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はじめに 

我が国の経済・社会は危機的な状況にあり、その再生は焦眉の課題である。 

低迷する経済状況、切迫する首都圏直下地震、地球規模で加速する温暖化、教育や福

祉の危機などの課題を解決するためには、世界的に進展している社会・産業構造の変化、

とりわけ、ＩＴ革命への対応を先導的に進めることが重要である。 

平成１２年１１月、中央政府は、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ

基本法）」を制定した。さらに、平成１３年１月には「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を策定し、

５年以内に我が国を世界最先端のＩＴ国家とすることを国家戦略として掲げた。同年３

月には、ｅ－Ｊａｐａｎ戦略の内容を具体化するため、ＩＴ基本法に基づく「ｅ－Ｊａ

ｐａｎ重点計画」を策定した。 

こうした、日本全体のＩＴ革命への対応を進めるうえで、東京をはじめとする３３０

０万人が生活する首都圏のＩＴ化は、極めて重要な意義を持っている。首都圏の電子都

市化によって経済活性化と都市再生に成功するならば、その影響は首都圏にとどまらず、

速やかに全国に波及し、日本の経済・社会全体の再生につながることは明らかである。 

これらの観点から、東京都は、平成１３年１１月に、幅広い分野の有識者の参加を得

て「電子都市構築に関する懇談会」を設置した。その後約半年間、懇談会は、東京都各

局の全面的な協力も得て集中的に検討を行い、このほど最終報告をとりまとめた。 

本報告書は、東京をはじめ首都圏において、世界最高水準の高速インターネット網を

整備し、企業や住民がその効果を十分に享受し、自らの創意や工夫により活性化できる

環境を持つ都市づくりを行なうための具体的な方策を明らかにしている。 

これは、住民一人ひとりが、個性的で活力に満ちた生活を実感できる社会を実現し、

首都圏が、２１世紀において、経済・社会・文化の国際的な中心地として飛躍していく

ための不可欠の条件である。 

また、本報告においては、首都圏３３００万の人々の間での、個人・企業・自治体同

士での、既存の枠組をこえた協働のあり方について、いくつかの重要な提案を行った。

これらについても、インフラ整備の到達目標とともに、関係各位が「速度の利益」を重

視して、提言実現のための具体的な行動をとられることを、心から期待する。 
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第1章 電子都市構築のための基盤整備に向けて 

第1節 電子都市構築の背景 

1 ブロードバンドの急速な進展 

(1) 高速・超高速インターネット網の普及予測 

我が国のインターネット利用者数は年々増加の一途をたどっている。平

成１３年版通信白書によれば、平成１２年末における我が国の１５歳から７

９歳までの個人におけるインターネット利用者数は４，７０８万人と推計さ

れ、平成１７年末には８，７２０万人まで増加すると予測されている。 

昨年１０月に総務省から発表された全国ブロードバンド1構想の目標では、

２００５年までに少なくとも３０００万世帯が高速インターネットアクセ

ス網2に、１０００万世帯が超高速インターネットアクセス網3に常時接続可

能な環境を整備することが提示されている。 

さらに、２００５年までに高速インターネットアクセス網の利用世帯数

が１２００万超、超高速インターネット網も利用世帯数が８００万程度とな

るとの普及予測が示されている。また、当面はＤＳＬ4が高速・超高速イン

ターネットアクセスの主流を占めるが、光ファイバー5網を活用した超高速

インターネットが２００３年度から急速に普及し、２００５年度にはＤＳＬ

を逆転するとの予測もされている。 

(2) ユビキタス6ネットワーク社会の到来 

ネットワークへの多様なアクセスや大容量アプリケーションの利用が可

能となるユビキタスネットワーク社会の到来は、戦略的な研究開発により日

本の電気通信事業を推進し国際競争力を高めるだけでなく、住民の生活をよ

り快適で便利なものにするための大きな鍵を握るものである。ネットワーク

の一層の高速化とブロードバンドの進展は、その基盤として必要不可欠なも

のとなる。 

                            
1 直訳すると「広い帯域」という意味であるが、一般には、数百 kbps～数 Mbps、更には数十 Mbps 以上といった高速・大容量

通信を可能とするアクセスネットワークのことを総称して「ブロードバンド」と言うことが多い。現時点においては、ＤＳＬ、

ケーブルインターネット、加入者系無線アクセス、光ファイバーを利用したアクセスネットワークがこれらに該当すると考えら

れる。 
2 音楽データ等をスムーズにダウンロードできるインターネット網のことをいい、現時点ではｘＤＳＬ、ＣＡＴＶ、加入者系無線

アクセスシステムを利用したインターネットが代表的な例。 
3 映画等の大容量映像データでもスムーズにダウンロードできるインターネット網のことをいい、現時点では光ファイバーを利用

したインターネット網が代表的な例。 
4 Digital Subscriber Line（デジタル加入者線）の略。電話用のメタリックケーブルに専用モデムを設置することにより、高速の

デジタルデータ伝送を可能とする方式の総称。 
5 光を伝送するための伝送路のこと。光ファイバーケーブルは従来のメタルケーブル等よりも、より高速なデータの伝送を可能に

するケーブルである。 
6 「欲しい様々な情報がいつでもどこでも手に入る」という意味。ラテン語の Ubiquitous（いたるところに）」に由来。 
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2 東京へのネットワークインフラの集積 
都市間における東京の競争力を牽引するポテンシャルの一つは、ネットワー

クインフラの集積である。東京の光ファイバーカバー率は６０％を超え、全国

で最も普及率が高いと言われている。 

また、図１－１は主な県別のとう道7及び共同溝8の総延長の割合であり、そ

の約６割近くが東京に集中している。共同溝に入溝している電線類もこれに比

例していると考えられる。 

3 民間の電気通信事業者によるネットワークインフラの敷設・整備 
表１－１に示すとおり、東京に事業の本拠地を置く電気通信事業者は、本年

２月１日現在で、第一種電気通信事業者9９８社（全国の２５．８％ ＣＡＴＶ

含む）、特別第二種電気通信事業者10１０２社（全国の８９．４％）存在する。

これらの企業が、公正な競争環境のもと、主体的に事業展開できることが必要

であり、これが、東京におけるビジネスの活性化の原動力となる。 

とう道及び共同溝の総延長（割合）

59%
17%

7%
6%

5% 6%

東京 茨城 神奈川 千葉 北海道 その他

東日本における総延長：744.2km

出典：東日本電信電話株式会社 平成１１年度末

436.6km

  

表１－１ 電気通信事業者数 

 東京 全国 

第一種電気通信事業者 98 379

特別第二種電気通信事業者 102 114

一般第二種電気通信事業者 3329 9846

※平成１４年２月１日現在  
※東京の事業者数は、全国で集計した事業者数のうち、

東京に本拠を置くもの 

 図１－１ とう道及び共同溝の総延長（割合） 

第2節 東京都の役割 

1 電気通信事業者を支援するための施策の策定 
電子都市の住民が、容易にかつ安価にブロードバンドサービスを享受できる

ようにするためには、民間の電気通信事業者が、既に首都圏で構築されている

豊かな通信インフラやリソースを需要に応じて有効に活用することが肝要で

ある。さらに、必要に応じて、ネットワークを構築できる環境を整備するとと

もに、事業者間の公正な競争環境が確保されていることが不可欠である。 

                            
7 直径３～５ｍの通信ケーブル専用トンネル。 
8 毎日の生活に欠かせない電話、電気、ガス、上・下水道等のライフラインのうち、電話局間、変電所間、浄水場間等を結ぶ主要

な幹線を収容する施設。主に車道の地下に設置され、内部にはライフラインの収容区間の他に、人が入って維持点検などの管理

作業を行うための空間や換気設備、排水設備、照明設備等が確保されている。 
9 自ら電気通信回線設備を設置し、電気通信サービスを提供する事業者。 
10 自ら電気通信回線設備を持たず、第一種電気通信事業者から回線設備を借りて電気通信サービスを提供する事業者。音声を伝送

するサービスを提供する特別第二種電気通信事業者とその他の一般第二種電気通信事業者とに区分される。 
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例えば、道路管理者が道路占用者から徴収している占用料の値下げや掘削規

制等の各種規制の緩和は、新規通信事業者の市場への参入機運を高め、ひいて

はより高品質で安価なサービスを提供することにつながるものと期待される。 

 

これらの点を踏まえ、都民や各企業等の通信利用環境の向上に資するため、

東京都として何をなすべきかという課題について、次に掲げる２つの観点から

検討を行う。 

 

(1) 民間の電気通信事業者によるネットワークインフラの利用、敷設・整備促進 

のための支援 

(2) 集合住宅等へのブロードバンドネットワーク敷設・整備促進のための支援 

2 都市部を除く首都圏におけるブロードバンドネットワークの利用

可能な環境整備 
奥多摩や島しょ部地域においては、民間の電気通信事業者がサービスを提供

する上で採算が合わず、ブロードバンドサービスの普及が不十分である。 

しかし、これらの地域住民からも、都市部と同じレベルのサービスの提供が

可能となる基盤整備事業が必要であるとの意見が寄せられている。 

3 電子都市構築のための体制づくり 
電子都市構築推進の課題に取り組むためには、東京都各局や区市町村の事業

の枠を超えた新たな体制づくりが必要となってくる。 

第3節 東京都における現在の課題 
東京都におけるネットワークインフラの利用、敷設・整備等に係る課題は、

次のとおり整理することができる。 

1 首都圏におけるネットワークインフラの利用及び敷設・整備 

(1) 東京都が所有する通信設備等に関する情報開示及び利用料 

東京都の所有する地下鉄や下水道の光ファイバー、管路等を、電気通信

事業者が利用しようとする場合、取り出し口の位置等の詳細な情報について

は、セキュリティを考慮し、ホームページ上では公開されていない。 

また、道路管理者が所有する既設埋設物の情報を入手するためには、各

局の窓口毎に情報を得る必要があり、敷設ルート等の選定をするまでにかな

りの時間を要する。 

都営地下鉄・下水道の通信設備等の利用料については、都営地下鉄が年

額４８０円／ｍ・４芯、下水道の芯線利用料は年額１５２円／ｍ・芯であり、

ＮＴＴの５１．４８円／ｍ・芯（局間中継用光ファイバー11の場合）と比較

すると高い価格となっている。 

                            
11 NTT の加入者系（ユーザ宅～NTT 収容局）光ファイバー利用料は、距離にかかわらず５２３１円／芯・月。 
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(2) 光ファイバー等敷設・整備に係る規制・諸手続き 

① 道路管理に関する諸規制 
道路の舗装工事の後、１年から５年間は掘削が規制されることや、橋

梁などでは構造上の問題から添架が許可されないことなどにより、電気

通信事業者が必要な時期に必要な場所へのネットワーク敷設・整備が

困難な事例が発生している。 

これらの規制については、その本来の目的を充分考慮した上で、規制

緩和を検討すべきである。 

② 道路占用のための諸手続 
東京都では、既に占用許可を受けている管路内の芯線等を電気通信事

業者が新たに借り受ける場合には、改めて占用手続き（二次占用）を行

なうことが義務づけられている。 

一方、国道においては、この二次占用手続きについては省略が可能と

なっており、さらに電子申請によるワンストップ導入を計画中であるこ

とを踏まえ、東京都においても手続きの改善を行なうべきと考える。 

また、占用手続きの標準処理期間は、知事認可の物件で３０日、事務

所認可の物件で２０日となっている。今後、事前説明や調整などを活用

し、手続き事務処理の一層の短縮が求められる。 

③ 道路占用料12       
表１－２ 道路占用料   

(単位：円

／m・年)

東京都 
占用物件 

区 市 
国 

共架電線 40 20 20

地下電線 20 10 10

～0.1m 170 93 100

0.1～0.15m 260 140 150

管

 

路 0.15～0.2m 340 180 200

※東京都（区・市）の占用料は、H14.1.1 現在のもの 

※東京都の場合、占用料は、固定資産税評価額を基礎とし

て算定し、道路法に基づき条例で定めたもの。 

※横浜、川崎、名古屋市、大阪府等の占用料は国に同じ 

表１－２に示すとおり

東京都区部の架空線占用

料は、４０円／ｍ、（国は

２０円／ｍ）道路占用料は

２０円／ｍ（国は１０円／

ｍ）など、新規参入事業者

の大きな障壁となってい

る。 

 

         

 

 

(3) 道路横断管路及びＣ.Ｃ.ＢＯＸ13の整備・拡充 

道路横断管路及び電線共同溝については、これまで、都市防災と都市景

観のための電線類の地中化として位置づけられている。 

                            
12 道路の一部を使う代償としての使用料のようなもの。 
13 Community/Communication/Compact Cable Box の略。電線共同溝。調和した機能的な道路空間と美しい町並みを形成す

るため、地上に張り巡らされている電線類をまとめて歩道に収容する施設で、コンパクトで敷設の取り回しがしやすく、低コス

ト化・工期短縮が図れると共に、増設や維持・管理が容易。事業者は建設負担金と占用料を負担して利用することができる。 
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このため、整備計画が、敷設ルート、管径等に関して、通信インフラの

構築に配慮されたものとなっていない。さらに、空き予備管路に関する情報

が少なく、すぐには利用できないとの意見が多く出されている。 

(4) 東京都の光ファイバーと他のネットワークとの相互接続性 

東京都の所有する地下鉄や下水道の光ファイバーは、取り出し口が少な

く、NTT の GC14局等の接続点までの管路・芯線の確保などが必要となるな

ど、利便性の向上が求められている。 

(5) ビル引込 

オフィス地域においては、掘削規制や管路に空きがないことなどからビ

ル引込が困難なことがある。 

(6) 電線類の地中化に伴う地下から地上への立ち上げ管路の確保 

新規参入者の新たなケーブル敷設に対し、架空設備のない既存地中化区

間の存在が、事業者間の公平性を損なう原因となる場合がある。 

また、東京都では、電線類の地中化を進めているが、従来から架空で引

込をしている地域においては、地中化の後、再度、地上へ立ち上げを行う必

要が生じるケースが発生する。 

(7) 集合住宅等へのブロードバンドネットワーク導入 

集合住宅の建物内に、ブロードバンドネットワークの敷設に必要となる

管路やＭＤＦ15等の空きがない16ケースが存在する。 

また、都営住宅においては、ブロードバンドネットワークの導入工事を

行うための手続きとして、居住者全員の同意を条件として、自治会長から住

宅局管理部長宛に同意書を提出することが求められている。 

2 都市部を除く首都圏におけるブロードバンドネットワークの利用

可能な環境整備 

(1) ブロードバンドサービス環境整備 

奥多摩や島しょ部地域においては、民間の電気通信事業者のみによるサ

ービス提供では、すべての住民がブロードバンドの便益を享受できない可能

性があり、何らかの公的支援が必要である。 

(2) 離島振興法の見直し 

離島振興法(有効期限 H15.3.31)の見直しの基本方策（大綱）の骨子に「情

報通信基盤並びに高度情報通信体系」整備促進により、離島の持つ距離的ハ

ンデキャップを克服し島民の生活の利便性の向上、機会均等を確保すること

がうたわれている。具体的な施策は、次のとおりである。 

                            
14 Group Center の略。加入者回線を直接収容する加入者交換機を設置する交換局。 
15 Main Distributing Frame の略。主配線盤。通信ケーブルを収容する際にケーブルを整理するための配線分配装置。 
16 複数の電気通信事業者が同じタイプのサービスを提供することは、管路の空き等物理的な点から困難であるが、将来的には、住

民が新たにサービスを選択・導入できるためのしくみづくりも必要となってくる。 
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① 光通信交換機付き光ファイバー、携帯電話鉄塔、地域ネットワーク等情

報基盤整備の促進のための支援制度の充実 

② 情報通信技術利用の普及しやすい環境の整備、人材育成支援の実現のた

めの支援制度の充実。 

③ 離島に適した情報通信利活用モデル事業の実施を図る。 

3 電子都市構築のための体制づくり 
電気通信事業者の事業展開を支援する面から、東京都所有の通信設備等に関

する情報収集や各種相談等がワンストップで行なえる窓口体制づくりが求め

られる。 

第4節 東京都として重点的に取り組むべき施策 
これまでに述べてきた課題を踏まえて、東京都においては、次の施策に重点

的に取り組むことを提言する。（表１－３ は、これらの提言をまとめたもの

である。） 

1 首都圏におけるネットワークインフラの利用及び敷設・整備 

(1) 東京都が所有する通信設備等に関する情報開示の促進と利用料の見直し 

① 情報開示の促進 
道路管理者及び下水道事業用に東京都が所有する通信設備等につい

て、より一層の情報開示の促進を図る。 

a. 道路管理者の所有する管路情報等の開示 

・C.C.BOX の敷設状況（空き管路情報含む）の開示 

・既設埋設物に関する情報の円滑な更新 等 

b. 下水道等管路・芯線情報等の開示 

・貸出し可能な管路及び芯線情報の開示 

c. 地図上でルート選択ができるよう、重ね図・概略図等による網構成

での情報提供 

d. 都道、区市町村道における管路・芯線、既設埋設物等の一元的な情

報提供の方法を検討 

② 利用料の見直し 
都営地下鉄・下水道等については、芯線利用料の水準見直しを検討す

る。 

(2) 光ファイバー等敷設・整備に係る規制緩和と諸手続きの簡素化 

① 道路横断の許可 
既設の道路橋及び横断歩道橋については、添架物の重量や構造上添架

できるかどうか、景観などを検討し、支障がない場合は占用を認めてい

く。 
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② 掘削規制の緩和 
都市再生特別地区等の地域に限り、掘削規制の特例を設け、一定期間

に限って掘削規制を解除するなどの施策を検討する。 

但し、掘削規制を緩和するに当たっては、地域住民及び通行車両等へ

充分配慮の上、すべての電気通信事業者の意向を確認し集約して工事を

行なう必要がある。 

③ 道路・河川占用料見直し 
電気通信事業に対する特例措置等により、占用料負担の軽減を検討す

る。 

④ 二次占用手続きの省略 
一次占用者の責任を明文化し、占用許可申請手続きを省略する方向で

検討する。 

⑤ 占用手続き等に係る処理時間 
事務処理時間の大半を占める関係部署の了解を早めるため、占用申請

に関わる事前調整の拡充などを検討する。 

⑥ 連続した道路占用での河川橋梁部の占用手続きについて 
都内の河川の多くは、区長、市長が河川管理者である。国に対し占用

申請処理に関する法制度の運用の改善に対する特例措置の検討を求め

る。 

(3) 道路横断管路及びＣ.Ｃ.ＢＯＸの整備・拡充 

① 計画段階での電気通信事業者の意向の反映 
C.C.BOX の敷設に当たっては、そのルートや管路径等において電気

通信事業者の意向が十分に反映できるよう、道路工事調整会議や通信企

業者連絡協議会への連絡に加え、情報提供手段の検討を進める。 

また、電気通信事業者からの要望を広く収集し、実施計画への反映に

努める。 

② 浅層埋設や通信専用 BOX の整備 
大型車の通行が少ない車道において、浅い位置に埋設管（いわゆる次

世代 C.C.BOX）を敷設できるよう、実験施工の開始を検討する。 

また、安全な都市づくりという観点からは、情報インフラ占用の埋設

管の敷設は有効な手段であることから、より効率的に整備を進めるため

に、情報管路を収容する新たな施設の構造検討を進める。 

③ C.C.BOX 内の予備管の占用許可 
C.C.BOX 内の予備管路への入溝について、公正かつ合理的な手続き

によって電気通信事業者に使用を認める方法を検討する。 
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(4) 東京都の光ファイバーと他のネットワークとの相互接続性の整備 

① 都営地下鉄 
NTT 局舎との接続、勝ちどき駅付近のデータセンタとの接続、汐留

街区のビルとの接続等のための折衝を行う。また、電気通信事業者の要

望に応じて、換気口まで光ファイバーを敷設することも検討する。 

② 下水道 
今後新設する光ファイバーにおいては、下水道管理用として一分岐は

可能な接続箱を設置していく。 

また、民間ニーズを考慮して電気通信事業者との光ファイバー共同敷

設など、共同事業の制度を有効活用することも検討する。 

③ 庁内窓口等における調整 
電気通信事業者からの要望に応じて、接続点までの管路敷設や結節点

に関する相談に応じるなどの調整機能が必要である。 

(5) 地下から地上への立ち上げ及びビル引込みのための管路敷設・整備 

地下から地上への立ち上げ、ビル引込ための地下管路を確保するために、

C.C.BOX の一環として電気通信事業者等がこれを敷設・整備をすることへ

の検討を行なう。 

(6) 集合住宅等へのブロードバンドネットワーク導入支援 

① ユーザ向け財政支援策 
集合住宅内工事費に対する財政支援については、個人財産に公費を投

入することについての是非を含め、検討する必要がある。 

② 認証・格付け制度の導入 
中古住宅の購入時に、ブロードバンドネットワークの利用可能性が、

客観的に表示されることは、資産として位置づけ、その普及を図るため

には重要な施策である。 

このため、家歴書17の創設に当たって、ブロードバンドネットワーク

導入対応を項目に盛り込むこととする。 

③ 都営住宅への導入工事における手続きの簡素化 
ブロードバンドネットワークの導入工事を行うための手続きとして、

自治会長から住宅局管理部長宛に同意書を提出するに当たり、居住者全

員の同意が必要であるという条件を外す。 

④ ケーブル直埋設の実験 
ケーブルの直埋設は、欧米諸国で一般的に行なわれており、通常の約

１０分の１程度のコストで短時間のうちに施工可能である。しかし、日

本では実施されていないことから、道路以外の敷地で電気通信事業者の

                            
17 住宅の新築からリフォームまで、その家に関する工事時期、工事箇所、工事内容等の履歴を記録として蓄積されたもの。 
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行う実験結果を見て、道路管理上の支障の有無についてなどの検討を行

う。 

2 都市部を除く首都圏におけるブロードバンドネットワークの利用

可能な環境整備 

(1) コストミニマムなブロードバンドサービスの推進 

これらの地域においては、ブロードバンドサービスとして、次の４つの

サービスの提供が考えられる。経済的合理性を考慮し、広域的サービスを提

供するため観点から、アクセス系の設備や中継系の整備を行っていくことが

必要となる。 

① 光ファイバーケーブルを利用した光サービス 

② メタルケーブルを利用した xDSL サービス 

③ ケーブルテレビネットワーク（HFC18）を利用した高速・広帯域サービ

ス 

④ 衛星・無線を利用した高速・広帯域サービス 

(2) 公的資金の活用 

総務省の地域情報交流基盤整備モデル事業（来年度実施予定）は、地方

公共団体等の公共ネットワークを活用して加入者系光ファイバー網を整備

する際に所用経費の一部を補助されるもので、民間の電気通信事業者がその

光ファイバーを借り受けて事業用に供することも可能となっている。 

現在の東京都の財源においては、過疎地域などの条件不利地域における

公的資金の活用は困難な状況であり、本モデル事業等を各自治体が積極的に

活用していくための支援について、検討していく必要がある。 

3 電子都市実現のための横断的施策 

(1) 電子都市構築のための体制づくり 

電気通信事業者が、庁内に設置された一つの窓口で東京都の通信設備等

に関する情報収集、占用許可申請に関する問い合わせ、各種相談等を、ワン

ストップで行なえるような窓口体制の整備が求められる。 

（考えられる主な役割） 

①  東京都の光ファイバー敷設計画、C.C.BOX 敷設計画、都市計画等への

電子都市構築の視点からの要望。 

②  東京都が所有する光ファイバーへの接続に係る要望・相談（接続点まで

の管路敷設等）に対応。 

③  都道における占用許可申請等のトラブルに係る相談に対応。建設事務所

等の窓口にて占用許可申請等のガイドラインを提示。  

④  区道における占用等許可申請に係る指導・調整。 

                            
18 Hybrid Fiber/Coax の略。基幹部分を光ファイバーで置換えた CATV 網。 
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⑤  東京都の C.C.BOX、空管路・芯線情報（ルート、数量、接続点までの

距離）、既設埋設物その他詳細情報の一元的提供を検討。(重ね図、網構

成での情報提供、民間企業の貸出し可能な芯線情報、都道だけでなく区

市町村道との調整も検討) 

⑥  ネットワーク接続等に係る都内区市町村、七都県市との調整。 

(2) ホットスポットの実験 

ホットスポットは、パソコンと無線ＬＡＮ19カードさえあれば、高速でイ

ンターネットに接続できる新しいアクセス形態として注目を集めている。電

子都市に相応しい基盤整備の一形態として検証するため、都庁舎内、東京都

の図書館、会議室等の公共施設において、早急に利用実験を行なう。 

                            
19 無線ＬＡＮは、駅、空港、繁華街等のホットスポットにおいて高速インターネット接続環境を実現する新たな手段として期待さ

れている。 
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表１－３ 電子都市推進のための基盤整備の観点からの提言 

 項 目 具体的内容 時期 

1 

 

道路管理者の所有する管路情報等の開示 

・Ｃ.Ｃ.ＢＯＸの敷設状況（空き管路情報含む）の開示 

・既設埋設物に関する情報の円滑な更新 等 

H14 年度中 

2 下水道管の敷設状況について電線、ガス管等他の埋設物情報

を扱っている財団法人道路管理センターとの整合を図る。 

H13 年度中 

3 下水道光ファイバーの利用手続きガイドや芯線貸し可能なネ

ットワークの概略図についてホームページで公開する。 

H14 年度上

期中 

4 地図上でルート選択ができるよう、重ね図・概略図等による

網構成での情報提供 

H14 年度中 

5 

情報公開の促進 

都道、区市町村道における管路・芯線、既設埋設物等の一元

的な情報提供の方法について検討 

H14 年度中 

6 橋梁への添架規制の緩和 H14 年度上

期中 

7 

規制緩和 

 

都市再生特別区等の地域に限り、一定期間掘削規制を解除す

るなどの特例措置 

H14 年度上

期中 

8 二次占用手続きの省略化 H14 年度上

期中 

9 占用申請手続きに係る標準処理時間の見直し H14 年度上

期中 

10 

占用手続き等の

簡素化 

 

連続した道路上占用での河川橋梁部等の占用手続きと道路占

用手続きの事務処理統一化（国への要望） 

H14 年度上

期中 

11 計画段階での電気通信事業者の意向（ルート、管路径等）の

反映 

H14 年度中 

12 情報ＢＯＸのような通信専用ＢＯＸの敷設・整備 H14 年度中 

13 

Ｃ.Ｃ.ＢＯＸの

整備・拡充 

次世代Ｃ.Ｃ.ＢＯＸ（浅層埋設）の実験 H14 年度中 

14 ﾎｯﾄｽﾎﾟｯﾄ実験 都の施設における無線ＬＡＮの利用実験 H14 年度中 

15 住宅認証・格付

け 

ブロードバンドに対応した家歴書の創設 H14 年度中 

16 集合住宅へのﾈｯﾄ

ﾜｰｸ引込に関する

同意の条件 

都営住宅へのブロードバンドネットワーク導入工事の手続き

において、自治会長から住宅局管理部長宛に同意書を提出す

るに当たり、居住者全員の同意が必要であるとの条件を外す。 

H14.4～ 

17 直埋設実験 ケーブル直埋設の実験（電気通信事業者の希望のある場合） H14 年度中 

18 占用料見直し 電気通信事業への特例措置としての占用料の見直し H14 年度中 

19 都営地下鉄については市場動向を踏まえて利用料を検討。 H14 年度中 

20 

利用料見直し 

 下水道管の利用促進を図るとともに、貸出芯線の利用料水準

の見直しを検討する。 

H14 年度中 

21 

 

都営地下鉄では、他のネットワークと相互接続を進めるなど、

利便性の向上を図る 

継続実施 

22 

 

相互接続性の推

進 

下水道管理用に一分岐は可能な接続箱の設置や、民間ニーズ

を考慮した民間の電気通信事業者との光ファイバー共同敷設

を行う。 

継続実施 

23 都市部を除く首

都圏への対応 

総務省の地域情報交流基盤整備モデル事業等を各自治体が積

極的に活用していくための支援 

H14 年度中 

24 体制づくり 電気通信事業者のためのワンストップ窓口を庁内に設置 H14 年度上

期中 
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第2章 都民がＩＴ革命の成果を最大限活用するために 

第1節 検討の視点 

ＩＴの進展は、時間的制約や空間的制約を超えて、社会的な構造を変化さ

せている。このため、都民がＩＴ革命の成果を享受できる仕組み、効果を実

感できる都市づくりが求められている。 

東京都には、世界有数の人材、産業、教育等の集積があり、それらは、首

都東京としての資産である。これらを育み、都民が最大限活用できるように

することが、東京都ならではのＩＴ活用方策である。都民一人ひとりの生活

が、より快適で、より便利になるために、東京都ならではの行政サービスを

展開していくべきである。 

このような視点から、東京都の抱える課題の中でも、特に緊急かつ重要で

あると考えられる「防災」、「産業」、「教育」の３つの分野におけるＩＴの活

用に絞って検討を行った。 

第2節 防災分野 

1 東京都の役割 
行政に対する都民のニーズは多岐にわたるが、中でも安心で安全な生活に関

する都民のニーズは極めて高い。また、東海地震及び南関東直下地震の切迫性

が指摘される中、震災対策は非常に重要かつ緊急の課題である。 

震災対策において、東京都は主に以下の役割を担っていくものと考える。 

(1) 総合調整機能 

広域的な被害を想定して、都内区市町村間、各防災機関、国・他自治体、

ライフライン提供機関（電気、ガス、通信、道路、鉄道等）及び七都県市と

の連絡、協議等の、総合的な調整の役割を担う。 

(2) 都内区市町村への支援機能 

総合的な視点により、区市町村の災害対策指針（条例・地域防災計画等）、

災害対策等への支援・協力を行うとともに、区市町村間の調整を行う。 

さらに、様々な災害対策システムやその活用方策等について、区市町村

へ普及・促進を行う。 

(3) 広域的な災害対策機能 

個別の区市町村では対応しきれない災害時の帰宅困難者（昼間都民）へ

の支援、七都県市等の近隣自治体と連携した災害対策の検討、都市としての

バックアップ機能の確保も重要な役割である。 
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(4) 災害時における情報ハブ機能 

災害時の対策本部として、区市町村等からの情報収集、都民、国、区市

町村、近隣自治体及び関係防災機関への情報提供、マスメディアへの対応等

が大きな役割である。 

2 東京都の現在の課題 
上記の役割を担うに当たり、以下のような課題が挙げられる。 

(1) 情報空白期 

大きな災害であればあるほど、区市町村等からの災害対策本部への情報

が不足し、効果的な初動体制が組めないおそれがある。 

(2) 情報の共有 

災害対策本部が災害対応を行う上で不可欠な情報である被害状況や、各

防災機関の活動状況等が、十分に共有できていない。 

また、実際に防災活動に携わる機関が、映像情報等の重要情報を共有で

きる体制が整備されていないことから、効果的な応急体制が取れないおそれ

がある。 

(3) 情報提供体制 

都民や、災害時要援護者への防災・災害情報は、現在、音声等を中心と

した提供が主であるが、情報提供の形態、情報の量、即時性の点等において

不十分である。また、必要な情報を都民自らが入手できる手段が十分とは言

えない。 

(4) 広域対策 

大規模な災害が発生した場合には、広域的な連携や相互応援体制の確保

と、それに伴う情報連絡体制の確立が必要である。しかし現在は、七都県市

間での情報収集・連絡手段が不十分であり、応急・救援・救助等の対策が円

滑に進まないおそれがある。 

(5) 情報通信手段 

災害時の通信の途絶や輻輳に強く、また、被害情報等の受発信に十分な

高速・大容量かつ広域的な情報通信手段が十分確保されているとは言えな

い。 

また、都民が災害時に利活用できる情報通信手段の整備促進についても、

十分とは言えない。 

3 東京都として重点的に取り組むべきもの 

(1) 情報空白期間への対応（緊急課題） 

現状では、早期に入手できる情報が不足しており、迅速かつ的確な対応

ができないおそれがあることから、最優先で情報空白期への対応に取り組む

べきである。 
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① 被害予測システムの導入 
震度情報、ライフライン機関からの情報、統合型ＧＩＳ20等による被

害予測のシステムを早急に整備し、人員・物資等の最適な配分が行える

ようにすべきである。 

現行の東京都の災害情報システムの更なる活用と、統合型ＧＩＳ等の

活用による復興までのオペレーション支援を、あわせて検討すべきであ

る。 

② ライフライン提供機関との連携 
ライフライン提供機関とのネットワーク化を強化し、発災時から復

旧・復興期に至るまで、緊密な情報の共有を実現すべきである。 

③ 映像情報等の充実 
消火や救命活動に携わる防災機関間での、映像情報等の重要情報を共

有し、応急対策活動に活用すべきである。 

情報カメラ（ライブカメラ）の設置を充実させることにより、発災時

には各々の地域の大まかな被害状況の把握に役立つことから、早急に整

備に取り組むとともに、平常時の活用方策の検討を進めることが必要で

ある。 

また、職員の緊急参集時にデジタルカメラによる拠点の撮影を行うこ

とも、映像情報の収集の観点から効果的である。 

④ 情報収集衛星の利用促進 
災害時に情報収集衛星から得られる情報の、地方自治体における利用

の促進に関し、国等へ積極的に働きかける必要がある。 

(2) 情報連携・伝達体制の整備 

情報空白期間への対応を推進していくための体制整備が必要である。 

① 情報収集体制の整備（緊急課題） 
災害時の情報収集体制には、住民・災害ボランティア→区市町村→都

等のいくつかのルートが存在する。各々のルートが円滑に機能・連携し、

また、効率的に情報を共有していくために、平常時から、訓練やネット

ワーク化（携帯端末等の活用を含む。）を行っていくべきである。 

② インフラ整備（緊急課題） 
被害状況、各防災機関の活動状況、映像情報等を共有するため、災害

対策本部・消防・警察・区市町村間に、高速大容量の情報インフラを整

備していくことが必要である。 

また、都区市町村間で、画像伝送や双方向通信を可能とするため、区

市町村の有する防災行政無線について、デジタル同報無線やデジタル移

                            
20地域情報、統計情報、設備台帳を地図情報と関連付けて管理し、加工・分析、表示するソフトウェアを GIS:Geographic 

Information System(地理情報システム)という。また、複数の部局が利用するデータ（道路、河川、建物等）を各部局が共用で

きる形で整備し、利用していく横断的なシステムを統合型 GIS という。 
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動無線の導入を促進すべきある。 

③ 災害時優先電話の導入 
国においては、現在、災害時に優先的に情報通信を確保する端末フリ

ー／キャリアフリー型の非常通信システムが検討されている。 

東京都においても、その有用性を検証するため、モデル実験に参加す

る等、その実現に向けて応分の役割が期待されている。 

(3) 広域的な相互連携 

大規模災害時には、都県境を越えて、応急措置が円滑に実施されること

が大切である。 

首都圏の総合危機管理体制（首都圏版 FEMA21等）の検討、相互応援の

体制強化に早急に着手すべきである。 

広域的な相互連携には、各都県間における連絡・調整機能が非常に重要

であることから、情報通信面での連携強化に向けて検討すべきである。 

① 広域通信システムの確保（緊急課題） 
七都県市においては、「七都県市との災害時相互応援に関する協定」

が締結されているが、七都県市間には、この協定を実現するための安全

性の高い情報連絡手段が整備されていないのが現状である。 

このため、既存防災行政無線を、隣接都県が相互接続することにより、

七都県市はもとより、区市町村や防災機関をも効率的に繋ぐことが可能

となる。 

さらに、地域衛星通信ネットワークや、国土交通省が進める関東広域

ネットワークの活用等も視野に入れ、広域な防災ネットワークを拡充・

整備していくべきである。 

② 帰宅困難者支援（緊急課題） 
一自治体による支援では限界がある。都、区市町村、民間が一体とな

り、さらに七都県市とも相互に連携して、積極的に取り組むべき課題で

ある。 

特に、携帯端末やポケベルの技術を利用した鉄道や道路情報の提供、

情報サイトの充実、地域拠点施設との連携を進めていく必要がある。 

③ バックアップ機能の充実 
大規模災害時において、行政が機能しない時間を最小限に抑えるため

は、そのバックアップ機能を検討しておくことが必要である。 

立川地域防災センターにおいては、災害情報システムの一部のバック

アップ機能を有しているが、今後はネットワークシステム全体のバック

アップを図っていくべきである。また、さらに安全性を高めるため、相

当程度遠隔にある都市との防災に関する相互支援協定等についても、検

討をしていく必要がある。 

                            
21 米国の連邦危機管理庁（Federal Emergency Management Agency）をモデルとした首都圏版危機管理体制 
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(4) 都民への防災・災害情報の提供 

① インターネットの活用（緊急課題） 
東京都のホームページの災害時対応体制を整備し、都民へ東京都の災

害対策等に関する情報を広く提供していく。 

さらに、都民の利便性を高めるため、携帯電話への情報提供や、総合

的なライフライン情報（都が収集した震度情報、余震情報、ライフライ

ン情報）を提供するサイトの開設を進める必要がある。 

② 災害時要援護者等への対応 
従来の被害情報は、音声によるものが多数を占めているが、災害時要

援護者への情報提供としては十分ではない。このため、ＩＴを活用し、

情報提供手段の多様化を図るべきである。 

災害時要援護者に対しては、ホームページの活用、携帯端末へ情報の

提供、メディアであるテレビやラジオを利用したわかりやすい情報の提

供、災害時に強いポケベルを使った表示板による情報の提供が有効であ

る。 

③ 民間事業者、ＮＰＯ等との連携 
災害情報の提供や安否確認等については、民間事業者、ＮＰＯ、ボラ

ンティア等との適切な役割分担の下、連携して情報の提供を行っていく

べきである。 

(5) 区市町村等への支援 

区市町村に対して、防災対策や災害対策におけるガイドラインやモデル

を提案し、地域の防災能力の強化に向けた支援を行うことが必要である。 

① 地域拠点施設の整備（緊急課題） 
災害時の都民に対する支援策として、避難所、コンビニエンス・スト

ア、郵便局等の地域拠点施設において、帰宅困難者支援、安否確認など

の情報提供等の支援を都民に対して行うことが有効である。このため、

地域拠点施設の災害対応機能（自家発電装置の有無等）について、調査・

検討し、災害時に機能するモデルとして、提示することが必要である。 

② 避難所運営支援 
区市町村立学校のＩＴ機器の活用による災害情報提供、安否確認の場

の提供、避難所情報の受発信等は、避難所における重要な機能と考えら

れることから、その運営に関するガイドラインを提案していくことが必

要である。 

③ 平常時における災害対策 
ボランティアのネットワーク化、商店街等を中心としたコミュニティ

間の連携、地域単位の自主的な安否確認等の取組等の事例を紹介するこ

と等により、区市町村と協働して平常時から災害対策に関する意識の向

上を図っていくべきである。 
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(6) 新たな情報通信技術・研究の活用 

① 災害時に有効な通信手段の確保 
都民が災害時において利用可能な通信手段としては、ハイブリッド端

末（携帯電話機能＋ポケベル機能）が有効であると考えられることから、

こうした通信機器の開発を関係機関に対して要望していく必要がある。 

さらに、災害時には、災害伝言ダイアルや携帯電話のパケット通信22

（メール）が有効に機能することが指摘されていることから、これらの

活用を促進していくことが期待されている。 

② 東海地震等への対策（地震の直前警報システム） 
震源が首都圏から相当程度離れている場合、Ｐ波により割り出された

震源情報をネットワークを介して入手し、地震の揺れが来る前に警報す

ることが可能である。このことにより、被害の軽減や予測に繋げること

が考えられる。 

全国規模の地震観測網データを中心とした地震波の解析による地震

情報について、東京都の防災対策への活用や都民への情報提供等を検討

する必要がある。 

③ 地震先行現象研究の活用 
地震先行現象が、地磁気・地電流や、地殻の変動と密接に関係してお

り、防災対策に役立つ可能性があることが指摘されている。このため、

東京都においても、これらを防災対策へ活用することについて、検討す

ることが望まれる。 

第3節 産業分野 

1 東京の産業とＩＴ化の視点 
IT 革命が進展する中、日本の経済発展に重要な役割を果たしてきた東京の中

小産業が、ＩＴの恩恵を十分に享受出来ていない状況にある。中小産業が IT

の効果を活用することが、３３００万電子都市を構築し、首都圏から日本の再

生を進める上での喫緊の課題となっている。 

このため、東京都は、産業振興にＩＴを積極的に活用し、①競争力を持った

経営・業態への転換、②新たな産業集積の創造、③地域の資源を活かした地場

産業の発展、④商店街等による地域振興、⑤産学公連携等を支援・推進してい

くべきである。 

                            
22 データを小さなまとまりに分割して一つ一つ送受信する通信方式。分割されたデータはパケットと呼ばれ、データのほかに送信

先アドレスや、データ全体の中の位置情報、誤り訂正符号などの制御情報が付加されている。パケット通信を使うと、通信回線

を効率良く利用することができる。 
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2 産業とＩＴを論じるに当たっての民と公との役割分担 
東京の産業は、民間の主体的な活動を基本とし、行政は、戦略的・重点的な

支援、重点的施策・モデル施策の実施、総合的な環境整備、規制緩和等の施策

を推進していくべきである。 

3 ＩＴ化をめぐる東京の産業の課題 

(1) 既存の産業集積の衰退 

特定の地域に小規模工場が集積する従来型の産業集積は、生産拠点の海

外移転による産業の空洞化の進行や、国際市場における価格競争力の低下等、

極めて厳しい状況に直面している。 

また、従業者の高齢化の進行、集積を構成している小規模企業の転廃業

等、地域内に確立していた分業構造が崩れ、集積地の優位性が失われつつあ

り、ＩＴを活用した新たなネットワークづくりが求められている。 

(2) 中小企業のＩＴ化の遅れ 

ＩＴ化の進展は、技術革新のスピードを早め、企業活動へも大きな影響

を与えているが、その対応度により、企業間の情報格差、業績の格差は広が

る一方である。特に、中小企業では、技術や人材の不足、投資能力の限界等

から、ＩＴ化への対応に遅れがちであり、マーケットの拡大、スピード化、

グローバル化への対応が十分に行われておらず、国際競争力の低下等も、大

きな課題となっている。 

また、電子商取引をはじめとするネットワークを利用した受発注業務へ

の参入や、設計・製造部門におけるＩＴ活用についても、規模が小さな企業

ほど、取組が消極的であり、このことが企業の生き残りを左右するまでにな

っている。 

(3) 地域商店街の衰退 

地域社会において大きな役割を担っている商店街においても、時代の変

化への対応を迫られている。 

商店街を構成する小規模小売店舗は、大規模店の出店増加やコンビニエ

ンス・ストアの機能強化、インターネットビジネスの進展等により、店舗数

の減少や経営状況の悪化等の問題を抱えており、その有効な生き残りの道筋

を見出せていない。 

(4) 新映像産業23育成の遅れ 

東京には、世界的に高い評価を受けているアニメーション産業が、集積

している。しかし、近年、カナダや韓国等においては、新映像産業に対して

積極的な取組が行われているが、日本ではデジタル化への対応やコスト競争

への対応が遅れており、国際市場における日本の優位がゆらぎつつある。 

                            
23 ここでは、アニメーション産業やデジタルコンテンツ産業等を総称し、新映像産業と記述する。 
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一方、デジタルコンテンツ24の市場規模はブロードバンドの普及等に伴い、

２００１年の４９０億円弱から、年平均成長率６０％以上で拡大し、２００

６年には５５３０億円に達すると予測されている25。国内のソフトウエア製

品売上高の５０％以上を東京の事業者が占めている26こと等から、将来性豊

かなデジタルコンテンツ産業についても、東京都として重視すべきである。 

これら、東京の新映像産業を育成するために、戦略的・重点的な支援を

検討、充実していくことが必要である。 

4 東京の産業におけるＩＴ化の推進 
ＩＴの活用を積極的に推進し、東京の産業振興における課題解決に役立てる

べきである。 

(1) 新しい産業集積生成への支援 

① 秋葉原ＩＴセンター事業の推進 
他の地域にはない秋葉原の地域的な特性を活かして、秋葉原地区にＩ

Ｔ関連産業の世界的拠点を形成する。秋葉原ＩＴセンター事業の成否は、

首都圏のブロードバンドネットワークのインフラ整備と密接に結びつ

いている。集客機能、産学連携機能、情報ネットワーク機能を備えたＩ

Ｔセンターを 3300 万電子都市のネットワークのハブとして推進し、

首都圏の経済活性化の起爆剤として活用していくべきである。 

② 新たなる産業集積の促進 
ネットワークを活用することにより、東京の各地域の異なる機能を組

み合わせ、新たなる産業集積を創造していくべきである。 

秋葉原周辺地域の空き室・空き工場の活用、大田区等の中小製造業と、

大学・研究機関、企業等との新たな連携が考えられる。ＩＴを活用する

ことにより、地域内での集積だけではなく、東京全体の多様な産業資源

や、デザイン産業・製造業など異なる機能を組み合わせた共同事業等を

支援・促進していくことができる。 

(2) 中小企業におけるＩＴ化の推進 

① ベストプラクティスの紹介 
ＩＴの活用方策やＩＴの果たすべき役割は、企業の規模、業種、業態

等により多岐にわたる。 

中小企業にとっては、ＩＴへの投資効果やＩＴが有効に機能する分野

に関する情報が、ＩＴ導入における重要なインセンティブとなる。この

ため、導入のきっかけづくりや、導入効果の普及等を主眼とした、ベス

                            
24 情報機器やネットワーク等で扱われる文章やデジタル化された情報をデジタルコンテンツと言う。ゲームや映像等が代表的なも

のである。 
25 株式会社野村総合研究所 「デジタルコンテンツ市場について、2006 年までの市場規模予測とビジネストレンド分析」

2001.11.8 
26 経済産業省 平成１２年１１月１日現在「平成１２年特定サービス産業実態調査」情報サービス業 都道府県別、業務種類別売

上高より。ソフトウェアプロダクツ：総額 988,162 億円・東京都 580,018 億円。 
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トプラクティスの紹介等に取り組んでいくべきである。 

② ＩＴ導入の支援 
特別な知識、技術がなくても、ＩＴを導入・活用するためには、ＩＴ

活用に係る相談窓口機能や中小企業における活用方法の研究に関する

支援の仕組みが必要である。 

初期投資の低減、集中管理方式によるメンテナンス、セキュリティ対

策、ソフトウェア更新等の実現が主要な課題と考えられるが、ASP 等27

の活用が、こうした課題の解決に有効である。 

ASP 等の試験的な構築運用、特定業種に対するモデル事業や事例の

提示、大企業 OB 等によるエージェント、プラニング、サポート機能等

も支援策として検討すべきである。 

(3) 商店街のＩＴ化推進 

① 商店街の組織化支援 
従来の商店街への支援は、地域的な枠組みを基礎として行われてきた

が、個々の商店街の興味の方向や熱意に差があり、効果がわかりにくい

ことが課題として指摘されてきた。 

ＩＴを活用することにより、従来型の地域を単位としたネットワーク

だけではなく、地縁を超えて、同じ目標を共有する商店間の情報交換、

ネットワーク化等の体制整備を支援していくことが有効である。 

② 商店のＩＴ化促進 
情報提供やベストプラクティスの紹介を通じ、ＩＴの効果を浸透させ

る必要がある。 

また、商店街ホームページの作成支援、電子商取引等に対応したシス

テムの構築支援、ネット商店街の支援等の施策を検討・実施していくべ

きである。 

③ 基礎的自治体との連携 
基礎的自治体が行う地域振興策との連携を更に強化し、コミュニティ

ビジネスとしての商店街の機能に着目した支援に取り組むべきである。 

ＩＴを活用した商店街の地域防災拠点化や、商店街の高齢者等への安

否確認機能、空き店舗を活用したデイ・ケア・センター等、社会変化に

対応した新しい商店街の役割のモデル化、提案、紹介等について、基礎

的自治体と役割を分担し、取り組んでいくことが重要である。 

(4) 新たな地場産業への支援 

① アニメーション産業への支援 
国際的に高い評価を受ける日本のアニメーション産業の２０００年

                            
27 Application Service Provider:ネットワークを介してコンピュータのアプリケーションソフトやコンテンツを、複数ユーザに

提供する有料のサービス形態のこと。 
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における市場規模は１５９３億円にのぼる28が、プロダクションの約８

６％が東京に集積している29。東京都は、東京の地場産業であり、高い

国際競争力を持つアニメーション産業を、さらに積極的に育成、支援し

ていくべきである。 

「新世紀東京国際アニメフェア２１」をはじめとする国際的なアニメ

見本市の開催は、商談の場の拡充、デジタル化移行への支援、産学公の

連携による人材育成、製作資金調達方法の確保等の観点から極めて有効

な支援となっている。 

今後とも、こうした取組を積極的に推進していくことにより、アニメ

ーション産業により、東京のシティセールス、東京のブランド化へ展開

していくことが可能となる。 

さらに、アニメーション産業は、日本の文化のひとつの構成要素であ

ることから、文化の産業化のモデルケースとして位置付け、東京の文化

や芸術が集積されるように積極的に生かしていくべきである。 

② デジタルコンテンツ産業への支援 
東京の産業の活性化の観点からデジタルコンテンツ分野における支

援も重要である。 

ＩＴを文化の産業化や文化継承に生かす視点から、都立の大学等によ

る人材育成、公的な機関（都立の美術館、博物館等）によるデジタルコ

ンテンツの収集・公開事業への支援、アーカイブセンター機能の充実等

について、検討を進めていくことが必要である。 

また、アジア大都市ネットワーク共同事業「アジア遠隔教育プロジェ

クト」は、コンテンツ開発、人材育成等の成果を活用する観点から効果

的な施策であり、一層の充実を図っていくことが必要である。 

第4節 教育分野 

1 教育分野において早急に取り組むべき課題 
我が国の教育は、経済・社会のグローバル化、情報技術革命、少子高齢社会

等、子どもをとりまく環境の変化に伴う、不登校や引きこもりの増加、社会性

や規範意識の希薄化など、青少年の健全育成の問題や都民の学習ニーズの多様

化などに対応した変革が求められている。 

都民一人ひとりが高度情報社会の恩恵を享受するとともに、大都市東京が抱

える課題（地域の持つ活力が失われていることや人間関係が希薄化しているこ

と等）の解決へ貢献し、国際社会で活躍するような人材の育成を目指した教育

を展開していくことが必要となっている。 

                            
28 経済産業省商務情報政策局監修・（財）デジタルコンテンツ協会編『デジタルコンテンツ白書 2001』2001.7 p.112 
29 前掲書 p.113 2000 年現在の東京都のアニメプロダクション数は 175 社で、全国の 86.2%を占める。 
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(1) 社会変化に対応した教育 

これからの学校教育においては、情報社会を生きるための基礎的な力と

しての情報リテラシー（情報活用能力）の育成が不可欠である。 

また、児童・生徒の基礎学力の向上を図り、個性や創造力を重視し、子

どもたちが主体的に学び、考えるような指導を行うとともに、児童・生徒の

興味・関心、適性や進路希望、障害者への適切な対応を図る等、多様なニー

ズに応じた教育を積極的に進める必要がある。 

さらに、保護者や地域住民の学校運営への参画を促進し、特色ある学校

づくりをすすめるとともに、学校が家庭や地域の教育力を向上させる地域拠

点としての機能を果たすことが大切である。 

(2) 生涯学習社会への対応 

都民が生涯を通じ、学びたいときに学びたい内容を学ぶことが可能な機

会を充実させていかなければならない。 

そのため、各種の文化施設や学校等の一層の開放を図るとともに、生涯

学習関連機関との連携を強化することが重要である。 

また、都民の情報リテラシーの向上を図るための学習機会の提供及び情

報インフラの整備により、生涯学習環境の多元的・広域的支援、都民の文化

創造、交流機会を充実させることが大切である。 

2 東京の教育におけるＩＴ活用の方向性 
人と人とを結びつけるなど、多様な特性をもつＩＴを最大限に活用し、学校

教育や都民の生涯学習を充実させることが重要である。 

(1) 児童・生徒、都民の情報リテラシーの向上 

学校においてコンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用する

ことにより、児童・生徒の情報リテラシーの向上を図ることが可能である。 

また、生涯学習施設等において、ＩＴ関連の公開講座を充実させること

により、都民の情報リテラシーを向上させることができる。 

これらにより、社会において活躍し、国際社会の発展、文化の創造に貢

献できる人材を育成するとともに、デジタルデバイドを解消し、より多くの

都民が高度情報化社会の恩恵を享受することができる。 

(2) 学校における教育内容の充実（魅力ある授業の展開） 

学校における各教科等の指導にＩＴを活用することによって、従来の教

科書と黒板を中心にした教員主導の授業から、画像を教材としたり、シミュ

レーション等を使った授業へと大きく転換することができる。 

また、ＩＴの活用により、学習者が自らの興味・関心、能力、学習進度

に応じて、主体的に学習を進める等、課題解決型の学習を効率的に行うこと

ができる。さらに、国内外の学校・人々との交流、遠隔授業、e-Learning30

等、学習者の多様な能力・適性、希望等に応じた教育を行うことができる。 

                            
30 コンピュータとネットワークを利用して教育を行うこと。教室で学習を行う場合と比べて、遠隔地にも教育を提供できる点や、

コンピュータならではの教材が利用できる点などが特徴である。 
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(3) 個別の課題に応じた教育の充実 

障害の状態等に応じたＩＴ機器を活用することにより、障害のある児

童・生徒や都民にとっての学習手段が広がり、利用可能な情報の質・量や活

動領域が大きく拡大し、社会参加を促進することができる。 

さらに、病気療養や不登校等の理由から通学できない児童・生徒に対し

ても、遠隔授業によりきめ細かな対応をすることが可能となる。 

(4) 新しいタイプの学校の創造 

学校に児童・生徒が登校して学習することを基本とする従来型の学校だ

けでなく、遠隔指導を基本にした学校（ＩＴ版の通信制高校等）の創設等、

多様な学習形態が可能となる。 

これにより、病気や就労等の理由により学校に通えなかった生徒・都民

に対して、学習の機会を拡大することができる。 

(5) 教員の意識改革、資質向上 

学校のＩＴ化が進展するに従い、教員にとっては、教材作成のための情

報収集や、連絡業務の時間的・予算的軽減が図られるとともに、外部からの

様々な刺激により教員自身の意識改革が促される。 

さらに、校務の能率化により、教員に時間的ゆとりが生じ、教材研究や

児童・生徒に対する指導を充実することができる。 

(6) 教育機関相互の連携拡充 

ＩＴの進展に伴い、区市町村や都内の教育機関との連携による広域的な

事業展開が容易になり、小・中・高・養・大等に一貫した東京の特色ある教

育の推進や、学校の枠組みを越えた指導者間の情報交流、指導・教材等に関

する研究の促進等が期待できる。 

また、産学公の連携による技術者の養成や、研究活動の活性化等に対し

も、学校のＩＴ化が大きな役割を担っている。 

(7) 地域社会との連携の推進 

学校等が、積極的にホームページや電子メールを活用し、家庭や地域の

人々からの意見等を学校運営等に生かしていくことにより、都民との信頼関

係の構築へ活用することができる。 

また、地域の住民を対象とする公開講座の充実等、開かれた学校を推進

することにより、地域の教育拠点としての学校の利活用が進み、地域コミュ

ニティの活性化に貢献することができる。 
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3 東京都の教育におけるＩＴ化の現状と課題 

(1) インフラ（ネットワーク環境・機器）整備 

我が国の学校の情報化が国際的に遅れていることは、しばしば指摘され

るところである。中でも、都内公立学校のコンピュータ、情報通信ネットワ

ークの整備は大きく遅れており、平成１３年３月現在の調査によると、教育

用コンピュータ整備進捗率は、全国で３９位の３７％に留まっている31。 

また、学校のインターネット接続率は６０．１％で、４７都道府県中４

６番目である32。学校におけるＩＴ利活用の前提となるインフラ整備が喫緊

の課題である。 

(2) 教員の情報リテラシー 

上記の調査によると、コンピュータを操作できる教員の割合は、７５．

２％（全国平均７９．７％）33であり、授業でインターネットを利用して授

業を行ったことのある教員の割合は１５％と４７都道府県中で最下位34で

ある。 

今後は、教科等の学習指導での活用を目指した研修の充実を図るととも

に、教員の意識の高揚、教育指導への活用を促進するための環境整備が不可

欠である。 

(3) コンテンツの充実および授業への活用 

現在、学校におけるＩＴ化を阻害している大きな要因のひとつに、カリ

キュラムに対応した有用なコンテンツが少ないことが挙げられる。 

素材の収集・編集・加工、著作権にかかわる手続など、すべての教材作

成の作業を個々の教員が行っているのが現状である。個々の教員が作成した

教材等を集約し、共有化する方策等を講じることにより、幅広く多様なコン

テンツを容易に入手・活用できるようにすることが重要である。 

また、授業への更なる活用を図るためには、教員のＩＴスキル研修から

授業への利活用研修へのシフトや、外部講師の積極的な登用が必要となる。 

(4) 運用管理体制の整備 

学校における情報関連機器のメンテナンスや、セキュリティ対策等は

個々の学校に任されており、各学校により取組に差が生じている。また必要

に応じたメンテナンスやセキュリティ対策を行うことが困難であることか

ら、結果として不十分な状態にある。 

また、学校における機器の管理や運用が、専門的な知識を有する一部の

教員に任されることから、人事異動に伴って、これまでの経験が継承されず、

利活用が低迷することがある。 

                            
31 平成１３年３月３１日現在：文部科学省「学校における情報教育の実態等に関する調査結果」より。なお、「教育用コンピュー

タ整備計画進捗率」とは、平成１７年度までの整備計画達成時の「教育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数」（5.4 人に 1 台）

に対する進捗率 
32 平成１３年３月３１日現在：前掲調査 
33 平成１２年度現在：前掲調査 
34 平成１２年度現在：前掲調査 
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4 東京都として重点的に取り組むべきもの 
近年の情報通信技術の著しい発達により、世界的な規模で社会のあらゆる分

野に情報化が浸透し、教育もこの例外ではない。情報化のメリットを最大限生

かし、コミュニケーション能力の育成を図るとともに、情報化の「影」の部分

である感情の欠如や自然からの乖離等を視野に入れ、教育の情報化を進めてい

かなければならない。 

(1) ＩＴの活用による教育内容・方法の多様化 

① IT 活用による教育の改革 
教員がインターネット等の情報通信ネットワークを積極的に活用す

ることにより、児童・生徒に興味・関心を持たせる、「わかりやすい授

業」の展開が可能となり、基礎学力の向上や中途退学防止などにも大き

な効果をもたらす。 

特に、e-Learning を活用した進度別、個別学習の推進や、セーフテ

ィネット機能（不登校や中途退学の生徒などに対する学習機会の提供）

を充実させることも大切である。 

② 教育用コンテンツの充実 
学習者の興味・関心を引き出し、創造力や思考力を育成するためには、

良質なコンテンツの開発・整備が必要である。 

また、ASP 等を活用したコンテンツの整備・普及を図り、学習者が

いつでも、どこでも、学習できるようにする必要がある。 

さらに、学校図書館のネットワーク化による情報共有や、都立の大学

等における公開講座の電子教材化等についても、検討していく。 

③ 教育方法の多様化 
都立の大学においては、複数キャンパス間における遠隔教育の実施や、

自宅や遠隔地での聴講を希望する都民に対する授業や公開講座の配信

等、社会変化に対応した柔軟な教育形態を検討すべきである。 

また、これからの学校教育においては、「生きる力」を児童・生徒に

育んでいくため、自ら学び自ら考える教育へ転換しなければならない。

このため、個別指導、グループ指導等にインターネット等を積極的に活

用することにより、教育方法の多様化を実現していくことが必要である。 

④ 心身障害教育におけるＩＴ活用 
障害の状態に応じた情報関連機器の整備や活用による社会生活拡大

への取組、心身障害教育のセンター機能（指導・相談）の強化等へ、Ｉ

Ｔを積極的に導入していくべきである。 

⑤ 新しい教育の仕組み 
インターネット等の情報通信手段の活用は、学校、大学、企業などの

連携を一層促進し、多様な学習方法を可能とすることから、新しい教育

の仕組みをもたらす。 

ＩＴを積極的に活用した特色ある学校をＩＴ拠点校として開校し、
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e-Learning の活用、交流学習、遠隔授業等を通して、志の高い児童・

生徒の育成を図り、東京から日本の教育を改革する起爆剤としていくべ

きである。 

⑥ アプリケーションの共通化 
都内の学校間で利用できる統一的な教育用グループウエアの導入に

より、統一的な校務への活用や、出席、進路、保健等のデータ管理シス

テムの活用、教材の共同作成・共同利用の促進等の効果が期待できる。 

教員への相談サイトの運営や、教員間での情報交換のツールとしても

効果的であると考えられる。 

(2) 環境整備と効率的な運用体制の導入 

① 都立学校の環境整備 
都立学校は、児童・生徒の情報活用能力の育成だけではなく、都民の

ＩＴ研修の拠点としての機能をもつことから、校内の LAN を整備する

とともに、学校間のネットワークを早急に構築するべきである。また、

ASP を活用するなどし、効率的な設備投資を図る必要がある。 

② 都立の大学の環境整備 
世界都市東京における知の創造拠点として、基礎・教養教育での情報

教育を充実するとともに、都立の４つの大学が一体的な総合力を発揮す

るため、ネットワーク環境の整備・促進を図るべきである。 

③ 環境整備の推進体制 
行政内の各部門が各々検討を進めるのではなく、使用者（教職員、保

護者、生徒）等の参加型の検討体制を整備し、管理運営体制や設置形態

のあり方を積極的に見直す等、限りある資源を最大限有効に活用してい

かなければならない。 

④ 運用・管理方策 
メンテナンス、セキュリティ対策、ソフトウェアの更新等を、集中管

理方式とし、対策の強化や統一的な運用を行うべきである。ASP 等を

積極的に導入し、サーバやシステムのアウトソーシングによるメンテナ

ンス等を取り入れることにより、運用管理等の負担軽減に資することが

期待できる。 

⑤ 効率的な情報関連機器の導入 
機器の陳腐化を避けるためにも、現行の契約方法や、更新頻度につい

て見直しを行う必要がある。 

経済的、環境的視点からも、機器更新作業の簡素化を目指し、サーバ・

ベースド・コンピューティング35の活用によるクライアントの延命化等

を視野に入れ、機器の導入、更新を進めていくべきである。 

                            
35 Server-Based Computing:アプリケーションとデータの配備、管理、サポート のすべてが、ネットワークを介してサーバ上

で行われる仕組みのこと。 
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⑥ 外部人材の積極的な登用 
パソコンルーム、図書室等の管理、指導や、学校内における情報化推

進、セキュリティ対策、その他学校内のヘルプデスク機能や教育アシス

タント的な役割を担うべき人材が必要である。 

地域のＩＴ離職者、ボランティア、NPO 等、学外からの登用につい

て、積極的に検討すべきである。 

⑦ 校務の効率化 
校務処理の合理化・効率化を実現するためには、ASP 等の活用によ

る、汎用的な校務（回覧、スケジュール管理等）処理や、出席、進路、

保健等のデータ管理のシステムの提供が考えられる。 

また、校務のシステム化においては、校務の抜本的な見直しや改革の

視点が不可欠であることから、モデル校やモデル業務の選定等により、

先進的な事例を積み上げていくことが必要である。 

⑧ 調査、調整、会議、連絡等の効率化 
共同利用可能なグループウエアの導入や、テレビ会議システムによる

遠隔会議等、ネットワークの活用を急ぐべきである。 

また、教職員全員への電子メールアドレス付与を推進し、学校間、行

政間、また学校外との情報共有、調整連絡等を効率的に行っていくべき

である。 

(3) 教職員の意識改革と資質向上 

① 研修内容の改善 
授業等の教育現場におけるＩＴ活用を進めるためには、情報関連機器

の運用管理等に関するスキル研修から、教科における活用研修へとシフ

トしていくことが必要である。 

また、民間ＩＴ技術者の活用による教員研修の実施、情報教育や新教

科「情報」に関する専門研修の充実、東京都教職員研修センターや指導

主事による検討体制の強化も望まれる。 

② 研修形態の改善 
e-Learning やテレビ会議システムの活用による国内外の教育機関と

連携した遠隔研修の実施等により、授業や校務への影響や、教職員への

研修受講にかかる負担を最小限にし、効率的な知識・技能の修得を目指

すことが必要である。 

(4) 地域社会と連携した教育の推進 

① 保護者・地域社会との連携 
ホームページや電子メールを利用した学校情報の受発信、教育相談の

充実、公開講座に関する情報の積極的な発信等、保護者や地域との信頼

関係の構築についても、ＩＴは効果的である。ＩＴの利活用により、学

校と家庭の関係を密にする方策について、検討すべきである。 
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② 学校の地域拠点機能の強化 
授業や校務以外にも、学校の情報関連機器を積極的に活用すべきであ

る。 

災害時における避難所（学校）のパソコンを使った安否確認等、地域

にメリットのある活用方策について検討していかなければならない。 

③ 都民のデジタルデバイドの解消 
学校の情報関連機器の開放、IT 関連の公開講座の充実等、都民のデジ

タルデバイドを解消する事業を積極的に展開していくべきである。 

④ 教育機関の情報連携の推進 
都内の小・中・高・大・養等、各学校間の連携推進や、区市町村立の

学校の相互支援の促進に対して、ＩＴを活用すべきである。 

また、公立学校のみならず、私立の学校、また学校以外の教育機関の

ネットワーク化を積極的に推進していくことも必要である。 

⑤ 産学公連携の推進 
東京の資産である世界有数の情報、産業、大学等の集積を生かしたネ

ットワークを推進すべきである。 

また、住民、企業、学校や研究機関等との協議体制や、産業界と連携

した教育事業の展開に関しても、ＩＴ化は大きな貢献が期待されている。

- 28 - 



第 3章 電子自治体の構築と新たな自治体間の連携を目指して 

第3章 電子自治体の構築と新たな自治体間の連携を目指して 

第1節 検討の視点 

政府は電子政府の本格始動の目標年次を２００３年度（平成１５年度）に

置き、各省庁が連携して様々な取組を行っている。 

地方自治体においても、政府の「電子自治体」の構想を実現するための施

策の推進が求められている。総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）や住民基

本台帳ネットワークの構築をはじめ、行政情報の提供や公開、申請・届出、

調達手続等、今後、多くの行政事務について、積極的に電子化・情報化に取

り組んでいくことが必要となる。 

こうした状況を踏まえて、電子都市の構築に向け、自治体の置かれている

現状と課題を把握するとともに、電子自治体の構築と新たな自治体間の連携

を目指して、今後、東京都が重点的に取り組むべき施策について検討を行っ

た。 

第2節 住民サービス向上のための自治体連携の推進 

1 連携に向けた現状と課題 
インターネットの普及や日常生活圏の拡大等により、広域的な行政需要が増

大している。このため、防災や産業政策、申請・届出手続等、自治体が連携し

て、広域的に解決しなければならない行政サービスが山積している。 

そこで、行政区域毎に行われているサービスの提供を見直し、東京都と区市

町村、さらには七都県市が連携して、広域的な事業を展開していくことが必要

である。 

しかし、現状では、国と自治体との連携に比べ、自治体間の連携が希薄であ

る。国の「電子自治体」構想は、ネットワークを介して広域的なサービスの提

供を目指すものであり、その実現には基礎的自治体間の連携が必須の課題であ

るが、連携が十分に行われていないのが実情である。 

特に、東京都内においては、東京都と多摩地域における連携が不十分であり、

この背景には、広域的自治体としての東京都の役割が、十分果たされていない

ことが一因として挙げられる。 
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2 連携に向けた基本的方向 

(1) 連携を進めるための手法 

連携を進めていくためには、各自治体のトップが２つの効果（①ＩＴの

活用により、これまで不可能だった広範囲な連携が可能となること、②連携

によって住民サービスの向上に資することが可能であること）を共通認識と

して持つことが必要である。 

また、連携に当たっては、東京都と区市町村、七都県市の各自治体が対

等の関係で行うことが重要である。 

なお、横並びにすべての自治体が一律に連携することは難しいことから、

連携を早期に進めるためには、可能なところから実施し、その取組事例をモ

デル的に示していくことも必要であろう。 

(2) 連携に向けた東京都の役割 

東京都及び区市町村の機能と役割分担を整理し、東京都においては、広

域的自治体としての立場から、区市町村との連携、七都県市との連携に向け

た総合調整機能の発揮が必要である。 

(3) ＬＧＷＡＮの活用 

自治体連携を進めるインフラ基盤として、平成１５年度を目途に全国の

自治体を専用回線で結ぶＬＧＷＡＮの活用を図ることが有効である。 

3 東京都として重点的に取り組むべきもの 

(1) 総合調整機能の発揮 

東京都と区市町村の連携を進めるため、東京都が情報化施策に関する区

市町村への情報提供や意見交換を目的として開催している「都区市町村ＩＴ

推進協議会」の充実・強化を図ることが必要である。 

また、連携の必要性について、首長の共通認識を喚起するため、区長会・

市長会等への働きかけを行うとともに、トップレベルでの意見交換会や研究

会を開催することも重要である。 

さらに、広域的な連携を視野に入れ、埼玉、千葉、神奈川の各県及びそ

の政令市で構成される「七都県市情報化連絡会議」等を通じ、七都県市との

連絡、協議を行っていくことが必要である。 

なお、区市町村、七都県市との協議に当たっては、電子掲示版やメーリ

ングリスト等の電子的な情報共有基盤を活用し、迅速な情報提供、情報収集

に努めていく必要がある。 

(2) ベストプラクティスの提示 

区市町村の広域的な事業の取組を進めるため、具体的事例の検討や紹介

を東京都が率先して行うことが必要である。例えば、電子申請や電子調達の

検討、統合型ＧＩＳの構築・運用等、行政区域を越えて取り組むべきテーマ

とモデルの整理を行い、東京都と区市町村との間で調整を図っていくことが

必要である。 
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(3) ＬＧＷＡＮを活用した連携の推進 

ＬＧＷＡＮを有効に活用した連携を進めるため、都道府県及び政令市に

先行的に整備されたＬＧＷＡＮの利用イメージを具体化・明確化（国や都道

府県間の活用事例、ＡＳＰなどの接続仕様の紹介等）し、導入に向けた準備

を東京都と区市町村が共同歩調で行っていくことが必要である。 

第3節 基礎的自治体における電子化・情報化の推進 

1 自治体の置かれている現状と課題 
民間ではＩＴを活用したサービスの提供が日常的に行われる中、行政におい

ても、行政情報の提供をはじめ、申請・届出手続等のサービスの電子化が求め

られている。各自治体においては、住民ニーズに応えるため、電子化・情報化

を推進し、質の高い行政サービスを提供する体制づくりが急がれている。 

しかし、現状では自治体によって情報化の進捗度に格差があり、多くの自治

体で、電子化・情報化への対応が十分行われていないのが実情である。 

電子化・情報化に向けた自治体のインフラ等の整備については、地方分権の

観点から補助制度や地方交付税措置等、国から地方自治体に対する財政支援の

見直しが行われる方向にあり、早期の対応が望まれている。 

2 電子化・情報化に向けた基本的方向 

(1) 住民の視点からの電子化・情報化の推進 

電子申請や届出等のシステムを構築する際に、利用者である住民の視点

から画面の構成や項目、用語の統一・標準化等を進めるとともに、必要なと

きには専門家等のサポートが得られるしくみとすることにより、だれもがＩ

Ｔの発達を享受できる電子化・情報化の推進を図るべきである。 

また、情報バリアフリーの観点から、高齢者・障害者にも利用しやすい

インターフェイスを持つこと、情報リテラシーの向上に向けた教育機会の提

供等にも配慮が必要である。 

(2) 自治体の体制整備の推進 

自治体における体制を整備するため、都庁内部の電子化・情報化を進め

るとともに、区市町村と協調した施策の展開が必要である。 

また、自治体間で情報化の進捗度に格差がある現状を踏まえ、今後、電

子自治体構築に向けて、特に平成１４年度、１５年度は各自治体が連携して

電子化・情報化を進めることが必要である。この際に、ＮＰＯ等、地域住民

を電子自治体推進のパートナーとして捉え、住民の声を後押しとすることも、

電子化・情報化を進める有効な手段となろう。 
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(3) 自治体内部のＢＰＲ36を意識した事業の取組 

電子自治体の実現は、住民サービスの向上や開かれた行政の実現、事務

の効率化等を指向するものであり、単に紙から電子的な情報のやりとりへの

変更にとどまらず、ＢＰＲとの連動が必須である。このため、企画、財政部

門と連携し、効率的にＢＰＲに取組み、自治体内部における仕事のプロセス

や制度を見直すことが必要である。 

また、自治体間の連携を意識した業務処理や業務データの標準化を図る

ことも重要である。 

(4) 自治体内部でのＬＡＮの構築 

ＬＧＷＡＮの構築による国や自治体間の文書情報交換等に備え、地域に

おいて、その有効活用を図るため、自治体内部のＬＡＮ構築の促進が必須で

ある。総務省をはじめ、国の補助事業を有効に活用するなど、各自治体はＬ

ＡＮ構築に早急（平成１４年度中、遅くとも 15 年度前半）に取り組む必要

がある。 

(5) 情報化を担う人材の育成 

電子自治体の構築を進めるため、ＩＴを活用する人材の育成が急務であ

る。このため、職員の基礎的な情報リテラシーの向上を図るとともに、ネッ

トワークやセキュリティ管理等に関する指導的な役割を担う人材の計画的

な育成に努めることも必要である。 

(6) 個人情報保護に関する制度化 

個人情報保護については、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個

人情報保護に関する法律」により、自治体において、個人情報の適切な取り

扱いを確保するため必要な施策を策定・実施するよう努めることが規定さ

れている。したがって、個人の権利利益の保護の観点から、条例が制定され

ていない自治体では、早急に対応することが必要である。 

(7) 一律に外部とのオンライン接続を禁止する規定の見直し 

高度情報社会の実現のためには、通信回線を活用した情報処理が不可欠

であることから、個人情報処理における外部とのオンライン接続については、

処理目的及び権利利益の侵害のおそれ等を個別に検討した上で、その可否を

決定することが望ましい。このため、個人情報処理における外部とのオンラ

イン接続を一律に禁止する条例等の規定については、早急に見直すことが必

要である。 

(8) 優先的に行うべき行政サービスの検討 

閲覧、申請受付等、可能な部分からＩＴ化を推進し、低コストでノンス

トップの行政サービスを実現する必要がある。 

                            
36 ＢＰＲ（Business Process Reengineering）行政事務の効率化や住民サービスの向上といった目的を実現するため、既存の内

容やプロセスを分析し、実際の業務内容や組織を再構築すること。 
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この場合、電子化・情報化を進める観点からは、スポーツ、公共施設予

約等、住民にとってわかりやすく、利便性が明確なところから行政サービス

を行うことが効果的である。 

3 東京都として重点的に取り組むべきもの 

(1) 区市町村の電子化・情報化の推進 

「電子都庁推進計画」に基づいて、都庁内部の電子化・情報化を進める

とともに、区市町村に対し、電子政府・電子自治体の構築等に関する国の具

体的な施策や支援施策に関する情報提供等を行っていくことが必要である。 

また、電子化・情報化に関する一定の水準を示すことやより効率的なシ

ステム構築のための事例紹介、情報共有のための仕組み・組織づくりを率先

して行い、東京都と区市町村が連携して、電子化・情報化を進めていくこと

が重要である。 

自治体職員のＩＴ活用能力の向上を図るため、例えば、都・特別区・市

町村の連携による「e-Learning 機構」の設置等、研修機関の充実、体制整

備が必要である。 

(2) ＢＰＲを意識した事業の取組 

東京都において、ＢＰＲの具体的な分野、事例での先行的な取組を行い、

その効果、問題点を明らかにしながら、自治体間の情報共有・共通認識の形

成を図っていく。ＢＰＲに際しては、連携も視野に入れ、例えば、契約に関

する事業者登録制度等について、登録様式も含め標準化を図るなど、同一事

務にも関わらず、自治体間で異なる事務が存在する現状を踏まえ、対応、調

整を行っていくことが必要である。 

また、電子化・情報化を進める上で、支障となる制度・手続について、

ルールや慣行にとらわれることなく見直し、速度をあげて業務改革をすすめ

ていくことが必要である。 

(3) 東京都と区市町村を結ぶネットワークシステムのあり方 

東京都と区市町村間のネットワークは、区市町村自らが最寄りのアクセ

スポイントまで、専用回線（当初は 128kbps37程度）を設置し、ＬＧＷＡ

Ｎと接続することとなっている。 

一方、東京都と区市町村間には東京都防災行政無線が整備されており、

現在、平成１７年度から１８年度の完成をめざして高速・大容量化への再整

備を進めている。 

また、都庁本庁舎と事業所を結ぶスーパーバックボーン38は通信事業者の

ネットワークサービスを利用し、平成１４年度までに構築する計画である。 

                            
37 ｂｐｓ（bits per second） データ転送の速度を表わす単位で、１秒間に送ることのできるデータ量（ビット）を示す。数値

が大きいほど転送できるデータ量も大きくなる。ｋ（ｋｉｌｏ）は１０の３乗。１２８ｋｂｐｓは、１秒間に１２万８千ビット

送信できるという意味。 
38 スーパーバックボーン バックボーンは背骨の意味で主にネットワークの基幹回線部分を指す。都庁において高速で大容量のネ

ットワークを整備するため、庁内の情報ＬＡＮと事業所を結ぶネットワークを都庁スーパーバックボーンとして再構築する。 
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現時点ではＬＧＷＡＮに流れるコンテンツと共にトラフィック量の把握

が困難である。このため、ネットワークのトラフィック量の増加にあわせて、

東京都の行政機関を接続する専用ネットワークの構築について、東京都のス

ーパーバックボーンや防災行政無線の有効利用も考慮しながら、検討してい

くことが必要である。 

第4節 電子自治体システムの共同開発・共同運営の促進 

1 電子自治体の構築に向けた現状と課題 
電子自治体の構築は、行政情報の提供や公開、申請・届出、調達手続等、行

政サービスの向上と行政事務の効率化を目的として行われ、今後、多くの事業

について、電子化・情報化への取組が必要となる。 

しかし、自治体の多くは、「電子自治体」構想の全体像を十分に把握してお

らず、住民や自治体職員に対し、国のこうした施策に関する理解を得るための

取組が求められている。 

また、近年、目まぐるしく進展するシステムの技術革新への対応や電子決済、

電子商取引等、新たなしくみへの取組も自治体に求められている。こうしたこ

とから、各自治体が電子自治体化に向け、個別にシステムの構築・運用管理を

行っていくことは容易ではない。 

さらに、厳しい財政状況下で財源措置が十分に見通せず、また、ＩＴの専門

性から高度な知識を有する人材を確保していくことも難しく、自治体は多くの

難題を抱えている。 

2 共同開発・共同運営に向けた基本的方向 

(1) システムの共同開発・共同運営の促進 

自治体によって情報化の進捗度に格差がある中で、地域によって住民に

不利益が生じることのないよう、電子自治体の構築を円滑に進めることが必

要である。 

こうした中で、ＬＧＷＡＮや住民基本台帳ネットワーク、住民の個人認

証等、共通のプラットホーム構築が進行していく中で、協働化の前提条件が

充実しつつある。 

また、自治体については、それぞれ特異性はあるものの、民間企業と比

べれば、基本的に業務の共通性が高い。 

そこで、効率的に電子自治体の構築を進めるため、システムの共同開発・

共同運営の促進を図ることが有効である。 

こうした事業を展開するに当たっては、隣接するいくつかの区市町村に

よる連携、東京都と多くの区市町村を組み入れた連携、都道府県の枠を越え

た自治体による連携等が考えられる。共同開発・共同運営に関わる連携に当

たっては、目的とすべきシステムのサービス、内容に応じて、最も適した形

態のものを採用すべきである。 
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(2) アウトソーシングの活用 

全国で推進される電子自治体の構築に対して、各自治体が個別に高度な

知識を有するシステムの専門家を抱え込むことは難しい。今後、住民により

良いサービスを提供し、効率的な自治体経営を行うには、業務、システム等

について、外部の人材や資源を活用するアウトソーシングが有効な手段とな

ろう。 

そこで、システムの共同開発・共同運営を進める手法として、ｉＤＣ39や

ＡＳＰ等の有効活用を検討するとともに、ＰＦＩ40的な手法の検討も併せて

行うことが必要である。 

また、産官連携による効率的で、適切なしくみづくりの検討を行うため、

東京都、区市町村、国、民間を含めた研究会の設置が必要である。 

3 東京都として重点的に取り組むべきもの 

(1) 取り組むべき事業 

国の電子自治体構想に乗り遅れる区市町村があれば、都内においても、

地域によって電子的な行政サービスが受けられない等、住民に不利益が生じ

ることが想定される。 

こうしたことから、地域的なデジタルデバイドに配慮しつつ、情報化が

遅れている地域にあっても、格差なくサービスを提供するしくみづくりを東

京都が行っていくことが重要である。 

そこで、東京都と区市町村が連携し、効率的に電子自治体の構築を進め

ていくため、システムの共同開発・共同運営の実施を図っていくことが必要

である。 

東京都においては、今後、共同開発について、その方法や範囲を具体的

に検討していくこととなるが、当面、具体的な取組事業として、電子申請シ

ステムや電子調達システム（入札情報を提供するシステム、入札参加資格申

請のための受付システム、電子入札システム）、統合型ＧＩＳについて、共

同開発・共同運営の検討を進めていく。 

(2) 共同運営協議会の設立 

東京都及び区市町村においては、「都区市町村電子自治体共同運営協議会

（仮称）」を設立し、システムの共同開発、共同運営の検討を行っていく。 

① 基本的なコンセプト 
－すべての自治体への門戸開放 

－自治体と民間企業とのリスクシェアリング 

－ＡＳＰ等の民間企業のノウハウの活用 

－国の汎用システムの仕様の準拠 

－平成１６年度運用の開始 

                            
39 ｉＤＣ（Internet Data Center）ＥコマースやＡＳＰ事業等を行うためのサーバを設置する堅牢で安全な拠点施設。また、サ

ーバをインターネットに接続するための広帯域な通信回線を備えた施設。 
40 ＰＦＩ（Private Finance Initiative）民間の資金や経営ノウハウを活用して、公共サービスの提供を民間主導で行う手法。 
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② 協議会で検討すべき事項 
－基本方針の検討（運営方針、利用基準、費用負担の考え方等） 

－共同事業の選択（電子申請、電子調達等） 

－技術的しくみの検討 

－ＡＳＰ方式による事業の検討（仕様書の確定等） 

－ＬＧＷＡＮの活用の検討等 

(3) 七都県市との連絡・協議 

区市町村との間で進められるシステムの共同開発、共同運営のノウハウ

を活用し、七都県市との共同開発・共同運営を検討するため、「七都県市情

報化連絡会議」等を通じ、連絡・調整を行っていく。 

(4) アウトソーシングの活用の検討 

アウトソーシングの活用について、モデル事例での共同研究等、先行的

な取組を行い、情報の収集や提供を行う。例えば、民間のＡＳＰ事業を通じ

て、セキュリティを確保しつつ、ネットワークを介して、効率的にシステム

やサービスの利用を図ることも検討に値するであろう。 

また、事業の実施に当たっては、住民に対してその事業の効果や効率に

関し、十分な説明責任を果たすとともに、事業者の選定についての透明性を

高めるため、ＰＦＩ法的な手法を積極的に導入することが望まれる。 

(5) 著作権に関する適正な処理 

共同開発するシステムの著作権については、自治体が権利の一部を取得

して、その使用料を徴収するケースと、自治体が権利のすべてを放棄するケ

ースの２つが考えられる。著作権に関し、どちらの方法を選択するかにより、

システムの開発経費が大きく変わることから、システムの著作権の処理に関

し、あらかじめ、明確にしておくことが重要である。 
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おわりに 

ドッグイヤー（一年で７年分が過ぎる）と呼ばれるとおり、ＩＴ革命の速度はめざま

しいものがある。今日は最適な解決策であったものが、明日はもう手遅れといった事態

が日常化している。従って、懇談会の提案した電子都市の構築に向けては、何よりも速

度を重視し、総力を結集して実行に移すことが重要である。 

また、電子都市の構築に当たっては、次の２つを念頭においておくことが必要である

と考えられるので、最後に述べておきたい。 

第一は、電子都市を実現するための前提として、その推進役である行政の仕組みを環

境変化に即して見直し、合理的なものに変えていくことである。我が国では今、これま

では当然とされてきたプロセスやシステムが時代の変化の中で機能しなくなっている

例がたくさんある。東京都においては、電子都市懇談会の検討と並行して、電子都庁と

業務改革のプロジェクトが進められてきたが、この取り組みを加速させ、「都庁という

システム」そのものの改革に結びつけることが必要である。 

第二は、情報化が進めば進むほど、人々はプライバシーや個人情報の保護、情報セキ

ュリティ対策等の課題に、積極的に取り組んでいくことが必要となる。１９８０年にＯ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）が採択したプライバシー８原則（収集制限の原則・データ

内容の原則・目的明確化の原則・利用制限の原則・安全保護の原則・公開の原則・個

人参加の原則・責任の原則）などを踏まえて、東京都及び区市町村においては、さらに

踏み込んで、情報化の影の部分への取組みが期待される。 

 



電子都市構築に関する懇談会ＩＴ活用部会

【参考資料    ：　　　　　】

発
災

状　　況 被災・避難

行政が必要とする
情報 震度情報

ライフライン（電気・通信・ガス・水道・鉄道・道路等）被害情報

情報カメラ映像

ヘリコプター映像情報

対策活動 消火・救助・救急・救護・救援活動

状況把握 救援要請

帰宅困難者対策

避　難　所　支　援

仮　設　住　宅　・　復　興　作　業

緊急医療・救護体制

応援部隊派遣

区　市　町　村　情　報

被害予測情報

救援・物資オペレーション情報

実情報へ

救　援 応急→復旧 復旧→復興

復旧→復興オペレーション

復旧情報へ

都市計画情報

復旧情報へ

住民が必要とする
情報

帰宅困難者向け情報（交通機関、道路等、被害状況）

消防・警察・港湾情報（人命救助・消防活動・火災状況等）

地域情報（住民・ボランティア等）

震度情報

ライフライン（電気・通信・ガス・水道・鉄道・道路等）被害情報 復旧情報へ

避難・避難所情報

安否確認情報

津波・余震情報

医療機関情報

医療機関情報

ライフライン（電気・通信・ガス・水道・鉄道・道路等）応急復旧

津波・余震情報

救助・救援体制情報 行政情報・生活情報・住宅情報等

災害時に必要とされる情報について 防災分野①

区市町村概括
情報

1



電子都市構築に関する懇談会ＩＴ活用部会

【参考資料    ：　　　　　】

初動 ・ 応急

平常時におけ
る効果

発災時における効果

予測に基づく初動による減災効果 応急・復旧における効果 復興期における効果

《死者・負傷者の減》

★　地震直後における防災機関の救助活動を迅速に行う
ことが可能となり、生存率の経時的な減少に対し、効果的

と考えられる。
<参　考　値>
○　２４時間以内の救助活動の効率性と迅速性の向上

阪神淡路大震災の生存率：初　日　７４．１％
　　　　　　　　　　　　２日目　２６．５％

○　構造部材・建築部材の落下・救助の遅れによる死亡
約１８％（阪神淡路大震災で想定） （火災予防審議会・　

　　　　　　東京消防庁「地震発生時における人命危険要因の解明と対策」　　　
　　　　　1999.3　　p.209）

○　屋内転倒物・落下物被害・救助の遅れによる死亡
約１８％（阪神淡路大震災で想定）
（前掲書　p.219）

○　初期火災における人命危険・延焼時の閉じこめ
　　（木造建物の延焼火災における平均建物内脱出所要時間）

身動き可で救出：平均脱出時間約４５分
身動き不可で救出：平均脱出時間約１２０分
※この時間内で燃え尽きる建物にいる要救助者は死亡すると想定

　される。

　　（非木造の場合）

出火階での死亡想定
身動き可　　 ２５％
身動き不可　５５％

　　（延焼における死亡想定）

身動き可　　 １５％
身動き不可　３５％ （前掲書　pp.227-228）

《その他の予測情報の活用》

★　発災直後の情報空白期における予測情報は、以下のような活用が考えられる。

○　道路、地盤データ等の解析による、初動体制の効率化
　　 負傷者等の搬送　・　緊急車両等の経路選択　・　資材運搬等の路選択

《情報提供系》 パニック防止効果・流言飛語の防止　→　都民・帰宅困難者への情報整備
　　　　各局・防災機関との情報連携・報道機関への情報提供

《重点的な災害対策による効果》

★　被害予測に基づき、重点的に人的物的投を行うことに
よって、加重的な効果が期待できる。

<参考値>
○　消防応援隊の増強による対策効果
　　　被害が大きい、救助完了までに時間を要する事象ほど
　　大きな効果が見込まれる。発災６時間後に消防応援隊を
　　４隊→６隊とした場合、１／２以上、救助完了時間が短縮
　　される場合も想定される。 （火災予防審議会・東京消防庁「地震発　

　　　生時における人命危険要因の解明と対策」1999.3　　pp.100-101）

○　出火防止・初期消火の重要性
　　　延焼中の建物での救助活動が最も困難とされているこ
　　　とから、化学工場、木密等地域の重点的措置等が考　　
　　えられる。

○　その他参考数値
　　※　建物構造別要救助者１人あたりの救助活動所要時
　　　　間分布　平均３．３１時間
　　※　発災現場への到着時間と覚知次官の割合

１０分未満　４６．１％
２０分未満　２２．４％
平均駆けつけ時間は１４分
（阪神・淡路大震災データ） （前掲書　　p.300）

訓練・予防 復旧 ・ 復興＋ ＋

《各種防災対策への活用》
○　津波、家屋倒壊、液状化等の予測
○　救助資機材等の被災地域配備計　
　画の効率的化
○　都民への情報提供
○　消防等の配備計画の効率化
○　防災マニュアル・都・区市町村等防
　災機関の防災計画等への反映
○　ボランティア等の育成

《初動の効果的な対応による被害そのものの減》

★　効果的な初動による被害拡大防止により、その後の応急・復旧・復興への負担も軽減される
と考えられる

《復興期における効果》

★　

○　統合型ＧＩＳの活用による　
　都市機能の復旧・復興状況　
　の把握

○　被災建物診断結果の反　　
　映、仮設住宅、住宅再建情報
　等の蓄積が、再建後の都市　
　計画情報の整備・構築に活　
　用され、シミュレーションや、　
　被害予測へ活用することがで
　きる。

→　実測情報 → 被害状況把握へ

《訓練の効果》

○　局所的な被害想定による訓練
　　（区市町村における活用）
○　災害の規模別の訓練

《都市計画への反映》
○　都市の難燃化・不燃化
○　細街路対策
○　道路・緑地等の計画
○　耐震補強対策の推進

発　災

《シミュレーションによる
被害想定の精度向上》

《その他区市町村におけるＧＩＳ等　　　
の活用》

被害予測の効果 防災分野②2



電子都市構築に関する懇談会ＩＴ活用部会

【参考資料    ：　　　　　】産業におけるＩＴの活用例と集積のモデル

３３００万電子都市
ネットワーク

ＩＴ化時代の産業集積
新しいビジネスモデルの

創造へ

○　文化の産業化

暗黙知の形式知化・蓄積

地域の独自性

東京ブランドの創生

○　東京立地を武器とした戦略

流通・情報・技術

産学公の集積

イメージ

○　時間的・距離的な集積からの解放

○　物流・資材調達等のスピード化

○　コーディネーターによる異業種間、産学公連携の促進

○　同業種間＋異業種間の集積 ※ＴＬＯの試み等

○　ネットワークが事業規模の大小を超えて仲介

○　情報系産業の集積との連携によるメリット

○　デザイナー、コーディネー  ター

機能の強化

異業種間連携による新産業創出

需要と供給のミスマッチの解消

新規創業支援

方　向　性 高付加価値
独自性・希少性

国際競争力
スピード化

産業振興におけるＩＴ活用

○　ＩＴの投資効果の例示

○　導入の成功事例

○　導入・運用相談

インセンティブ 導入効果

○　取引先の拡大

○　受発注業務のスピード

　　化・省力化

○　同業種の情報交換促進

○　異業種交流の促進

○　ホームページ等による宣伝効果

ポイント

○　需要等マーケットリサーチへの活用

○　設計・製造・加工等における活用

○　自社内における情報共有、業務改革

産業分野

観光客・消費者・地域住民等

＜電子都市のビジネスセンター機能＞
物流・情報流通の拠点として機能

都市機能における情報通信技術の支援拠点として機能

秋葉原地区

＜製品・サービス供給機能＞
試作・設計・開発・製造の一貫体制を構築
付加価値の高い製品・サービスの提供へ

製造業等、既存の産業集積（大田区等）
＋

ソフトウエア産業、デザイン産業等の新たなる集積

＜電子都市の研究センター機能＞
学術・研究機関
大学等教育機関

3



電子都市構築に関する懇談会ＩＴ活用部会

【参考資料    ：　　　　　】ASP導入のメリットについて

産業分野・教育分野に
おけるＩＴ活用の課題

ASP活用のメリット
ASPの活用が有効で
あると考えられる例

ASPとは

　集中管理された定型的なサービスを、ネットワークを介して複数のクライ
アントが利用する有料のサービス形態をxSPという。サービスの内容として
は、アプリケーション、ビジネス、コンテンツ、データ等が挙げられる。
　なかでも、ＡＳＰは、データセンターから広域ネットワーク間に渡る複数の
組織にアプリケーション機能を提供し、管理する組織および関連のサービ
スを指す。
　ユーザは業務やプロジェクトに応じて、必要な機能部分だけをサービスと
して利用できる形態である。

★　大容量の通信網の進展と通信コストの低減化によるインターネットの普
　 及により、ＡＳＰは以下のような分野に有効に活用できると考えられえる。

○　ＩＴの導入・運用に際して、スタッフとリソースが限られている
　※中小企業も教育機関も、ＩＴの導入・運用に割ける人材が質量共に不　
　　 足している
○　システムやデータの保守・管理が煩雑であり、時間的にも技術的にも
　　対応が困難である
○　セキュリティ対策を全て自前で行う技術・知識・人材が不足している
○　機器の一括導入や、迅速な更新が不可能であり、陳腐化、多様化が
　　問題となっている
○　ソフトウェアの時機を得た更新が困難である
○　学校等では、膨大なクライアントがあり、統一的な管理・運用が困難で
　　ある

★導入時
○　先行投資額が少ない
○　システムを資産ではなく経費で利用できる
○　試用のサービスや、投資リスクの低減
○　購入、インストール、ライセンス管理等の省力化
○　アプリケーション導入のスピードアップ

★運用時
○　企業成長に合わせた運用規模を選択できる（柔軟なモジュールの追加等）
○　容易で迅速なソフトウェアのアップグレード
○　投資・人材を本来のコア・ビジネス業務目的に振り向けることができる（ＩＴ人材　
　　の不足えの対応）
○　方法によっては、異なるOSや古い機器の混在が許される
○　データの保守・管理、セキュリティ対策のアウトソーシングによる信頼性向上

★留意する点
○　経済的なコストで使用する場合、カスタマイズは最小限しか望めない
○　システムのセキュリティと、サービスの信頼性の担保
○　アプリケーションのパフォーマンスはASPの能力に依存する
○　ASP事業者の経営的安定性
○　移行や導入にかかるコンサルティング
○　ネットワーク環境が停止するとサービスの利用もストップする

＜公立学校＞
○　多数の端末に対するリモートメンテナンスおよびセキュリティ対策　　　
　　（ソフトウェアのバージョンアップや、陳腐化した端末の延命）
○　カリキュラムに応じたソフトウェアコンテンツの活用
○　教員の負担軽減（コンピュータの維持管理から情報教育へのシフト）
○　共通校務に対するアプリケーションの提供による校務の効率化

＜中小企業＞
○　ＩＴ導入にかかる初期投資やリスクの低減（システムの導入が財産か　
　　ら経費へ）
○　プロバイダーによるメンテナンスおよびセキュリティ対策（ソフトウェア　
　　のバージョンアップや、システム・データのバックアップ）による安全性　
　　の向上
○　規模や業態の変化に合わせたサービスの選択が可能となる
○　運用に係る人材やリソースを、本来業務へ集中する事が出来る
○　共同利用によるコストの低減化（ASPは１（プロバイダ）対多（ユーザ）
　　のサービスであるため）

＜自治体による共同運用＞
○　小規模自治体の事務の効率化
○　共通業務の共同利用によるコストの低減
○　共通仕様による顧客の利便性向上

　電子都市構築に関する懇談会で検討された幾つかの領域にお
いて、その活用が有効であるとされたＡＳＰの概要を紹介する。

産業・教育
自治体連携4 分野



【参考資料：５】 
「電子都市構築に関する懇談会（部会）」委員名簿 

 

座長        
からつ はじめ

唐 津 一  東海大学名誉客員教授 

＜基盤整備部会＞                     （敬称略、部会長以下五十音順） 

部会長     
さいとう ただお

齋藤忠夫  中央大学理工学部教授 

         
ありま まさあき

有馬尉彰  イッツ・コミュニケーションズ株式会社常務取締役 

        
いけだ よしかず
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やまかわ あきお

山川昭男  東京通信ネットワーク株式会社常務取締役 

＜IT 活用部会＞ 

部会長       
つきお よしお

月尾嘉男  東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 

         
きのした ひとし

木 下 斉  早稲田商店会ＩＴ部長（早稲田大学１年） 

                      株式会社全国商店街ネットワーク社長 

         
さとう やすゆき

佐藤靖之  産業人文学研究所事務局長 

          
つだ くにかず

津田邦和  ＡＳＰインダストリ・コンソーシアム・ジャパン理事 

          
てんら かずお

天良和男  都立駒場高等学校教諭 

         
はまの やすき

濱野保樹  東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授 

          
ひろい おさむ

廣 井 脩  東京大学社会情報研究所教授 

          
やまだ しんじろう

山田眞次郎  株式会社インクス代表取締役社長   

＜自治体連携部会＞ 

部会長       
すどう おさむ

須 藤 修  東京大学社会情報研究所教授 

         
おぜき けいじ

尾関敬二  練馬区収入役室副収入役 

         
ごとう しょうじ

後藤省二  三鷹市企画部情報推進室長 

         
しまだ たつみ

島田達巳  東京都立科学技術大学工学部教授 

          
たかはし とおる
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【参考資料：６】 
 

「電子都市構築に関する懇談会」開催状況 
 

◆電子都市構築に関する懇談会（全体会） 

第１回 平成１３年１２月 ５日 
各部会における検討課題と方向性について 

第２回 平成１３年１２月２５日 
中間のまとめと検討状況報告 

第３回 平成１４年 ３月２８日 
報告書（案）について 
 

◆基盤整備部会 

第１回 平成１３年１１月１６日 
検討課題と論点整理 

第２回 平成１４年 １月２４日 
中間のまとめと検討状況報告 

第３回 平成１４年 ３月 ７日 
部会報告（案）について 
 

◆ＩＴ活用部会 

第１回 平成１３年１１月２０日 
検討課題と論点整理 

第２回 平成１４年 １月２５日 
中間のまとめと検討状況報告 

第３回 平成１４年 ３月 １日 
部会報告（案）について 

 

◆自治体連携部会 

第１回 平成１３年１１月２０日 
検討課題と論点整理 

第２回 平成１４年 １月３０日 
中間のまとめと検討状況報告 

第３回 平成１４年 ２月２７日 
部会報告（案）について 
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