住みやすいまち、働きやすい自治体に不可欠なクラウド活用

変わりゆく時代、
変わるべき行政
自治体は今、大きな課題に直面している。地方創生、災害対策、高齢者支援など
の問題が山積する一方、職員数の増加は見込めない。業務効率化によって職員
個々の可処分時間を増やす必要があるが、
その鍵となるのがクラウドの活用だ。

半田 嘉正（はんだ よしまさ）さん

取材協力

（富山県 知事政策局 デジタル化推進室 情報システム課）

飯野 和広（いいの かずひろ）さん

(茨城県 政策企画部 情報システム課)
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専門家の声

令和２年12月には、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が５年ぶりに改定され、
自治体でクラウドを導入できる可能性が広がった。
ガイドライン改定の背景やねらいについて、令和２年度まで総務省の地域情報
化アドバイザーを務めた富山県庁の半田さんに話を聞いた。

た 問 題 が 起こり、現
場からは対応を求め

きっかけは、平成27年に起きた日本年金機構の情報漏えい事件だった。外部からのサイ

る声が 上がっていた

バー攻撃により、125万件もの個人情報が流出し大問題となったが、
同じ頃に大手民間企

のです」。

業でも相次いで情報流出事件が発生。
自治体の情報セキュリティは見直しを迫られた。

そうした反発はあっ

折しもマイナンバー制度の運用開始が目前に控えていたこともあり、行政全体での早急

たものの、三層分離化

なセキュリティ対策を講じる必要性が生じ、
そこで総務省から提唱されたのが、
いわゆる三

は自治体ネットワーク

層分離のネットワーク構造（αモデル）
だった。

のスタンダードとされ、
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「αモデル」
では、業務端末をLGWAN系に配置しなければならず、
インターネット
系とは分離されることが求められている

富山県 知事政策局
デジタル化推進室 情報システム課

利用できないといっ

自治体ネットワークが持つ独自の三層分離構造。
この仕組みが導入されたそもそもの

住基ネット

半田 嘉正さん

ネット系のサービスが

自治体情報の“強すぎる守り”が
業務の足かせになったという現実。

インター
ネット

Interview

Gartner, Press Release, 2021年6月14日 ガートナー、
日本企業のクラウド・コンピューティングに関する調査
結果を発表 https://www.gartner.co.jp/ja/newsroom/press-releases/pr-20210614

この三層分離が導入され

着 実に広まっていっ

始めた当時から、
「LGWAN

た。
しかし、導入開始

接続系とインターネット接

から５年が経過する中で、社会的な背景も大きく変わった。行政の各種手続きはオンライ

続系の分離による利便性

ン化が進み、SNSを活用した申請受付などは全国の自治体で導入が広まっている。
また、

の低下は指摘されていま

コロナ禍によるテレワークの導入拡大では、在宅業務において庁内ネットワークとイン

した」
と半田さんは振り返

ターネットが分離された状況が自治体の足かせとなっている。
これらに加えて問題視され

る。
「 三層分離により、
イン

ているのが、
クラウドサービスを利用できない点だ。
「従来の市販ソフトも、次々にクラウド

ターネットのメールが直接

サービスへ移行しています。
このままだと自治体の業務には大きな支障が出てきてしまう」

受け取 れない、インター

と半田さんは危機感を示す。
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日本におけるクラウド・コンピューティングの利用率の平均は、
2021年から2021
年の９年間で約２倍に増加している

業務端末をインターネット接続系と分離したままだと、
もはや時代の流れに対応できな

による利便性の低下を解決することができる。
中でもクラウドサービスを自治体システムで活

い。
こうした問題を解消するために、
セキュリティを担保した上で使いづらさを解消する新

用できるようになるメリットは大きく、勤怠システムや経理システム、
グループウェアの採用な

たな枠組みが必要になり、
ガイドラインの改定が行われた。
そこで誕生したのが、新たな

どで業務の効率化が可能だ。
半田さんは
「民間のSaaSなどを導入することで、
リモートワー

「βモデル」
と
「β´モデル」
だ。

クに取り組みやすくなります。
ストレージサービスも導入効果は高いと考えられます」
と期待
を込める。
ただし、多くの自治体にとってβモデル、
β´モデルへの移行には、十分なリテラシーを

改革コストは将来への先行投資!新モデルの
メリットを活かすための課題解決策を考える。

備えた人材が必要だという点がハードルになる。本来は、安全なサービスを見極め、必
要なセキュリティ対策を実行するための
専門知識を持った“目利き”を、内部で育

端末をインターネット接続系にも配置できるようになるのが特徴で、
βʼモデルでは、
主たる業

成できるのが理想的だ。
しかし、
まずは目

務端末や情報資産もインターネット接続系に配置可能。
インターネットメールの受信やクラ

利き人材の確保を先行投資と捉え、外

ウドサービスの利用がしやすくなる。

部からの登用も視野に入れるべきだ、
と

これにより、従来のαモデルが抱えていたLGWAN接続系とインターネット接続系の分離

半田さん。
「 外部のCIO補佐を登用する

αモデル

インターネット
の利用が
困難

β・βʼモデル

移行のための高い壁

ガイドライン改定のポイントでもある
「βモデル」
と
「β´モデル」
。
βモデルでは、
主たる業務

インターネット
サービスの
利用が容易

場合は、コストの半分を特別交付税で
住基ネット

インター
ネット
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●社会保障
●税

充当するという施策も打ち出されていま

インター
ネット

LGWAN

す。
こうした制度も積極的に利用すべき

分割
●人事給与
●LGWANメール
●ファイルサーバー

二重認証

でしょう」。

●ホームページ
管理
●インターネット
メール
●グループウェア
●財務会計
●文書管理

さらに、市町村が全てを負担するので
はなく、都道府県との連携が欠かせない
ともつけ加える。
「各都道府県には、
クラウ

画面転送接続

持ち出し
情報不可設定

マイナンバー系

LGWAN系

業務端末

インターネット系

βモデル イメージ図

業務端末

持ち出し
情報不可設定

マイナンバー系

LGWAN系

ド活用やセキュリティ対策の取り組みにお

インターネット系

いて、市町村を積極的にリードする役割も

βʼモデル イメージ図

果たしてほしいと期待しています」。
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ハードルを２つに分けて考える
1 人材の問題

外部登用も視野に入れて、
"目利き"人材を確保しよう

2 お金の問題

一時的なコストではなく、
長期的な費用対効果に
目を向けよう

y
r
a
m
Sum 半田さんからのアドバイス〜まとめ〜

クラウド活用を推進できるか否かが
まちの未来を決める分岐点になる。
今後のマイナンバー普及による行政手続きのオンライン化、民間サービスのクラウド移

01

行、
テレワークの定着などを考えると、三層分離のネットワーク構造を継続することは困難

クラウド導入のメリットを知る

インターネット系のクラウドサービスを活用することにより、従来生じていた無駄な業務

だ。
自治体は今こそ、
インターネット接続、
クラウドサービスの活用という波に乗り、
そのメ

が解消され、
システムの運用・保守の手間も省ける。
同時にテレワークの作業効率も向上

リットを最大限活用する必要がある。

する。
これによって職員の負担軽減と可処分時間の創出を実現し、
より充実した行政
サービスの提供が可能になる。

中でも、政府の提唱する“クラウド・バイ・デフォルト”という考え方は重要だと半田さんは
力を込める。
「新しいネットワーク体制によって様々な変化が起きると考えられますが、
とり

02 都道府県と市町村との連携強化

わけ外部のクラウドサービスを使えることでもたらされるメリットは大きい。
クラウド活用は

新しいネットワーク体制とセキュリティを築くには、
お金も人材も必要。全て自力で解決し

情シスにとって必須と言っても過言ではありません」。

ようとせず、都道府県と市町村が連携し、都道府県側がリーダーシップをとってCSIRTを

クラウドサービスの導入によって、
自治体システムの標準化や業務の標準化が進め

組織する、
あるいは特別交付税を活用して外部人材を活用する、
といった対応をとる。

ば、おのずと横展開もしやすくなる。
これによってシステムの広域化・共同化も加速し、

03 職員のセキュリティ教育を徹底する

利用が広がるにつれてシステムの原価も安く抑えられるようになるだろう。
もちろんセ
キュリティの担保も重要だが、前述のような“目利き”人材の確保や、都道府県と市町

セキュリティの９割は“予防保守”で対策できる。情シスや担当職員だけでなく、庁内全て

村との連携に加え、現場職員の教育・研修を徹底することが課題解決の糸口になる

の職員に向けた教育や、定期的な研修を徹底し、問題を未然に防ぐ。何かが起きてから
では遅いので、
ここはお金と時間をかけてでもやるべきポイント。

はずだ。
「βモデル、
β´モデルへの移行には時間と労力がかかりますが、移行後には職員の負担

04 標準化と共同化

が格段に減ります」
と語る半田さん。同時に
「クラウドの導入によって業務の無駄が省か

“クラウド・バイ・デフォルト”と、
システムの標準化・業務の標準化は表裏一体。
これらを進

れ、無理だと思っていたことが可能になる。
システムの運用・保守にかかる手間も一気に軽

めることが人的負担の軽減だけでなく、
システムや業務ノウハウの横展開も可能にし、共

減され、職員は行政サービスを充実させるための、
より付加価値の高い業務に注力できる

同化への流れにつながる。
また、
クラウドサービスの利用拡大で、
システムの原価を下げる
ことも可能になる。

ようになるでしょう」
と未来を描く。
こうした未来に向け、改革を進められるか否か。
自治体
は今、
まちの未来を左右する大きな分岐点に立たされている。
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自治体の声

ここまで述べてきた通り、
ガイドラインの改定で自治体システムのあり方は大きな変革を迫られている。
しかし、
この改定以前からクラ
ウド・バイ・デフォルトに積極的に取り組んできた自治体もある。
中でも茨城県の事例は先進的で興味深い。
首長が打ち出した指針
のもと、
庁内が一丸となってクラウドサービス利用の推進を加速させ、
実際に様々な成果を上げている同県の取り組みを紹介する。

サービス利用の推進で
自治体のシステム運用を合理化。

Interview

飯野 和広さん

茨城県 政策企画部
情報システム課

にもとづくもので、今後は“資産としてのシステム”を作らずに、SaaSなどのクラウドを活用す
る、
としている。
これによってシステムの構築費用やサーバーの運用コストを下げることができ、
システム

茨城県では、平成29年に就任した大井川知事が庁内のDX実現を最優先事項に掲げ、

の更新もスピード化を果たせるが、加えて
「システムのカスタマイズをしない」
という方針も

改革に取り組んでいる。
その施策の中でも特徴的なのが「システムを持たない、独自のもの

示されており、
クラウドなどで提供されるシステムに職員の業務スタイルを合わせることで、

を作らない」
という指針だ。

業務効率化も進めるのが重要だとしている。

大井川知事は、
旧通商産業省を経て大手IT企業で勤務し、取締役などを歴任した後に

同県では予算要求前協議も、
こうした指針にもとづき実施しており、職員にもシステム最

茨城県知事に就任したという経歴の持ち主。前述の指針もこうしたキャリアに裏打ちされ

適化の意識が根付いている。
これらの取り組みの一事例として挙げられるのが、庁内グ

た
「自治体の業務は基本的に同じなのに、
システムが個別にあるのは非合理的」
という発想

ループウェアの更新だ。

業務システムの全体最適化
（３原則）
1 サービス利用を原則とする

システム

Saas・パッケージソフトなどをノンカスタマイズで利用

2 システムを資産として保有しない
パブリッククラウドなどを利用

コロナ禍での業務継続にも
インターネットクラウドが貢献!

システム共同利用のイメージ

茨城県では以前、県内複数の市町村と共同利用でプライベートクラウドのグループ
導入

運用

ウェアを共有していた。
これに対し職員から
「インターネット系に接続できないとメールの

3 他の都道府県との共同利用を進める
全体最適化

プロジェクトの推進

16億円（10年間）の費用削減効果

約

送受信が煩雑だ」
という声が上がっていたと、情報システム課の飯野さんは振り返る。
「業

（見込み）

茨城県

務への影響が大きいと考え、
また、庁内システムの全体最適化という点も踏まえ、更新の

ほかの都道府県

時期に見直しをしたのです」。
情報システム課では、県の方針に合ったグループウェアを探し、最終的にインターネット
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スムーズに進みましたが、
もしLGWAN環境のままだったとしたら大変だったろうと思いま

茨城県におけるGaroonへのアクセス方法

す」
と、飯野さんは胸をなでおろす。

（イメージ図）

５年間で得た手応えをもとに
パブリッククラウド移行を目指す。

Garoonには庁内のLAN経由でアクセスしている。
テレワークなどで庁外からGaroonにアクセスする
ときは証明書による端末認証を行い、VPN接続に
よる画面転送によりセキュリティを確保している。

こうした茨城県の取り組みも開始から５年が経過し、今や多くのシステムがサービス利
用に移行済みだ。飯野さんは
「財政の面からも、ICTの効率的な活用という面から見ても、

VPN・画面転送

“サービス利用が原則”という流れはスタンダードになっていくでしょう」
と語りつつ、次の
庁内LAN

証明書

ステップをこう見据える。
「経費との兼ね合いもあるが、移行できるものは、
できるだけパブ
リッククラウドの環境に移行し、
さらなるコスト低減と利便性の向上を図りたいと考えて

1

庁内からアクセス

2

います」。

庁外からアクセス

（テレワーク）

国の方針に先んじて、
クラウドサービスの積極利用を進めてきた茨城県。
セキュリティ面
でも実務面でも成功を収めており、
５年間で得られたものは大きいようだ。
セキュリティ上の

クラウドで利用できるサイボウズの
「Garoon（ 以下、
ガルーン）」
を採用することに決定し

リスクからクラウド導入を躊躇する自治体も見られるが、
時流に後れを取ることも大きなリス

た。茨城県での稼働開始は令和２年３月。
「 端末利用環境がインターネット接続系に

クだといえる。
この茨城県の挑戦を参考に、
まずは一歩踏み出してみてはいかがだろうか。

移ったことで、
メールのやりとりなどがスムーズになった」
と飯野さん。
「 以前は無害化の
処理を待ったり、上長の許可を得た上でファイル共有システムを使ったりしていました。
パスワード付zipファイルが弾かれることもありましたが、
そういったストレスもなくなりま
した」。
現在は、知事部局をはじめ約7,000名の職員がガルーンを利用。
また、
テレワークでも
活用されており、期せずして起きたコロナ禍でもその本領を発揮した。
「 端末利用環境を
インターネット側に移行したのと同時に、感染症対策のテレワークが始まりました。幸い
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お問い合わせ先

サイボウズには自治体のデジタル化・DXを支える
製品・支援プログラムがあります
住民サービス・業務の
自動化

庁内の情報共有

地域共創支援

kintone（キントーン）
自治体業務の効率化や住民サービスの向上を実現するアプリをかんたんに用意で
きるクラウド型の業務システムサービスです。
自治体のあらゆる業務を効率化し、
ど
んな業務にもぴったり合うシステムになります。

Garoon（ガルーン）
職員同士の情報共有を効率化するグループウェアです。
スケジュールや掲示板など
庁内業務に必要な機能がワンパッケージでそろいます。他システムとの連携も可能。
パソコンが苦手な方でも使いやすいため、職員全員に浸透しやすく活用が進みます。

サイボウズ チームワーク総研
研修プログラムをご提供するチームワーク総研では、
テレワーク定着の支援や、
自治
体支援のスペシャリストが公的機関のご担当者様の相談相手となり、継続的に問
題を解決できる地域のチームづくりを支援する地域共創「応援」
プログラムを提供
しています。

お問い合わせはこちら

サイボウズについて

サイボウズ株式会社

サイボウズは1997年に創業し、
「チームワークあふれる社会を創る」
という理念のもと、
チーム・コラボレー

https://cybozu.co.jp/sp/government/

ションを支援するツールの開発・提供する
「グループウェア事業」
と、
サイボウズがこれまで蓄積してきた人

※サイボウズ、Cybozu、及びサイボウズのロゴマークはサイポウズ株式会社の登録商標

事制度やメソッドを企業・組織に提供する
「メソッド事業」
を展開しています。2006年よりアメリカをはじめ

です。※記載された商品名、各製品名は各社の登録商傑または商標です。
また当社製

海外に6拠点を設立し、
ユーザー数は世界へ拡大しています。

についてはこちらをご参照ください。https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/

品には他社の著作物が含まれていることがあります。個別の商標•著作物に関する注記
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