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電子都庁推進計画の発表にあたって 

 

 インターネットに代表されるＩＴ（情報通信技術）の急速な進歩が、情報伝

達の環境を劇的に変化させ、人々のライフスタイルやビジネススタイルを大き

く変えつつあります。いわゆるＩＴ革命の進展であり、産業革命に匹敵する歴

史的転換を社会にもたらそうとしています。 

 

 一方で、グローバリーゼーションや長引く経済の低迷、少子高齢社会の進展

など、都政を取り巻く環境は大きく変化しています。また、地方分権の進展や

福祉制度の改革、環境保護など、社会経済システム全体が変革を迫られる中で、

都民の都政に対する期待も新たな高まりを見せています。 

 
  こうした都民の期待に的確に応えていくため、東京都ではＩＴを効果的に取

り入れることにより、従来の制度や慣行を抜本的に見直し、都民や事業者との

強力なパートナーシップにより、新たな行政施策を創造するため「電子都庁推

進計画」を策定いたしました。 

  

 この計画では、従来の行政システムの延長線上にとどまることなく、ルール

や慣行にとらわれがちな旧来の行政体質を払拭し、顧客志向を貫き、双方向の

コミュニケーションを活用した新たな行政経営スタイルを構築していきます。 

 また、都内の区市町村はもとより、近隣自治体とも緊密な連携を図り、行政

サービスの向上を実現するとともに、環境、交通、防災など広域的な共通課題

の解決に向けて広がるネットワークを活用し、首都圏での先導的役割を果たし

ていきたいと考えています。 

 

  ＩＴを積極的に導入し、都民サービスの向上、徹底したスリム化、分かりや

すい都政、そしてこれを支える情報基盤の整備を内容とする「電子都庁」を構

築することを目指し、今後とも、現場を含む都庁の全職員が一丸となって英知

を結集し、この計画の実現に向けて取り組みたいと思います。 

 

 

    平成１３年３月        

                東京都知事  石原 慎太郎 
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第１部 計画の基本方針 

 

情報通信技術（
※

ＩＴ）の飛躍的な進歩やインターネットに代表されるデジタルネットワーク

化の進行などにより、社会・経済活動は大きな変化に直面しています。大量の情報が高速、双

方向に交流することが可能となり、
※

電子商取引の発展などの企業活動を始めとして、人々の生

活、仕事、消費、余暇の過ごし方が変わり始めました。さらには新たなコミュニティが生まれ

たり、社会的な合意形成の方法まで変容しつつあります。こうしたＩＴがもたらす社会的な構

造変動、いわゆる「ＩＴ革命」は都の行政の在り方にも大きな影響を及ぼすものとなっていま

す。 

  都においても、ＩＴの導入により住民サービスの向上と徹底した業務改革を進めることは、

取り組むべき緊急の課題となっています。 

  国は、ＩＴ革命を主要政策と位置付け、電子政府の構築に向け取り組んでいます。 

  都も、ＩＴを行政改革推進と新しい行政経営モデル構築の重要な手段と位置付け、より質の

高い都民サービスの提供や、業務プロセスの抜本的見直しに向け、機敏に対応していきます。 

ＩＴは時間と空間の制約を超えて、多くの人々が直接コミュニケーションを図ることを可能

にします。都は、この機能を最大限活用することによって、 

・見える（開かれて理解しやすい）都政 

・触れる（気持ちが通じて親しみの持てる）都政 

・動かせる（都民が主役となって変えていく）都政 

を実現し、都政を都民に限りなく近づけていきます。それはあたかも都庁が庁舎を飛び出し、

都民が手元で各種の行政サービスを受けられるような環境を創り出すことです。 

  本計画は、このようにＩＴを積極的かつ効果的に導入した電子都庁を構築するため、平成 

１５年度（２００３年度）を目標に、その具体的取組と、スケジュールを示すものです。 

  東京が、豊かで住み良い魅力ある都市であるとともに、世界の情報先端都市であるために、

果敢にそして着実に電子都庁の実現に取り組んでいきます。 

 
第１章 計画策定の背景 
 

１ ＩＴ革命の社会的背景   

  ＩＴ革命の象徴とされるインターネットや移動体通信（モバイル通信）の急速な普及は、情

報環境を激変させています。 

  インターネット利用者は、平成１１年末に２，７０６万人に達しており、平成１７年末には、

７，６７０万人に達すると推定されています。 

  わが国では携帯電話が専用のホームページにアクセスできるようになり、移動体通信が急速

に成長していることが大きな特徴になっています。 



電子都庁推進計画 第１部 第１章 

-4- 

  これら情報環境の激変は、生産者（サービスの提供者）と消費者（受給者）とを効率よく広

範に結びつけ、これまで市場が存在しなかった分野に電子商取引の新しい市場を創出しており、

その市場規模は我が国においても今後飛躍的に成長するものと予測されています。   

  人々は、店舗やオフィスに足を運ぶことなく、家庭のパソコンで買い物をしたり、銀行や証

券取引などのサービスを受けることが珍しくなくなりつつあります。 

 事業者は顧客サービスや中間製品発注などにＩＴを活用し、コスト削減と、より顧客志向に

徹したサービス展開を進めています。 

  ＩＴ革命は、すでに進行しつつあった、工業社会から情報社会への
※

パラダイムシフトを確実

に加速させています。 

 

２ 国の動向  

  国は電子政府構築に向け、重点的な予算の配分などＩＴ革命を強く推進しています。 

平成１１年度に策定された「
※

ミレニアム・プロジェクト」では、平成１３年度に政府認証基盤

の運用開始、１５年度までに電子申請など行政手続の電子化、電子入札の一部導入などを行い、

政府と民間の間の行政手続等をインターネットを利用し、ペーパーレスで行える電子政府の基

盤を構築するとしています。さらに、平成 1３年１月には、高度情報通信ネットワーク社会形

成基本法（ＩＴ基本法）が施行され、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略

本部）が設置されました。この法律では、世界最高水準のネットワーク形成の促進など、ＩＴ

社会形成のための重点計画が明示され、その実施は、国および地方公共団体の責務であると定

められています。また、自治省においては、「地域ＩＴ推進のための自治省アクションプラン」

を決定し、国と地方公共団体が一体となってＩＴ革命に対応した情報化施策を推進することと

しています。 

  一方、法人登記を基礎とする法人認証、電子署名法の成立、地方自治体をネットワーク化す

る総合行政ネットワーク、住民基本台帳ネットワークなどの基盤が整備されつつあります。都

は、こうした電子都庁を構築する上で必要となる全国的に共通して整備される認証や情報ネッ

トワークなどとの技術的整合性等を図りながら、将来を見通した時宜を失しない適切な対応を

図っていくことが必要です。 

○インターネット利用者（2000 年 2 月現在の推計値） 
米国・カナダ ： １億３，６０６万人 

ヨーロッパ ：   ７，１９９万人 
世界 ： ２億７，５５０万人（前年同期比７９．５％増） 

  国別では日本は米国についで第 2 位の 2,706 万人（1999 年末の推計値） 
  が利用していますが、インターネット普及率では第 13 位となっています。 

  <資料：平成 12 年版通信白書> 

○諸外国のＩＴ化の取組状況 
米国 ＨＰＣＣ計画 （1999年 2 月） 

ＥＵ eEurope ｲﾆｼｱﾃｨﾌ゙  （1999年 12 月） 
韓国 ｻｲﾊﾞｰｺﾘｱ 21 ﾌ ﾛ゚ｼﾞｪｸﾄ （1999年 3 月） 

マレーシア ﾏﾙﾁﾒﾃ ｨ゙ｱ･ｽｰﾊﾟ ･ーｺﾘﾄ゙ ｰ（MSC）構想 （1996年 8 月） 
    他 活発な動きを見せています。    <資料：情報化白書 2000> 
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３ 都の情報化の取組と今後の展望  

（１）  ＯＡ化の推進 

 都では、昭和３８年に汎用コンピュータを設置して給与事務等の処理を始めて以来、第

１次・第２次の「ＯＡ化推進計画」などに基づき、都立病院情報システム、税務情報総合

オンラインシステム、財務会計システムをはじめとする基幹業務や災害情報など情報提供

系システムを他自治体に先行して整備を進めてきました。その結果、現在、約３００のシ

ステムが稼動しています。平成３年の新都庁舎建設時には、インテリジェントビルとして
※

LANの整備も行いました。 
しかし、システムの構築に当たり、それまで行っていた手作業をそのまま電算化したり、

処理のピーク時だけに照準を合わせた過大な仕様の機器を導入するなど、業務改革が徹底

されないものもありました。このため、システム経費の高額化が進み、平成４年度に全体

で７３１億円にまで増大しました。その後、システム開発の適正化を図るシステムアセス

メント制度を実施するとともに、
※

ダウンサイジングや経費の見直しを進め、１２年度予算

では４２３億円にまで縮減しています。しかしながら、なお、システムの見直しの余地を

残しているものも少なくなく、多額の運用経費を支出せざるをえないシステムについては、

厳しい財政状況を踏まえながらも、再構築をすすめていく必要があります。 

さらに、
＊

システムアセスメント制度等も発足後約１０年が経過し、開発･運用ガイドラ

インやアセスメント評価基準が新しい技術等に対応しなくなっていることなど、システム

全体のマネジメント体制の見直しの時期を迎えています。 

 

（２） 情報化の推進 

 都の情報化については、ＯＡ予算の見直しの時期がインターネットをはじめとするＩＴ

の急進展の時期と重なったため、都が社会のＩＴ化に立ち後れる状況を生みました。 

そこで、いわゆる定型業務の OA 化から非定型業務の情報化をめざして、平成１０年

度から、都庁内情報基盤として「ＴＡＩＭＳ」（東京都高度情報化推進システム）の整備に

着手しました。 

 現在、ＴＡＩＭＳには、本庁内各課、事業所の組織端末、本庁管理職、重点利用職場の

個人端末として約３，６００台が接続されています。そこでは、電子メール、電子掲示板

等の機能を提供し、情報交換・共有化等に活用されています。平成１２年１０月にはこの

ＴＡＩＭＳがインターネットに接続されました。 

 ＩＴ革命の進展の中で、都民や事業者は、行政に対して、透明性が高く、効率的で質の

高いサービスの提供を期待しています。ＩＴを活用して行政サービスを刷新し、業務の効

率化を図ることが強く求められています。 

一方、こうしたＩＴ化を進めていくには、セキュリティの確保や個人情報保護も重要に

なります。個別システムで情報を内部処理していた段階と比較すると、ネットワーク上で

情報が行き交い、また都民生活の広い範囲に情報化が浸透する今後は、その危険性は飛躍
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的に高まっていきます。
※

ハッカー等の不正行為によるデータの改ざん・破壊、本人へのな

りすましや個人情報の漏えいなどを未然に防ぐ手だてを用意する必要があります。 

 

 

 

＜通信環境＞    

   現在は、一般家庭からインターネットを利用するには、電話回線を利用して必要な都度 

プロバイダに接続する方法が一般的です。このタイプでは、64kbps 以下の比較的遅い速

度でしか接続できず、通信にかかる時間に応じて回線使用料を支払うため、インターネット

普及の足かせとなっていました。しかし、最近、
※

ＣＡＴＶや
※

ｘＤＳＬ、無線に代表されるサ

ービスのように、高速かつ通信費が定額で安価な方法が利用できるようになってきています。 

 回線容量が増加し通信にかかる費用が安くなることで、現在は不可能な高品質の画像デー

タや動画を配信したり、サービスを提供する側と受ける側で双方でリアルタイムのやりとり

をすることが可能となります。 

 

 

２２Ｍｂｐｓ

６Ｍｂｐｓ

１．５Ｍｂｐｓ

５００ｋｂｐｓ

５６～６４

ｋｂｐｓ

高精度テレビ

（ＨＤＴＶ：映画なみ）

通常のテレビ画像

  動画がなんとか見られ

  る程度（テレビ会議）

  静止画像、音楽がスム

  ーズに視聴可能

  電話、ＦＡＸ、電子メール

  ホームページ閲覧 ＩＳＤＮ
アナログ
電話回線

Ｉ
Ｍ
Ｔ -

 

２
０
０
０

Ｄ
Ｓ
Ｌ

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ

光
フ
ァ
イ
バ

（用語解説）

ＣＡＴＶ…ケーブルテレビ網を利用してインターネットに接続する方式。高速・常時接続・電話料金不要という特徴を持つ。

ＤＳＬ　…従来のアナログ電話回線を利用して高速データ通信を行なう技術（Digital Subscriber Line）の総称。

ＩＭＴ－２０００ …次世代の移動体通信(携帯電話)システム。高速なデータ通信、世界中で使用可能、有線電話並みの音質など

　　　　　　　　　 の特徴を持つ。

(注)網掛け部分は既に一般家庭
で利用されているもの

通信速度と利用可能なコンテンツ(例)

 
電話、ファクシミリ、メール 

＊ 
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＜モバイル＞ 

   最近では、パソコンだけではなくゲーム機やテレビなど、さまざまな機器を利用してイン

ターネットにアクセスすることができます。特に携帯端末や携帯電話を利用したアクセスの

伸びが顕著です。これら移動体通信機器は、使用場所を問わない、パソコンを使えない人に

も利用可能である、などのメリットがあります。また、利用の特徴として、画像等の大きな

データを扱うのが比較的不得手なこと、移動中に利用するため、自宅や会社など固定された

環境で使う場合と比べて必要とされるサービスが異なることなどが考えられます。サービス

を提供する側として、相手が「どんな環境にいて」「何を求めているのか」をよく検討する必

要が出てきます。 

 

 

東京都衛生局のサービス 

 

＜音声認識技術＞ 

  現在のパソコンは、キーボードとマウスなどを使って操作するのを前提につくられています

が、音声認識技術の進歩により、音声で命令することである程度パソコンを操作することがで

きるようになってきました。また、パソコンを操作するのではなく、直接音声でインターネッ

トにアクセスする技術の研究も進んでいます。会話は人間にとって、もっとも自然なインター

フェースであるといわれています。
※

バリアフリーの観点からも、このような音声認識技術の利

用したサービスの提供が重要となってきます。 
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・推進方針の見直し 

・経費削減 

7,670万人              

(予測) 

 

・電子政府の基盤の構築 

・超高速のインターネット環境の整備・活用 

行政情報化 

推進基本計画 

ミレニアム・ 

プロジェクト 

法人認証・電子署名法 

ＬＧＷＡＮ・住基ネット 

     

都  

の

計

画 

高速インターネット 

国

の

動

き 

・情報化手法の整備 

・既存システムの体質改善 

・事務の効率・高度化 

・情報そのものの活用 

・ＩＴ革命への対応 

・より高品質な都民 

 サービスの提供 

4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 

1,155 万人 

1,694万人 

2,706 万人 

これからの都の

情報化のあり方 

これからのＯＡ

化に向けて 

  都庁情報化の流れ 

・コミュニケーションの円滑化 

・情報共有化 

・政策決定の迅速化・高度化 

3 
年度 

新宿庁舎へ移転 

インターネット人口 

電子都庁推進計画  
 

情報化推進計画 

ＩＴ基本法・ＩＴ戦略本部 

自治省アクションプラン 



電子都庁推進計画 第１部 第２章 

-9- 

第２章 基本的な考え方 
 
１ 基本理念  

  電子都庁の実現の意義は、都政の幅広い分野にＩＴを活用することにより、従来の施策や制

度、慣行を抜本的に見直すとともに、新世紀における都政運営に向けて、都民・事業者・都庁

間の強力なパートナーシップを創り上げることです。以下の３点を基本理念とし、電子都庁推

進計画を進めていきます。 

 

 (1)ＩＴの特長を生かした迅速で質の高い行政サービスの推進 

 (2) 都民に開かれ、都民の知恵と結びつく躍動する都政の実現                           

 (3) 業務改革が浸透した、スリムで効率的な執行体制の確立                           

 

  電子都庁推進計画は、ＩＴを活用して新たな行政施策を創造するための道標となるものです。 

 

２ 計画の位置付け   

  本計画は、「
※

都庁改革アクションプラン」及び「
※

東京構想２０００」を上位計画とし、電子都

庁構築のための実施計画として策定するものです。電子都庁の基盤となる全庁に共通する業務

のＩＴ化や各行政分野へのＩＴ活用について、そのスケジュール、実施効果、推進体制などを

示しています。 

  なお、計画の策定にあたっては、広く都民意見を募り、職員の提案も最大限反映して、電子

都庁にふさわしいＩＴ活用の道筋として盛り込んでいます。 

 

３ 計画の目標   
  個人情報の保護やセキュリティ確保に配慮しつつ、情報の電子化とネットワークの活用を次

のように先導的に推進し、平成１５年度を目途に電子都庁としての基盤の構築を目指します。 

 

（１） 都民や事業者が実感できるサービス向上の実現 

事務処理の効率化や経費節減等だけでなく、ＩＴを活用することで「いつでも」、「どこ

でも」、必要な各種の行政サービスが受けられる、都民の立場に立って心の通い合う行政を

実現していきます。 

  申請・届出の電子化や公金のオンライン支払などにより、簡単で、早く、便利、そして信

頼できる行政手続を実現します。 

また、美術館などに保有されている貴重な資料や芸術作品などを、
※

デジタルミュージアム

として臨場感豊かにインターネット上に公開していきます。 

さらに、医療・福祉分野では医療連携や遠隔医療の推進、高齢者の介護事業支援、消防

防災の分野では消防活動の支援や災害対策情報など、広範な分野へＩＴを導入して都民本位
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の行政サービスの実現を進めていきます。 

 

（２）分かりやすく身近な行政の実現と都民参画の拡充 

行政情報の入手や検索を容易にするとともに、広く都民の声が都政に反映される仕組み

をつくり、都民と都庁の壁を取り払って、共に創る都政を実現していきます。 

行政情報を積極的に提供するため、都庁のホームページを情報の検索が簡単で使いやす

いポータルサイトとして充実を図っていくとともに、都民が都政に参画できる仕組みとして

整備拡充していきます。また、都民が利用しやすい情報公開システムをつくり、都民との双

方向のコミュニケーションによる行政運営を推進していきます。 

さらに、都民や事業者との協働による環境対策や、情報化社会に対応した教育支援とし

て都立学校の情報ネットワーク構築など、各分野においてＩＴを活用した都民参画の施策を

進めていきます。 

 

（３）業務の抜本的な改革と行政運営の高度化・効率化 

都政を内部から変革するため、ＩＴを導入して都の内部事務についての抜本的な見直し

を行い、行政の簡素・効率化を進めていきます。 

  文書総合管理システムを導入し、意思決定など内部事務処理の迅速化を進めます。また、

内部庶務事務や会計関係事務のシステム化を図り、業務のスリム化を図るとともに、
※

ＣＡＬＳ／ＥＣ、
※

ＧＩＳなど新たな事業手法も活用していきます。 

さらに情報の共有・共用化による会議等の効率的な運営や、知識や知恵の共有を新たな

発見や創造につなげる
※

ナレッジマネジメントを導入することで、これまで以上に政策形成の

ための建設的な議論の場を確保するよう努めていきます。 

また、交通、都市環境、防災など大都市圏共通の課題を解決するため、インターネット

や
※

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）等の活用を図りながら、広域的な行政情報ネットワ

ークの構築に取り組みます。 

 

（４）都庁の情報基盤整備と既存ＯＡシステムの改善 

都庁の情報基盤となるＴＡＩＭＳの拡充を図るとともに、これを支えるネットワーク基

盤を再構築し、電子都庁の基盤を充実していきます。 

ＴＡＩＭＳのクライアントを本庁職員一人に１台配備し、インターネットに接続します。 

また、大量の通信量に対応した都庁ネットワーク（
※

都庁スーパーバックボーン）を早急

に整備するとともに、国や区市町村との連携を図りながら総合行政ネットワーク等の構築を

進めていきます。 

さらに、これまでに構築された約３００の既存ＯＡシステムの改善を進め、ダウンサイ

ジングやシステムの統合など、最新の技術動向への対応を図ります。 
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４ 計画の期間   
計画期間は、平成１３年度（２００１年度）から１５年度（２００３年度）までの３か年と

します。 

 なお、本計画については、各事業を、毎年度の進ちょく状況や新たな状況の変化、システム

の評価（システムアセスメント）結果等を勘案して、適宜見直しを行うこととします。 
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第３章 都政でのＩＴ活用のあり方 
 

１ ＩＴへの取組姿勢  
（１）顧客志向の追及と都庁スピリット 

 ＩＴ革命を背景にＩＴを全面的に都政に取り入れることは、都政運営の根本的な改革につな

がります。ＩＴを効果的に導入することで、効率的で機敏な行政サービスが可能となります。

しかし、ＩＴそれ自身は道具でしかありません。ＩＴを利用する者、すなわち都庁職員になぜ

都政にＩＴの活用が求められるのか、原点に立ち返った意識改革が必要となります。 

 都政運営は税収によって賄われており、都は基本的に納税者である都民から信託を受けて

様々な行政サービスを提供する機関です。ともすると、この点が忘れられ、画一化された行政

サービスになってしまうおそれがあります。とりわけ都政に対する関心が高く、また都政への

期待が大きい中で、行政サービスの受け手である都民を「お客様」ととらえ、都民の満足度の

高いサービスをすべての部署で提供していくことが今強く求められています。 

 このような認識に立つとともに、公務員としての原点の確認も重要です。公務員の使命と自

負を呼び起こし、すべての職員が公務員として都民のために全力を尽くそうとする気概と行政

を担う者としてのプロ意識、すなわち都庁スピリットを持つことが、電子都庁実現のための取

組のベースとして重要となります。 

 

（２）ＩＴの積極的な活用 

 インターネット技術などＩＴは、従来不可能とされた情報のやり取りを可能としました。Ｉ

Ｔにより時間と空間の制約を超えて、多くの人々が双方向で大量の情報を直接交換することが

できます。これは、電話や郵便、新聞や雑誌、テレビやラジオなど従来の情報媒体では不可能

だったことです。 

 ＩＴによりこれまで結びつかなかった情報がつながり、思いもかけなかった連携･協働が可能

になります。行政の窓口は、ネットワークで家庭の茶の間や企業のオフィスにつながります。

こうしたネットワークの上で、申請手続を始めとして行政サービスは無限の可能性をもって広

がっていくことでしょう。ＩＴを活用することが都民サービス向上のための有効な手段である

ことを認識し、ＩＴに対する理解を深め、積極的に活用方法を模索することが必要です。 

 もちろん、こうしたＩＴ活用のためには、社会におけるインターネットの普及や情報通信ネ

ットワーク整備が必要です。また、パソコンやインターネットを使うための技術を年齢、能力、

収入等に関係なく得られる環境の整備や、障害等の事情でパソコンの操作が困難な場合の配慮

などの
※

デジタルデバイドの解消も求められます。さらに、ネットワーク上を行き交う電子情報

の発信者の特定や情報の改ざん防止のための
※

電子認証制度も重要です。ＩＴは今後も急速に進

歩し、より高度により使いやすくなっていくと思われますが、ＩＴの社会的基盤整備と歩調を

合わせながら、都庁のＩＴ活用を進めることが必要です。 
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（３）仕事の進め方の徹底的な見直し（ＢＰＲ） 

 ＩＴを活用した都民サービスを行うに当たって、単にＩＴを導入するだけでは効果は半減し

ます。これまでの行政に何が欠けているのか、民間企業と比較してどこが遅れているのかなど

について厳しく見つめ直し、その上で
※

ＢＰＲ（業務改革）の実施が求められます。 

 これまでの行政の中には、少額の予算支出事務を行うために多大な経費をかけたり、手続に

不慣れなお年寄りなどの都民に対して、複雑かつ分かりにくい書類の作成や付属資料の提出を

求めるなど、正確さや公正さを求めるあまり、厳密な手段を求める事例も見受けられました。

しかし、このような慣習とルールにとらわれた業務形態は、現在のままでは都民の理解を得る

ことは難しいと考えます。こうした業務形態を残したまま、処理方法だけをパソコンに置き換

えてもサービスの向上や業務の効率化にはなりません。それらを都民の目線でとらえ直し、事

務の本質を見極めることが重要です。 

 事務事業を見渡し、効率的でないもの、存在意義の薄れているもの、都民の利便性向上に結

びつかないものなどを拾い上げ、ひとつひとつ改善していく地道な作業が必要です。こうした

作業とＩＴ活用が結びつくことにより、本来のＩＴ化の効果が発揮されます。 

 様々な経験を有する人が、役職や責任の重さにかかわらず果敢にこうした取組を積み重ねて

いくことが何よりも求められています。 

 

（４） 電子都庁実現に向けて 

  ① 全庁を挙げた事業展開 

   電子都庁は、上記のような取組の中で電子申請など基幹となるシステムの開発と各局の   

それぞれの行政分野でのＩＴ化施策の推進の上に実現していきます。 

 文書の電子化や電子申請、
※

都庁ポータルサイト（都庁総合ホームページ）など電子都庁

の基盤となるシステムは総務局を中心として各局が連携・協力し、都行政をトータルにと

らえながら開発を進めていきます。 

   これと同時に、都の各部局の行政分野ごとの特定事務についてもＩＴを導入して行政サ 

  ービスの向上が図れるものを検討し、積極的にその活用に取り組むこととします。これに 

  より、特色ある多様なＩＴ化施策を進め、行政の隅々まで効率的で魅力ある行政サービス 

  を行き渡らせていきます。電子都庁の実現は、従来のレベルを超えた、行政サービスの刷 

  新をもたらします。 

 

  ② 誰にでもやさしいサービスの提供 

   こうしたＩＴを活用した質の高い行政サービスは、原則としてすべての都民に行き渡る 

  ものでなければなりません。また、ＩＴ化というと冷たい機械的なイメージがありますが、 

  逆にあたたかで、きめ細かなサービスを提供していく必要があります。 

   情報通信技術の急速な普及に伴い、パソコンを利用してインターネットに手軽にアクセ 

スできる人が増加してきました。しかし、こうしたサービスの利用が困難な場合も見られ、
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能力・機会の差が社会のＩＴ化における大きな問題となっています。 

   現在、国においては学校教育を通じての情報
※

リテラシーの向上、ＩＴ講習会の実施、高 

  齢者・障害者への情報通信利用支援サービスなどの対策を講じようとしています。 

   都でも電子都庁の推進に当たっては、①行政手続きそのものをさらに簡素化し、使いや 

  すいサービスにする。②パソコン等の利用が困難な人に対しても、安心して相談や手続き 

  のできる窓口サービスを確保するなど、多様な手法を用いて誰にでも使いやすいサービス 

  を提供し、都政を一層親しみのもてるものにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＩＴへの取組姿勢＞ 

各分野 

での 
  ＩＴ化 

ＩＴの積極的活用

時間と空間を超えた

情報と情報の 
新しい結びつき 

ＩＴの進歩と 
社会的 

基盤整備 

ＢＰＲ（業務改革） 

の徹底 

慣習やルールにとらわれな

い発想・果敢な事務改善

顧客志向 
都民は「お客様」 

公務の原点 

都庁スピリット 
都民のため行政のプロ 

として全力を尽くす 

電子申請等 
基幹システム

の開発 
各分野 

での 
ＩＴ化 

保健医療・福祉・

教育文化・環境・

産業振興 など 

都市整備・住宅・

港湾・上下水道

など 

行政サービスの刷新（電子都庁の実現） 

職員一人ひとりの 

創意工夫 
誰にでもやさしい

サービスの提供 
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２ ＩＴを活用する職員像  
電子都庁の実現に向け、職員一人ひとりの仕事は質的にも大きく変化していきます。いろい

ろな業務にＩＴが導入され、ＩＴを活用することは、都庁の職員にとって必須条件となってき

ます。今後は、年齢や経験等に関係なく職員の誰もがＩＴを理解し活用できなければなりませ

ん。では、電子都庁実現に向け、職員はどう仕事に取り組んでいくべきなのでしょうか。 
 
 ① ＩＴを理解する 

  社会現象のようにＩＴという言葉が氾濫していますが、ＩＴの実体がつかみにくいと感じ

る人は多いのではないでしょうか。ＩＴは、ソウトウェア技術、ハードウェア技術や情報活

用の方法を指す場合もあり、広い意味を持って使われています。そこで、ＩＴを理解するた

めに、情報活用の道具という面からＩＴを次のように段階的にとらえ、その特長を見ていき

ます。 

  

   ○第一段階 
      １対１の電子メールで得られる「情報の交換」やホームページなどから情報を収集する「情

報の検索」の段階です。電子メールは距離や時間などの制限がなく、瞬時に情報伝達するこ

とができ、人と人とのコミュニケーションを補うものとして活用されます。 
  ○第二段階 

多数の人が情報を持ち寄る「情報の共有」の段階です。職員一人ひとりが持っている情報 

やノウハウ、意見などが電子掲示板や電子会議

室などを通して公開され、業務に使用されます。

組織内で共用できる情報量が飛躍的に増加し、

業務の質的向上、迅速化が図られます。 

今後は、都民など外部との情報の共有も加わ

ってくるでしょう。 

  ○第三段階 
情報の共有が発展した「情報（知恵）の創造」

の段階です。共有された情報は分かりやすく分

類・蓄積され、組織の大きな財産となっていき

ます。その情報を元に新たなアイデアや取組が生み出されます。 
また、あるアイデアを積極的に都庁内部や外部へ情報を発信し、新たな取組を創造するこ

とも可能になります。 

 
情報の交換・検索  →  情報の共有  →  情報（知恵）の創造 
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 ② ＩＴを学ぶ 
   ＩＴを利用し、情報を活用するため、職員一人ひとりは何を学ばなければならないのでし

ょうか。 
   まず、ＩＴをめぐる社会の動きに関心を持つことが重要です。商取引、金融、娯楽、交通、

保健医療などいろいろな社会経済活動にＩＴが活用されています。ＩＴをどういう目的で、

どのように利用されているのかに注目し、ＩＴの効果や機能を知ることが、ＩＴを学ぶ最初

のステップとして重要です。 

   次のステップとして、パソコンの操作技術があげられます。情報を収集し、発信するため

には、ワープロソフト、表計算ソフト、電子メールやホームページの閲覧などの、基礎的技

術が必要です。 

   さらに、情報を活用するための知識・知恵も必要となります。どこに、どのような情報が

あり、情報を得るにはどのようにすればよいかを知る必要があります。これはインターネッ

トの利用経験を積むことにで自然と身に付くものです。さらに、電子掲示板や電子会議室等

に自ら情報を発信していくことも重要です。 

   また、このような基礎的情報処理能力に加えて、今後必要とされるネットワークやセキュ

リティの知識を得られるよう研修等に参加し、職場の情報化のリーダーとなる積極性も求め

られています。 

       

 ③ 「つながる意識」でパワーアップ 
  情報を活用する上で重要なのは、「ＩＴを活用する職員の意識」です。 

  インターネットやＴＡＩＭＳなどによって職員はいろいろな情報の宝庫に近づくことがで

きます。庁内はもちろん、都民や事業者、国や他自

治体、望めば国を越えて世界中とコミュニケーショ

ンをとることができます。問題意識や疑問、さらに

仕事の質をもっと高めたいという意気込みをネッ

トワークを介して吹き込むことで、より多くの知識

を活用しながら、より広い視野に立って創造的に仕

事に取り組むことができるのです。 
  ＩＴの技術的な面も大切ですが、「つながる意識」、

ネットワークによって知りたい情報にアクセスで

きる、相手が必要とする情報を発信する、職員や都

民の垣根を越えて知恵や経験を共有できるという

意識を持つことが大切です。 

 

  都政は、財政再建、都民ニーズに適応した施策への事業再構築など、多くの課題を抱えてい

ます。顧客志向に立った都民のサービス機関として、質はもとよりコストやスピードを意識

 

Ｉ Ｔ の 
活  用 

都政のレベルアップ 
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した新たな事業経営が求められています。職員一人ひとりの意識にも、今までの仕事のやり

方では当たり前であったことも、一般社会の眼から見たらどうなのか、厳しく問う姿勢が必

要です。 

 こうしたことに取り組むとき、ＩＴは、事務の簡素化・効率化を促進する業務改革の有効

な手段であるばかりでなく、それを推進する職員の熱意、能力を生かす強い味方となります。 
 個々のアイデアやひらめきがＩＴという道具によって、いろいろな情報や他の人たちとの

知恵や経験とつながって、新たな取組となっていきます。「よい考え」が、「よい仕事」へ、

さらに「よい成果」へとつながります。さらに、この取組もネットワークにより次のステッ

プへつながり、継続的に成長してくことで、都庁全体に「知的創造性」が広がっていきます。 
 

 

 

 

 

  ＩＴを活用することで、職員の一人ひとりが輝き、主役となっていきます。自ら 

知恵を絞り、果敢にチャレンジするとともに、多くの人たちと協働することでさらにパワー

アップし、自らを高めていく職員、それがまぎれもなく、新たな世紀におけるＩＴを活用す

る職員像です。 
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第１章 都民生活を豊かにする電子都庁 
 

１ 電子都庁全体イメージ  

 電子都庁は、次頁の「電子都庁全体イメージ図」のように、その姿を現していきます。その

理念や機能を簡単に説明すると次のとおりです。 

 

  ①庁舎を飛び出す都庁 

 行政サービスを受けるには、わざわざ来庁する必要がありましたが、電子都庁では、あ

たかも都庁が都民や企業のところへ出向いて行くようなサービスを展開していきます。ま

た、ＩＴを活用することで都庁内部の組織間の壁を取り払い、情報の共有化やサービス業

務間の連携を率先して進め、簡素で効率的な事務執行体制を構築していきます。 

さらに、都庁という一行政機関としての取組に終わらせることなく、広がるネットワー

クを活用し、区市町村や近隣自治体と連携を図りながら、身近な行政窓口であらゆる行政

手続ができる
＊

ワンストップサービスの実現を目指していきます。 

 

②電子都庁からの行政サービス 

電子都庁では、各種の行政サービスが実施されます。都民や企業が知りたい情報を都庁

のポータルサイトの豊富な情報の中から迅速に取り出すことができ、都民ネット広場では、

都の施策への意見提案が簡単に行えるようになります。 

さらに、行政手続では、自宅や会社のパソコンから簡単にしかも素早く、申請や公金の

支払などができるようになります。スポーツ施設や文化施設など公共施設の申込も可能に

なります。一方、都の事業へ参入している企業にとっては、入札の電子化によって来庁せ

ずに入札情報が手に入り、迅速に入札を行うことができます。 

このほか、保健医療、福祉、産業振興、都市整備などあらゆる行政分野で多様なＩＴ活

用が検討されることで、都民生活に密着した行政サービスの一層の充実が図られます。 

 

③都の内部事務の効率化        

都の内部では、文書管理の電子化により内部の意思決定時間が大幅に短縮し、スピーデ

ィな行政が実現します。また、給与・旅費、福利厚生等の内部庶務事務のオンライン化を

図り、内部の管理部門に介在する手続きを省略します。さらに、業務に関する知識や経験

の共有化等を促進するナレッジマネジメント、会計事務全般にわたるシステム化、公共工

事関係事務の効率化を図る建設ＣＡＬＳ/ＥＣ、地図情報を活用するＧＩＳの利用拡大も順

次図っていきます。   
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総合行政総合行政
ネットワークネットワーク

住民基本台帳住民基本台帳
ネットワークネットワーク

霞が関霞が関
ＷＡＮＷＡＮ

都庁スーパーバックボーン都庁スーパーバックボーン

企業

インターネットインターネット
意見・提案

・公開文書
・政策策定情報
・環境情報
・地域情報

情報提供

・営業許可申請
・資金融資申請 等

電子申請・
届出

・入札参加資格登録
・入札情報
・応札
・落札結果

電子入札

・使用料
・手数料

公金支払

電子都庁の計画目標

２２ 分かりやすく身近な行政の分かりやすく身近な行政の
実現と都民参画の拡充実現と都民参画の拡充

１１ 都民や事業者が実感できる都民や事業者が実感できる
サービス向上の実現サービス向上の実現

３３ 業務の抜本的な改革と行政業務の抜本的な改革と行政
運営の高度化・効率化運営の高度化・効率化

４４ 都庁の情報基盤整備と既存都庁の情報基盤整備と既存
ＯＡシステムの改善ＯＡシステムの改善

出張所、郵便局、駅など 都民

・証明書交付申請
・情報開示請求
・体育・文化施設

利用申込
・公開講座申込 等

電子申請・
届出

・使用料
・手数料

公金支払

都庁ポータルサイト（都庁総合ホームページ）都庁ポータルサイト（都庁総合ホームページ）

東京ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾐｭｰｼﾞｱﾑ

電子申請
・届出

システム

都民サービス

施設予約システム

公金オンライン支払

公開講座ｵﾝﾗｲﾝ申込

電子調達システム

都民の意見収集・
都政ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ

都民ネット広場

情報公開用システム

情報提供・交流

電子閲覧

行政内部事務

会計関係
システム

行政文書
データ行政文書

データ行政文書
データ

ナレッジ
マネジメント

文書総合管理
システム

内部庶務事務
システム

給与・旅費・
福利厚生等

ＧＩＳ
地理情報ｼｽﾃﾑ

建設ＣＡＬＳ／ＥＣ
公共事業支援
統合情報ｼｽﾃﾑ

計画

実行 評価

見直し

ＴＡＩＭＳ （本庁一人１台体制）

区市町村 区市町村 国東京都庁

・都立学校間のネット

ワーク化

・医療情報ネットワーク

・福祉ＩＴネットワーク

・産業・労働行政のネット

ワーク化

・震災時の帰宅支援等の広

域情報ネットワーク

各分野への
ＩＴ化の拡大

各分野への
ＩＴ化の拡大
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２ 都民生活の将来像  

 ＩＴの進展は、都民の日常生活から働き方、コミュニティのあり様、行政を含む社会的合意

形成の方法まで、社会における従来の姿を転換させていきます。人々が自立し、自己の選択に

基づき、生活の豊かさを享受していく環境が整備されていきます。 

 ＩＴが生活の隅々に浸透していくと、都民の生活がどう変わっていくのか。電子都庁だけで

なく、企業や他の機関から受けられるサービスを含めた近未来の都民生活の将来像を、具体的

なイメージを持って描いてみました。 

 

 一般的な都民として、都心のある区に在住する、事務用品や OA 用品を扱う商事会社を経営

している家族を想定し、ＩＴを活用した都民生活を探ってみます。家族構成は、経営者とその

奥さん、高校生の長男、実母の 4人暮らしとしました。経営者の言葉で、一家の暮らしの様子

を紹介します。 

 

① いつでも、どこでもネットワークを通じて受けられる行政サービス 

「いつでも、どこでも、安いコストで、速く、質の高いサービス」を目標にスタートした

「電子都庁」の成果は徐々に現れている。インターネットを通じて、自宅に居ながら行政へ

の申請手続、施設利用の申込みが２４時間行うことができ、その結果も受け取ることができ

る。このワンストップサービスは、手続時間の短縮という点で、都民にとって大変便利だと

好評だ。会社を設立した時も、それまでいくつもの行政窓口に必要書類を提出し、何度も足

を運ぶことを覚悟していたが、ひとつのインターネット窓口に手続をすることで完了してし

まった。手続が分からない場合も電子相談窓口が用意されており、もう役所へ何度も足を運

ぶ必要なくなったと実感している。 

また、都だけでなく、他の行政機関の入札

にも電子入札が定着しており、入札の度に役

所へ出向く必要がなくなったばかりでなく、

他の役所の入札時間を気にせず、いくつもの

行政機関の入札に参加できるので、企業への

サービスとしてもうれしい限りである。 

近いうち、転居を考えているが、住民基本

台帳ネットワークが整備されたため、転居元

で住居変更届を行えば転居先での手続が不

要になった。転居時の手続も以前と違い、簡単に済ませるようになった。行政機関が連携し

た電子自治体の取組で、生活は格段に便利になっている。 

 

② ネットワークを通じた社会的合意形成 

 インターネットに常時接続されたパソコンを開くとメーリングリストに多くのメールが
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入っていた。環境に配慮したまちづくりに向けて、駅前の自動車交通規制の在り方について

の議論が続いているのである。今では、インターネットを利用し、誰でも、いつでも、どこ

からでも政策論議に参加できる方式が浸透した。 

 地域のまちづくり、特に環境問題

に関心と意欲を持つ幅広い人々が

平等の立場で討議を重ねてきたの

で、みんなが納得できる結論を得ら

れるのではと期待している。 

都庁ポータルサイトの都民ネッ

ト広場でも、まちづくり問題につい

てネット上の公開の場で白熱した

議論が展開されている。情報公開の

点でも、情報開示請求や審議会の会議記録の照会などもインターネットで行えるようになっ

ており、行政の透明性と住民の政策参画という点で、うまくＩＴが活用されている。 

 

③ 安らかな暮らしを支えるネットワーク 

母は以前交通事故で都立病院で治療を受けたことがある。その時は救急車の中からけがの

状況が画像として病院に送られたため、病院側の受入れ態勢も十分で大事に至らずに済んで

いる。 

そんな母が、先日、体の不調を覚

えたため、かかりつけの診療所で診

察を受けた。事故の際の診療記録な

ども、医療機関が連携した医療情報

データベースに電子カルテとして

保存されているため、かかりつけの

医師も母の病歴から薬に対する副

作用の有無まで把握でき、適切な診

断が行えるようになっている。母の

体もまもなく回復するだろう。 

 妻は、保健婦の経験を生かし、今ではケアマネジャーとして多忙な毎日を送っている。最

近は、夜になるとパソコンに向かい、ケアプランの事例研究データベースを参考にしながら、

自分が担当する介護を必要とする人のニーズにあわせたケアプランの作成を行っている。 

 

④ 情報ネットワークで享受する豊かな文化 

 あまり好きではなかったが、学校の教育課程では随分勉強した記憶がある。しかし、学校

教育でどんどん進む仕事上の技術や知識についているものではない。自分で分野を選択し、

 

 

 

 

医療情報 

データベース 
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教育機関を探して学び続けなければ、追いつけないどころか仕事にもありつけない。もっと

も、都心に住んでいるとはいえ、忙しい時間をやりくりして、新たに学校に通うことができ

るはずもない。そのため、インターネットによる多様な e―ラーニングで好きな時間に好き

なところで、教師との双方向のやりとりをしながら学んでいる。 

また、徐々にコンテンツが充実し

ているのは、都が提供する東京デジ

タルミュージアムで、文学、美術、

歴史などの文化情報がぎっしり詰

まっている。電子図書館では、貴重

な文化資源が閲覧できるし、動物園

や植物園の生態観察まで可能とな

っている。画像情報も豊富なので、

仕事の知識の取得よりこちらに割く時間の方が多いかも知れない。 

 

⑤ ネットワーク社会の産業振興と新しい働き方の創造 

 今は事業の経営も順調にいっているが、事業を拡大しようとしたとき、都の「中小企業

ネットクラブ」に参加していたことで、資金面では、一般投資家の資金を活用することが

できた。商品の調達・販売をインターネットを通じて行うことや、関連会社とのネットワ

ークの良さが理解されてのことだと思う。資本力の弱い企業は、複数の企業が情報ネット

ワークを通じてそれぞれ得意な分野を結

合しあい、競争力を高めていくことがこれ

からの会社運営には欠かせないものとな

っている。もちろん、インターネットを通

じた調達、販売が発達してきているので、

国内・国外を問わず、グローバルな商圏を

築いている。 

 さらに事業を拡大しようと思っている

が、資金調達、商品情報や空きオフィス情

報などは、統一されたデータベースから情

報検索できるし、申込手続もインターネッ

トを通じてできるようになったので、ビジネスチャンスに機敏に対応できるようになった。 

従業員の採用についても、求人の情報を「中小企業ネットクラブ」に載せれば、自治体

等が協力して労働情報を提供する「はたらくネット」とも連携しているので、すぐに必要

な従業員も確保できる。これからは、情報ネットワークを使って、自宅でも仕事ができる

環境を整え、子育て期の女性や障害のある人、高齢の人などの能力を生かすことで、社会

への貢献にもなると考えている。 
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⑥ バーチャルスクールで実現する多様な教育 

自分の部屋でパソコンに向かっている高校生の息子は、今、イギリスの高校生と一緒に

夏休みの学校の宿題に取り組んでいるようだ。なんでも、都立学校情報通信ネットワーク

を使った合同授業が、通っている都立高校

とイギリスの高校の間で行われているよう

で、電子メールや電子掲示板、テレビ会議

などを駆使して日本とイギリスの会社制度

についてレポートをまとめているのだとい

う。最近では、イギリスの友達の影響を受

けて、イギリスの大学に進学して国際会計

を勉強したいと言っている。 

そんな彼も卒業の季節。生徒会活動でや

っていた学校ホームページを使った広報の

仕事も後輩に引き継がなくてはならない。世界中に向けて開かれた学校をアピールしよう

と思い、彼なりにいろいろな工夫を凝らしていたのを知っている。時々、職場から彼の作

ったホームページを見ては「がんばれ」と心の中で応援していたものだ。 

 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 

これまでは個人の生活の観点でＩＴ化の影響について述べてきましたが、情報化の進展はこ

うした個人の生活にとどまらず、社会への構造的な変革をももたらしてきます。例えば 

○ネットワーク社会の進展により国境を越えた経済のグローバル化が進み、安く質の良い商 

 品が出回るとともに、企業はより一層国際的な厳しい競争環境に置かれることになる 

○ＩＴの導入により生産・流通の中間過程の省略が進み、消費者と企業との直接コミュニケ 

 ーションが容易となる一方で、中間に介在する人手が不要となり、労働市場の流動化が進 

 む 

○「地縁」、「血縁」といった従来の人間関係とは違った形で非常に広範囲な人々のつながり 

 が可能となる。そのことによりＮＰＯ等新たなコミュニティの活動が促進される 

等を挙げることができます。 

 

こうしたＩＴが社会にもたらす光と影を見据え、豊かで健全なネットワーク社会を築いてい

くことが今後は重要な課題となってきます。 
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基盤システム等整備計画の体系図 

 

 
 
 
業務の抜本的な

改革と 

行政運営の 

高度化・効率化 

 

 

都民や事業者が 

実感できる 

サービス向上の 

実現 

分かりやすく 

身近な行政の 

実現と 

都民参画の 

拡充 

目標 

電
子
都
庁
推
進
計
画

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施策の方向 施策 

都庁の情報基盤

整備と既存OA

システムの改善 

業務システムの改善  

電子認証基盤の構築  

国・区市町村と連携した  
ネットワークの整備 

都庁スーパーバックボーン  

ＴＡＩＭＳの展開  

マルチペイメントネットワークの活用 

電子カルテや医療情報ネットワークの活用 
公共施設や公開講座等のインターネット予約・申込み 
東京デジタルミュージアム構想の推進 

利用者本位の福祉サービス実現に向けたＩＴの活用 
ＩＴの活用による先進的な消防・救急活動 
ＩＴを活用した災害・防災対策 

申請書類のダウンロードサービスの拡充 

申請・届出の電子化 

指名通知書送付等のオンライン化 
入札参加資格申請のオンライン化 
入札情報サービスの提供 

電子入札システムの開発 

住民基本台帳ネットワークの整備 

総合行政ネットワークの整備 

個別システムの改善 

システムの開発･運用マネジメントの強化 

電子申請・届出等の実現  

電子調達の実現  

公金オンライン支払の実現  

各分野へのＩＴ化の拡大  

インターネットを通じた相談業務 

電子閲覧等の導入 

情報公開用システムの構築 

都民や事業者との協働による環境対策の推進 
都立学校の情報通信ネットワーク構築 

電子投票への取組 
産業・労働行政のネットワーク化 

審議会等の会議記録等の提供 

都民ネット広場（仮称）の開設 

都民が政策を知り意見を述べられる仕組みづくり 

世界への情報発信 
ホームページの一層の充実 
ポータルサイトの拡充 

都庁ポータルサイトの整備 

情報の積極的な公開・提供  

都民の政策参画の拡充  

各分野へのＩＴ化の拡大  

ＧＩＳ（地理情報システム）の利用拡大 

建設ＣＡＬＳ/ＥＣ(公共事業支援統合情報システム)の導入 

政策形成の場の設置及び庁内会議の効率化 

業務ノウハウ等の共有化 

研修事務のオンライン化 

福利厚生事務等のオンライン化 

出張旅費の精算事務の電子化 

給与に関する申請・届出等のオンライン化 

電子決裁の導入 

電子文書データベース等の構築 

情報公開用データベースの構築 

文書目録情報・令規集データベースの構築 

用品システムの見直し 

審査事務のオンライン化 

公共料金の一括支払 

東京圏行政情報ネットワーク（仮称）の構築 

 
内部庶務事務のシステム化  

会計関係事務の電子化  

文書事務の電子化 

（文書総合管理システム等  
 の導入） 

ナレッジマネジメント導入 

各分野へのＩＴ化の拡大  

東京圏における広域情報 
ネットワークの活用  
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第2章  基盤システム等の整備計画   
   
   ＞＞＞   第第第１１１      都都都民民民ややや事事事業業業者者者ががが実実実感感感ででできききるるるサササーーービビビススス向向向上上上ののの実実実現現現   
 

 都民や事業者が実感できる行政サービスの質的向上を図るため、ＩＴを積極的に活用して、都

政を大きく変革していきます。都民のライフスタイルや事業の活動により即して各種の行政サー

ビスが「いつでも」、「どこでも」、必要に応じて受けられるようにします。 

 このため、都は電子申請・届出、電子調達、手数料や使用料等のオンライン支払、東京デジタ

ルミュージアム構想の推進、公共施設や公開講座のインターネット予約・申込み、電子カルテや

医療情報ネットワークの活用、質の高い介護サービスの提供支援、消防活動の支援や、災害対策

情報の提供など、さまざまな分野へのＩＴの活用を図っていきます。 

 これにより、都民や事業者の負担軽減を図り、利便性を飛躍的に向上させていきます。 

 

 

 

 

  ○ 電子申請・届出等の実現  
 
  ○ 電子調達の実現  
 
  ○ 公金オンライン支払の実現   
 

○ 東京デジタルミュージアム構想の推進   
 

○ 公共施設や公開講座等のインターネット予約・申込み 
 

○ 電子カルテや医療情報ネットワークの活用 
 

○ 利用者本位の福祉サービス実現に向けたＩＴの活用 
 

○ ＩＴの活用による先進的な消防・救急活動 
 

○ ＩＴを活用した災害・防災対策 
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１１  電電子子申申請請・・届届出出等等のの実実現現    
 

 [概要及び目的] 

自宅や会社からインターネット等を利用して、都のポータルサイト（都庁総合ホームペー

ジ）から各種の申請・届出等の書類をパソコンにダウンロードできるようにします。 

さらに、申請・届出等のうち、都の所管するものについては、これまでの書面による手段

に加え、原則としてすべての手続を電子化していきます。 

これにより、申請用紙を取りに窓口に出向く必要がなくなり、さらに自宅や会社に居なが

らにして行政手続ができる、都民にとってより便利で迅速なサービスを提供していきます。 

 

 [現状] 

  現在都では、港湾関係等の申請で電子媒体による申請を一部実施していますが、ほとんど

の申請・届出等（約２，４００種類）は窓口に来庁するか、郵送によることとなっています。 

  また、平成１２年１０月に都のホームページからダウンロードできる申請書類等を約５00 

 種類に拡充しましたが、まだ全体の申請書類等の約５分の１程度であり、多くの申請書類は、

都民が窓口などに足を運ばなければ手に入らない状況です。 

  都民のライフスタイルや企業活動が、多様化・高度化する状況のなかで、申請等の行政手

続も都民や企業等にとって利便性や処理スピードの高いものが求められています。 

 

 [方向性] 

  ① 申請書類のダウンロードサービスの拡充 

申請書類を取るために窓口まで出向く必要がなくなるよう、平成１４年度までに都のポ

ータルサイトからほとんどの申請書類等を取り出せるようにします。 

 

② 申請・届出等の電子化 

以下のように申請・届出等の電子化を進めて行きます。必要な手続の内容や関連事項な

どを分りやすく案内するとともに、様式類を作成するときに必要な箇所への解説や相談窓

口の表示など、誰にでもやさしいサービスの提供を基本的な考え方としていきます。 

 

ア 対象となる手続 

申請・届出等の電子化を検討する中で、対面審査や事前の相談、資料等の持参が必要

であるなど、電子化になじまない手続及び電子化困難な手続を除き、全手続の約８０％

にあたる約１，９００の手続から電子化していきます。 
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電子化対象手続 
局名 都所管手続 

 
電子化
率(%) 

電子化になじま
ない・電子化困

難な手続 

政策報道室 3 １ ３３ ２ 

総務局 86 74 ８６ 12 

都立大学事務局 12 5 ４２ 7 

財務局 12 10 ８３ 2 

主税局 117 91 ７８ 26 

生活文化局 51 39 ７６ 12 

都市計画局 210 184 ８８ 26 

環境局 141 112 ７９ 29 

福祉局 88 75 ８５ 13 

高齢者施策推進室 26 20 ７７ 6 

衛生局 703 591 ８４ 112 

労働経済局 288 264 ９２ 24 

中央卸売市場 78 62 ７９ 16 

住宅局 49 39 ８０ 10 

多摩都市整備本部 16 7 ４４ 9 

建設局 115 67 ５８ 48 

港湾局 88 83 ９４ 5 

公営企業 106 88 ８１ 18 

教育庁 76 30 ３９ 46 

行政委員会 26 6 ２３ 20 

議会局 1 0 ０ 1 

東京消防庁 115 74 ６４ 41 

計 2,407 1,922 ８０  485 

   平成 12 年 11 月現在 

（注）出納長室は該当なし。 

 

イ 電子化への課題と進め方 

平成１３年度より、申請・届出業務を電子化する上で課題となる事項(「電子申請を実

現するための課題」参照)を検討し、都としての電子申請基盤の構築に着手していきます。

同時に、すべての申請・届出等の手続の実態調査を行い、ＢＰＲを進めながら電子化に

適した簡素で効率的な業務及び組織の在り方を検討していきます。 

具体的には、申請にかかる確認事務が容易であるなどセキュリティ要件が比較的軽易

な行政手続や既存の業務システムとの連携が必要となる手続などからパイロットシステ

ムを選定し、構築を進めていきます。 

先導的な取組として、平成１３年度から東京都水道局がインターネットを利用した給

水申込み及び使用中止届の受付を始めます。さらに、電気・ガス等の公益事業者が行う

都道の道路占用許可申請についても、財団法人道路管理センターが開発及び運営してい

る電子申請システムを導入し、電子化していきます。 
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国などの認証基盤整備の状況及び関係法令等との整合性の検証やパイロットシステム

の成果を取り入れながら、１５年度から手続きの電子化を本格的に行っていきます。 

ウ 電子化の拡大と充実 

将来的にはパソコンだけではなく、近年急激に普及している携帯電話などの移動体通

信や
※

情報キオスク端末からの申請・届出も検討していきます。 

さらに、都税等の電子申告についても、国及び国税の電子申告の導入の状況等を見な

がら、導入方法・対象税目等の検討を進めています。 

 

 [イメージ図] 

 

 

 [構築スケジュール] 

事  項 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 

申 請 書 類 等 の ダ ウ ン

ロードサービスの拡充      一部実施 

 

原則すべての申請書類を 

実施 
 

申請・届出の電子化 

 

 

 

 

 

基本構想 

法令、事務作業の見直し 

パイロットシステム開発 

先導的システムの導入 

 

 

 

パイロットシステムの開発 

試行 

 

 

 

    本 格 実 施 

 

 

 

個人・企業等 

所管部署 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト 

東 京 都 

申請書ダウンロード 

インターネット

結果通知 

申請書 

申請受付

 結果

申請・届出

届出受理
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【電子申請を実現するための課題】 

 

○ 電子認証基盤の整備 

インターネットは、誰もが利用できるオープンなネットワークであるた

め、電子申請・届出の際いわゆる「なりすまし」の問題が生じるおそれがあ

ります。このため、確かに本人から申請されたか（個人認証、組織認証、法

人認証）、途中で申請内容が改ざんされていないか電子的に確認できる（電

子署名）等の、電子認証基盤が全国的に整備されることがサービス提供の必

須条件です。 

このため、都では、国及び民間の構築する電子認証基盤の整備状況にあわ

せて、電子申請・届出システムの構築を進めていきます。 

 

○ 添付書類の収受 

行政手続を行う場合、申請内容や申請資格等を確認するため添付書類を提

出する場合があります。添付書類には、図面等電子化になじむ書類と他機関

等による証明書等電子化が困難な書類があります。 

電子化になじむ添付書類については、様式の標準化及びデータ容量が大き

い場合の収受方法を検討していきます。 

また、電子化が困難な添付書類については、書面の郵送等の手段を検討し、

今後証明書等の電子化の進展にあわせて、一連の手続を電子化するよう検討

していきます。 

 

○ 使用料・手数料の収納方法 

都の所管する手続きの約 3割は、手数料や使用料が必要となります。現在

は、申請窓口や金融機関等の窓口での支払、口座振替払、申請書等への証紙

貼付により納入することになります。 

手続を電子化した場合、原則として申請する人が窓口に出向くことがなく

なるため、証紙貼付など従来からの支払手段のみでは、電子化による利便性

の向上を十分図ることができません。 

このため、新たな収納方法として
＊

マルチペイメントネットワークの活用等

を検討していきます。また、社会のＩＴ化の進展等を見ながら、電子マネー

等についても検討していきます。 
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２２  電電子子調調達達のの実実現現    

 

 [概要及び目的]  

  企業や都民の負担軽減と調達業務の効率化・迅速化、入札プロセスの透明性・公正性の確

保、競争性の向上を図ることを目的として、工事及び物品の調達を対象に、インターネット

を利用した電子調達を導入します。具体的には、発注予定情報等の一元的な提供、入札参加

資格申請の受付の電子化、入札参加希望票の受付や指名通知等の電子化、インターネットを

利用した入札等を順次行っていきます。入札・契約に関わる一連の業務の電子化を目指しま

す。 

 

 [現状] 

  東京都の平成１１年度の契約実績は、建築・土木・設備工事等が契約件数約３２，２００

件、契約金額約９，２１９億円、物品購入・委託契約等で約２２８，０００件、 

 約４，７５８億円となっています。 

  一般的な入札・契約の流れは、入札参加資格の審査、入札案件の公表、入札希望票の受付、

入札参加者選定、説明会、入札、開札、落札決定、契約締結、入札結果の公表ですが、入札

に参加するには、その都度都の窓口を訪れる必要があり、企業にとっての負担となっていま

す． 

  発注予定や入札結果等についての情報は、その一部しかホームページ上で閲覧できません。  

今後、民間企業の情報化推進にあわせて、都民サービスの向上、入札・契約事務の効率化、

透明性や競争性の向上を図る観点から、都の調達業務について電子化を推進することが求め

られています。 

 

 [方向性] 

① 入札情報サービスの提供 

 現在、各局や事業所の掲示板等で掲載されている発注予定や入札結果等の情報を、都庁

のポータルサイトから一元的に閲覧・検索できるようにする入札情報サービスシステムを

構築します。平成１３年度後半から運用を開始し、順次対象部署や掲載範囲を拡大してい

きます。 

② 入札参加資格申請のオンライン化 

 入札参加資格審査の申請受付を、インターネットを利用してオンラインでできるように

します。平成１４年度の受付から開始します。 

③ 指名通知書送付等のオンライン化 

 入札希望票の受付、指名通知書の送付等を、インターネットを利用してオンラインでで

きるようにします。平成１４年度から一部運用を開始します。 
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④ 電子入札システムの開発 

 入札に係わる一連の手続を電子化し、事業者がインターネットを利用して時間や場所に

とらわれることなく、容易に入札に参加できるようにします。 

 平成１３年度から電子入札システムの開発に着手し、平成１５年度中に大規模工事につ

いて電子入札を導入します。その後、大規模工事以外の工事や物品等についても順次拡大

していきます。 
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