
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算
見込額

進捗状況

①  統合型地理情報システム整備事業 12,295 順調

②  社会保障・税番号制度推進事業 55,698 順調

③  インターネット利活用推進事業 8,513 順調

利便性の高い行政サービスの提供に向けては、利用者に普
及していているスマートデバイスやSNS等の活用や、行政
サービス提供機会の拡大が求められている。
このため、行政手続の幅広いICT利活用やオープンデータの
推進などに取り組む。

基本施策 3-(１)

「おきなわICT総合戦略」基本施策総括表
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

　　　　　　（単位：千円）

 企画部　総合情報政策課

利便性の高い行政サービスの提供

平成27年度

担当部課主な取組

 企画部　総合情報政策課

 企画部　総合情報政策課

対応する主な課題
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(1)-①

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

12,463 12,295 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,296 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

基本施策 利便性の高い行政サービスの提供

主な取組 統合型地理情報システム整備事業

取組内容
　県が保有する各分野における地理情報を共有・提供し、業務の効率化・高度化を図るこ
とを目的に、統合型地理情報システム（統合型GIS）を導入・活用する。

年度別計画

担当部課 企画部総合情報政策課

ICTの利活用
等の概要

位置情報を持ったデータ(空間データ)を視覚的に表示し、情報を分かりやすく提供するほ
か、高度な分析や迅速な判断を可能にする。

平成27年度実績

事業名 活動内容

統合型地理
情報システ
ム整備事業

　沖縄県数値地形図や住宅地図等を搭載した統合型
GIS（地図等を県庁各課で共有し、使用することで業務
の効率化を図るシステム）を運用し、庁内での利用、県
民への情報提供を行った。また、次期システム更新に
向けた情報収集、検討を行った。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

マップ掲載数 ―
74マップ

（H27年度末時点）

順調

　統合型GIS掲載済み情報74マップのうち、更新（11マップ）や、部局から新たな地図情報
の収集掲載（18マップ）を行った結果、各種情報収集・分析等の利便性向上とともに、情報
発信の強化が図られた。
　また、システム更新の基礎資料となる情報の収集と検討を行った。

平成28年度計画

事業名 活動内容

統合型地理
情報システ
ム整備事業

引き続き統合型GISを運用し、情報の新規掲載・更新など、さら
なる内容充実を図る。また、システム更新のあり方を決定する。

導入 運用

更新検討
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

41,354件
（23年）

75,373件
（27年度）

110,000件
（28年）

34,019件 -

傾向 全国の現状

47,989件
(25年度)

64,818件
（26年度）

75,373件
（27年度）

↗ -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

成果指標

統合型GISの閲覧件数

平成27年度の取組改善案 反映状況

①今年度も引き続き統合型GISに関する職員向け研修を実施
し、さらなる職員のスキルアップやシステムの利用促進、情報発
信の強化を図る。

②掲載済み情報の更新や、部局から新たな情報を収集掲載
し、システム内容の充実と情報の陳腐化リスクを回避するととも
に、県民に向け、HP以外の周知方法も検討するなど、更なる利
用促進を図る。

①システムの操作研修を実施し、防疫関連では組織の活用
シーンを想定した研修も実施した。新たにAEDマップ等18件の
情報を掲載・公開することができた。

②掲載情報の更新および新情報の掲載によりシステム内容の
充実を図った。また、市町村広報による紹介を通じ、県民に向
け、利活用の周知・アピールを行った。

参考データ 沖縄県の現状

統合型GISの閲覧件数

・職員のスキルアップのためのシステムの操作研修、掲載情報の更新や新たな情報の追加のほか、地
理空間情報のオープンデータ化等新たな活用手段の提供により、県民に使ってもらえる機会を増やす
視点も必要である。

・引き続き職員向け研修を実施し、さらなる職員のスキルアップやシステムの利用促進や情報追加によ
る情報発信の強化を図る。

・内容の充実と情報の陳腐化リスクを回避するため、掲載済み情報の更新情報や、部局等から新たな
情報を収集し、システムに掲載する。また、更なる利用促進を図るためオープンデータダウンロード機能
を追加し、これを契機とした啓発活動等を実施する。

　平成25年度から特定のブラウザに依存しないシステムに移行したことによる利便性の向上、防災関連情
報の充実等により、平成25年の47,989件から平成27年度の75,373件へと閲覧数が増加している。引き続
き各種情報の追加掲載・更新を予定しており、さらなる閲覧数の増加が見込まれる。

○内部要因
・各部局で統合型GISを活用するためには、活用シーンの想定と、それを実行するための一定の操作ス
キルが必要になる。

○外部環境の変化
・掲載する地理空間情報は、時間の経過とともに陳腐化していくため、対応が必要となる。
・統合型GISにより、既存の広報媒体だけでは困難な地理空間情報の可視化ができることとなったが、
利用促進には広く県民に認知される必要がある。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(1)-②

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体

国
県

市町村
等

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

68,808 55,698 県単等

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

基本施策 利便性の高い行政サービスの提供

主な取組 社会保障・税番号制度推進事業

取組内容

　社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月から国民一人一人にマイナンバー
が指定され、平成28年１月からマイナンバーの利用が開始される。平成29年７月からは、
地方公共団体も含めた情報連携が開始されることから、これらに対応できるよう、関連シ
ステムの改修等を行う。

年度別計画

担当部課 企画部 総合情報政策課

ICTの利活用
等の概要

　番号法で定める行政手続については、平成29年7月以降情報提供ネットワークシステ
ムを通じて情報連携を行う。このことにより国民の利便性向上、行政の効率化、公平・公
正な社会の実現を図る。

平成27年度実績

事業名 活動内容

社会保障・
税番号制度
推進事業

マイナンバー制度において、他の機関との情報連
携に必要となるシステム等の構築

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

- - -

順調
・番号利用事務において他の機関との情報連携に必要となる統合宛名システムを構築し
た。
・番号利用事務システムの仮想サーバ群を集約管理する仮想基盤を構築した。

業務システムの改修

統合宛名システム整備

システム連携テスト 等

情報連

携

○番号法施行

○個人番号

利用開始
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

31,939 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

- - - - -

傾向 全国の現状

- - - - -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

平成28年度計画

事業名 活動内容

社会保障・
税番号制度
推進事業

・原課の番号利用システムについて仮想基盤への移行を行う。
・平成29年7月の情報連携開始に向け、統合宛名システムを使
用した市町村及び他県との総合運用テストを行う。

成果指標

-

平成27年度の取組改善案 反映状況

・情報連携に必要な各種システムについては、平
成27年度中に整備が完了する見込み。
・28年度以降は、番号利用事務系ネットワークの構
築など、マイナンバーに関連する情報セキュリティ
の向上対策に取り組んでいく。

・番号利用事務において他の機関との情報連携
に必要となる統合宛名システムや、番号利用事務
システムの仮想サーバ群を集約管理する仮想基
盤を構築した。

参考データ 沖縄県の現状

-

・番号制度の導入とあわせて、セキュリティの強靭化対策（ネットワークの分離、2要素認証等）が求め
られている。
・番号利用業務システムのうち、制度導入にあたり番号系ネットワークへの移行のみを行うものについ
ては、更改の際に規模等の条件を考慮のうえで仮想基盤を活用するよう誘導していく必要がある。

・マイナンバー制度における情報連携に必要な環境整備は、国の示すスケジュールに沿って全国一斉に
実施されており、本県においても遅滞のないようすすめている。

○内部要因
・国からはマイナンバー制度に関する総合運用テストのスケジュールが示されているため、統合宛名シ
ステムを利用する庁内の各番号利用事務におけるテストについても遅滞のない対応が求められてい
る。

○外部環境の変化
・総合運用テストは、県内市町村や他県が関係することから、相互にシステム改修やテストデータ準備
状況等の影響を受ける。
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４　取組の改善案（Action）

・番号連携のための総合運用テストについて、関連機関と調整し、スケジュールに沿ったテストを確実
に実施する。
・あわせて、県庁内における番号利用事務系ネットワークの分離整備、特定個人情報の安全管理（研
修、監査等）に取り組む。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(1)-③

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29 実施主体

→ →
県

市町村

２　取組の状況（Do）
（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

9,766 8,513 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

6,995 県単等
インターネッ
ト利活用推

進事業

H28年度より新システムとなったことから、システムの操作方法
等をHPにより周知し、利用者の利便性を高めるとともに、引き
続き手続のオンライン化に取り組む。

順調

教員候補者選考試験申込みをはじめ、一般住民及び法人対象手続のオンライン化に取り
組み（163手続き）、利用件数が17,341件（H27年度末時点）と平成26年度利用件数(15,382
件)から増加した。また、H28年度以降に運用する新システム調達を実施し、複数ブラウザ
やスマートフォンに対応したシステムを調達した。なお、新システムは手続作成が容易に
なることから、手続担当者側の利便性向上も期待される。

平成28年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成27年度取組の効果

電子申請利用件数（県民向け） -
17,341件

（H27年度末時点）

事業名 活動内容

インターネッ
ト利活用推

進事業

一般住民・法人向け163手続（前年度からの継続73手続、平成
27年度新規90手続）をオンライン化した。
　また、H28年度以降の新システム調達を実施し、様々な種類
のブラウザやスマートフォンに対応した新システムを調達した。

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 企画部総合情報政策課

ICTの利活用
等の概要

行政手続きのオンライン化

平成27年度実績

基本施策 利便性の高い行政サービスの提供

主な取組 インターネット利活用推進事業

取組内容
行政サービスの高度化について、行政手続のオンライン利用は、一般住民・法人向け申
請・届出等の電子手続きが少ないことから、その拡充を図る。

「おきなわICT総合戦略」主な取組検証票
基本方向 ICTによる行政サービスの向上と業務効率化

電子申請システムの運用

システム継続の検討

電子申請システムの運用

システム継続の検討
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

5,910件
(23年度)

17,341件
(27年度)

10,000件
(28年)

11,431件 -

傾向 全国の現状

- - - ― -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状

-

・手続担当職員向けの研修及び電話・現場でのサポートを実施する必要がある。

・操作に不慣れな利用者を想定し、電子申請のコールセンター及び総合情報政策課の電子申請担当窓
口の周知等が必要である。また、アクセスルート等を検証し、スマートフォンからの利用数等を把握、検
証する必要がある。

・手続担当職員向けの研修及び電話・現場でのサポートを実施し、職員のシステム操作の習熟を高め、
手続きのオンライン化を促進する。

・新たな申請手続きの作成にあたり、操作手順の説明や、手続き画面へのコールセンター番号の明記
等を実施していく。また、利用の促進を図るため、アクセスルートを検証するとともに、スマートフォン利
用者に対して、より簡素化した入力手続画面を作成する。

　教員候補者選考試験申込みや、介護保険集団指導参加申込み等、県民及び法人対象の手続
のオンライン化に取り組んだ結果、基準の平成23年度利用件数から11,431件増加し、H28目標
値（利用件数10,000件）を上回った。引き続き住民サービスの高度化に努める。

○内部要因
旧システムと比較し、新システムは手続作成が容易となった一方、ほとんどの手続担当職員は初めてシ
ステムを操作することになるため、システム操作や抽出データ編集にあたり、手続き担当者の混乱を防
止する必要がある。

○外部環境の変化
手続の電子化が進む中、従来の紙媒体の届出・手続等を行ってきた利用者も多いため、適切なサポー
トを行う必要がある。新たにスマートフォンを利用した申請が可能となり、利用機会を増やすことが可能
となった。

成果指標

電子申請利用件数（県民向け）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①ブラウザ対応や機能内容・コストなどを検討した
うえで、適切なサービス提供事業者を選定し、ス
ムースなシステム更新を行う。

②引き続き、利用者の利便性向上を図るため、利
用者向け手順、手続詳細画面へコールセンター番
号の明記等を充実する。

①複数ブラウザ対応等必要な機能を精査し、仕様
に盛り込んで調達を実施した。適切なサービスが
選定され、コストダウンを実現した。

②各手続き毎に、操作手順の説明や、手続き画面
へのコールセンター番号の明記等を実施し、利用
者の利便性を向上させた。
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