IT 室）及び総務省は、各システムに共通する基準（以下「共通要

件」という。）を省令で定めることとなる。 
（図表） 

（図表） 
（図表） 
 
３．標準化・共通化の特徴 

今後、自治体は、標準化法に基づき、システムの標準化・共通

化に取り組むこととなるが、次のような点において従来のシステ

ム更改とは異なる特徴があることから、このことを十分に踏まえ

た上で、対応する必要がある。 
 
（１） 令和７年度を目標時期として標準準拠システムへ移行する

必要があること。 
これまで、自治体におけるシステム更改は、法令改正等へ

の対応による場合を除けば、自らの計画等に基づき、システム

更改時期を決めて行ってきた。しかしながら、標準準拠システ

ムへの移行の目標時期は令和７年度とされていることから、当

該目標時期に向けて各自治体においては、改めて現在のシステ

ム更改計画等を見直す必要が生じ得る。 
 

（２） 全ての標準化対象事務がシステム移行の対象であること。 
全ての標準化対象事務について標準準拠システムの利用が

求められることから、全ての標準化対象事務を処理するシステ
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る現行ベンダや契約内容を網羅的に把握するだけでも、調整を

要する可能性があるとともに、自治体の複数部局にまたがって

影響が生じ得る。 
 

 
（３） 全自治体において短期間に集中してシステムの移行がなさ

れること。 
標準化の取組は、自治体が足並みを揃えて、標準準拠シス

テムへ移行することで、より大きな効果が得られることか

ら、全自治体が短期間に集中して標準準拠システムへ移行す

ることとなる（基本方針では、前述のとおり、令和７年度ま

でに、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの

移行を目指すこととしている。）。また、標準化対象システ

ムは、住民へのサービス提供を支える基幹系システムである

ことから、住民への影響を最小限にとどめようとすると、自

ずとシステム移行を行うことができる機会は限られるため、

自治体間で運用テストやデータ移行時期の調整などが生じ得

ることも考えられる。 
 

（４） 標準仕様書やガバメントクラウドへの移行など、国の動きと

密接に関連していること。 
各自治体においては、関係府省やデジタル庁が作成した標

準仕様書の内容を踏まえ、本手順書で示す一連の作業が発生し

ムが移行対象となる。そのため、システム移行対象や範囲、そ

れらに関する現行ベンダや契約内容を網羅的に把握するだけで

も、時間を要する可能性があるとともに、自治体の複数部局に

またがってシステム移行の影響が生じ得る。 
 

（３） 全自治体において短期間に集中してシステムの移行がなさ

れること。 
標準化の取組は、自治体が足並みを揃えて、標準準拠シス

テムへ移行することで、大きな効果が得られることから、全

自治体が短期間に集中してシステムを移行することとなる

（「デジタル・ガバメント実行計画」の工程表によれば自治

体の移行時期は令和５年度から令和７年度が想定されてい

る。）。また、標準化対象事務に係る情報システムは、住民

へのサービス提供を支えるものであることから、住民への影

響を最小限にとどめようとすると、自ずとシステム移行に対

応できる機会は限られてくると考えられるため、自治体間で

テストやデータ移行時期の調整などが生じ得る。 
 
 

（４） 標準仕様書やガバメントクラウドへの移行など、国の動きと

密接に関連していること。 
関係府省の標準仕様書は、令和３年夏と令和４年夏を目途

に作成される見込みであり、各自治体においては、その検討状
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得る。また、ガバメントクラウドについては、先行事業の内容

も踏まえ、今後更なる情報提供がなされる予定である。標準化

は、こうした国の動きと密接に連携しながら取組を進める必要

がある。自治体においては、積極的な情報収集が必要であり、

標準化・共通化に関する最新の動向について、別紙に取りまと

めたため参照されたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

況を注視しながら、スケジュールに余裕をもって標準化・共通

化に取り組む必要がある。なお、この標準仕様書については、

デジタル庁（現 IT 室）を中心に検討が進められているガバメ

ントクラウドの整備方針や令和４年夏を目途に取りまとめられ

る共通要件次第では、更なる改定の可能性も否定できないが、

その検討状況については自治体へ適時適切に情報提供をする予

定であることから、これらの情報を積極的に活用されたい。 
標準化・共通化に関する最新の動向については、以下のウ

ェブサイトにて取りまとめを行っている。 
・自治体情報システムの標準化・共通化（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/jichitaijoho_system
/index.html 

・地方公共団体における業務プロセス・情報システムの標準化

の推進 
（政府 CIO ポータル） 
https://cio.go.jp/node/2733 
 
なお、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年６

月 18 日閣議決定）においても、「第２部 デジタル社会の形成

に向けた基本的な施策」として、「ガバメントクラウド、ガバメ

ントネットワーク」や「地方公共団体の基幹業務等システムの

統一・標準化」等が位置づけられていることから、あわせて参

照されたい。 

https://cio.go.jp/node/2733
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（５） 標準仕様書に基づく業務フロー等の見直しの検討が生じ得

ること。 
関係府省の標準仕様書では、システムが備えるべき機能要

件に加え、参考として機能要件に対応した標準的な業務フロー

を示している。 
また、基本方針では、標準的な業務フローの作成に当たっ

て、関係府省はデジタル３原則に基づく業務改革（BPR）やデ

ジタル処理を前提とした自治体のベストプラクティスを反映

し、自治体が標準準拠システムへ移行する際、当該業務フロー

を参考にすることで、自治体のデジタル化の基盤整備に資する

ことを目標として掲げているところであり、標準化は単なるシ

ステム移行に留まらない取組である点に留意が必要である。 
 
これらの特徴を踏まえれば、自治体においては、全庁的な

体制整備や綿密な移行計画の策定等が必要不可欠である。ま

た、円滑に標準化・共通化の取組を進めるためには、早期に

作業着手の上で計画的に取り組み、標準準拠システムへの移

行の目標時期である令和７年度までの事務負担を平準化する

ことが重要である。  

 
３．本手順書の位置付け及び改定 

本手順書には、全自治体が円滑にシステムの標準化・共通化を

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/decision.html 
 

（５） 標準仕様書に基づく業務フロー等の見直しの検討が生じ得

ること。 
関係府省の標準仕様書においては、システムの機能要件に

加え、参考として機能要件に対応した標準的な業務フローを示

すこととされている。自治体においては、標準準拠システムへ

移行していく必要があるが、その際、標準仕様書において併せ

て示された標準的業務フローも参考に、現在の業務フロー等の

見直しを行うことが重要である。その結果、新たな業務フロー

に基づく、全庁的な業務改革（BPR）に取り組むことも考えら

れるところであり、標準化は単なるシステム移行に留まらない

取組である点に留意が必要である。 
 
 
これらの特徴を踏まえれば、自治体においては、全庁的な体

制整備や綿密な移行計画の策定等が必要不可欠である。ま

た、円滑に標準化・共通化の取組を進めるためには、可能な

限り早期に着手の上で計画的に取り組むことにより、標準準

拠システムへの移行の目標時期である令和７年度までの事務

負担を平準化することが重要である。 
 
４．本手順書の位置付け及び改定 

本手順書には、全自治体が円滑に情報システムの標準化・共通

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/decision.html
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進めるため、標準化・共通化に向けた標準的な作業項目やフェー

ズ毎に想定される主な作業手順等を掲載している。自治体におい

ては、本手順書を参考にしながら、積極的な情報収集に努めると

ともに、標準化・共通化の取組を推進していただきたい。 
ただし、本手順書では、自治体において一般的に想定される作

業全般を洗い出したものの、各自治体のシステムの構成や規模、

今後の移行方式によって必要となる手順等に差異が有り得ること

には留意すべきと考えられる。 
なお、関係府省が作成する標準仕様書、デジタル庁が作成する

ガバメントクラウドの仕様、共通要件等に変更があり、本手順書

に更なる修正を加える必要が生じた際には、必要に応じて対応を

してまいる。  
 
 
 
 
 
 

（図表・差替え） 
 

 

化を進めるため、標準化・共通化に向けた標準的な作業項目やフ

ェーズ毎に想定される主な作業手順等を掲載している。自治体に

おいては、本手順書を参考にしながら、積極的な情報収集に努め

るとともに、標準化・共通化の取組を推進していただきたい。 
 
 
 
 
なお、関係府省が作成する標準仕様書、デジタル庁（現 IT

室）を中心に検討がなされているガバメントクラウドの仕様、共

通要件等については、本手順書策定時点においてもなお、検討・

調整中の項目が多く含まれていることから、今後、これらについ

て内容が確定し、本手順書に修正を加える必要が生じた際には、

随時、手順書の改定を行うことを予定している。 
また、本手順書では、現時点で自治体において想定される作業

全般を洗い出したものの、各自治体のシステムの構成や規模等に

よって必要となる手順等に差異が有りうることには留意すべきと

考えられる。 
（図表） 
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第１章 自治体情報システムの標準

化・共通化に係る検討 
１．自治体情報システムにおける現状と課題 

これまで各自治体において、住民ニーズへの対応、利便性向上

等の観点から、情報システムのカスタマイズが行われてきた結

果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて個別の対応

が必要となっており、自治体ごとに人的・財政的負担が生じてい

ると指摘されてきた。また、カスタマイズ等により、同一ベンダ

のシステムを利用する自治体間でもそれぞれのシステムの内容が

異なるなど、自治体クラウドのような共通プラットフォーム上の

サービスを利用する方式への移行や、住民サービスを向上させる

最適な取組の全国への普及の妨げとなっている。また、自治体ご

とに様式や帳票等が異なることは、それらを利用する住民・企業

等の負担にもつながっている。 
 

２．情報システムの標準化・共通化の意義及び効果 
（略） 

（１） コスト削減・ベンダロックインの解消 

標準準拠システムを利用することで、自治体が情報システ

ムを個別に開発する必要がなくなり、人的・財政的負担の軽

減といった効果が見込まれる。なお、基本方針においては、

「標準準拠システムへの移行完了後に、標準化対象事務に関

第１章 自治体情報システムの標準

化・共通化に係る検討 
１．自治体情報システムにおける現状と課題 

これまで各自治体において、住民ニーズへの対応、利便性向上

等の観点から、情報システムのカスタマイズが行われてきた結

果、その発注・維持管理や制度改正対応などについて個別の対応

が必要となっており、自治体ごとに人的・財政的負担が生じてい

ると指摘されてきた。また、カスタマイズ等により、同一ベンダ

のシステムを利用する自治体間でもそれぞれのシステムの内容が

異なるなど、自治体クラウドのような共通プラットフォーム上の

サービスを利用する方式への移行の妨げとなっている。また、自

治体ごとに様式や帳票等が異なることは、それらを利用する住

民・企業等の負担にもつながっている。 
 

 

２．情報システムの標準化・共通化の意義及び効果 
（略） 

（１） コスト削減・ベンダロックインの解消 

標準準拠システムを利用することで、自治体が情報システ

ムを個別に開発する必要がなくなり、人的・財政的負担の軽

減といった効果が見込まれる。なお、「デジタル・ガバメン

ト実行計画」においては、「標準化・クラウド化の効果を踏
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する情報システムの運用経費等については、平成 30 年度

（2018 年度）比で少なくとも３割の削減を目指す」こととし

ている。この目標達成に向けて国は、以下の取組を行うこと

としている。 

 

 トータルデザインの考え方の下で、デジタル庁が標準準拠

システムの共通機能や共通部品（申請管理を含むフロント

サービスとの連携機能、認証機能、文字環境の３つを候補

として注力する。）を開発し、全体としてより効率的なシ

ステム構築や運用を行うための取組を、早期に標準準拠シ

ステムに移行し当該取組に積極的に協力する市区町村と

段階的に実証することとする。 

 ガバメントクラウド上での構築・運用を前提としたアプリ

ケーションの開発・運用の高度化に挑戦するベンダのスキ

ル・ノウハウを底上げするための支援を強力に行う。 

 標準仕様書において標準化すべきであるがされていない

機能や過剰な機能等の検証・整理や、システム連携に関す

る効率的な検証環境の準備を進める。 

 
また、標準化・共通化の取組により、機能や様式・帳票、

システム移行時に満たすべきデータ項目などについて、国が

標準を定め、ベンダは当該標準を満たすシステムを開発し、

自治体はベンダが開発した標準準拠システムを利用すること

となる。加えて、国が標準準拠システムの構築環境として、

まえ、地方公共団体の情報システムの運用経費等について

は、標準準拠システムへの移行完了予定後の 2026年度（令

和８年度）までに 2018年度（平成 30年度）比で少なくとも

３割の削減を目指す」こととしている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、標準化・共通化の取組により、システムで管理する

データ項目や形式をはじめ、機能や様式・帳票などについ

て、国が標準を定め、ベンダは当該標準を満たすシステムを

開発し、自治体はベンダが開発した標準準拠システムを利用

することとなる。このため、標準化・共通化を実効的に推進
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複数のクラウドサービスから事業者が選択可能な状態（マル

チクラウド環境）を整備することにより、クラウドサービス

提供事業者間の競争環境を確保し、クラウドロックインを防

止するとともに、高い水準のセキュリティを担保しつつ、経

済性の高いガバメントクラウドサービスを提供する。これに

より、スタートアップや地方の事業者も含め、各事業者が、

自らクラウド基盤を整備することなく自社が開発したシステ

ムを利用することができるようになり、アプリケーションレ

ベルにおける複数の事業者による競争環境を確保できる。こ

のように、標準化・共通化を推進することは、ベンダロック

インの解消や、ベンダの競争環境の確保に寄与するものと考

えられる。 
 
（２） 行政運営の効率化 

標準化・共通化の取組を通じた負担軽減の結果、システム

調達等の業務に従事していた職員を、企画立案や住民への直

接的なサービス提供など、職員でなければ真にできない業務

に振り向けることも可能となるものと考えられる。このこと

によって、長期的には生産年齢人口減少による労働力の供給

制約がある中でも、持続的に行政サービスを提供するための

自治体の体制整備に貢献し得るものと考えられる。 
 
また、標準化対象システムとマイナポータルぴったりサー

することは、システム間のデータ移行の円滑化に繋がり、ベ

ンダの切替を容易にするものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 行政運営の効率化 

標準化・共通化の取組により、システム調達等の業務に従

事していた職員を、企画立案や住民への直接的なサービス提

供など、職員でなければ真にできない業務に振り向けること

が可能となることから、行政サービスの向上に寄与するもの

である。これにより、長期的には、生産年齢人口の減少によ

る労働力の供給制約がある中でも、持続的に行政サービスを

提供するための自治体の体制整備に貢献し得るものと考えら

れる。 
また、標準化対象システムとマイナポータルぴったりサー
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ビスとの接続など、行政手続のオンライン化に寄与するシス

テム連携の要件が標準化されるなど、エンドトゥエンドでの

オンライン化が広く実現されることで、更に住民の利便性の

向上に資することとなる。 
 

（３） 行政運営の効率化 

標準仕様書においては、デジタル３原則に基づく業務改革

（BPR）やデジタル処理を前提とした自治体のベストプラク

ティスを踏まえた業務フローを示すこととされており、標準

準拠システムの利用に併せて、標準化対象事務に係る業務フ

ローを見直すことは行政運営の効率化に資することが大いに

期待される。また、標準化・共通化を進めることで、システ

ムの共同運用や AI・RPA 等のデジタル技術、外部人材等が、

従来と比較し活用しやすくなることも想定されるため、これ

らを有効に活用した業務プロセスの見直しも考えられる。 
 
また、ガバメントクラウドを活用することで、自治体にお

いて従来のようにサーバ等のハードウェアや OS・ミドルウェ

ア・アプリケーション等のソフトウェアを自ら整備・管理す

る負担が軽減される。加えて、標準準拠システムで利用する

データ要件・連携要件に適合したデータを活用できるように

することで、国又は自治体が新しい行政需要に対応するた

め、ガバメントクラウド上に全国で共用可能なシステムを迅

ビスとの接続など、行政手続のオンライン化に寄与するシス

テム連携の要件が今後標準化され、エンドトゥエンドでのオ

ンライン化が広く実現されれば、更に住民の利便性の向上に

資することとなる。 
 

（３） 行政運営の効率化 

標準仕様書においては、機能要件に対応する業務フローを

示すこととされていることから、標準準拠システムの利用に

あわせて、標準化対象事務に係る業務フローを見直すことで

行政運営の効率化に資することが期待される。また、標準

化・共通化を進めることにより、システムの共同運用やＡ

Ｉ・ＲＰＡ等のデジタル技術、外部人材等が、従来と比較し

活用しやすくなることも想定されるため、これらを有効に活

用した業務プロセスの見直しを検討することなども考えられ

る。 
 

上記に加え、標準化・共通化の取組は、図表５のとおり、多様

な目的が関連し合い、相互に意義や効果を生むものである。 
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速に構築・展開することも可能となる。 
 
むろん標準準拠システムへの移行の目標時期である令和７年

度までの期間は、全自治体において、全庁的な推進体制の構
築、多様な移行作業手順の遂行が求められることから、一時的
に作業が集中せざるを得ない場面も想定される。しかしなが
ら、早期から計画的に取り組むことでその負担を平準化するこ
とも考えられるところであり、標準化・共通化の取組は、自治
体における将来的な人的・財政的負担の軽減や住民の利便性の
向上に資することを意識して組織的に取り組むことが重要であ
る。 

令和４年８月には、標準化対象システムに係る全ての標準

仕様書が策定され、その後、基本方針、地方公共団体情報シ

ステムのガバメントクラウドの利用に関する基準（以下「ガ

バメントクラウド利用基準」という。）など、標準準拠システ

ムへの移行に必要とされる一連のドキュメントが示された

（図表５）。こうしたドキュメントが揃ったことにより、自治

体が標準準拠システムへの移行プロセスを進めることについ

て、原則として支障がない状態となっている。また、基本方

針において、改めて標準準拠システムへの移行を令和 7 年度

までに目指すことが示された。自治体においてはこれらのこ

とを踏まえ、自団体の現時点の進捗状況を確認し、移行目標

時期を目指し、それぞれのフェーズにおける手順を着実に進

 
 

むろん標準準拠システムへの移行の目標時期である令和７年
度までの期間は、全自治体において、全庁的な推進体制の構
築、多様な移行作業手順の遂行が求められることから、一時的
に作業が集中せざるを得ない場面も想定されるが、早期から計
画的に取り組むことでその負担を平準化することも考えられる
ところであり、あくまで標準化・共通化の取組は、自治体にお
ける将来的な人的・財政的負担の軽減や住民の利便性の向上に
資するものであり、その目的や効果を意識して組織的に取り組
むことが重要である。 
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めるよう、より一層努めていただきたい。 
 

（図表・削除） 
（図表・追加） 
 

３．標準化・共通化に対する国の主な施策・支援措置等 
国は、自治体の情報システムの標準化・共通化に向けて、以下

の施策に取り組み、推進していく。各自治体においては、標準

化・共通化の取組を推進するに当たり、積極的にこれらの施策を

活用されたい。 
 

（１） 移行経費に対する財政支援 

各自治体が、目標時期である令和７年度までにガバメント

クラウド上に構築された標準準拠システムを利用する形態に

円滑に移行するため、必要となる準備経費（現行システム概

要調査、移行計画策定等）や移行経費（接続、データ移行、

文字の標準化、契約変更等に伴う追加的経費等）に対する補

助を行っている。ただし、ガバメントクラウド以外の環境

（オンプレミスを除く）で構築された標準準拠システムへの

移行については、次の条件をいずれも満たす場合を例外的に

対象としている。 
 

① ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的

 
 
 

（図表） 
 
 
３．標準化・共通化に対する国の主な施策・支援措置等 

国は、自治体の情報システムの標準化・共通化に向けて、以下

の施策に取り組み、推進していく方針である。各自治体において

は、標準化・共通化の取組を推進するに当たり、積極的にこれら

の施策を活用することが望ましい。 
 

（１） デジタル人材の確保・育成 

自治体 DX 全体手順書４．３及び４．４を参照されたい。 
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に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリ

ングを行うこと 
② 当該環境とガバメントクラウドを接続し、ガバメント

クラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連

携させることを可能とすること 
 
上記の経費については、各自治体に示した上限額の範囲

で、補助率を 10/10 で措置することとされている。 
詳細については、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）

から発出しているデジタル基盤改革支援補助金（地方公共団

体情報システムの標準化・共通化に係る事業）に関する事務

処理要領等を参照されたい。 
 
（図表・追加） 
 

（２） 自治体への意見聴取・情報提供等 

基本方針では、国は、自治体の移行スケジュール及び移行

に当たっての課題を把握し、その解決に自治体と協力して取

り組むこととされた。 
総務省は、自治体のシステムが標準準拠システムへ円滑に

移行できるよう、各自治体の標準化の進捗状況を把握すると

ともに、各府省において必要な助言や情報の提供等を行うた

めのツール（以下「PMO ツール」という。）を構築し、デジ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

（２） ガバメントクラウドの整備 

「デジタル・ガバメント実行計画」では、情報システムの

共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス

（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境を備えたガバメントクラ

ウドの構築が示されており、自治体は、標準準拠システムへ

の移行の目標時期である令和７年度までに、ガバメントクラ

ウド上に構築された標準準拠システムを利用する形態への移
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タル庁、所管府省及び都道府県とも連携して市区町村の進捗

管理等の支援を行っている。 
PMO ツールでは、自治体が自団体及び他団体の移⾏作業の

進捗状況を把握できるほか、標準化・共通化に向けた作業に

関する質問登録・回答受領、デジタル庁及び所管府省を交え

ての課題の協議、FAQ の参照等が可能となっており、標準

化・共通化に係る課題の解消や情報提供等を体系的に実施し

ている。 
 

（図表・追加） 
（図表・追加） 
 

デジタル庁においても、自治体の情報システムの標準化・

共通化に向けて、「デジタル改革共創プラットフォーム」を活

用し自治体と対話を行っている。 
加えて、基本方針では、制度所管府省は、各府省で策定し

た機能標準化基準の作成、変更及び解釈に関する問合せ窓口

を、デジタル庁は、共通標準化基準の作成、変更及び解釈に

関する問合せ窓口を、それぞれ設け、標準化基準の作成、変

更及び解釈に関する情報提供を行うこととされている。 
 

（図表・削除） 
 

行を目指すこととされている。また、令和３年の通常国会で

成立したデジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35 号）第

29 条では、「地方公共団体の情報システムの共同化又は集約

の推進（全ての地方公共団体が官民データ活用推進基本法第

２条第４項に規定するクラウド・コンピューティング・サー

ビス関連技術に係るサービスを利用することができるように

するための国による環境整備を含む。）」について規定してお

り、また、標準化法第 10 条において、「地方公共団体は、デ

ジタル社会形成基本法第 29 条に規定する国による環境の整備

に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウ

ド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して標準

準拠システムを利用するよう努めるもの」とされている。 
なお、デジタル庁（現 IT 室）においては令和３年６月から

ガバメントクラウドに係る先行事業を開始しており、ガバメ

ントクラウドへ移行することにより、サーバや OS、アプリ

ケーションの共同利用など、さらなるコスト削減、システム

の迅速な構築や柔軟な拡張、各自治体のセキュリティ対策の

強化やサーバ運用監視事務負担の軽減等の効果が発揮できる

よう検証を進めている。 
 
 
 
（図表） 
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（３） デジタル人材の確保・育成 

デジタル庁及び総務省は、都道府県と連携して、複数市区

町村での兼務を含め、デジタル人材の CIO 補佐官等としての

任用等が推進されるように支援することとしており、その詳

細については、自治体 DX 全体手順書４．３及び４．４を参

照されたい。 
なお、標準化・共通化の取組を進めるに当たっては、利益

相反とならないように細心の注意を払いつつ、例えば、標準

化・共通化の移行経費の見積りが適正な価格となっているか

等の観点からその専門的な知見を生かすことも考えられる。 
 

（図表・削除） 
 

上記の取組のほか、デジタル庁及び関係府省は、標準仕様書作

成の議論の過程の透明化やウェブサイト等への公表、目標・取

組・スケジュール等の段取りに係る自治体への情報提供、自治体

への意見聴取等を行っており、各自治体はこのような機会を積極

的に活用し、情報収集に取り組むことが望ましい。 
 

第２章 自治体における作業手順 
１．作業の全体像 
（略） 

これらの作業項目の一覧及び各作業項目における想定月数は、

 
（３） 移行経費に対する財政支援 

各自治体が、目標時期である令和７年度までにガバメント

クラウド上で構築された標準準拠システムを利用する形態に

円滑に移行するため、必要となる準備経費（現行システム概

要調査、移行計画策定等）や移行経費（接続、データ移行、

文字の標準化、契約変更等に伴う追加的経費等）に対する補

助を行うこととしている。詳細については、今後、地方公共

団体情報システム機構からデジタル基盤改革支援補助金（地

方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業）に関

する事務処理要領等を発出する予定としているので参照され

たい。 
（図表） 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 自治体における作業手順 
１．作業の全体像 
（略） 
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図表 10 のとおりであり、併せてモデル的な移行スケジュールの

例を図表 11、図表 12 及び図表 13 のとおり示している。 
しかしながら、自治体の置かれた状況は、例えば、パッケージ

ソフトかスクラッチ開発か、パッケージソフトの場合オールイン

ワンかマルチベンダ下での複数導入か、カスタマイズしているか

どうかといった現行のシステム構成、現行のシステム契約の状

況、自治体における標準化・共通化の取組に関する推進体制の規

模、ベンダの標準準拠システムの開発時期等に応じて、多種多様

であることから、各自治体に対して、本モデルスケジュールどお

りの移行スケジュールの作成を求めるものではない。 
むしろ、こうした多種多様な状況下にあっても、本手順書「は

じめに」の「２．標準化・共通化の特徴」に記載したとおり、早

期に自団体の置かれた状況を把握するため、現行システムの概要

調査を実施することなどにより、それぞれの自治体の実情に応じ

た移行計画を作成し、取組を進めることが重要となる。 
また、各作業項目に取り組むに当たっては、更に次の点にご留

意願いたい。 
 
 
 
 

（１） 作業の順番・省略について 
作業項目①から⑰までは、自治体側で想定される作業を順

これらの作業項目の一覧及び各作業項目における想定月数は、

図表９のとおりであり、あわせてモデル的な移行スケジュールの

例を図表 10 及び図表 11 のとおり示している。 
しかしながら、自治体の置かれた状況は、例えば、パッケージ

ソフトかスクラッチ開発か、パッケージソフトの場合オールイン

ワンかマルチベンダ下での複数導入か、カスタマイズしているか

どうかといった現行のシステム構成、現行のシステム契約の状

況、自治体における標準化・共通化の取組に関する推進体制の規

模、ベンダの標準準拠システムの開発時期等、多種多様であるこ

とから、各自治体に対して、本モデルスケジュールどおりの移行

スケジュールの作成を求めるものではない。 
むしろ、こうした多種多様な状況下にあっても、本手順書「は

じめに」の「３．標準化・共通化の特徴」に記載したとおり、標

準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度とされており、

標準化対象事務の全てに係るシステムが更改の対象であることな

どを踏まえると、可能な限り早期から自団体の置かれた状況を的

確に把握するため、現行システムの概要調査を実施すること等に

より、それぞれの自治体の実情に応じた移行計画を作成し、取組

を進めることが重要となる。 
また、本作業項目に取り組むに当たっては、更に次の点にご留

意願いたい。 
 

（１） 作業の順番について 
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番に並べたものではあるが、必ずしも、各作業項目が終わり

次第、次のステップに進むことを前提とするものではなく、

自治体のシステムの状況等に応じて、各作業を同時に進める

ことや作業手順を省略することも十分に考えられるところで

あり、柔軟に対応されたい。 
 

（２） 移行方式等に応じた作業項目 
（略） 

移行方式の選択に当たっては、現行以外も含めたベンダ各

社のシステムの費用、機能等を比較することが重要であり、

作業項目⑤から⑦の RFI はその代表的な手法の一つである。

ただし、RFI について詳細な内容を当初から求めることでか

えって情報が得られないケースも考えられることから、パタ

ーンの検討に当たっては、まずは、パッケージ製品の標準仕

様対応の有無、提供可能時期など必要最小限の情報に限って

情報収集することも考えられる。 
なお、これらの検討の結果としてＢパターンを選択した場

合、作業項目⑨及び⑩は省略されるほか、その他の作業項目

についても、パターンＡかＢかに関わらず、各自治体の実情

を踏まえて一部の作業項目を省略することも考えられる。 
また、現行のシステムをスクラッチ開発している自治体や

パッケージベンダが撤退する自治体についても、標準化・共

通化の取組の趣旨を踏まえ、原則としてパッケージシステム

作業項目①から⑰までは、自治体側で想定される作業を順

番に並べたものではあるが、必ずしも、各作業項目が終わり

次第、次のステップに進むことを前提とするものではなく、

自治体のシステムの状況等に応じて、各作業を同時に進める

ことも十分に考えられるところであり、柔軟に対応された

い。 
 

（２） 移行方式等に応じた作業項目 
（略） 

移行方式の選択にあたっては、現行以外も含めたベンダ各

社のシステムの費用、機能等を比較することが重要であり、

作業項目⑤から⑦の RFI はその代表的な手法の一つである。 
 
 
 
 
 
なお、これらの検討の結果としてＢパターンを選択した場

合、作業項目⑨及び⑩は省略されるほか、その他の作業項目

についても、パターンＡかＢかに関わらず、各自治体の実情

を踏まえて一部の作業項目を省略することも考えられる。 
また、現行のシステムをスクラッチ開発している自治体に

ついても、今般の標準化・共通化の取組の趣旨を踏まえ、原
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の利用が想定されることから、A 又は B のいずれかのパター

ンに分類されるものと想定している。 
なお、本手順書として、A 又は B のいずれかのパターンを

推奨するものではなく、現行システムの契約状況やベンダ各

社との協議状況等を踏まえ、各自治体において、A 又は B の

パターンで得られる効果や移行スケジュールの実現性等を比

較衡量し、適切なパターンを選択することが重要である。パ

ターンの選択については、ベンダ各社の状況など自治体とは

別の主体の状況によっても影響を受けるものであることか

ら、ベンダ各社との協議状況等によっては、パターンに関す

る方針転換など、柔軟な対応も必要となると考えられる。

（図表） 
それぞれの作業項目の詳細については、「３．フェーズごと

の作業項目」にて詳述するので、併せて参照されたい。 
（図表・差替え） 
（図表・追加） 
（図表・差替え） 
（図表・差替え） 
 
（※）モデルスケジュールの前提条件 

 

 

 

 

則としてパッケージシステムを利用することを想定している

ことから、A 又は B のいずれかのパターンに分類されるもの

と想定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図表） 
それぞれの作業項目の詳細については、「３．フェーズご

との作業項目」にて詳述するので、あわせて参照されたい。 
（図表） 
（図表） 
（図表） 
（図表） 
 
（※）モデルスケジュールの前提条件  

・「デジタル・ガバメント実行計画」の工程表（図表３参照）に基づき、機能

要件等に関する関係府省が作成する標準仕様書は、令和３年夏及び令和４年夏

に公開されデジタル庁（現 IT室）が中心となって作成する、共通要件に関す
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・モデルスケジュール例中の本稼働時期は、第１グループ、第２グループとも

に、標準仕様書が公開された後（令和３年夏又は令和４年夏）に、自治体として

行うべき作業項目（①から⑰まで）毎に想定される月数を積み上げたものであ

る。政令指定都市においては、システム調達で一定以上の予定価格の場合、WTO

案件となり、総合評価方式による調達で、モデルスケジュールで示した調達期間

より長くなる可能性があるので、十分に留意すること。 

 

２．早急に着手すべき作業 
標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度とされてお

り、目標時期までの作業を平準化するため、実施可能な作業から

取り組むことが何よりも重要である。特に庁内体制立上げや各種

調査に加えて、現行ベンダや他のシステムベンダとの意見交換等

も積極的に行い、移行準備に着手することが望ましい。 
 
図表 10 で示した作業の全体像のうち、図表 14 に掲げる作業項

目については特に早期に実施可能であると想定される。 
（図表・差替え） 

このうち作業項目①「推進体制の立上げ」及び作業項目②「現

行システムの概要調査」は、標準化・共通化の取組の入口である

ことから、早期に実施することが望ましい。 
作業項目③「標準仕様との比較分析」については、現時点の標

準仕様書の範囲で Fit&Gap 分析を行い、今後、標準仕様書の改定

があった場合には、当該仕様の差分を抽出し、その部分のみ追加

る標準仕様書は、令和４年夏に公開される。今後、本格移行に向けて、ベンダ

において、順次標準準拠システムの開発・公開することを想定。  

・モデルスケジュール例中の本稼働時期は、第１グループ、第２グループとも

に、標準仕様書が公開された後（令和３年夏又は令和４年夏）に、自治体とし

て行うべき作業項目（①から⑰まで）毎に想定される月数を積み上げたもので

ある。 

 
 
 

２．早期（令和３年度）に着手すべき作業 
標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度とされてお

り、目標時期までの作業を平準化するため、実施可能なものから

取り組むことが何よりも重要である。可能な限り早期からの庁内

体制立ち上げや各種調査に加えて、現行ベンダや他のシステムベ

ンダとの意見交換等も積極的に行い、移行準備に着手することが

望ましい。 
図表９で示した作業の全体像のうち、図表 12 に掲げる作業項

目については特に早期に実施可能であると想定される。 
（図表） 

このうち作業項目①「推進体制の立ち上げ」及び作業項目②

「現行システムの概要調査」は、標準化・共通化の取組の入口で

あることから、早期に実施することが望ましい。 
作業項目③「標準仕様との比較分析」については、まずは、令

和３年夏に作成される第１グループの標準仕様書に関して現行業
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で Fit&Gap 分析を行うことが望ましい。 
 
 
 
作業項目④「移行計画作成」については、ガバメントクラウド

に関する検討状況等を踏まえて詳細化・変更する必要があるが、

移行時期、予算計上時期等については早期に検討することが望ま

しい。 
（略） 

また、標準準拠システムへの移行に伴う文字情報基盤文字への

対応についても、作業内容の確認及び同定基準作成等について、

早期にベンダとの協議を開始することが望ましい。また、データ

クレンジングにおいても、現行ベンダの協力を得ながら、データ

チェック等を事前に行うことで、移行フェーズ時の作業負担を軽

減することも可能である。 
なお、現行システムでスクラッチ開発を行っている場合や、パ

ッケージベンダが撤退する等の理由により、自治体において多岐

にわたる移行作業が見込まれる場合や効率的かつ速やかな事業遂

行に著しい支障が生じる場合には、作業項目②「現行システムの

概要調査」から作業項目⑥「RFI の実施」までの作業について

は、外部委託の活用も選択肢として考えられる。 
（図表・削除） 
 
 

務との Fi t
フィット

&
アンド

Gap
ギャップ

分析を行うことを想定している。また、第２

グループの標準仕様書は令和４年夏を目途にとりまとめることと

されているが、標準仕様の検討状況に応じてホームページ等で適

時適切に情報提供が行われることから、令和４年夏を待つことな

く、随時これらの情報を元に確認・分析を進められたい。 
作業項目④「移行計画作成」については、ガバメントクラウド

に関する検討状況等を踏まえて詳細化・変更する必要があるが、

第１グループに関する移行時期、予算計上時期等については早期

に検討することが望ましい。 
（略） 

また、標準準拠システムへの移行に伴う文字情報基盤文字への

対応についても、作業内容の確認及び同定基準作成等について、

早期にベンダとの協議を開始することが望ましい。 
 
 
 
なお、現行システムでスクラッチ開発を行っている等の理由に

より、自治体において多岐にわたる移行作業が見込まれる場合

や、効率的かつ速やかな事業遂行に著しい支障を生じる場合に

は、作業項目②「現行システムの概要調査」から作業項目⑥

「RFI の実施」までの作業については、外部委託の活用も選択肢

として考えられる。 
（図表） 
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３．フェーズごとの作業項目  

（１） 計画立案フェーズ 
計画立案フェーズにおいては、まず首長のリーダーシップ

による推進体制の立上げ及び現行システムの基礎情報の調査

を実施する。 
（略） 

自治体の置かれた状況は、現行システムの状況や契約状況

等に応じて多様であるが、本フェーズについては、どの自治

体においても可能な限り早期に実施することが望ましい作業

であることから、「２．早急に着手すべき作業」で記載した

とおり、本手順書に沿って早期に着手することを推奨する。 
 
（図表・差替え） 
 

① 推進体制の立上げ 
標準準拠システムへの移行に向けては、早急に全庁的な推

進体制を立ち上げ、部局横断的に取り組みながら、国の標準

化・共通化に係る検討状況の把握、現行ベンダとの協議、着

手可能な調査の実施等を進めることが重要である。そのため

には、標準化対象システムを所管する関係部局を特定し、目

標時期である令和７年度までのおおまかなスケジュールや当

該年度に実施する作業項目を想定しつつ、推進体制を早急に

整備する必要がある。 

３．フェーズごとの作業項目  
（１） 計画立案フェーズ 

計画立案フェーズにおいては、まず首長のリーダーシップ

による推進体制の立ち上げ及び現行システムの基礎情報の調

査を実施する。 
（略） 

自治体の置かれた状況は、現行システムの状況や契約状況

等に応じて多様であるが、本フェーズについては、どの自治

体においても可能な限り早期に実施することが望ましい作業

であることから、「２．早期（令和３年度）に着手すべき作

業」で記載したとおり、本手順書に沿って早期に着手するこ

とを推奨する。 
（図表） 
 

① 推進体制の立ち上げ 
標準化・共通化に向けては、可能な限り早期に全庁的な推

進体制を立ち上げ、部局横断的に取り組みながら、国の標準

化・共通化に係る検討状況の把握、現行ベンダとの協議、着

手可能な調査の実施等を進めることが重要である。そのため

には、標準化・共通化の対象となる情報システムを所管する

関係部局を特定し、目標時期である令和７年度までのおおま

かなスケジュールや当該年度に実施する作業項目を想定しつ

つ、推進体制を検討する必要がある。 
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推進体制の立上げに関しては、自治体 DX 全体手順書【第

2.0 版】（令和４年９月２日総務省）に手順が示されているこ

とから、まずは当該手順書を確認すること。 
（略） 

また、標準準拠システムへの移行の目標時期が令和７年度

とされており、かつ、自治体内部でも関係部署は多岐にわた

ることから、全体の進捗管理が鍵となる。そのため、いわゆ

る PMO(Project Management Office)の役割を担う部署を定

めておくことも考えられる。進捗管理の支援を要する場合に

は、例えば、外部人材の任用や複数市区町村による共同設置

等も選択肢となり得る。 
 
 
 
【推進体制の立上げの例】 
ア）自治体 DX 全体手順書を参考に、DX の司令塔として

の役割を果たす DX 推進担当部署を設置し、当該部署

を事務局、首長を本部長とした DX 推進本部を設置す

る。 
 
イ）当該推進本部の下に、標準化・共通化に関するプロジ

ェクトチームを設置する。 
 プロジェクトチームの設置に当たっては、あらかじめ

 
 
 
（略） 

また、標準準拠システムへの移行の目標時期が令和７年度

とされており、かつ、自治体内部でも関係部署は多岐にわた

ることから、全体の進捗管理が鍵となる。そのため、いわゆ

る PMO(Project Management Office)の役割を担う部署を定

めておくことも考えられる。進捗管理の支援を要する場合に

は、例えば、外部人材の任用や複数市町村による共同設置等

も選択肢となり得る。PMO の機能・役割等に関しては「デ

ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン』（令和３年３月

30 日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を参照された

い。 
また、都道府県は、これまでも、自らの業務のデジタル化

にとどまらず、域内市区町村の自治体クラウドの推進に当た

っての調整や、情報セキュリティクラウドなどのセキュリテ

ィ対策をはじめ、広域自治体としての自治体行政のデジタル

化に向けた主導的役割を担ってきている。また、標準化法第

９条第３項では、都道府県の役割として、市町村への助言、

情報の提供その他の措置を講ずるよう努めることが規定され

たところであり、域内の市区町村が円滑に情報システムの標

準化・共通化を進められるよう、例えば、検討会や勉強会の
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事務局である DX 推進担当部署において、標準化・共

通化対象業務担当部署を選定し、現行の標準化・共通

化対象業務システムの更新時期等も整理しておく。 
 標準化・共通化の取組は、標準準拠システムに合わせ

た事務の見直しや業務連携のための部署間の調整等が

必要となることから、プロジェクトチームは標準化・

共通化対象業務担当部署の中堅職員（課長補佐・係長

級）で構成する。 
 DX 推進本部は、数月に１度の開催とし、詳細な調整等

を行うプロジェクトチームは毎月定例で行う（必要に

応じて臨時で開催する。）。 
 プロジェクトチームのキックオフにおいては、例え

ば、①プロジェクトチームの推進体制、②標準化・共

通化の背景や考え方（標準化法の説明など）、③上記で

整理したシステムの更新時期等を踏まえた今後のスケ

ジュールを説明することが考えられる。また、ウ）で

の作業依頼を見据えて、早急に着手すべき事項につい

ても説明を行うことも効率的である。早急に着手すべ

き事項についての概要資料を別紙に示すので、活用さ

れたい。 
 
ウ）事務局から本手順書に記載の早急に着手すべき事項に

ついて、構成員に作業を依頼する。 

開催、域内市区町村の移行状況調査・把握、技術的助言等を

行うなど、今後も積極的な役割が期待される。こうした観点

から、都道府県においても、市区町村の検討過程の支援等を

するための体制を構築することが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



新旧対照表 
新 旧 

 

28 / 72 

 具体的には、まず「現行システムの概要調査」、「標準仕

様書の確認（Fit&Gap 分析）」、「業務フローの見直し」

等の作業を進めるよう依頼する。各部署において「標準

仕様書の確認（Fit&Gap 分析）」、「業務フローの見直し」

等の作業を円滑に進めるために、事務局が専門的な知見

を有する外部コンサルタントへ作業支援の委託を行う

ことも考えられる。 
 

（図表・差替え） 
 

② 現行システムの概要調査 
（略） 

ア）現行システム環境の基礎調査 
現行システム環境の基礎調査においては、現行ベンダ

の協力のもと、図表 17 のとおり、「業務システムの基礎

情報」から「周辺機器」にいたるまで、広範な調査を実

施する必要がある。調査の実施に当たっては、併せて、

データ移行作業のため現行ベンダがデータを抽出する際

に追加的費用が発生するか否か等、現行ベンダとの契約

内容や見直しの可否についても十分に確認・調整してお

くことが重要である。 
必ずしも調査票の全ての項目について調査を行わなけ

ればならないわけではないが、本調査結果は、作業項目

 
 
 
 
 
 
 
 

（図表） 
 

② 現行システムの概要調査 
（略） 

ア）現行システム環境の基礎調査 
現行システム環境の基礎調査においては、現行ベンダ

の協力のもと、図表 16 のとおり、「業務システムの基礎

情報」から「周辺機器」にいたるまで、広範な調査を実

施する必要がある。調査の実施に当たっては、あわせ

て、データ移行作業のため現行ベンダがデータを抽出す

る際に追加的費用が発生するか否か等、現行ベンダとの

契約内容や見直しの可否についても十分に確認・調整し

ておくことが重要である。 
必ずしも調査票の全ての項目について調査を行わなけ

ればならないわけではないが、本調査結果は、作業項目
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④「移行計画作成」や作業項目⑥「RFI の実施」、作業

項目⑨「ベンダへ提案依頼（RFP）」におけるベンダへ

の情報提供に活用する基礎的な資料となる。そのため、

図表 17 に記載されている「重要度」も加味した上で、

可能な限り調査を行うことが望ましい。その際、業務シ

ステムだけでなく、共通機能や基盤（宛名、職員認証、

運用監視等）も含めて調査を行うことで移行作業の円滑

化を図ることができる。 
（図表・差替え） 
（略） 

このほか、図表 23 に掲載されている資料について用意

できる場合は、図表 17 の基礎項目調査や作業項目③「標

準仕様との比較分析」にて後述する Fit&Gap 分析等の参

考資料とすることができる。 
（略） 
 

イ）連携一覧の作成 
ア）の調査項目に加え、標準化・共通化の取組を進め

るに当たっては、現在利用しているシステム間での住民

情報等のデータ連携についても調査をすることが求めら

れる。 
これは、自治体によって現行システム間で連携してい

るデータ項目や、連携方式（自動・手動）、処理タイミ

④「移行計画作成」や作業項目⑥「RFI の実施」、作業

項目⑨「ベンダへ提案依頼（RFP）」におけるベンダへ

の情報提供に活用する基礎的な資料となる。そのため、

図表 16 記載の重要度も加味した上で、可能な限り調査

を行うことが望ましい。その際、業務システムだけでな

く、共通基盤（宛名、職員認証、運用監視等）も含めて

調査を行うことで移行作業の円滑化を図ることができ

る。 
（図表） 
（略） 

このほか、図表 22 に掲載されている資料について用意

できる場合は、図表 16 の基礎項目調査や作業項目③

「標準仕様との比較分析」にて後述する Fit&Gap 分析等

の参考資料とすることができる。 
（略） 
 

イ）連携一覧の作成 
ア）の調査項目に加え、標準化・共通化の取組を進め

るに当たっては、現在利用しているシステム間での住民

情報等のデータ連携についても調査をすることが求めら

れる。これは、自治体によってシステム間で連携してい

るデータ項目や、連携方式（自動・手動）、処理タイミ

ング（即時、日次等）等が異なることから、現行システ
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ング（即時、日次等）等が異なるが、標準準拠システム

においては連携要件の標準に定められたとおりにデータ

連携が実装されることとなるため、作業項目③で実施す

る「標準仕様との比較分析」において、現行システムと

標準仕様との差異を洗い出し、標準仕様の業務フローに

基づく BPR を実施する際に必要となるものである。 
具体的には、図表 24 で示す「（１）標準化対象システ

ム間の連携」、「（２）標準化対象システムと標準化対象

システム以外のシステム間の連携」及び「（３）標準化

対象システム以外のシステム間の連携（今回併せて更改

を検討するシステムに関連する連携）」について調査が

必要である。 
（略） 

【現行システムでスクラッチ開発の自治体における留意

点】 
特に現行システムでスクラッチ開発を行っている自治体

においては、現行システムの分析や見積り作成に、長期

間を要することが見込まれることに留意し、現行ベンダ

と早期にスケジュールや段取り等の協議を行う必要があ

る。 
（図表・差替え） 
（図表・差替え） 
 

なお、連携要件の標準については、「地方公共団体情報シス

ムの業務フローと標準仕様の業務フローとを比較し

BPR を実施する際や、標準準拠システムへの移行の際

に必要となるものである。 
 
 
 
具体的には、図表 23 で示す「（１）標準化対象システ

ム間の連携」、「（２）標準化対象システムと標準化対象

システム以外のシステム間の連携」及び「（３）標準化

対象システム以外のシステム間の連携（今回併せて更改

を検討するシステムに関連する連携）」について調査が

必要である。 
（略） 

【現行システムでスクラッチ開発の自治体における留意

点】 
特に現行システムでスクラッチ開発を行っている自治体

においては、現行システムの分析や見積り作成に、長期

間要することが見込まれることに留意し、現行ベンダと

早期にスケジュールや段取り等の協議を行う必要があ

る。 
（図表） 
（図表） 
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テムデータ要件・連携要件標準仕様書【第 1.0 版】（令和４年

８月デジタル庁）にて以下のとおり示されている。 
 
〇連携要件の標準について 
連携要件の標準とは、各標準準拠システムが機能標準化基

準を実現することができるよう、かつ、標準準拠システム以

外のシステムと円滑なデータ連携を行うことができるよう、

標準準拠システムから、他の標準準拠システム及び標準準拠

システム以外のシステムに対し、データ要件の標準に規定さ

れたデータ項目を、データ連携するための要件（(a)どのよう

な場合に、(b)どのデータを、(c)どの標準準拠システム等に対

し、どのように提供（Output）又は照会（Input）するかに

ついての要件）とそのためのデータ連携機能の標準である。 
標準準拠システムは、連携要件の標準に定めるとおり、シ

ステムを実装しなければならない。 
ただし、事業者が複数の標準化対象事務に係る標準準拠シ

ステムを、１つのパッケージとして一体的に提供する場合に

おいては、当該パッケージ内におけるデータ連携については

当該事業者の責任において対応することとし、必ずしも、デ

ータ連携機能の要件に定めるとおり、データ連携機能を実装

する必要はない。   
 

③ 標準仕様との比較分析 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 標準仕様との比較分析 
（略） 
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一般に Fit＆Gap 分析は、自治体としてシステムに求める

要件とベンダが開発するシステムとの違いを分析し、自治体

として求める要件に合わせていくケースが多いが、標準化・

共通化の取組は、標準仕様に対して、現行システムとの差を

分析し、標準仕様に合わせていくという視点に立った Fit＆
Gap 分析を行う点に留意されたい。 
また、Fit＆Gap 分析を行うに先立ち、標準仕様を詳細に確

認する必要があるが、その際の確認の流れについては、図表

27 を参照されたい。 

（図表・差替え） 

一般に Fit＆Gap 分析は、自治体としてシステムに求める

要件とベンダが開発するシステムとの違いを分析し、自治体

として求める要件に合わせていくケースが多いが、今回の標

準化・共通化の取組は、標準仕様に対して、現行システムと

の差を分析し、標準仕様に合わせていくという視点に立った

Fit＆Gap 分析を行う点に留意されたい。 
また、Fit＆Gap 分析を行うに先立ち、標準仕様を詳細に確

認する必要があるが、その際の確認の流れについては、図表

26 を参照されたい。 
（図表） 
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ア）Fit＆Gap 分析 
Fit&Gap 分析は、「STEP１ 標準化対象範囲の確

認・業務全体の流れの確認」、「STEP２ 業務フロー内

の各作業の確認」及び「STEP３ その他業務フロー外

の各作業の機能・帳票要件等の確認」の３STEP により

取り組むこととなる。それぞれの STEP の作業は、P.45
から P.47 までに記載のとおりである。 

それぞれの STEP に沿って、例えば、住民記録システ

ムにおける「転居」手続について Fit&Gap 分析を実施

した場合の作業イメージは、図表 28、図表 29 及び図表

30 のとおり。 
なお、標準化対象業務において、パラメータの変更等

で対応できない自治体独自事業や国事業への上乗せ助成

事業、窓口業務支援等の標準仕様書に記載されていない

機能は、標準準拠システムに実装できないこととなって

いる。当該機能は外付けシステム等による対応が必要と

なることから、当該事業に関する機能が含まれていない

か Fit＆Gap 分析前に標準仕様書と現行システムとを比

較し、機能を抽出することが望ましい。当該作業によっ

て、現行システムの確認対象範囲を明確化し、後続の

Fit&Gap 分析作業の効率化を図ることも可能となる。 
また、本手順書 1.0 版にて Fit&Gap 分析の進め方を

示して以降、各標準仕様書の機能・帳票要件のエクセル

ア）Fit＆Gap 分析 
Fit&Gap 分析は、「STEP１ 標準化対象範囲の確

認・業務全体の流れの確認」、「STEP２ 業務フロー内

の各作業の確認」及び「STEP３ その他業務フロー外

の各作業の機能・帳票要件等の確認」の３STEP により

取り組むこととなる。それぞれの STEP の作業は、p.41
から p.45 までに記載のとおりである。 

それぞれの STEP に沿って、例えば、住民記録システ

ムにおける「転居」手続について Fit&Gap 分析を実施

した場合の作業イメージは、図表 27 のとおり。 
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化や共通機能標準仕様書、地方公共団体情報システムデ

ータ要件・連携要件標準仕様書【第 1.0 版】（以下「デー

タ要件・連携要件標準仕様書」という。）等が公開されて

いることを踏まえ、より効率化した Fit&Gap 分析の進

め方を、P.54 の【Fit&Gap 分析の進め方の効率化につい

て】で示しているので、参照されたい。 
なお、本手順書 1.0 版の手法にて既に Fit&Gap 分析

を進めている自治体においては、新たに分析し直す必要

はない点に留意されたい。 
（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
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STEP１ 標準化対象範囲の確認・業務全体の流れの確

認 
（略） 

差異があった場合は、図表 33 を例とする標準仕様書

対応表に、当該業務フローを標準準拠システムに対応さ

せるための方法を記載する。 
業務フロー等の確認イメージは図表 31 のとおりであ

る。 
（図表・差替え） 

STEP２ 業務フロー内の各作業の確認 
（略） 

影響がある場合は、図表 33 を例とする標準仕様書対

応表に記載する。各作業の機能要件や帳票要件につい

て、Fit&Gap 分析において確認すべき事項の一例は図表

32 のとおりである。 
なお、「住民記録システム標準仕様書【第 3.0 版】」に

おいては、要件を【実装必須機能】、【標準オプション機

能】、【実装不可機能】の３種類に分けて記載しており、

これらの機能要件に対応した業務フローと各自治体にお

ける現行業務フローとの比較を行う。 
（図表・差替え） 

STEP３ その他業務フロー外の各作業の機能・帳票要

件等の確認 
STEP１～２で確認した業務フローの他、統計データ

STEP１ 標準化対象範囲の確認・業務全体の流れの確

認 
（略） 

差異があった場合は、図表 30 を例とする標準仕様書

対応表に、当該業務フローを標準準拠システムに対応さ

せるための方法を記載する。 
業務フロー等の確認イメージは図表 28 のとおりであ

る。 
（図表） 

STEP２ 業務フロー内の各作業の確認 
（略） 

影響がある場合は、図表 30 を例とする標準仕様書対

応表に記載する。各作業の機能要件や帳票要件につい

て、Fit&Gap 分析において確認すべき事項の一例は図表

29 のとおりである。 
なお、「住民記録システム標準仕様書【第 3.0 版】」に

おいては、要件を【実装すべき機能】、【実装してもしな

くても良い機能】、【実装しない機能】の３種類に分けて

記載しており、これらの機能要件に対応した業務フロー

と各自治体における現行業務フローとの比較を行う。 
（図表） 

STEP３ その他業務フロー外の各作業の機能・帳票要

件等の確認 
STEP１～２で確認した業務フローの他、統計データ
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の抽出のために必要な機能や、データ取込・出力機能な

どの各業務に共通した機能も確認する必要がある。デー

タの取込・出力については、取込・出力するデータ形式

やデータの種類に齟齬がないか、その他の機能について

は、現在使用しているシステムの機能が含まれている

か、標準仕様書の機能・帳票要件から確認し、標準仕様

書と差異があった場合は、図表 33 を例とする標準仕様

書対応表に記載する。 
（図表追加） 

イ）標準仕様書対応表への記載 
ア）で分析した結果、標準仕様書と現行の作業等で差

異があり、標準準拠システムの利用に向けて個別の対応

（現行業務フローの見直し等）を要する項目は対応表上

で整理した上で、次の観点から対応方法を検討する。 
 現行業務フローの見直しを検討する必要性 
 予算措置（RPA などの外付けシステム等）の必要性 

（略） 
（図表・差替え） 

 
【Fit&Gap 分析の進め方の効率化について】 

前述のとおり、本手順書 1.0 版にて Fit&Gap 分析の進め

方を示して以降、各業務の標準仕様書の機能・帳票要件のエ

クセル化や共通機能標準仕様書データ要件・連携要件標準仕

の抽出のために必要な機能や、データ取込・出力機能な

どの各業務に共通した機能も確認する必要がある。デー

タの取込・出力については、取込・出力するデータ形式

やデータの種類に齟齬がないか、その他の機能について

は、現在使用しているシステムの機能が含まれている

か、標準仕様書の機能・帳票要件から確認し、標準仕様

書と差異があった場合は、図表 30 を例とする標準仕様

書対応表に記載する。 
 
イ）標準仕様書対応表への記載 

ア）で分析した結果、標準仕様書と現行の作業等で差

異があり、標準準拠システムの利用に向けて個別の対応

（現行業務フローの見直し等）を要する項目は対応表上

で整理した上で、次の観点から対応方法を検討する。 
 現行業務フローの見直しを検討する必要性 
 予算措置の必要性 

（略） 
（図表） 
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様書等が作成されたことから、より効率化した Fit&Gap 分

析の進め方について以下に示すので参照されたい。なお、本

手順書 1.0 版の手法にて既に Fit&Gap 分析を進めている自

治体においては、新たな手法による分析をし直す必要はない

点に留意されたい。 
 
STEP１ 機能・帳票要件等の確認（図表 34、35） 
各業務の標準仕様書の機能・帳票要件等と現行システ

ムの機能や出力される帳票等を比較し、標準化に伴う

課題を抽出する。 
ⅰ）機能・帳票要件の確認（図表 34） 

標準仕様書の機能・帳票要件一覧をベースに分析用

シートを作成し、標準化に伴う課題を抽出する。課題

の抽出に当たっては、次の観点から課題を抽出する。 
【確認観点】 
 実装必須機能のうち、現システムでは実装されてい

ない機能はないか。 
 実装不可機能や規定されていない要件が、現システ

ムに実装されてしまっていないか。 
 
なお、以下の例に該当するような機能は、「対応方針案

を検討する必要のない課題」であるため、課題として選定

する必要はない。 
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【対応方針案を検討する必要のない課題】 
 標準仕様書に規定されている要件のうち、現システ

ムに実装されていない機能があるが、当該機能は今

後も使用する見込みがない。 
 標準仕様書に規定されている要件以外に、現システ

ムで実装している機能があるが、当該機能は現在使

用しておらず、次期システムに当該機能が実装され

なくても問題ない。 
 
ⅱ）帳票レイアウトの確認（図表 35） 

帳票要件については、各業務の標準仕様書におい

て、標準オプションとなっている部分も含めて、帳票

レイアウトも現行様式と比較し、課題を抽出する。 
なお、帳票については、各自治体の規則等で様式を

定めている場合があるため、規則改正等の対応が必要

になる場合があることにも留意すること。 
 

また機能・帳票要件一覧には、EUC の出力やアク

セスログ、操作権限の付与等に関する内容も含まれて

いるため、機能・帳票の確認に当たっては、当該事項

についても現行システム等との比較を併せて行うこと

が望ましい。なお、当該事項の確認に当たっては、デ

ジタル庁が公開している共通機能標準仕様書及びデー
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タ要件・連携要件標準仕様書も参照すること。 
 

 
STEP２ 課題のあった機能・帳票に該当する業務フロ

ーの確認（図表 36） 
STEP1「機能・帳票要件の確認」において、課題の

あった機能・帳票に該当する業務フローのみ、現行業務

との課題を抽出する。現行業務の流れと比較し差異があ

る場合は、その差異と課題を記載すること。 
なお、標準仕様書に記載されている業務フローは、デ

ジタル３原則に基づく業務改革（BPR）やデジタル処理

を前提とした自治体のベストプラクティスを踏まえたも

のとなっているが、現行業務フローとの差が大きな問題

とはならない差異（例：業務の実施者が異なる等）は、

「対応方針案を検討する必要のない課題」であるため、

課題として抽出する必要はない。 
 

なお、図表内の「標準仕様書対応表への記載（イ）」につ

いては、P.52 で示した内容と同様である。 
（図表・追加） 
（図表・追加） 
（図表・追加） 
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④ 移行計画作成 

作業項目②「現行システムの概要調査」及び作業項目③

「標準仕様との比較分析」の調査・分析結果や標準仕様書等

を踏まえ、移行時期や標準準拠システム提供ベンダとの契約

時期、予算計上時期等を検討し、移行計画を作成する。な

お、帳票印刷などの外部委託契約を結んでいる場合は、標準

化やガバメントクラウドへの移行に伴い、委託事業者との調

整が必要となる可能性がある点にも留意されたい。 
移行計画に記載する項目の中には、ガバメントクラウドの

利用や移行時期、調達範囲等、RFI の分析結果を踏まえて決

定する項目も含まれている。当該項目については、その時点

での想定をベンダ等のヒアリング結果を踏まえ記載し、作業

項目⑦「RFI 結果分析及び移行計画の詳細化」の結果を踏ま

え、修正・詳細化することが望ましい。移行計画の様式につ

いては別紙を参照されたい。なお、必ずしも④完了時に移行

計画の項目全てを完成させる必要はない点にも留意された

い。 
 
（図表・差替え） 
 
【移行計画を作成するにあたっての留意点】 
移行計画の策定に当たり、ガバメントクラウドの利用等につい

 
④ 移行計画作成 
作業項目②「現行システムの概要調査」及び作業項目③

「標準仕様との比較分析」の調査・分析結果や国における標

準仕様書の作成、ガバメントクラウドの検討状況等を踏ま

え、移行時期や標準準拠システム提供ベンダとの契約時期、

予算計上時期等を検討し、移行計画を作成する。なお、帳票

印刷などの外部委託契約を結んでいる場合は、標準化に伴

い、委託事業者との調整が必要となる可能性がある点にも留

意されたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図表） 
 

＜移行計画を作成するに当たっての留意点＞ 
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て、以下の内容を検討する必要がある。 
 
１）ガバメントクラウドの利用の有無 

自治体がガバメントクラウドを利用することは、標準化法第

10 条により、努力義務とされており、その利用を第一に検討す

べきものとされており、基本方針においては、「地方公共団体

は、標準準拠システムの利用において、ガバメントクラウドの利

用を第一に検討すべきであるが、ガバメントクラウドと比較し

て、ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方

が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると

判断する場合には、当該ガバメントクラウド以外のクラウド環境

その他の環境を利用することを妨げない。」とされており、一定

の要件を満たす場合において、例外的に自治体の判断でガバメン

トクラウド以外のクラウド環境その他の環境（以下「独自環境」

という。）を利用することが可能となっている。 
上記を踏まえ、独自環境を検討する場合に当たっては、各環

境の性能面や経済合理性について、以下に示す方法で比較衡量す

ることが考えられる。 
なお、独自環境を利用する場合においては、上述のとおり、

ガバメントクラウドの利用が努力義務とされていることに鑑み、

独自環境を利用する理由について、対外的な説明を可能としてお

く必要がある。 
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ア） 性能面 
性能面については、標準準拠システムの構築に当たっ

て、必要な性能を備えているかどうか以下の観点で確認す

る必要がある。 
ⅰ）非機能要件 

図表 38 に示す「ガバメントクラウドとガバメントク

ラウド以外の環境その他の環境の性能比較表」に基づい

て、独自環境が「地方公共団体情報システム非機能要件

の標準【第 1.1 版】」（令和４年８月）を満たすことが可

能な環境であるか、確認を行う。なお、「地方公共団体情

報システム非機能要件の標準」を満たすことが出来ない

環境である場合は、当該環境に構築したシステムは、標

準化法上、標準化基準に適合しないシステムとなるた

め、独自環境の利用について再検討が必要である。 
（図表・追加） 
 

ⅱ）セキュリティ対策 
基本方針においては、地方公共団体が利用する標準準

拠システム等の整備及び運用に当たっては、総務省が作成

する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参考にしながら、セキュリティ対策を

行うものとされていることから、セキュリティポリシーガ

イドラインを参考に、独自環境において、各団体のセキュ
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リティポリシーに基づいたセキュリティ対策を講ずること

が可能か、確認を行う。 
なお、セキュリティポリシーガイドラインについて

は、令和４年 8 月に公表した「地方公共団体の情報システ

ムのクラウド利用等に関する情報セキュリティポリシーガ

イドライン改定方針」に基づき、今後「地方公共団体の情

報システムのクラウド利用等に関する特則」を示し、標準

準拠システムのクラウドサービス利用に関するセキュリテ

ィ対策を記載予定であるため、それぞれの内容を十分確認

することが望ましい。 
 

イ） 経済合理性 
経済合理性は、図表 39 に示すデジタル庁が提供する「経

費試算シート」へガバメントクラウドを利用する場合と独自

環境を利用する場合の費用を経費区分別に入力し、比較衡量

を行うことが可能である。試算に当たっては、ベンダに見積

り依頼をすることも考えられ、先行事業の結果（先行事業に

おける構成図・マネージドサービス利用状況等）を参考に試

算を行うことが望ましい。 
 

（図表・追加） 
 

ウ） 補助金の対象 
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 デジタル基盤改革支援補助金（地方公共団体情報システム

の標準化・共通化に係る事業）については、基本方針におい

て、ガバメントクラウドを活用した環境で構築された標準準

拠システムへの移行に対して補助することが原則であるが、

ガバメントクラウド以外の環境（オンプレミスを除く。）で構

築された標準準拠システムへの移行に係る事業については、

次の２つの条件をいずれも満たすものを例外的に補助対象と

するとされていることから、ガバメントクラウドと独自環境

の選択に当たっては、この点についても留意が必要である。 
 

① ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比

較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを

行うこと 
② 当該環境とガバメントクラウドを接続し、ガバメントクラ

ウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携さ

せることを可能とすること 
 
これらの要件の詳細については、「デジタル基盤改革支援補

助金(地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事

業)に関する Q＆A」(以下「補助金 Q＆A」という。）におい

て、標準準拠システムが非機能要件の標準を満たし得る環境

であること、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等

と、必要なデータ連携を行えることなど、性能面でガバメン
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トクラウドと同様であることを示すとともに、先行事業にお

ける投資対効果の分析と同様の項目による経済合理性の提示

を行うことが想定されると説明されている。 
「標準準拠システムが非機能要件の標準を満たし得る環境

であること」を提示することについては、上述した「ガバメ

ントクラウドとガバメントクラウド以外の環境その他の環境

の性能比較表」によって示すことが可能である。 
「必要なデータ連携を行えること」については、補助金 Q

＆A において、例えば連携させる際の手法・連携までのスケ

ジュール等を記した計画書など、ガバメントクラウドの標準

準拠システム等（国が立ち上げる VRS 等のような緊急サービ

スを含む。）とデータ要件・連携要件に従って遅滞なく連携さ

せることに対応する旨の疎明資料の提出を求めることを想定

しているとされており、疎明資料の提出に当たっては、併せ

て補助金申請に当たっての参考資料において示されるひな形

を参考とされたい。 
また、経済合理性については、上述した「経費試算シー

ト」を作成することで示すことが可能である。 
 

以上のことから、①性能面において標準準拠システムの構築が

可能な環境であることを確認し、②ガバメントクラウドよりも経

済合理性がある環境であると判断できる場合は、標準準拠システ

ムの利用において、独自環境が選択肢となり得ると考えられる。
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その上で、デジタル基盤改革支援補助金の要件を満たすかどうか

確認し、最終的な利用の判断を行うことが望ましい。 
 
２）対象システムの検討（ガバメントクラウドを利用する場合の

み） 
ガバメントクラウド上に構築することができるシステムは、

基本方針において、標準準拠システム及び関連システム（標準準

拠システムと業務データの API 連携等を行うシステムのほか、

標準準拠システムと同じくガバメントクラウドに構築することが

効率的であると地方公共団体が判断するシステムをいう。）とさ

れている。 
関連システムとして何のシステムをガバメントクラウドへ移

行すべきかシステム合理性や効率性の観点から判断する必要があ

る。 
 

３）移行（シフト）時期の検討 
各業務システムの移行時期の検討に当たっては、以下の２パ

ターンのいずれかを選択することが想定される。自治体におい

ては、現行システムの契約時期や各パターンにおける追加費

用・作業等を踏まえて検討する必要がある。 
（図表・追加） 
 

パターン１の場合は、契約終了時期に合わせて順次移行を行
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うため、契約終了時期を前倒しして移行しない場合は、現行シ

ステムの違約金・リース残債、契約延長費用等、現行契約に対

して追加的に発生する費用は発生しないものの、各システムが

順次移行することに伴い、連携先の変更（現行システムと標準

準拠システムとの連携から標準準拠システム同士の連携に変更

する等）、連携項目変更などの開発作業が発生することが懸念さ

れる。 
一方で、パターン２の場合は、各システムを一斉に移行する

ため、連携先の変更、連携項目変更などの開発作業は発生しな

いため、効率的に移行作業が進められる。ただし、移行時期を

統一することで、現行システムの違約金・リース残債、契約延

長費用等の追加費用の発生や短期間に移行作業が集中すること

による職員等の作業負荷が増加することが想定されるため、当

該パターンで移行する場合は、これらの点に留意が必要であ

る。 
 

４）移行方法の検討 
標準準拠システムへの移行方法としては、図表 41 のパターン

があると考えられる。リフト・シフトを同時に実施しない場合

は、連携先の変更、動作確認等利用環境の変更による作業が、

リフト・シフト同時実施と比較して多くなる可能性があること

に留意が必要である。 
一方で、現行環境がメインフレーム等の非オープン系システ
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ムの場合、以下の要因などにより、移行に相当程度の期間を要

することが考えられる。 
 
 現行システム分析に時間を要する 
 メインフレームとオープンパッケージの差異による Fit＆

Gap に時間を要する 
 データ構造が特殊 
 メインフレームに機能が残る場合、メインフレーム側に連

携プログラムを作成する必要 
 メインフレームを扱える要員不足 
 
同様に、オープン系システムであっても独自開発システム

（パッケージシステムを○○市版などとして個別の改修を続け

ることでパッケージの原型をとどめていない場合を含む。）を用

いている場合においても、移行に相当程度の期間を要すること

が考えられる。 
このような場合にあっては、例えば、標準準拠システムへの

移行の一連の作業の中で、オープン系パッケージシステムへの

移行を行ったり、稼働そのものは行わなくてもオープン系パッ

ケージシステムのデータ形式にデータ移行する作業を進めたり

することで、標準準拠システムへの移行に当たっての個別自治

体としての作業を減らし、また費用を削減することも可能と考

えられる。 
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（図表・追加） 
 

５）利用方式の検討（ガバメントクラウドを利用する場合） 
ガバメントクラウドを利用する場合は、ガバメントクラウド

共同利用方式若しくはガバメントクラウド単独利用方式のいず

れか又は両方を合わせた方式によりガバメントクラウドを利用

することになる。ガバメントクラウド利用基準では、スクラッ

チ開発等、共同利用方式を取りにくい開発形態の場合を除き、

以下の観点から、ガバメントクラウド共同利用方式を選択する

ことを推奨している。 
 
 国が直接、ガバメントクラウド運用管理補助者（ガバメン

トクラウド個別領域利用権限の一部又は全部を付与し、ガ

バメントクラウド個別領域のクラウドサービス等の運用管

理の補助を委託する事業者）においてガバメントクラウド

個別領域利用権限を行使できるよう措置することとし、関

係者間での手続きが簡素化されること。 
 地方公共団体が ASP（地方公共団体が標準準拠システム

等を利用するために、業務アプリケーション等の構築、提

供、運用保守等の提供を受ける一切の事業者（ガバメント

クラウド運用管理補助者を除く。））から提供を受けるアプ

リケーションを選択し、当該アプリケーションの利用に必

要なクラウドサービス等の運用管理をガバメントクラウド
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運用管理補助者に委ねることで、地方公共団体は既製品の

システムを利用する場合に類似した利用形態を採用するこ

とが可能となり、運用管理の負担を軽減できることが期待

されること。 
 ガバメントクラウド運用管理補助者があらかじめ運用管理

の方法等を提案し、それを複数の地方公共団体が選択する

ことで、複数の地方公共団体のガバメントクラウド個別領

域のクラウドサービス等の運用管理を効率的にまとめて行

うことが可能なこと。 
 
（図表・追加） 
（図表・追加） 
 

６）ガバメントクラウド利用に当たっての手続等 
ガバメントクラウドを利用する場合は、デジタル庁が作成す

る「ガバメントクラウド手続き概要」等の関係ドキュメントを

参照し、各種手続を行うこととなる。当該ドキュメントに記載

されている想定スケジュールを参考に移行計画を検討すること

が望ましい。また、契約手続に当たっては、以下の契約ひな型

等を参考にして行う。これらの資料については、今後デジタル

庁から提供・拡充される予定である。 
 

・ガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託規約（地方公共
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団体・デジタル庁間） 
・ガバメントクラウド運用管理補助委託契約ひな型（地方公共団

体・ガバメントクラウド運用管理補助者間） 
・アプリケーション等提供・保守契約ひな型（地方公共団体・

ASP 間） 
 
７）その他作成に当たっての留意点 

標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度とされて 

おり、自治体における最終データ移行については、令和５年度か

ら令和７年度までに行われることが想定され、住民への影響を最

小限にとどめようとすると、自ずとその機会が制約される。全自

治体が短期間に集中してシステムを更改することを想定した場

合、実際に活用できる日程は極めて限られていることも考えられ

ることから、具体的、かつ、余裕を持った標準準拠システムへの

切替時期を定めた上で移行計画を作成すること。 
 
 
 
 

（削除） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年度と

されているところ、令和４年夏までの間は、第２グル

ープの標準仕様書や共通要件の検討等が継続する予定

であることから、自治体における最終データ移行につ

いては、令和５年度から令和７年度までに行われるこ

とが想定され、住民への影響を最小限にとどめようと

すると、自ずとその機会が制約される。全自治体が短

期間に集中してシステムを更改することを想定した場

合、実際に活用できる日程は極めて限られていること

も考えられることから、具体的な、かつ、余裕を持っ

た最終データ移行時期を定めた上で移行計画を作成す

ること。 
 現在、標準仕様書の作成やガバメントクラウドの先行

事業など国においても並行して検討が行われており、

今後順次公表される情報を基に、移行計画の詳細化・

変更を行うこと。 
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また、関係府省による標準仕様の検討などにおいて自

治体の多様な実情をきめ細かく把握し、丁寧に意見等

を聴くこととされており、このような機会を十分に活

用することが考えられる。 
 標準準拠システムのシステム調達においては、標準準

拠システムであることを要件に付するだけで、カスタ

マイズすることなく利用できることが想定され、自治

体におけるシステム調達時の作業負担の軽減が見込ま

れる。その上で、適切な調達方式（公募型・指名型プ

ロポーザル方式、総合評価落札方式、最低価格落札方

式など）を検討すること。 
また、標準化対象外の業務システムをあわせて調達す

る場合についても、例えば、デモンストレーションに

よる評価を主とする等、作業負担も勘案しながら適切

な調達方式を検討すること。 
 今後、システムの更新時期を迎え、新たな契約の締結

等を検討する際は、ガバメントクラウド上の標準準拠

システムの提供が開始されるのが「デジタル・ガバメ

ント実行計画」に基づく工程表（図表３参照）上、令

和５年度以降とされていることや、標準準拠システム

への移行の目標時期が令和７年度とされていることを

踏まえ、必要に応じて、例えば、現行契約の延長等、

契約期間を工夫する等の取組も併せて検討することが
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（２） システム選定フェーズ 
（略） 

本フェーズは、システム移行の時期によって実施すべきタ

イミングが異なってくるものの、RFI については早期に実施

し、ベンダからの情報収集を積極的に進めることを推奨する。 
 
 
 
 
 

望ましい。また、この時期に長期の契約を締結すると

なると、目標時期である令和７年度までの標準準拠シ

ステムへの円滑な移行に当たって支障ともなり得るこ

とから、標準化・共通化の目標時期を念頭に置いて適

切に対応することが必要である。 
 なお、今後、「デジタル・ガバメント実行計画」に基づ

きオンライン化を進めることとされている 31 手続の

マイナポータルぴったりサービスとのシステム連携に

ついても、令和４年度までにシステム更改が必要とな

ることが見込まれており、標準化の作業と並行して取

り組む必要がある。詳細については、自治体の行政手

続のオンライン化に係る手順書を参照すること。 

 

（２） システム選定フェーズ 
（略） 

本フェーズは、システム移行の時期によって実施すべきタ

イミングが異なってくるものの、RFI については早期に実施

し、ベンダからの情報収集を積極的に進めることを推奨する。

なお、デジタル庁（現 IT 室）を中心に検討が進められている

ガバメントクラウドの整備方針や令和４年夏を目途に取りまと

められる標準化に関する共通要件次第では、関係府省が作成す

る標準仕様書に変更等が生じる可能性があるため、関係府省の

検討状況を把握の上、適切に RFI・RFP 等を実施されたい。 
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（図表・差替え） 
 

⑤ ベンダに対する情報提供依頼（RFI）資料の作成 

計画立案フェーズにて整理した機能・帳票要件や移行計画

を基に、調達範囲について検討を行った上で、各ベンダに情

報提供依頼（RFI）を行うための資料を作成する。RFI の目

的は、想定している次期システムの要件等を実現性（想定し

ている調達スケジュールが現実的か、【標準オプション機能】

の実装見込みはどの程度か等）・経済性（自団体が想定してい

る費用（予算）の範囲内で調達することは可能か）の観点か

ら確認するものである。図表 45 の分析観点を参考に、RFI
に必要となる資料を作成することが望ましい。 
なお、機能の確認に当たっては、標準準拠システムであれ

ば【実装必須機能】及び【実装不可機能】については標準仕

様書に記載の要件に準拠していることから、【標準オプション

機能】の実装度合いや実際の製品の画面・操作性等を重点的

に情報収集・分析することとなる。 
また、標準仕様の対象外のシステムについても併せて更改

を検討する場合は、当該システムの機能・帳票要件等を対象

とした、要求仕様書等を RFI 用に作成する必要がある。 
 

（図表・差替え） 

（図表） 

（図表・差替え） 

（図表） 
 

⑤ ベンダに対する情報提供依頼（RFI）資料の作成 

計画立案フェーズにて整理した機能・帳票要件や移行計画

を基に、調達範囲について検討を行った上で、各ベンダに情

報提供依頼（RFI）を行うための資料を作成する。RFI の目

的は、想定している次期システムの要件等を実現性（想定し

ている調達スケジュールが現実的か、【実装してもしなくても

良い機能】の実装見込みはどの程度か等）・経済性（自団体が

想定している費用（予算）の範囲内で調達することは可能

か）の観点から確認するものである。図表 33 の分析観点を

参考に、RFI に必要となる資料を作成することが望ましい。 
なお、機能の確認に当たっては、標準準拠システムであれ

ば【実装すべき機能】及び【実装しない機能】については標

準仕様書に記載の要件に準拠していることから、【実装しても

しなくても良い機能】の実装度合いや実際の製品の画面・操

作性等を重点的に情報収集・分析することとなる。 
また、標準仕様の対象外のシステムについても併せて更改

を検討する場合は、当該システムの全ての機能・帳票要件等

を対象とした、要求仕様書等を RFI 用に作成する必要があ

る。 
（図表） 

（図表） 

（図表） 
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（図表・差替え） 

（略） 
（図表・差替え） 

 

【標準オプション機能】について 
各業務の標準仕様書において、自治体が利用を選択でき

ることとして差し支えない機能として「標準オプション機

能」の整理がなされている。 
 
図表 51 に示すとおり、現行システムにおけるシステム

要件を整理した上で、「標準オプション機能」のうち、各自

治体において必要だと判断する機能については、次期シス

テムに求める機能の優先順位付けを行うことが必要であ

る。その上で、ベンダごとの「標準オプション機能」に関

する実装見込みの確認を行うことが望ましい。 
 

（図表・差替え） 

 
⑥ RFI の実施 

（略） 
なお、作業項目⑤「ベンダに対する情報提供依頼

（RFI）資料の作成」における図表 45 の分析観点はあく

まで参考であり、資料の作成はこの方法に限られるわけで

はなく、例えば移行パターン決定の参考とするために、

（図表） 

（略） 
（図表） 

 

【実装してもしなくても良い機能】について 
既に公表されている「住民記録システム標準仕様書【第

1.0 版】」においては、自治体が利用を選択できることとし

て差し支えない機能として「実装してもしなくても良い機

能」の整理がなされた。 
図表 39 に示すとおり、現行システムにおけるシステム

要件を整理した上で、「実装してもしなくても良い機能」の

うち、各自治体において必要だと判断する機能について

は、次期システムに求める機能の優先順位付けを行うこと

が必要である。その上で、ベンダごとの「実装してもしな

くても良い機能」に関する実装見込みの確認を行うことが

望ましい。 
（図表） 

 

⑥ RFI の実施 

（略） 
なお、RFI は、必要に応じて、移行方式（切替／バージョ

ンアップ）における費用対効果の比較が可能な形式で情報収

集を行うことが考えられる。 
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「想定している調達スケジュールが実現可能か」といった

事項に簡略化した資料を用いて RFI（以下、「簡易化した

RFI」という。）を実施することも考えられる。 
簡易化した RFI を実施する場合においても対象業務や移

行想定スケジュール、標準化対象外の機能の必要性の有無

については、整理しておくことが望ましい。 
簡易化した RFI で情報提供を依頼する内容については、

次のような事項が考えられる。 
（図表・追加） 

また、標準化対象システムに関する RFI については、複

数の自治体において共同して実施することも選択肢の一つ

と考えられる。 
（略） 

 
⑦ RFI 結果分析及び移行計画の詳細化 
作業項目⑥「RFI の実施」において収集した情報を集約

し、分析した後、標準仕様書対応表及び移行計画の詳細化・

変更を行う。情報の分析に当たっては、図表 45 で示した分

析観点を参照すること。 
（略） 

 
⑧ 予算要求 

RFI 結果を勘案し、標準準拠システムへの移行経費につ

いて予算要求を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
 

⑦ RFI 結果分析及び移行計画の詳細化 
作業項目⑥「RFI の実施」において収集した情報を集約

し、分析した後、移行計画の詳細化・変更を行う。情報の分

析に当たっては、図表 33 で示した分析観点を参照するこ

と。 
（略） 

 
⑧ 予算要求 

RFI 結果を勘案し、標準準拠システムへの移行経費につい

て予算要求を行う。 
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なお、予算要求に際しては、ベンダ間の見積りを照らし

合わせる等により、積算漏れ項目がないか、不要な項目が

含まれていないか等の点検を十分に行う。 
また、予算要求に当たっては、当該予算要求の項目が、

デジタル基盤改革支援補助金の補助対象となるか否か整理

する必要があることから、当該補助金の申請に当たっての

必要事項や留意点等が記載されている事務処理要領や補助

金 Q&A 等を必ず確認すること。 
 

⑨ ベンダへ提案依頼（RFP）【A パターンのみ】 
RFI の後、必要に応じて仕様の調整を行い、最終的な調達

仕様を確定する。その後、各ベンダへ提案依頼（RFP）を行

う。 
 
 
 
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」

（令和４年４月 20 日デジタル庁）の「第 6 章 調達 ア 契約

方式の検討」においては、「契約方式は、一般競争入札（総

合評価落札方式を含む。）を原則とする。例外的に随意契約

を行う場合には、原則、企画競争又は公募を行うことによ

り、透明性及び競争性を担保するものとする。なお、公募を

行った結果、応募が複数あった場合には、一般競争入札（総

なお、予算要求に際しては、ベンダ間の見積りを照らし合

わせる等により、積算漏れ項目がないかの点検を十分に行っ

た上で、国の財政支援を活用することも考えられる。 
 
 
 
 
 
 

⑨ ベンダへ提案依頼（RFP）【A パターンのみ】 
RFI の後、必要に応じて仕様の調整を行い、最終的な調達

仕様を確定する。その後、各ベンダへ提案依頼（RFP）を行

う。 
なお、マルチベンダで標準準拠システムへの移行を想定し

ている場合、契約単位数に応じた回数実施する必要があるこ

とに留意すること。 
「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書（令

和３年３月 30 日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）」

の「第 6 章 調達 ア 契約方式の検討」においては、「契約方

式は、一般競争入札（総合評価落札方式を含む。）を原則と

する。例外的に随意契約を行う場合には、原則、企画競争又

は公募を行うことにより、透明性及び競争性を担保するもの

とする。公募を行った結果、応募が複数あった場合には、一
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合評価落札方式を含む。）又は企画競争を行うものとする。」

とされている。

（https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
） 

 
RFP 実施に当たっては、調達の方式にあった様式等（実施

要領や評価基準）を作成すること。 
また、基本方針において、機能標準化基準の適合性の確認

については、標準準拠システムを利用する自治体が一義的に

責任を有しており、標準準拠システムは、実装必須機能及び

標準オプション機能を実装し、それら以外の機能を実装して

はならないことから、自治体は、標準準拠システムを利用す

る前に、それらの機能が実装されていること及びそれらの機

能以外が実装されていないこと、標準化対象外システムとの

連携がデータ要件・連携要件標準仕様書に基づいた項目等に

なっていることを確認する必要があるとされている。 
このため、まず、RFP 時においては、調達書類の一部とし

て各標準仕様書の機能・帳票要件等を提示し、「各仕様書に

記載されている実装必須機能が全て実装されているか」、「実

装不可機能が実装されていないか」を各ベンダに回答しても

らうなどにより、ベンダが提案する標準準拠システムが標準

仕様に適合する方針であるか否かを自治体で確認できるよ

う、対応を求めることが重要である。また、標準オプション

般競争入札（総合評価落札方式を含む。）又は企画競争を行

うものとする。」とされている。 
（https://cio.go.jp/guides） 
 
 
RFP 実施に当たっては、調達の方式にあった様式等（実施

要領や評価基準）を作成すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/
https://cio.go.jp/guides
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機能については、自団体が求める機能を明記した上で、各ベ

ンダに実装の方針を確認する必要がある。 
なお、各機能・帳票毎に適合していることを示したマニュ

アル等をベンダに提示するよう求めることが望ましいが、

RFP 時点で当該資料が存在しない場合は、少なくとも前述

の通り、標準仕様書の要件を満たす方針であるかについては

確認を行い、今後の開発スケジュールの提出を求めることが

考えられる。 
 

⑩ ベンダ選定・決定【A パターンのみ】 
提案書、デモンストレーション、プレゼンテーション等に

より、画面、操作性、非機能要件等を評価し、標準準拠シス

テム提供ベンダを決定する。 
また、ベンダから提示されたマニュアル等から、当該ベン

ダが提供するシステムの適合性の確認も併せて行うこと。 
 

⑪ 契約・移行計画の詳細化 
標準準拠システム提供ベンダと契約を行うとともに、デー

タ移行日等の詳細なスケジュールを確定する。 
また、標準準拠システムをガバメントクラウド上で利用す

る場合、自治体はデジタル庁に対し、ガバメントクラウドの

各利用方式（共同利用方式・単独利用方式）に基づいた利用

申請を行い、デジタル庁と「ガバメントクラウド利用権付

与・運用管理委託契約」を締結する必要がある。その他、ガ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩ ベンダ選定・決定【A パターンのみ】 
提案書、デモンストレーション、プレゼンテーション等に

より、画面、操作性、非機能要件等を評価し、標準準拠シス

テム提供ベンダを決定する。なお、マルチベンダで標準準拠

システムへの移行を想定している場合、契約単位数に応じた

回数実施する必要があることに留意すること。 
 

⑪ 契約・移行計画の詳細化 
標準準拠システム提供ベンダと契約を行う。あわせて、デ

ータ移行日等の詳細なスケジュールを確定し、移行計画を詳

細化する。なお、マルチベンダで標準準拠システムへの移行

を想定している場合、契約単位数に応じた回数実施する必要

があることに留意すること。 
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バメントクラウドの運用管理を委託するための「ガバメント

クラウド運用管理補助委託契約」をガバメントクラウド運用

管理補助者と締結する必要があるため、当該作業についても

提供ベンダとの契約と併せて同時並行で進めること。 
加えて契約に当たっては、ベンダ間移行の円滑化を図る観

点から、データ要件の標準に定めるとおり、当該システムが

保有するデータを任意のタイミングで入出力できるようにす

ることが望ましい。また、標準仕様への適合について、契約

上も担保するため、各標準仕様書の機能・帳票要件等を契約

書類の一部とすることが望ましい。さらに、契約時において

は、各機能・帳票毎に適合していることを示したマニュアル

等の提示についても、契約上担保することが望ましいが、契

約時点で当該資料が存在しない場合は、今後の開発スケジュ

ールの提出を求めるとともに、少なくとも検収時までに当該

資料を提出させるようにすることが考えられる。 
 
 【A パターンにおける留意点】 

A パターンにおいては、データの円滑な移行を行

うため、まずは現行契約中、移行データ出力作業に

係る内容の有無を確認し、データ出力作業に係る内

容が現行契約に含まれない場合には、契約内容の追

加・変更等を行うことが望ましい。この場合、移行

データ不備が原因で標準準拠システムの運用テスト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
【A パターンにおける留意点】 

A パターンにおいては、データの円滑な移行を行う

ため、まずは現行契約中、移行データ出力作業に係る

内容の有無を確認し、データ出力作業に係る内容が現

行契約に含まれない場合には、契約内容の追加・変更

等を行うことが望ましい。この場合、移行データ不備

が原因で標準準拠システムのテスト等が滞ることがな
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等が滞ることがないように、自治体・現行ベンダ・

標準準拠システム提供ベンダとの三者協議の場を設

け、データの精度・内容等について共通認識を持つ

ことが重要となる。また、ベンダ起因による移行デ

ータ不備時の移行データ出力回数に関して柔軟に対

処することや移行データ出力も必要回数を見込んだ

上での契約により、対処することができると考えら

れる。 
 

⑫ 特定個人情報保護評価（PIA） 
（略） 

ア） 評価の対象となる事務 
評価の対象となる事務は、特定個人情報ファイルを

取り扱う事務であり、原則として、番号法別表第一に

掲げる事務ごとに評価を実施する必要がある。 
 

（略） 
 

イ） 評価の実施手続 
（略） 

※１  特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個

人情報保護評価を実施するに際しては、①対象人数、

②評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人

いように、自治体・現行ベンダ・標準準拠システム提

供ベンダとの三者協議の場を設け、データの精度・内

容等について共通認識を持つことが重要となる。ま

た、ベンダ起因による移行データ不備時の移行データ

出力回数に関して柔軟に対処することや、移行データ

出力も必要回数を見込んだ上での契約により、対処す

ることができると考えられる。 
 
 

⑫ 特定個人情報保護評価（PIA） 
（略） 

ア） 評価の対象となる事務 
評価の対象となる事務は、上述のとおり特定個人情

報ファイルを取り扱う事務であり、原則として、番号

法別表第一に掲げる事務ごとに評価を実施する必要が

ある。 
（略） 
 

イ） 評価の実施手続 
（略） 

※１  特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個

人情報保護評価を実施するに際しては、①対象人数、

②評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人
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情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の

従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う

者の数（以下「取扱者数」という。）、③評価実施機関

における規則第４条第８号ロに規定する特定個人情報

に関する重大事故の発生（評価実施機関が重大事故の

発生を知ることを含む。以下同じ。）の有無に基づき、

特定個人情報保護評価の種類を判断する必要がある

（図表 53 参照）。 

（略） 
 
 
 
（３） 移行フェーズ 

移行フェーズにおいては、標準準拠システムへの移行に伴

い、実際の画面・帳票確認や事務運用の変更内容の確認、ネッ

トワーク接続等を行う。加えて、移行しようとするシステムの

準拠性について確認する。 
データ移行に関しては、自治体・ベンダ双方に文字データ変

換に係る作業が発生する見込みであり、本作業は現行ベンダと

協議のうえ、可能な限り前倒しで作業を進めることを推奨す

る。 
また、標準準拠システムの円滑な稼働開始に向けて、実際に

システムを利用する自治体職員に対して十分な研修を行う。 

情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の

従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う

者の数（以下「取扱者数」という。）、③評価実施機関

における規則第４条第８号ロに規定する特定個人情報

に関する重大事故の発生（評価実施機関が重大事故の

発生を知ることを含む。以下同じ。）の有無に基づき、

特定個人情報保護評価の種類を判断する必要がある

（図表 40 参照）。 

（略） 
 
 
 
（３） 移行フェーズ 

移行フェーズにおいては、標準準拠システムへの移行に伴

い、実際の画面・帳票確認や事務運用の変更内容の確認、ネッ

トワーク接続等を行う。加えて、移行しようとするシステムの

標準準拠性について確認する。 
データ移行に関しては、自治体・ベンダ双方に文字データ移

行に係る作業が発生する見込みであり、本作業は現行ベンダと

協議のうえ、可能な限り前倒しで作業を進めることを推奨す

る。 
また、標準準拠システムの円滑な稼働開始に向けて、実際に

システムを利用する自治体職員に対して十分な研修を行う。 
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なお、マルチベンダで標準準拠システムへの移行を想定して

いる場合、ベンダ間の調整を自治体で行う必要がある点に留意

されたい。 
さらに、これらの作業項目に加え、標準仕様を確認し、条例

や規則等の改正が必要な場合は、議会日程等も勘案しながら改

正する必要がある。 
（図表・差替え） 
 

⑬ システム移行時の設定 
標準準拠システムを基に運用のシミュレーションを行い、

標準準拠システムの運用方法を検討・確定する。 
ベンダから提供を受ける標準準拠システムの機能を確認す

る。なお、データ要件・連携要件標準仕様書において、「標

準準拠システムと連携対象システムを同一のパッケージとし

て事業者が提供している場合には、その最も適切なあり方を

事業者と地方公共団体で協議していくことを前提に、当分の

間、経過措置として、パッケージの提供事業者の責任におい

て標準準拠システムと連携対象システムの間の連携を行うこ

とを可能とする」とされているため、導入する標準準拠シス

テムが当該経過措置を適用するか否かは、次期移行に備え、

ベンダに確認することが望ましい。 
 
 
現行システムとの最終的な差異の確認（Fit＆Gap）を行

い、調達仕様に対する提案内容と同一か確認する。 
 

なお、マルチベンダで標準準拠システムへの移行を想定して

いる場合、ベンダ間の調整を自治体で行う必要がある点に留意

されたい。 
さらに、これらの作業項目に加え、標準仕様を確認し、条例

や規則等の改正が必要な場合は、議会日程等も勘案しながら改

正する必要がある。 
（図表） 
 

⑬ システム移行時の設定 
標準準拠システムを基に運用のシミュレーションを行い、

標準準拠システムの運用方法を検討・確定する。 
ベンダから提供を受ける標準準拠システムの機能を確認す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現行システムとの最終的な差異の確認（Fit＆Gap）を行

い、調達仕様に対する提案内容と同一か確認する。 
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【システム移行時の留意点】 
システム移行時には、現行システムと操作方法や画

面等の変更があり得るため、確認が必要となる。 
また、標準準拠システムと併せて更改を検討するシ

ステムがある場合には、必要に応じて要件定義（自治

体が次期システムに求める機能や業務横断的な課題に

ついて、その実現の可否・実現手段をベンダと主管

課、当該業務の関連部署・情報所管課が WG などを開

催し、それぞれ確認していくプロセスをいう。）を実施

する。 
 
【マルチベンダの場合の留意点】 
  標準準拠システムをマルチベンダで導入した場合、連

携状況を確認するために、相互接続性試験等の連携テ

ストを実施することとなり、ベンダ間の調整を自治体

で行う必要があるため、留意すること。 
 

⑭ データ移行 
（略） 

RFI 時に確認した文字情報基盤文字対応の作業につい

て、標準準拠システム提供ベンダとの契約前に自治体側で

先行作業できる内容（既存システムの文字セットや外字数

の確認、同定作業内容の確認、同定基準作成等）について

は、現行ベンダに対応可否を確認し、作業を進める。作業

の具体的な内容については、P.93「文字情報基盤文字への

【Ａパターンにおける留意点】 
A パターンにおいて、ベンダの切替に伴い、現行シ

ステム と操作方法や画面等の変更があり得るため、

確認が必要となる。 
また、標準準拠システムと併せて更改を検討するシ

ステムがある場合には、必要に応じて要件定義（自治

体が次期システムに求める機能や業務横断的な課題に

ついて、その実現の可否・実現手段をベンダと主管

課、当該業務の関連部署・情報所管課が WG などを開

催し、それぞれ確認していくプロセスをいう。）を実施

する。 
 
 
 
 
 
 

⑭ データ移行 
（略） 

RFI 時に確認した文字情報基盤文字対応の作業につい

て、標準準拠システム提供ベンダとの契約前に自治体側で

先行作業できる内容（既存システムの文字セットや外字数

の確認、同定作業内容の確認、同定基準作成等）について

は、現行ベンダに対応可否を確認し、作業を進める。作業

の具体的な内容については、P.65「文字情報基盤文字への
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対応」を参照すること。 
 

データクレンジング作業については以下のような検討事

項が想定される。 
 
 現行システムで、は保持していないが、データ要件

では必要となる項目の取扱い（ex.処理年月日を保持

していない等） 
 現行システムと機能要件で履歴の管理方法が異なる

データ項目の取扱い（ex.履歴を管理する、しない等） 
 現行システムとデータ要件でコード値のバリエーシ

ョンが異なる項目の取扱い（ex.性別：男性、女性、

不明、未回答、その他等） 
 データ要件では必須となるデータの欠損（ex.現行シ

ステムでは必須入力となっていなかった等） 
 データ要件では必須となるデータの誤り（ex.現行シ

ステムではチェック処理がなかった、前システムか

ら強制的に持ち込んだ、データベースを強制的に修

正した等） 
 データ要件と現行システム間の項目桁数の差異（ex.

フリーテキスト項目の文字数が標準準拠システムの

方が少ない場合等） 
 

対応」を参照すること。 
 

また、データクレンジング作業（異動日・届出日・生年月

日等の誤入力の修正、必須項目の入力漏れ等に対する追記

等）についても可能な範囲で、標準準拠システム提供ベン

ダとの移行作業契約前に、自治体において作業着手してお

くことが望ましい。 
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これらについては、移行元・移行先のベンダ間において

役割分担の調整が必要となるが、移行元ベンダ（その他の

事業者に外注することも考えられる。）の協力の下、進め

られるものも存在する。移行について A パターン・B パタ

ーンいずれを採用するかにかかわらず、また、B パターン

において移行先ベンダが決定する前であっても、移行元ベ

ンダの協力の下、自治体において作業着手し、可能な限り

作業を進めておくことが望ましい。 
最終のデータ移行に当たっては、移行に備えたバックア

ップをとり、行政サービスに支障が生じないように留意す

る。最終データ移行は、それまでに複数回同じ手順でリハ

ーサルを実施している前提であるが、ネットワークの帯域

影響等、リハーサル時と異なる要因が原因で作業スケジュ

ールが遅延するリスクがないか、あらかじめ職員と標準準

拠システム提供ベンダの作業関係者内で十分にリスク確認

と対策の検討を行う。 
また、基幹業務システムは、ガバメントクラウドを活用

した標準準拠システムへの円滑なデータ移行を行うことを

可能とするために、データ要件の標準に適合する必要があ

る。 
デジタル庁は、ベンダが開発した標準準拠システムにつ

いて、ベンダからの申請に基づき、ダミーデータ等を使用

して、ガバメントクラウド上に構築された適合確認ツール

 
 
 
 
 
 
 
 
最終のデータ移行に当たっては、移行に備えたバックア

ップをとり、行政サービスに支障が生じないように留意す

る。最終データ移行は、それまでに複数回同じ手順でリハ

ーサルを実施している前提であるが、ネットワークの帯域

影響等、リハーサル時と異なる要因が原因で作業スケジュ

ールが遅延するリスクがないか、あらかじめ職員と標準準

拠システム提供ベンダの作業関係者内で十分にリスク確認

と対策の検討を行う。 
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により適合確認試験を実施することとなっており、適合確

認試験に合格した対象システムがガバメントクラウド上で

提供可能となっている。当該試験の実施状況等について、

標準準拠システム提供ベンダと十分に協議し、作業を進め

る必要がある。 
なお、データ要件の標準については、データ要件・連携

要件標準仕様書にて以下のとおり示されている。 
 

〇データ要件の標準について 
データ要件の標準とは、機能標準化基準（地方公共団体

情報システム標準化基本方針 3.3.1 に規定する機能標準化

基準をいい、当該機能標準化基準に基づき作成する標準仕

様書を含む。）を実現するために必要なデータのレイアウ

ト（データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの）の

標準である。 
ただし、システム制御やシステム運用に必要なデータ項

目は、標準準拠システム（基本方針 2.1 に規定する標準準

拠システムをいう。）のプログラムの構造に係るものであ

り、標準準拠システムを提供する事業者の競争領域に係わ

るものであることから、データ要件の標準の対象とはしな

い。 
標準準拠システムは、当該システムが保有するデータ

を、データ要件の標準に定めるとおり、任意のタイミング
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で入出力することができるようにしなければならない。 
 

⑮ 運用テスト・研修 
（略） 

【研修実施における留意点】 
操作方法や画面等の変更があり得るため、疑似データ

による実機研修を行うのか、検証環境等を利用し本番デ

ータで業務後に研修を行うのか等、最適な研修方法を見

極める。 
 
 

⑯ 次期システムに合わせた既存環境の設定変更 
ア） 新システム環境構築・ＮＷ接続 

（略） 
なお、ガバメントクラウドと庁内ネットワークの接続

については、ガバメントクラウド利用基準において、「原

則として、ガバメントクラウド接続サービスを活用した

接続とする。」としつつ、デジタル社会の実現に向けた重

点計画（令和４年６月７日閣議決定）においては、「ガバ

メントクラウドと地方公共団体の庁内システムとの接続

方法の当面の選択肢」としていた LGWAN を活用した接

続については、選択肢とすることも含め引き続き検討を

進める」こととされている。 
LGWAN を活用した接続については、J-LIS が開催す

 
 

⑮ テスト・研修 
（略） 

【Ａパターンにおける留意点】 
A パターンにおいては、ベンダの切替に伴い、操作方

法や画面等の変更があり得るため、疑似データによる実

機研修を行うのか、検証環境等を利用し本番データで業

務後に研修を行うのか等、RFI、RFP 時に最適な研修方

法を見極める。 
 

⑯ 次期システムに合わせた既存環境の設定変更 
ア） 新システム環境構築・ＮＷ接続 

（略） 
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る「次期 LGWAN に関する検討会」において検討が行わ

れているところであり、J-LIS から別途示される予定の

資料を確認し、その検討状況を把握しておくことが望ま

しい。 
 

イ） 他業務システム連携設計、業務間調整 
（略） 
 

⑰ 条例・規則等改正 
（略） 
 

４．その他留意事項 

文字情報基盤文字への対応 
地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書

【第 1.0 版】において定められた文字要件に対応するために、

標準準拠システムへの移行に際し、文字データ変換が発生する

（当該文字要件は図表 55 のとおり。）。このため、作業項目⑭

の「データ移行」の際に行うのではなく、前倒して実施するこ

とが重要となる。 
 
 
 

（図表・追加） 

 
 
 
 
 

イ）他業務システム連携設計、業務間調整 
（略） 
 

⑰ 条例・規則等改正 
（略） 
 

４．その他留意事項 

文字情報基盤文字への対応 
「住民記録システム標準仕様書【第 1.0 版】」では、他システ

ムに対し文字情報基盤文字で住民記録データが連携できる機能

を実装すべきとされていることから、標準準拠システムの移行

に際し、文字情報基盤文字への文字データ移行が発生する。ま

た、今後、デジタル庁（現 IT 室）及び総務省が、各システムの

共通要件を省令で定めるに当たって、文字情報基盤文字でのデ

ータ連携が要件として規定された場合には、住民記録システム

以外のシステムについても文字データ移行作業が発生すること

が想定される。このため、作業項目⑭の「データ移行」の際に

行うのではなく、前倒して実施することが重要となる。 
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文字データ変換の工程は、図表 56 のとおりである。特に

「移行内容・作業内容確認」及び「同定基準作成」は、早期に

実施可能な作業と考えられるため、先行着手する等、移行作業

の平準化についても積極的に検討することが望ましい。 
氏名等については、MJ+への同定作業を行う必要があり、

MJ+については、P30 に記載したスケジュールでデジタル庁に

おいて検討中であることから作業スケジュールについては留意

が必要であるが、MJ＋が作成されるまでの間に、文字情報基

盤の文字セット（IPAmj 明朝フォント（Ver.006.01：最新））

へ同定できる文字については、先に同定作業を進めること。こ

の際、IPAmj 明朝フォントに同定できない文字及び IPAmj 明
朝フォントへの同定文字を一意に選択できない文字について

は、経過的に「外字」としてそのまま残しておくこと。その上

で、デジタル庁が MJ+を作成し、MJ+縮退マップを整備した

後に、当該縮退マップを活用して、経過的に「外字」として残

している文字を MJ＋へ同定すること。この手順により、文字

同定作業を早期に着手することが可能となる。 
（図表・差替え） 

 
５．都道府県の役割 

（１） 生活保護・児童扶養手当の業務システムの標準化対

応 
令和４年８月に示された生活保護システム標準仕様書

文字データ移行の工程は、図表 42 のとおりである。特に「移

行内容・作業内容確認」及び「同定基準作成」は、早期に実施

可能な作業と考えられるため、先行着手する等、移行作業の平

準化についても積極的に検討することが望ましい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図表） 
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【第 1.0 版】及び児童扶養手当システム標準仕様書【第

1.0 版】において、都道府県が所管する事務についても

標準化・共通化の対象となったことから、早急に各シス

テムの標準化・共通化の取組を進める必要がある。取組

に当たっては、本手順書を参考にしていただきたい。 
 

（２） 市区町村の標準化・共通化の取組の支援 
基本方針において、標準化法第９条第３項の規定に基

づき、都道府県は、広域自治体として、管内市区町村の

基幹業務システムの標準化・共通化の進捗管理等を行う

とともに、PMO ツールを用いて、国や管内市区町村と

の連絡調整や助言、情報提供について、主体的かつ主導

的な役割を果たすことが求められている。 
特に、管内市区町村のうち、目標期限内の標準化・共

通化の対応の完遂が難しい現状にある団体に対しては、

丁寧に課題を聞取り、必要な助言や情報提供を行うこと

や、必要に応じて国等との意見交換を行うことが都道府

県の役割として考えられる。 
また、国からの標準化・共通化の取組に関する新たな

情報の共有等はもちろんのこと、標準化・共通化の取組

についての勉強会や意見交換会を定期的に行い、日頃か

ら都道府県と市区町村の関係性を築いておくことも重要

と考えられる 
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参考 用語 

（略） 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 

 

（削除） 
 
 
 
 
 
 
（略） 

 
参考 用語 

（略） 

サイバーセキュリティ……電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式（以下「電磁的方

式」という。）により記録され、又は発信され、伝送され、若し

くは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当

該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び

情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要

な措置（情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録

に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動による

被害の防止のために必要な措置を含む。）が講じられ、その状態

を適切に維持管理していること。 
（略） 

ち 
中間標準レイアウト【ちゅうかんひょうじゅんれいあうと】……

市区町村の情報システム更改においてデータ移行を円滑に行う

ため、移行データの項目名称、データ型、桁数、その他の属性

情報等を標準的な形式として定めた移行ファイルのレイアウト

仕様。平成 24 年６月に総務省から公開され、平成 25 年度か

ら、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が維持管理を担っ

ている。 
（略） 
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