
Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan・Do)

決算
見込額

進捗状況

①  市町村電子自治体構築支援事業 - 順調

②  庁内ネットワーク整備事業 50,612 順調

「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

主な取組

企画部　総合情報政策課

企画部　総合情報政策課

　　　　　　（単位：千円）

情報システムの効率化・低コスト化

平成27年度

担当部課

対応する主な課題

情報システムの効率化に向けては、ICTの利活用範囲の拡大
に伴い、ICTに対する行政投資にも厳しい目が向けられてい
る。
このため、庁内システムの全体最適化や市町村の自治体クラ
ウド促進などにより、効率化及び低コスト化に取り組む。

基本施策 3-(2)
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(2)-①

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

－ － ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

- ―-
「沖縄県情報セキュリティクラウド」の構築に当たり、県及び各市
町村の公開用ホームページを提供するサーバーの集約・監視
を行う仕組みを整備する。

順調

　市町村における情報セキュリティ強化の観点から、クラウドのニーズについて調査を
行った。その結果、マイナンバーを利用する事務において作成したファイルを安全に保存
できる場としてのクラウドのニーズが高いことがわかった。
　また、各市町村のホームページを提供するシステムの集約に向け、現状調査を実施し
仕様作成に必要な情報を得られた。

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

－ － －

事業名 活動内容

－
　情報セキュリティ確保の観点からクラウドのニー
ズ及び市町村のホームページを提供するシステム
の現状に関する調査を実施した。

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

クラウドコンピューティングなどの技術を活用し、複数の市町村で同じシステムを共同利用
することにより、コスト削減や災害時の事業継続を図る。

平成27年度実績

基本施策 情報システムの効率化・低コスト化

主な取組 市町村電子自治体構築支援事業

取組内容

全ての市町村を対象として、自治体クラウドの導入可能性と自治体クラウドに対する要望
を確認することを目的としたアンケート調査を実施、自治体クラウドの導入を目指す市町
村における連携体制の構築、及びクラウド等導入を、個別の相談に応じることにより支
援。

「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

市町村情報化現況調査、新技術導入可能性調査、
市町村連携体制の構築及びクラウド等導入支援
市町村情報化現況調査、新技術導入可能性調査、
市町村連携体制の構築及びクラウド等導入支援
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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

－ － － － －

傾向 全国の現状

0団体
（25年度）

0団体
（26年度）

0団体
（27年度）

→
347団体
（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）

参考データ 沖縄県の現状

クラウド技術及び外部のデータセン
ターを活用した情報システムの利用
（複数団体の協議に基づく共同による
もの）

・県及び各市町村のホームページを提供する機器（Webサーバー等）については、「自治体情報セキュリ
ティクラウド」の構築を契機として、その集約・監視に向けた取り組みを行う必要がある。

・沖縄県情報セキュリティクラウドの構築により、県及び各市町村のホームページを提供する機器の集
約・監視を推進する。

　「自治体クラウド」は地方公共団体の基幹システムを共同で利用する取り組みであるが、県内
各市町村において、現在このような動きはない。引き続き沖縄県情報セキュリティクラウド構築を
契機とした、県及び各市町村の公開用ホームページを提供するサーバーの集約・監視の仕組み
構築に取り組む。

○内部要因
・政府の方針（世界最先端IT国家創造宣言）ではクラウド導入市区町村の倍増が掲げられているが、市
町村においては、マイナンバー制度へのシステム面対応を優先させており、システムの共同利用への
取り組みは遅れている。

○外部環境の変化
・日本年金機構の情報流出を契機に、自治体における情報セキュリティの更なる強化が求められてお
り、各自治体においては、マイナンバー系を始めとする業務用ネットワークのインターネットからの分離
や、インターネット接続口の集約と監視を行う「自治体情報セキュリティクラウド」の構築を推進すること
になっている。

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

①市町村の情報システムに対するニーズ調査を行
う。

②内部情報システムからクラウド化や共同利用の
可能性を検討。

①自治体のセキュリティに関してクラウドの必要性
について調査を実施した。

②各市町村のホームページを提供する機器等の
現状調査を実施した。

103



（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(2)-②

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

53,052 50,612 ―

「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 情報システムの効率化・低コスト化

主な取組 庁内ネットワーク整備事業

取組内容
庁内情報基盤において、高度化・多様化する情報セキュリティ脅威への対応強化を図り
つつ、必要な場合に庁外から庁内情報システムへアクセス可能とさせるなど利便性との
両立を図る。

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

庁内情報通信環境の整備

平成27年度実績

事業名 活動内容

コーラル21
ネットワーク
機器等賃貸

借他

・県庁内各種システムネットワークの基盤整備（更新）
・中南部地区出先機関のネットワーク機器等整備（更
新）
・庁外アクセスシステム検証事業実施

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

・庁内システムのインフラとなる、CORAL21ネットワーク機器の基盤整備、及び中南部地
区ネットワーク機器等整備により、切れ目のないセキュリティ脅威への対策が図られた。
・庁外アクセスシステムについて、BYOD利用100ライセンスを調達し、出張先から三役日
程確認等の検証事業を実施し、利用効果を報告書として取りまとめる等の成果により、
H28年度検証事業拡大へ繋げることができた。

外部アクセス環境・回線整備

不正接続対策の強化

入口・出口対策強化

次世代端末環境の検討

104



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

51,041 ―

（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

（　年） （　年） （　年）

傾向 全国の現状

（　年） （　年） （　年） （　年）

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）

平成28年度計画

事業名 活動内容

コーラル21
ネットワーク
機器等賃貸

借他

・番号系NWの構築（新規）
・全庁共通システム統合サーバ機器等賃貸借（更新）
・宮古・八重山地区出先機関ネットワーク機器等整備（更新）
・庁外アクセスシステム専用タブレット調達（検証事業拡大）

成果指標

－

平成27年度の取組改善案 反映状況

国の補助金等を一部活用し、下記スケジュールにより
ネットワーク３分割を実施し、強靱化モデルへの対応を
図る。
　・番号系ネットワークのＣＯＲＡＬ２１ネットワークからの
分離（H28/7～　）
　・ＬＧＷＡＮ系とインターネット接続系の分割（H29/4～
）
　・沖縄県セキュリティクラウドへの接続（H29/4～　）

番号系NWについては、４月に入札を行い、専用
PC配付等を行い、システムの移行もほぼ完了して
いる状況。インターネット接続系NWについては、１
１月に入札を行い、H29/2月までにLGWAN系から
分割完了の見込。また、セキュリティクラウドへの
接続も、H29/2～3月にかけて行う予定としてい
る。

参考データ 沖縄県の現状

－

各課個別調達PCについては、各課がインターネットを活用してウィルス定義ファイル更新、セキュリティ
パッチ更新を行っていたが、庁内ネットワーク３分割に伴い、今後、同PCについては、インターネットと
直接通信できなくなることから、その方策について検討する必要がある。

各課個別調達PCのセキュリティレベル維持管理については、、H29年度以降、一括調達PCと同等の管
理レベルとなるよう、AD配下に接続し、定義ファイル更新、セキュリティパッチ自動配信が受けられるよ
う、各種ライセンスを当課において一括予算計上するものとする。

-

○内部要因

○外部環境の変化
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