
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 32,057 順調

③  子育て支援新制度でのＩＣＴ化事業 3,942 順調

　　　　　　（単位：千円）

情報システムの効率化・低コスト化

平成28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)

主な取組

企画部　総合情報政策課

子ども生活福祉部　子育て支援課

企画部　総合情報政策課

「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
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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

順調
「自治体情報セキュリティクラウド」について、県及び市町村で仕様を定め、構築を行い県
及び県内全市町村がそれぞれインターネット環境を移行した。

平成29年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成28年度取組の効果

自治体情報セキュリティークラウド導入団体数
（県及び市町村自治体数）

－ 42団体

事業名 活動内容

－

県及び各市町村のインターネット環境機器の集
約・監視に向け、「自治体情報セキュリティクラウ
ド」（県及び県内全市町村のインターネット環境を
集約しセキュリティ対策及び監視運用を行う）の構
築を行った。

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28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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- ―-
構築した情報セキュリティクラウドの県による運用とともに、自
治体クラウドの推進活動として各自治体の現況調査や説明会
の実施等を行う。
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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
（26年度）

0団体
（27年度）

0団体
（28年度）

→
347団体
（28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）

・構築した「沖縄県情報セキュリティクラウド」の運用開始、マイナンバー情報連携の開始による市町村
の情報関連施策や取組動向を踏まえ、今後は自治体クラウドの推進活動を強化する必要がある。

　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、自治体
及び自治体システムを扱う業者は、マイナンバー制度に対するシステム面の対応を優先してお
り、平成29年7月からの情報連携開始までは共同利用に関し消極的であるため、これまで県内
での稼働実績は無い。対策として今後は自治体クラウド推進のため各自治体の現況再調査、
取組に向けた説明会の実施等を行う。
　情報セキュリティクラウドは、自治体共通の取り組みであり、平成29年度には47都道府県で稼
働するため、平成28年度は、全市町村担当課長会議（計３回）等で説明を行い、全市町村から
セキュリティクラウド参加の承認を得た後、次年度からの本格運用に向け構築から仮運用まで
実施した。行政サービスの高度化に向けて引き続き取り組みを行う。

○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
・これまで沖縄県では自治体クラウドの取り組みが遅れていたが、平成29年3月に宜野湾市、名護市、
石垣市において自治体クラウド実施に向けた準備協議会が発足したとの報道もあり、マイナンバー、セ
キュリティ強靭化の対応収束とあわせて、県内でも自治体クラウドの検討を行う自治体の増加が期待
できる。

成果指標

－

平成28年度の取組改善案 反映状況

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。

調査の結果、ホームページを提供する機器の集
約は困難であり、機器を集約せず安価でセキュリ
ティの高い手法(リバースプロキシの導入)が利用
可能であることが判明したため、当該手法を用い
る形で、県及び県内全市町村のインターネット環
境機器の集約・監視に向け、「自治体情報セキュ
リティクラウド」の構築を行った。
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・構築した「沖縄県情報セキュリティクラウド」の運用開始、マイナンバー情報連携の開始による市町村
の情報関連施策や取組動向を踏まえ、自治体クラウドの推進活動として各自治体の現況再調査、自
治体クラウド導入に関する説明会の実施等を行う。
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（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

51,041 32,057 ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

順調

・庁内ネットワーク強靱化によりＮＷを３分割したことで、標的型攻撃等に対するセキュリティレベル
の向上が図られた
・出先機関ＮＷ機器等更新を円滑に実施することで、切れ目のない基盤環境整備が図られた
・庁外アクセスシステムについて、タブレットＰＣ５０台を配付し、利用効果を報告書として取りまとめ
る等により、本格的なテレワーク導入に向けたモバイルワーク検証環境整備が図られた

平成29年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成28年度取組の効果

－ － －

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

・庁内ネットワーク３分割及び情報セキュリティクラウド
　への接続（新規）
・宮古・八重山地区ネットワーク機器等整備（更新）
・庁外アクセス専用タブレット配付（検証事業拡大）

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

庁内情報通信環境の整備

平成28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 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。

「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

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 
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19,403 ―

コーラル21
ネットワーク
機器等賃貸

借他

・個別調達ＰＣ向け、セキュリティ対策用ライセンス一括調達（新規）
・中南部合庁・県立学校ＬＡＮ機器等整備（更新）
・北部合庁・東京事務所ＬＡＮ機器等整備（更新）
・庁外アクセスシステム検証事業拡大（サテライトオフィス設置）
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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 H29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）

参考データ 沖縄県の現状

－

強靱化の趣旨を逸脱しない範囲での見直しが可能か、他府県事例等も参考に検討を進める

強靱化の趣旨を逸脱しない範囲での見直し、及び操作性改善の一環として、下記に取り組む
・仮想環境とＬＧＷＡＮ環境との間における、テキスト文字列限定のコピー＆ペースト許可
・仮想環境でのＰＤＦ化ソフトの導入
・インターネット環境で利用する、専用物理ＰＣの配付
等

○内部要因

庁内ネットワーク強靱化に伴いセキュリティレベルは向上しているが、一方で、業務遂行する上で効率
が悪く、改善して欲しいとの要望もあがっている

○外部環境の変化

成果指標

－

平成28年度の取組改善案 反映状況

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。

H29/5に入札実施し、個別調達ＰＣ向け、各種ライ
センスを一括調達した。H29/6以降、各所属へ通
知し、約７００台の個別調達ＰＣについて、順次ＡＤ
配下に接続実施している。
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（様式１）

プロジェクト編
記載 № 3-(2)-③

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

3,975 3,942 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

順調

保育士等の経験年数をデータベースで管理することにより、過年度に提出した勤務証明
書等の再提出が不要となり、保育士の負担を軽減するとともに、業務の効率化を図るこ
とができた。
また、県内の施設情報を網羅的に管理するシステムとしても機能しており、保育所等施
設の施設数や定員数、職員体制等の施設情報の把握が容易となった。

平成29年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成28年度取組の効果

－ － －

事業名 活動内容

子ども・子育
て支援新制
度でのICT

化事業

システムの設計開発及び導入（委託）
電子データの移行作業

活動指標名 計画値 実績値

年度別計画

担当部課 子ども生活福祉部　子育て支援課

ICTの利活用
等の概要

教育・保育従事者（保育士等）の情報（年齢、経験年数）のデータベース化

平成28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 子ども・子育て支援新制度でのＩＣＴ化事業

取組内容

公定価格（特定教育・保育施設（保育所等）の運営に要する費用）の算定について、特定
教育・保育従事者（保育士等）の勤続年数等に応じて人件費が加算（処遇改善等加算
Ⅰ）されることから、当該情報をデータベース化することにより、市町村における加算の認
定事務の効率化を図る。

「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

システム 

開発 
保守 
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－ ―－
平成28年度に開発・導入したデータベースシステムの運用を開
始。
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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

（　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）

参考データ 沖縄県の現状

－

経験年数を把握するための資料の提出時期及び課内の各担当のシステム活用率の上昇について、
改善の余地がある。

・職員の経験年数を把握するための資料の提出を3月末頃から4月初旬の間に行うことにより、年度の
早い段階で施設毎に平均経験年数を把握し、更なる業務の効率化を図る。
・各担当が所有する情報をシステムで管理することで、情報共有が容易となり、県内の教育・保育環境
の実態を適確に把握することができる。

システムの運用を開始

○内部要因
・システム保守費用の確保
・システム活用率の上昇

○外部環境の変化
・制度変更により新たに管理すべき情報の発生によるシステム改修

成果指標

－

平成28年度の取組改善案 反映状況

－ －
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