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■資料 4

概要

１ Wi-Fi

外国人旅行者等がPCやスマートフォンをインターネットに接続して利用する際など
に有効

 基地局（アクセスポイント）を多数設置する必要がある
 通信事業者、サービス提供者ごとに利用のための登録

手続が必要

 訪日外国人にとって日本滞在中にあると便利なもの１位は「無料Wi-Fi」
(平成26(2014)年6月30日 観光庁調査)

 日本の無料Wi-Fiに「満足した」訪日外国人は63.6%。「不満足」「十分ではない」合計は32.7%
(平成25(2013)年12月 総務省調査) 

 国は観光・防災Wi-Fiステーション整備事業として、自治体に対して事業費の一部を補助
平成26(2014)年：補正予算8億円、平成27(2015)年当初予算案： 2.5億円

(平成27(2015)年4月20日 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告(総務省))
 政府は平成32(2020)年までに無料Wi-Fi３万か所の設置を目指す方針を決定。総設置費用311億円の半額程度を国

が補助 (平成27(2015)年4月20日 読売新聞) 
 訪日外国人旅行者が無料Wi-Fiを利用できるスポットに対して、共通シンボルマークを導入

(平成27(2015)年2月24日 観光庁 報道発表)
 Wi-Fi環境普及状況は、コンビニ、観光案内所、空港では70%を上回るが、都市公園、文化財、ショッピングセンター、

防災拠点では20%を下回る。
(平成27(2015)年4月20日 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告(総務省))

Wi-Fi(ワイファイ)≒無線LAN＝パソコン、タブレット、スマートフォン等の無線接続によ
るデータ通信
⇒LANケーブルをつながなくてもインターネットが使える（メール・ホームページ閲覧）

 公衆Wi-Fiは通信の内容を盗み見られる可能性がある

など

技術的特徴

無線利用の免許不要。通信事業者、
メーカー問わず様々な機器に搭載で
きる。

取り巻く状況

■資料4 ICTの概要

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

出典：総務省 Wi-Fi整備推進ワーキンググループ 最終報告
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000354249.pdf）

普段使っているPCやスマートフォン
が、世界中のWi-Fiスポットで利用で
きる。

高速・大容量の通信ができる。
（基地局のカバーする範囲は狭い。）

課題等

だれでも使える どこでも使える 速い

ICT の概要
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■資料 4

双方向型の情報提供
リアルタイムな

情報発信

概要

２ デジタルサイネージ

広告、案内表示、コミュニケーションツール、情報の一斉配信として活用する際に
有効

 機器間の相互接続性や互換性が低く、住民に情報を届
ける屋外のインフラとしての機能は不充分

 総務省は、東京2020大会及び社会全体のICT化に向け、多言語化にも対応したデジタルサイネージの普及推進に向
けた検討を行うWGを設置 （総務省 デジタルサイネージワーキンググループ 開催要項）

 総務省は、デジタルサイネージを活用した防災・交通等個々のニーズに応じた最適な情報提供等を実現するための
実証実施について予算化 （総務省 デジタルサイネージ相互運用性検証事業）

 広島市では、平成21(2009)年に総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」を活用し、市政情報、防災・緊急情報、生
活情報などを発信 （広島市HP）

 市場規模拡大（平成32(2020)年(予測)：2,520億円）に伴う導入・運用コストの低下により、販促や空間演出等、従前見
られなかった分野での活用が拡大 （「デジタルサイネージ市場総調査2013」（（株）富士キメラ総研））

 海外市場では世界最大市場の北米や欧米が牽引。アジアでは中国や韓国の市場が目立っており、都市部の繁華街
では日本以上に活用されている。 （同上）

公共空間等に設置したディスプレイなどの表示機器を用いて、広告や行政情報を表
示する電子看板のこと 。（例：電車内での運行状況・広告表示、駅構内での広告表示、
路上での行政情報発信など）

 TVCM(効果測定：視聴率)と違い、効果測定の仕組みが
未確立

など

取り巻く状況

出典：総務省 平成27年度 総務省ICT関係重点政策
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000335803.pdf）

出典：四街道市HP デジタルサイネージ「でじなびくん」のご案
内
（http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/miryoku/digitalsignage/d
eji_unyokaishi.html ）

出典：APPLIC ICT利活用 東北サミットin 気仙沼 実施報告
事例紹介3「気仙沼市災害情報システム」
（http://www.applic.or.jp/2013/infra/H25summit/t-

summit_11.pdf）

課題等

技術的特徴

紙媒体と異なり、設置者が表示した
い内容への変更がいつでも可能。常
に新しい情報を発信できる。

タッチパネル等を採用することで、利
用者がサイネージを操作し、欲しい
情報を取得できる。

離れた場所から表示内容の変更等
が可能。紙媒体と異なり印刷物を取
り換える手間がかからない。

離れた場所への
一斉配信

■資料4 ICTの概要
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■資料 4

場所を確認しやすい
可視化により

状況把握しやすい
新サービス創出に

活用できる

概要

３ 地理空間情報

地図やGPSなどと組み合わせて、業務の効率化や新しいサービス・産業の創出を行
う際に有効

 公共データ全般の公開が進んでいない

 地方公共団体による統合型GIS（庁内の複数部局内で共用するGIS）の導入に向けて、国が技術的支援や補完的な
財政措置を行うことになっている。 （総務省「平成26年版 情報通信白書」）

 GISの利用用途に関して、多くの地方公共団体は今後防災分野での利用を希望している。
（総務省「平成25年版 情報通信白書」）

 政府は、空間情報と通信技術を融合させ、暮らしに新たな変革をもたらす「G空間×ICT」プロジェクトを実施
（平成25(2013)年「G空間×ICT推進会議」報告書）

 政府は実証プロジェクトとして、「災害に強いG空間シティの構築等新成長領域開拓のための実証事業」を推進中
（平成25(2013)年 補正予算24億円）

 政府は、地理空間情報の活用の推進に関する施策の基本理念を定めた、地理空間情報活用推進基本法を制定
（平成19(2007)年）

 浦安市：GISを住基情報と連携させ、国勢調査の調査区設定や学校区の検討等に、GISデータを活用
（G空間×ICT推進会議 第２回資料）

 富山市：住基情報等を地理情報システム(GIS)に展開し、まちづくり施策の立案や効果検証などを実施
（G空間×ICT推進会議 第２回資料）

 米国労働省は、Ｇ空間情報を利活用する技術の重要性を裏付け （平成25(2013)年「G空間×ICT推進会議」報告書）
 米国以外にも、ロシアの「GLONASS」、EUの「Galileo」、中国の「北斗（BDS）」、インドの「IRNSS」等、各国が独自の衛

星測位システムの計画を推進 （総務省「平成25年版 情報通信白書」）

位置を示す情報、及び、その位置情報に関連付けられたデータ（地図、統計情報、衛
星画像等）からなる情報

 公開したデータの形式が利用しにくい
など

取り巻く状況

出典：国土交通省HP
（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/GIS/080516/1cas051
6.pdf ）

出典：浦安市 統合型GIS の高度利用に関する調査報告書
（http://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_
page_/001/002/729/gishoukokusho.pdf）

出典：国土交通省HP 
（http://www.mlit.go.jp/common/001035477.pdf）

課題等

（事例）
住民記録システムのデータの表示例
（町丁目別65歳以上人口密度）

技術的特徴

地図上に、建物のタグと住所等を表
示し、住所や場所の確認が容易に
行えるようになる。

地図上に、各地域の各種情報を重
ね合わせて表示することにより、状
況の把握が容易となる。

地図にマーケティング情報を組合せ
て表示することで、新サービスのアイ
デア創出に活用できる。

■資料4 ICTの概要



89

■資料 4

概要

４ オープンデータ

自治体運営の透明性・信頼性向上、官民協働の推進、地域の産業活性化を図る際に
有効

 具体的な利用イメージやニーズの明確化
 提供側の効果・メリットの具体化
 個人情報等の機微情報の扱い、データの組合せによる

プロファイリング

 2013年（平成25年）6月のG8サミットにおいて、首脳宣言にオープンデータの推進が盛り込まれ、その具体的な取組
内容やスケジュールが記述された「オープンデータ憲章」が合意された。 （総務省「平成26年版 情報通信白書」）

 世界最先端IT国家創造宣言では、公共データの民間開放（オープンデータ）の推進を、取組の柱の一つと位置付け
ている。 (平成27(2015)年6月30日 「世界最先端IT国家創造宣言」)

 国は、二次利用が可能な公共データの案内・横断的検索を目的としたオープンデータのデータカタログサイト
「DATA.GO.JP」を開設 (「DATA.GO.JP」HP)

 産業界では、地図、交通、防災等の分野の公共データのニーズが高く、自治体へのオープン化の期待が高い。
（平成25(2013)年 経団連 調査）

 米国、EU等、海外においてはオープンデータ化が積極的に進められている。
（平成24(2012)年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 「電子行政オープンデータ戦略」）

 内閣官房 情報通信技術総合戦略室が「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」を発表
平成27(2015)年2月12日 内閣官房 「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」)

 国は、国際的な評価を通じた情報収集や国際会議での積極的な活動等により国際協調を図る方針
（第10回 電子行政オープンデータ実務者会議）

統計・行政などのデータを誰でも自由に二次利用できるよう、政府や自治体等が機械
判読に適した形式でデータを公開すること。

 提供に関わる費用や人的負担の軽減
 データ形式、構造、インタフェース等の標準化
 公開の手続、方法論、公開のための環境などの整備

など

取り巻く状況

出典：総務省 平成27年度 総務省ICT関係重点政策
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000335803.pdf）

出典：税金はどこへ行った? ＜千代田区のケース＞
（http://chiyoda.spending.jp/）

出典：データシティ鯖江 ＜福井県鯖江市のケース＞
（http://data.city.sabae.lg.jp/opendata-list）

課題等

（活用事例）
納める税金のうちいくらが住民税で、それら
が何の目的に使われているのか、行政の予
算を1日あたりの金額で可視化。

（活用事例）
公共施設、観光情報、人口統計、議員情報、
地図、ごみ情報などを、様々なファイル形式
でWeb上に掲載

技術的特徴

組織が保有するデータをWeb上に公
開

情報公開することで、行政の透明性
を高められる。

産業界での二次利用を通じて経済を
活性化

Webでデータを公開
行政の透明性を

高められる
経済の活性化に

つながる

■資料4 ICTの概要
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技術的特徴

・車両の周辺状況などをセンサーや
通信機器を用いて収集し、その情報
を基に安全運転を支援
・渋滞や交通規制などのリアルタイ
ムな道路交通情報をカーナビゲー
ションなどに表示 など

・運行中のバス車両の現在位置を
GPSや無線通信などで把握し、効率
的な運行を実現
・GPS等による車両位置把握と、車
両に積載している荷物情報などから、
荷主からの依頼等に対して最適な配
車を実施

渋滞解消や交通流改善によりCO2排
出量を低減

事故や渋滞の解消
交通の輸送効率や

快適性を向上
省エネや環境との

共存を図る

概要

５ 高度道路交通システム(ITS)

道路交通における安心・安全、効率・利便性の向上、環境改善などを図る際に有効

 車車間通信・路車間通信等の対応車載機の開発・実用
化・普及促進

 高齢者や子供に配慮した歩行者端末の開発・実用化・
普及促進

 政府は、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）において、対象10課題の一つとして「自動走行システム」を選定
（平成26(2014)年度予算：25.35億円、平成27(2015)年度予算：23.2億円）

 政府は、世界一のITS を構築・維持し、日本・世界に貢献することを目標に、「官民ITS構想・ロードマップ2015」を策定
（平成27(2015)年6月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 「官民ITS構想・ロードマップ2015」）

 カーナビ及び、VICSやETCのサービスは普及段階にあり、平成23(2011)年に全国の高速道路上を中心にITSスポット
サービスを開始。ITSスポットサービスでは、広範囲の渋滞情報の受信や、安全運転支援情報の受信が可能

(国土交通省 「国土交通省白書 2014」)
 静岡県では、静岡県スマートＩＣ協議会を立ち上げ、スマートインターチェンジの導入を促進

（平成25(2013)年12月6日 国土交通省「総合交通メールマガジン 第64号」）
 米国では、民間企業が、無人運転車の公道走行試験を開始 （平成27(2015)年6月26日 日本経済新聞）
 英国では、「Driverless Cars」プロジェクトにより、平成27(2015)年から四つの都市で自動運転技術の実証実験を開始

予定 （平成27(2015)年4月16日 第９回 新戦略推進専門調査会道路交通分科会）

最先端の情報通信技術を用いて、人と道路と車両とを情報でネットワーク化し、交通
事故、渋滞、環境悪化などの道路交通問題を解決するシステム

 安全運転支援・自動走行システムの公道での実証実施
 交通データオープン化の推進
 超小型モビリティ等の開発・普及拡大

など

取り巻く状況

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-
html/spot_dsrc/files/panfu.pdf）

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/hakus
yo/mlit/h14/H14/html/E2044
120.html）

課題等

先進安全自動車(AVS)

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01its/informatization.ht
ml）

道路交通情報通信システム(VICS)

出典：国土交通省HP
（http://www.mlit.go.jp/road/v
ics/vics/ ）

■資料4 ICTの概要
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技術的特徴

従来の氏名や住所等による同一人
の確認よりも、正確かつ効率的な確
認が行えるようになる。

申請に必要な添付書類の情報が、
国の機関や他の自治体等からネット
ワークで取得できるようになり、申請
者の負担が減る。

国民向けのポータルサイト（マイナ
ポータル）を介して、都民に情報を
プッシュ配信できる。

同一人の確認が行える
申請書類を
簡素化できる

自治体側から
情報を配信できる

概要

６ マイナンバー制度

同一人の確認、他機関との情報連携、国民へのプッシュサービスなどを行う際に有
効

 社会保障・税・防災の分野に利用範囲が限定
 独自の利活用を行うには条令等での規定が必要

 平成27(2015)年10月に個人番号の通知開始、平成28(2016)年1月に個人番号の利用開始の予定
(内閣官房HP マイナンバー広報資料)

 平成29(2017)年1月に国の機関間での情報連携開始及びマイナポータルの運用開始、平成29(2017)年7月から自治
体側での情報連携開始の予定 (内閣官房HP マイナンバー広報資料)

 「地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会」や「マイナンバー等分科会」において、番号制度の活用の
可能性を検討 （平成24（2012）年6月27日 第4回地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会、マイナン
バー等分科会 各回）

 個人番号カードの利活用案として、健康保険証のオンライン資格確認、ケーブルテレビを介した自治体施設予約等で
の利用者認証、スマートフォンを活用した電子母子健康手帳閲覧の利用者認証、避難者情報の一元管理、住民向け
の健康サービス・高齢者・子供見守りサービス等 （平成27(2015)年5月20日 第９回 マイナンバー等分科会）

 情報連携のためのシステムの対応等に係る地方財政措置として、普通交付税措置・特別交付税措置が講じられてい
る。 （平成26(2014)年当初予算・補正予算、平成27(2015)年予算案の国費合計：1,181億円）

 ドイツでは納税者番号制度、米国は社会保障番号制度、韓国では住民登録制度等、主要各国では、既に番号制度
相当の仕組みが導入されている。 （内閣官房HP マイナンバー広報資料）

 今後、「戸籍事務」「旅券事務」「預貯金付番」「医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務」「自動車の登録に
係る事務」への利用拡大を検討中 （平成26(2014)年5月20日 「マイナンバー等分科会 中間とりまとめ」）

住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分
野で情報を管理・活用することで、行政の効率化や国民の利便性を図る制度

 特定個人情報保護評価や安全管理措置への対応にコ
ストがかかる。

など

取り巻く状況

出典：内閣官房 マイナンバーHP
（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/sum
mary_zentai.pdf）

出典：内閣官房 マイナンバーHP
（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/oriko
mi_freedownload.pdf）

出典：財務省HP
（https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n03.htm）
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■資料 4

技術的特徴

夜間や休日でも、申請等の手続が
行える。

インターネットが接続できるところで
あれば、どこからでも申請等を行うこ
とができる。

同様の手続を複数回行うことなく、１
回で手続を完了できる。

いつでも手続が可能
どこからでも
手続が可能

ワンストップで
手続が可能

概要

７ 電子自治体

申請等において、都民の来庁を不要にする場合や、夜間や休日での受付を可能とす
る際に有効

 従来のやり方でも困らない（現在のサービスに不満を感
じていない）ため、電子自治体（申請等）の利用率が上
がらない

 デジタルデバイドへの対応

 総務省は、平成13(2001)年10月の「電子政府・電子自治体推進プログラム」以降、各種指針を策定し、電子自治体の
基盤整備等を推進 （平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」）

 国は、電子自治体の推進を目的とした地域情報化推進事業において、普通交付税措置、特別交付税措置、地域活
性化事業債といった地方財政措置を講じている。 （平成27(2015)年度 総務省「地域情報通信振興 関連施策集」）

 総務省は、平成26(2014)年3月に「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」を策定
（平成26(2014)年3月24日「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」）

 総務省は、一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）と連携し、「地域情報プラットフォーム」の普及を促進
（総務省HP）

 総務省は、複数の地方公共団体で基幹系情報システムを集約し、共同で外部のデータセンタで保有・管理を行う「自
治体クラウド」導入を促進 (総務省HP)

 神奈川県町村情報システム共同事業組合において、県内全14町村で自治体クラウドの導入がなされた事例あり。
（平成24(2012)年3月 総務省「自治体クラウドの導入に関する調査研究報告書（概要版）」）

 申請・届出等手続をオンライン化するためのシステムの導入団体は、都道府県で46団体
(平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」)

 「電子自治体オンライン利用促進指針」にて選定されたオンライン利用促進対象手続の平成25年度オンライン利用
率は45.2％。 (平成27(2015)年3月 総務省「地方自治情報管理概要」)

住民・企業の事務負担軽減や利便性向上、行政事務の簡素化・合理化などを図るた
めに、自治体が情報通信技術を活用して、行政サービスを提供するもの

 料金の支払いや双方向でのやりとりに優れた手段の活用
 情報システム関連費用の高止まり
 縦割り整備による非効率性が残存

など

取り巻く状況

出典：国土交通省提供資料「自動車保有関係手続のワンストッ
プサービス」
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/meeting/dai2/pdf
/siryou5.pdf）

出典：e-Gov HP「電子申請のメリット」
（http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/about/merit.html ）

出典：e-Gov HP「電子申請のメリット」
（http://www.e-gov.go.jp/help/shinsei/about/merit.html ）

課題等

■資料4 ICTの概要




