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「日本経済の進路と戦略」で目指す経済社会
① 成長力の強化
② 健全で安心できる社会
③ 再チャレンジ可能な社会

等の実現を図る観点から

ＩＴ新改革戦略 政策パッケージの策定の趣旨

2010年に「いつでも、どこでも、誰でも ＩＴの恩恵を実感できる社会の実現」という目標に向け、
① 構造改革による飛躍、② 利用者・生活者重視、③ 国際貢献・国際競争力強化

という理念のもと、取組を推進。

2010年に「いつでも、どこでも、誰でも ＩＴの恩恵を実感できる社会の実現」という目標に向け、
① 構造改革による飛躍構造改革による飛躍、② 利用者・生活者重視利用者・生活者重視、③ 国際貢献・国際競争力強化国際貢献・国際競争力強化

という理念のもと、取組を推進。

ＩＴ新改革戦略（2006年1月）ＩＴ新改革戦略ＩＴ新改革戦略（2006年1月）

具体的には、

① ＩＴ新改革戦略の加速につながるドライビング・フォースとなり、

② しかも我が国の新しい可能性を切り拓く改革や創造のエンジンとなる
政策をＩＴ戦略本部主導で推進し、克服すべき課題の正面突破を図るため、
今後のＩＴ政策に関する基本的な方向性を取りまとめ。

重点計画-2007は、平成19年度に本方向性を踏まえて策定。

社会経済における新たな価値の創出等の更なる発展・飛躍を目指して、ＩＴ戦略の一
層の推進を図ることが必要

政策パッケージを策定政策パッケージを策定
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政策パッケージの全体目標と推進方策

①① 効率性・生産性向上と新価値の創出効率性・生産性向上と新価値の創出

行政、企業ともに世界最高水準のＩＴ基盤を戦略的にフル活用し、行政、企業ともに世界最高水準のＩＴ基盤を戦略的にフル活用し、組織を超えたネットワーク化等に組織を超えたネットワーク化等に

より、より、我が国全体の効率性・生産性の大幅向上、さらに国民にとっての新たな価値の創出等を目指す。我が国全体の効率性・生産性の大幅向上、さらに国民にとっての新たな価値の創出等を目指す。

②② 健全で安心できる社会の実現健全で安心できる社会の実現

ＩＴ基盤のフル活用により、老後や暮らしに心配なく、老若男女を問わず全ての人が安心して質的にＩＴ基盤のフル活用により、老後や暮らしに心配なく、老若男女を問わず全ての人が安心して質的に

も豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指す。も豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指す。

③③ 創造的発展基盤の整備創造的発展基盤の整備

効率性・生産性向上と新価値の創出、国民が健全で安心できる社会の実現を図る基礎となり、将来の効率性・生産性向上と新価値の創出、国民が健全で安心できる社会の実現を図る基礎となり、将来の

創造的発展を導く基盤の整備及び活用を目指す。創造的発展を導く基盤の整備及び活用を目指す。

推進方策推進方策

全体目標全体目標

①① 構造改革の推進を超えて、更なる発展・飛躍を目指し、ＩＴ戦略を一層推進構造改革の推進を超えて、更なる発展・飛躍を目指し、ＩＴ戦略を一層推進

②② ＩＴ化の恩恵が国民に見えるように、国民に身近な分野で取組を強化ＩＴ化の恩恵が国民に見えるように、国民に身近な分野で取組を強化

③③ 情報を安心に利活用するため、情報セキュリティや個人情報保護等へ十分留意情報を安心に利活用するため、情報セキュリティや個人情報保護等へ十分留意

④④ 全体最適の実現や非ＩＴ施策への切り込みなど、ＩＴ戦略本部主導で取組を推進全体最適の実現や非ＩＴ施策への切り込みなど、ＩＴ戦略本部主導で取組を推進

⑤⑤ 国民や利用者の視点に徹した「見える化」による評価結果を次のＩＴ政策に十分反映国民や利用者の視点に徹した「見える化」による評価結果を次のＩＴ政策に十分反映
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政策パッケージにおける重点的な取組

今後のＩＴ政策に関する基本的な方向性、重点的な取組を取りまとめ今後のＩＴ政策に関する基本的な方向性、重点的な取組を取りまとめ

効率性・生産性向上と
新価値の創出

○国・地方の包括的な電子行政
サービスの実現

○ＩＴによるものづくり、サービ
スなど経済・産業の生産性向上

（特に中小企業の取組強化）

○ＩＣＴ産業の国際競争力強化等

健全で安心できる
社会の実現

○国民の健康情報を大切に活用する情
報基盤の実現

○国民視点の社会保障サービスの実現
に向けての電子私書箱（仮称）の創
設

○交通事故の削減に資する世界に先駆
けた安全運転支援システムの実現

○ネット上の違法・有害情報に起因す
る被害の抜本的減少を目指した集中
対策の実施

○ワーク・ライフ・バランスの実現の
ためのテレワークの推進

創造的発展基盤の整備

○多様なサービスを安全かつ簡
易に利用できる次世代モバイ
ル生活基盤の構築

○いつでもどこでも誰でも恩恵
を実感できるユビキタス・コ
ミュニティの実現

○高度ＩＴ人材の好循環メカニ
ズムの形成

「いつでも、どこでも、誰でも ＩＴの恩恵を実感でき、
真にあらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」の

早期実現に向け、以下の「重点的な取組」を推進
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画面イメージ

ようこそ○○市へ
＜個人＞

・転居、結婚、出生
＜企業＞

・入社、退職
・納税

国民や企業にとって、飛躍的に簡素で便利、かつ効率的な行政サービスの実現に向け、国・地方の枠を超えた電子行政国民や企業にとって、飛躍的に簡素で便利、かつ効率的な行政サービスの実現に向け、国・地方の枠を超えた電子行政
窓口サービスの展開を念頭に置き、利用者ニーズ等を的確に踏まえつつ、フロントオフィスとバックオフィス及びバッ窓口サービスの展開を念頭に置き、利用者ニーズ等を的確に踏まえつつ、フロントオフィスとバックオフィス及びバッ
クオフィス相互間の連携や民間手続との連携を図ることにより、様々な行政手続を基本的にワンストップで簡便に行えクオフィス相互間の連携や民間手続との連携を図ることにより、様々な行政手続を基本的にワンストップで簡便に行え
る第２世代の電子行政サービス基盤の標準モデルをる第２世代の電子行政サービス基盤の標準モデルを20102010年度を目途に構築することを目指す。年度を目途に構築することを目指す。

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

自治体の手続自治体の手続

国の手続国の手続

国民

事業者
民間の手続民間の手続

AA省省 BB省省

CC省省

BB自治体自治体

ワンストップワンストップ
サービスサービス

国・自治体の国・自治体の
バックオフィス連携バックオフィス連携

国・地方の包括的な電子行政サービスの実現

府省内のフロント、府省内のフロント、
バックオフィス連携バックオフィス連携

利用者

＜包括的電子行政窓口サービス＞

・どこに転居しても同様の行政サービスを受け
られるよう標準化
・できる限りバックオフィスの連携を図る
・必要により民間手続への拡大も検討
・意欲のある自治体において実証実験

AA自治体自治体

CC自治体自治体

様々な行政手続を基本的にワンス
トップで簡便に行える電子行政サー

ビス基盤の標準モデルを構築

府省間のバックオフィス連携府省間のバックオフィス連携

利用者の
行動フロー分析
やニーズ把握

44
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ITによるものづくり、サービスなど経済・産業の生産性向上（特に中小企業の取組強化）

【 施 策 例 】

ものづくり サービス

ＩＴ化
「現場」の知識・ノウハウのデジタル化

組込ソフトなどのウェイトの飛躍的な高まりＩＴ

相互依存

ＩＴ化
コスト低減と付加価値向上

顧客へのきめ細かい対応が可能

＜課題＞

◆ 中小・中堅企業におけるＩＴ投資､企業･業種を越えたＩＴ活用･連携､ＩＴ導入に伴う組織改革

◆ ＩＴ化による更なる生産性の向上、付加価値の向上、収益力の強化

◆ グローバル環境変化に対応した､世界市場をリードする製品・システム・ＩＴ活用モデルの創出

・ ＥＤＩや電子タグを活用した企業・業種・業

界の「壁」を越えた情報共有基盤の整備

・製品安全､省エネ､環境対策等を通じた経
済社会全体の生産性向上

・中小企業の経営支援ツールの開発・普及

・「地域密着・出前」型のアドバイス強化等

による｢ＩＴ経営応援隊事業」の充実

・ＩＴ投資に対する支援措置の強化

・ ソフトウェアの製品化・共同化・再利用の促進

・ 企業・業種横断的な共通基盤化・モジュール
化の支援

・ 政府調達における再利用の促進

社会インフラとしての
電子ﾀｸﾞ・電子商取引基盤の整備

ＩＴ経営
特に中小企業のＩＴ活用の促進

ＩＴを活用した我が国産業全体
の競争力強化･生産性向上

【 現状と課題 】

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

企業経営をＩＴによって最適化する企業の割合を企業経営をＩＴによって最適化する企業の割合を20102010年度までに世界のトップクラスの水準に年度までに世界のトップクラスの水準に
引き上げるなど、あらゆる産業分野や経済社会全体の生産性の向上を目指す。引き上げるなど、あらゆる産業分野や経済社会全体の生産性の向上を目指す。
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基本戦略として「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」の策定、実施基本戦略として「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」の策定、実施

①① 官民が国際競争力強化に関する戦略を練る体制の整備官民が国際競争力強化に関する戦略を練る体制の整備

②② 通信・放送の融合・連携に対応した制度整備等通信・放送の融合・連携に対応した制度整備等

③③ 我が国の強みを活かしたﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの整備我が国の強みを活かしたﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの推進、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの整備

④④ ＯＤＡやＯＯＦ等の戦略的活用ＯＤＡやＯＯＦ等の戦略的活用

⑤⑤ 映像国際放送の充実等を通じた戦略的な情報発信映像国際放送の充実等を通じた戦略的な情報発信 等等

①① 世界市場における日本企業の立ち後れと韓国等の台頭世界市場における日本企業の立ち後れと韓国等の台頭

②② 日本企業は成熟した国内市場に偏重した国内志向日本企業は成熟した国内市場に偏重した国内志向

③③ 国全体のトータルな戦略性・政策の欠如国全体のトータルな戦略性・政策の欠如 等等

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

我が国の経済成長の主要なエンジンである我が国の経済成長の主要なエンジンであるICTICT産業を、成熟した国内市場に偏重した国内志向から飛躍産業を、成熟した国内市場に偏重した国内志向から飛躍

的拡大を続けるグローバル市場を先導していく海外志向に向けて誘導し、その国際競争力を強化するため、的拡大を続けるグローバル市場を先導していく海外志向に向けて誘導し、その国際競争力を強化するため、
今後今後22年間を国際競争力強化年間と位置づけ、年間を国際競争力強化年間と位置づけ、20112011年までに年までにICTICT産業の国際競争力強化を実現する。産業の国際競争力強化を実現する。

ICT産業の国際競争力の強化等

〔〔ICTICT産業の国際競争力の低下産業の国際競争力の低下〕〕

〔〔実現方策実現方策〕〕

ICT産業の国際競争力強化による
我が国の競争力・成長力の強化

ICT産業の国際競争力強化による
我が国の競争力・成長力の強化

ICT利用産業
（製造業、サービス産業等）

ICT産業
（経済成長の主要なエンジン）

高度な情報通信基盤高度な情報通信基盤
ICTICTへのへの

需要の増大需要の増大
より高度なより高度な
ICTICTの供給の供給

生産性向上

潜在成長力の発揮潜在成長力の発揮

競争力の強化による成長競争力の強化による成長

経済成長
をリード国際競争力強化

〔〔実現イメージ実現イメージ〕〕
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医療機関等の情報基盤健康情報を個人が
管理できる基盤

全国の医療関係機関等
が相互に接続される

安心で安全な
統合ネットワーク基盤

健康情報の全国的な
収集・分析基盤

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

健康情報の電子的活用により、①個人の健康情報を自らが管理し医師等に提示することによる病歴や体質に応じた医療健康情報の電子的活用により、①個人の健康情報を自らが管理し医師等に提示することによる病歴や体質に応じた医療
の提供、②の提供、②異なる異なる医療機関医療機関間において間においても患者の健康情報が分断されない継続性ある医療の提供、③疾病情報や臨床データも患者の健康情報が分断されない継続性ある医療の提供、③疾病情報や臨床データ
の分析による根拠に基づいた医療の提供、が可能となり、医療の質の飛躍的な向上が期待される。これら３つの要素を実現の分析による根拠に基づいた医療の提供、が可能となり、医療の質の飛躍的な向上が期待される。これら３つの要素を実現
するするためのための世界最先端の国民健康情報基盤を世界最先端の国民健康情報基盤を構築する。そのため、構築する。そのため、健診結果等の健康情報を個人が活用するとともに全国健診結果等の健康情報を個人が活用するとともに全国
規模で収集・分析する仕組みを規模で収集・分析する仕組みを20120111年度年度当初当初までに構築する。までに構築する。

国民の健康情報を大切に活用する情報基盤の実現

「健康管理が強化され元気を保てる。」
「生涯を通じた自分の健康情報の管理ができる。」

匿名化データ
を収集・分析

「臨床データ等の分析による根拠に
基づいた医療が提供できる。」

レセプト請求
地域医療連携
疾病情報の報告等

レセプト受付
健診結果の授受等

病気の時も

元気な時も

「どこの病院でもこれまでの病歴や体質等を
参照して診療を受けられる。」

医療・介護・福祉サービス
健康診断・保健指導等

必要な情報の提供

保険者等

医療機関等

「被保険者の保健指導を強化
して医療費の適正化が進む。」

「異なる医療機関間においても
情報の継続性のある医療が

提供できる。」

診療情報
レセプト情報
健診結果等

電子的
記録



8

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

医療機関や保険者等に個別管理されている情報を、希望する国民が自ら入手・管理できる「電子私書箱（仮称）（電子医療機関や保険者等に個別管理されている情報を、希望する国民が自ら入手・管理できる「電子私書箱（仮称）（電子
情報アカウント）」を検討し、情報アカウント）」を検討し、20102010年頃のサービス開始を目指す。この電子私書箱が生活をサポートする重要なツールとし年頃のサービス開始を目指す。この電子私書箱が生活をサポートする重要なツールとし

て利活用される社会の実現を目指す。て利活用される社会の実現を目指す。

国・自治体

・電子行政

保険者
・政管健保 ・健保組合
・広域連合

年金

・厚生年金等

ACCOUNT
CARD

年金情報
・加入履歴
・給付金額
・負担金額

健康情報
・診察結果
・健診結果

保険情報
・保険資格
・雇用保険料
・介護保険料

電子私書箱電子私書箱

（（電子情報アカウント電子情報アカウント））

国民

社会保障以外
への利活用

民間

医療機関
・病院 ・診療所

電子私書箱とは、自らの情報を一元化し、自らの意思で
利活用できる仕組み

◆電子私書箱にアクセスすれば、知りたい情報が一目瞭然
・医療機関別に個別管理されている健康情報を一元管理
・年金の加入履歴・トータルの給付額を簡単に把握

◆国民が電子私書箱の情報を自らのものとして利活用
・情報の整理・分析
・他の手続き等への利用

年金の画面例

医療の画面例

国民視点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書箱（仮称）の創設

http:// www.mylife.jp /

基本情報

年金

- 加入履歴確認
- ねんきん定期便

健康保険

- 加入履歴確認
- 保険料確認

健診 データベース

- 健康診断履歴
-

各種申請

Menu

内閣 太郎さん

前回ログイン：2006/11/01

e-TAX

My Life Portal ログアウト

ホーム

グラフで見る検査結果推移

健康診断結果
履歴参照

グラフで見る検査結果推移

健康診断結果
履歴参照

http:// www.mylife.jp /

基本情報

年金

- 加入履歴確認
- ねんきん定期便

健康保険

- 加入履歴確認
- 保険料確認

健診 データベース

- 健康診断履歴
-

各種申請

Menu

内閣 太郎さん

前回ログイン：2006/11/01

e-TAX

My Life Portal ログアウト

ホーム

グラフで見る検査結果推移

健康診断結果
履歴参照

グラフで見る検査結果推移

健康診断結果
履歴参照

http://www.mylife.jp/

政府からのお知らせ

千代田区だより

基本情報

年金
- 加入履歴確認

- ねんきん定期便

健康保険
- 加入履歴確認
- 保険料確認

健診データベース
- 健康診断履歴
-

各種申請

Menu

内閣 太郎さん

前回ログイン： 2006/11/01
20XX/XX/XX

20XX年XX月よりXX保
険料が変更となります。
（□△省）

20XX/XXXX

各種給付金の確認・申
請がオンラインで利用
可能です。（子育て支援
課）

氏名： 内閣 太郎

住所： 東京都千代田区永田町 1-1-1

生年月日： 1975年01月01日

性別： 男性

1995/01 1995/02 1995/03 1995/04 1995/05 1995/06 1995/07 1995/08 1995/09 1995/10 1995/11 1995/12

国民 国民 未納付 未納付 国民 未納付 国民 国民 国民 国民 国民 国民

1996/01 1996/02 1996/03 1996/04 1996/05 1996/06 1996/07 1996/08 1996/09 1996/10 1996/11 1996/12

国民 国民 国民 国民 国民 国民 国民 国民 未納付 厚生 厚生 厚生e-TAX

20XX/XX/XX

電子申請によるXX登録
料値下げのお知らせ。（
○△省）

My Life Portal ログアウト

年金 加入履歴

ホーム

http://www.mylife.jp/

政府からのお知らせ

千代田区だより

基本情報

年金
- 加入履歴確認

- ねんきん定期便

健康保険
- 加入履歴確認
- 保険料確認

健診データベース
- 健康診断履歴
-

各種申請

Menu

内閣 太郎さん

前回ログイン： 2006/11/01
20XX/XX/XX

20XX年XX月よりXX保
険料が変更となります。
（□△省）

20XX/XXXX

各種給付金の確認・申
請がオンラインで利用
可能です。（子育て支援
課）

氏名： 内閣 太郎

住所： 東京都千代田区永田町 1-1-1

生年月日： 1975年01月01日

性別： 男性

1995/01 1995/02 1995/03 1995/04 1995/05 1995/06 1995/07 1995/08 1995/09 1995/10 1995/11 1995/12

国民 国民 未納付 未納付 国民 未納付 国民 国民 国民 国民 国民 国民

1996/01 1996/02 1996/03 1996/04 1996/05 1996/06 1996/07 1996/08 1996/09 1996/10 1996/11 1996/12

国民 国民 国民 国民 国民 国民 国民 国民 未納付 厚生 厚生 厚生e-TAX

20XX/XX/XX

電子申請によるXX登録
料値下げのお知らせ。（
○△省）

My Life Portal ログアウト

年金 加入履歴

ホーム
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国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

２０１０年度から、ＩＴにより車両への注意喚起・警報等の情報送信を行う安全運転支援２０１０年度から、ＩＴにより車両への注意喚起・警報等の情報送信を行う安全運転支援
システムを順次実用化し、交通事故死傷者数・交通事故件数の削減に資する。システムを順次実用化し、交通事故死傷者数・交通事故件数の削減に資する。

接近する二輪車
との衝突防止

車同士の通信
による追突防止

前方渋滞情報
による追突防止

右折時の歩行者
との衝突防止

事故発生位置
の自動通報

スマートICによる

利便性向上

安全運転支援ｼｽﾃﾑによる世界一安全な道路交通社会のｲﾒｰｼﾞ

通信機

交通事故の削減に資する世界に先駆けた安全運転支援システムの実現
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出会い系サイトによる被害児童数
（1000人以上／年）が深刻な状況

ネット上の違法・有害情報
による被害児童等を2010
年までに大幅減少

・携帯電話へのフィルタリング導入促進等

出会い系サイト
・今度デートしよう。
・メールちょうだい。
・合コンしよう。

・・・・・

出会い系サイト関連問題等
違法・有害情報への集中対策

ネット上の違法・有害情報に起因する被害の抜本的減少を目指した集中対策の実施

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

出会い系サイトの被害者となる児童数の抜本的縮小等のための集中対策を実施し、出会い系サイトの被害者となる児童数の抜本的縮小等のための集中対策を実施し、20102010年までに年までに
ネット上の違法・有害情報に起因する被害児童等を大幅に縮小することを目指すネット上の違法・有害情報に起因する被害児童等を大幅に縮小することを目指す 。。

＜利用者側＞

出会い系サイト
・今度デートしよう。
・メールちょうだい。
・合コンしよう。

・・・・・

・利用者の年齢確認等

＜提供者側＞

・情報モラル教育の充実等

＜学校教育＞
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ワーク・ライフ・バランスの実現のためのテレワークの推進

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

ワーク・ライフ・バランスや再チャレンジを実現するため、ワーク・ライフ・バランスや再チャレンジを実現するため、 ２０１０年までにテレワーカーが２０１０年までにテレワーカーが

就業者人口の２割を達成することを目指す。就業者人口の２割を達成することを目指す。

仕事と育児
の両立

仕事と育児
の両立

多様な勤務
形態の実現

多様な勤務
形態の実現

アクセス

家庭から職場や同僚との
コミュニケーション

家庭から職場や同僚との家庭から職場や同僚との
コミュニケーションコミュニケーション

サテライトオフィスサテライトオフィスサテライトオフィス

移動中にモバイル
ワーク

移動中移動中にモバイルにモバイル
ワークワーク

アクセス
会社会社会社

インターネットインターネット

公務員テレワークの推進
勤務形態の弾力化、多様化に向けた制度整備

※公務員テレワーク普及にも資する「国家公務員の育児休業
等に関する法律」及び「地方公務員の育児休業等に関する法
律」の改正案を今国会に提出中

企業・国民各層の取組促進

テレワーク推進月間、表彰制度の
創設

テレワークの普及に資する環境整備

実際の就労環
境に対応した
モデル構築

導入サポート・
相談体制の
充実

労働関連の制
度環境整備

【 実現イメージ 】

【 実現方策 】

1111
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国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

高度なセキュリティを実現した本人認証技術を活用して、電子行政サービス等の本人認証が必要な場合高度なセキュリティを実現した本人認証技術を活用して、電子行政サービス等の本人認証が必要な場合
も含め、携帯端末により、ペーパーレス、キャッシュレスはもとより、多様なネットワークサービスを飛躍的も含め、携帯端末により、ペーパーレス、キャッシュレスはもとより、多様なネットワークサービスを飛躍的
に安全かつ簡易に利用可能となる世界最先端の次世代モバイル生活基盤をに安全かつ簡易に利用可能となる世界最先端の次世代モバイル生活基盤を20102010年を目途に構築する。年を目途に構築する。

多様なサービスを安全かつ簡易に利用できる次世代モバイル生活基盤の構築

スーパー・コンビニスーパー・コンビニ
・キャッシュレス決済

・酒等販売の年齢確認

オフィスオフィス
・施設の利用制限
・業務資料の参照制限

病院・診療所病院・診療所
・診察予約

国・自治体国・自治体
・電子行政

・電子マネー
・電子身分証明書
・電子会員証・診察券
・電子クーポン etc.

銀行・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ銀行・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
・口座開設

・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ作成

・電子マネー払戻

レンタル店レンタル店
・かんたん会員登録

・キャッシュレス決済

旅行代理店旅行代理店
・かんたん会員登録
・ホテル・航空券等の

電子旅行クーポン
・提携店割引クーポン

年齢情報

電子会員証

認証局認証局

電子身分
証明書

電子身分
証明書

所属情報

電子旅行
クーポン

電子診察券

キャッシュレス・ペーパーレスなサービスをワンストップで実現キャッシュレス・ペーパーレスなサービスをワンストップで実現

次世代高速モバイル基盤次世代高速モバイル基盤
の整備・活用の整備・活用
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国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

地域のニーズに配慮しつつ、いつでもどこでも誰でも使えるブロードバンドネットワーク基盤の整備を図地域のニーズに配慮しつつ、いつでもどこでも誰でも使えるブロードバンドネットワーク基盤の整備を図
るとともに、産学官民の協働により、地域生活に密着した分野で先進的な取組モデルを構築し、地域の抱るとともに、産学官民の協働により、地域生活に密着した分野で先進的な取組モデルを構築し、地域の抱
える諸課題の解決が図られるような地域社会（ユビキタス・コミュニティ）をえる諸課題の解決が図られるような地域社会（ユビキタス・コミュニティ）を20102010年までに実現する。年までに実現する。

いつでもどこでも誰でも恩恵を実感できるユビキタス・コミュニティの実現

○○君の行動

16:30 災害現場に立ち
入り、危険です！

15:45
コンビニ前

緊急事態！
アラーム発信!

ピッ

ピッ

ピッ

保護者等

位置情報及び映像等

サーバー

○危険遭遇時にはアラーム伝達
○保護者・家族はPCや携帯電話で情報を確認

○危険遭遇時にはアラーム伝達
○保護者・家族はPCや携帯電話で情報を確認

携帯電話網

見守りノード見守りノード

見守りノード見守りノード

ビーッ！
ビーッ！

◇◇君の行動

15:45 ○丁目付近

緊急事態！
助けて！

いじめ！不審者！

いじめ！不審者！

見守りノード見守りノード

位
置

情
報

及
び

映
像

等

災害現場に
立ち入り！

危険！

見守りノード見守りノード

GPS衛星

電子タグ活用型モデル電子タグ活用型モデル

見守りノード（電子タグリーダー等）を街角に設置、
子供は電子タグ等を保有

携帯電話活用型モデル携帯電話活用型モデル

通常の携帯電話や
ＧＰＳ内蔵型携帯電話を活用

映像でも確認可能映像でも確認可能

・ 地域での独居老人見守り

・ 住民の健康向上

・ 医療・福祉機関の連携

・ 都市と農村の交流

・ 地域コミュニティの再生

・ 地域コンテンツの発信 等

その他の地域課題例課題解決例）低コストの地域子供見守りシステム課題解決例）低コストの地域子供見守りシステム
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高度IT人材育成の好循環メカニズムの形成

国民が実感できる実現目標：国民が実感できる実現目標：

大学院等での実践教育の強化、産業側での構造改革、初等中等教育の改革等を総合的・集中的に大学院等での実践教育の強化、産業側での構造改革、初等中等教育の改革等を総合的・集中的に
実施することにより、高い収益力・社会的地位によって集まってきた優秀な人材が収益・社会価値を更実施することにより、高い収益力・社会的地位によって集まってきた優秀な人材が収益・社会価値を更
に高めていくような「人材育成の好循環メカニズム」の形成を目指す。に高めていくような「人材育成の好循環メカニズム」の形成を目指す。

・問題解決能力・創造性の育成

・ＩＴ基盤整備及びＩＴ活用の充実

初等中等教育でのＩＴに関する能力
の伸長・底上げ

・人材流動性の活性化

高等教育での教育の実質化

拠点大学

高等学校等企業

政府

・実践的なＩＴ教育機能の強化

・関係府省の施策の集中

「人材育成の好循環メカニズム」の形成

企業の収益・社会地位向上

優秀な人材を牽引

人材の能力向上

・海外人材の活用

・高収益な業務形態への転換

情報サービス等関連の構造改革

・人材流動性の拡大
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効果のあるシステムを
順次全国展開

企業経営をITによって
最適化する企業の割合を

世界トップクラスの水準に引き上げ

第２世代電子行政サービス
基盤の標準モデル等を構築

政策パッケージの目標実現に向けた工程表

国・地方の包括的な
電子行政サービスの実現

ITによるものづくり、サービスなど
経済・産業の生産性向上

(特に中小企業の取組強化)

ICT産業の国際競争力強化等

国民の健康情報を大切に
活用する情報基盤の実現

国民視点の社会保障サービスの
実現に向けての

電子私書箱(仮称)の創設

交通事故の削減に資する
世界に先駆けた

安全運転支援システムの実現

ネット上の違法・有害情報に
起因する被害の抜本的減少を

目指した集中対策の実施

ワーク・ライフ・バランスの
実現のためのテレワークの推進

多様なサービスを
安全かつ簡易に利用できる

次世代モバイル生活基盤の構築

いつでもどこでも誰でも
恩恵を実感できる

ユビキタス・コミュニティの実現

高度IT人材育成の
好循環メカニズムの形成

創
造
的
発
展
基
盤
の
整
備

健
全
で
安
心
で
き
る
社
会
の
実
現

効
率
性
・
生
産
性
向
上
と

新
価
値
の
創
出

行動フローの分析や
ニーズの把握（2007年度）

経営支援ツールの開発・普及、経営相談体制の拡充、IT投資の支援措置の強化、企業・業種横断的な
共通基盤化・モジュール化の支援等（2007年度以降）

基本戦略の策定及び体制の整備
（2007年度）

匿名で全国的に収集すべき
項目等の検討（2007年度）

「電子私書箱(仮称)」のあり方及び
実施方法の検討（2007年度）

安全運転支援システムの
機能確認・改良（2007年度）

児童の携帯電話へのフィルタリング導入を促進する民間等への支援、
有害サイト運営者による利用者の年齢確認の検討（2007年度）

モデル構築等の環境整備、導入サポート・相談体制の整備・充実、
労働関連の制度環境整備、公務員分野における制度整備等（2007年度以降）

モバイル認証技術を用いた電子行政
サービスのあり方の検討（2007年度）

地域ニーズに配慮した光ファイバ等の整備の推進、IT基盤を活用し、地域生活に密着した分野で
先進的な取組モデルの構築、成果の共有（2007年度以降）

大学院等での実践的なＩＴ教育の機能の強化、情報サービス産業等の構
造改革の推進、初等中等教育におけるITに関する能力の伸長・底上げに
資する改革の推進（2007年度以降）

2007 2008 2009 2010

ICT産業の国際競争力

強化を実現

健康情報を個人が
活用するとともに全国規模で
収集・分析する仕組みを構築

電子私書箱サービスの開始

違法・有害情報に起因する
被害児童等を大幅に縮小

テレワーカーが
就業者人口の２割を達成

多様なｻｰﾋﾞｽを飛躍的に安全かつ
簡易に利用可能となる世界最先端の

次世代ﾓﾊﾞｲﾙ生活基盤の構築

IT基盤の活用により

地域の抱える諸課題の解決が図られる
ﾕﾋﾞｷﾀｽ・ｺﾐｭﾆﾃｨの実現

優秀な人材が収益・社会的価値を
更に高めていくような人材育成の

好循環メカニズムの形成

推進月間、表彰制度の創設
（2007年度）

学習指導要領の改訂等（2007年度以降）

施策工程表の取りまとめ
（2007年9月目途）

事業化の個別課題の抽出と分析、改善等（2008年度以降）

健康情報のデータ形式や提供
ルール等の検討（2008年度） ネットワーク基盤の構築（2011年度当初まで）

関連する制度整備、他分野への利用拡大の検討（2008年度以降）

民間の取組の支援、産学官が協調して取組を推進等
（2007年度以降）

特定地域の公道における大規模実証
実験による効果検証（2008年度）

通信・放送の融合・連携に対応した制度整備、ナショナル・プロジェクトの推進、
プラットフォームの整備、ODAやOOF等の戦略的活用、戦略的な情報発信等
（2007年度以降）

実用化に向けた進め方の検討
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政策パッケージ 関連
（2010年を目指したＩＴ政策の基本的な方向性をとりまとめ）

重点計画-2007 関連

（2007年以降の重要なＩＴ政策の実施計画をとりまとめ）

重点計画原案の作成

４月下旬～ 各省協議

５月中下旬 第４１回ＩＴ戦略本部

・重点計画-2007(案)の策定

１ヶ月間のパブコメ後、本部決定

３月中旬 有識者等による意見交換

４月５日 第４０回ＩＴ戦略本部

・政策パッケージの決定

反映反映

骨太の方針２００７への反映骨太の方針２００７への反映

今後の検討スケジュール


