
 
 

 
 

地方分権改革の実現に向けた 
富士通グループの取組み 

Fujitsu’s Approach to Achieving Decentralization Reform 

あらまし  

地方自治体の財政状況が悪化してから，相当な時間が経過している。この間，自治体は

行財政改革として，職員数の削減をはじめ，歳出削減のために様々な施策に取り組んできた。

しかし，本格的な人口減少時代に突入し，新興国との産業競争が激化する日本では，自治体

は歳入・歳出の両面で，将来に向け一層厳しい経営環境が待ち構えていることが明らかで

ある。 
本稿では，国から自治体への地方分権改革が，地域主権などの動きも含めて今後本格化

する中，自治体に対して飛躍的な効率性と有効性の向上が求められている背景を明らかにす

る。また，地方分権改革の実現に向けて，本特集における富士通グループの取組み事例を

俯瞰
ふ か ん

し，持続可能で活力ある自治体の形成のために，経営の高度化・業務の効率化の視点か

ら富士通グループが貢献できるポイントを論ずる。 

Abstract 

Considerable time has passed since the fiscal health of local governments deteriorated.  
Municipalities have been working on various measures as administrative and fiscal reform 
for cutting expenditures.  However, we have entered an era of serious population decline, 
and Japanese industry is facing competition from emerging countries.  In terms of both 
local government revenue and expenditure, it is clear that a more difficult business 
environment will come in the future.  In the midst of full-scale decentralization from the 
national to local governments, such as movements for regional autonomy, this paper clarifies 
the background to needs for dramatically improving the efficiency and effectiveness of local 
governments.  Moreover, this paper gives an overview of examples of the Fujitsu Group’s 
efforts toward achieving decentralization reform.  It also discusses how the Fujitsu Group 
can help to form a sustainable and vibrant local government from the viewpoints of 
enhancing management and increasing operational efficiency. 
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ま え が き 

 地方分権改革の実現は，高度成長期から低成長期

へと移行した日本において，地域の責任と権限に基

づく創意工夫に満ちた持続可能な地域社会の構築に

不可欠な重要課題である。一方，将来に向けて自治

体を取り巻く環境は，歳入・歳出の両面から厳しさ

を増していく。これらの問題に自治体が対応してい

くためには，従来の延長線上ではない，行政サービ

スや施策の効率性と有効性の飛躍的な向上が求めら

れる。富士通グループでは，多くの自治体のお客様

とともに，この大きな課題の解決のために，新たな

ソリューションの開発に取り組んできている。 
 本稿では，本特集の背景となる自治体の現状を示

すとともに，地方分権改革の実現に向けた，自治体

を支援する富士通グループの様々な取組みの基本的

な考えや概要を紹介する。 

経営難の時代を迎えた自治体（本特集の背景） 

 日本では，バブル経済崩壊後，景気低迷が長期

化・恒常化する中，少子化・高齢化の進展や，本格

的な人口減少社会の到来，グローバル化の加速によ

る諸外国との産業経済の競争激化などを要因に，社

会経済構造が大きく変化してきた。この間，景気対

策のための積極財政や減税，三位一体改革などの影

響もあり，自治体の財政状況は，大きく悪化してき

ている。 
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データは，総務省「平成22年度版『地方財政の状況』の概要（平成20年度決算）」
による（1）

図-1 地方財政の経常収支比率の推移 
Fig.1-Ordinary balance ratio of local government finance.

 

1175 1175 

1175 1172 

1166 1161 1152 
1114 1100 

1086 
1069 

1049 
1027 

1003 
976 

955 
900 

950 

1000 

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

職
員
数
（
千
人
）

年（各年4月1日付）

データは，総務省「平成21年地方公共団体定員管理調査結果の概要」による（3）

★ 2001年は調査区分の変更により2万3千人が移動した影響が発生

図-2 一般行政部門の地方公務員数の推移 

 過去には旧自治省が80％を上回らないことが望

ましいとしていた財政構造の弾力性を示す指標（経

常収支比率）は，2004年度以降，地方財政全体で

90％を超える状況となっている（図-1）。(1) これは，

各自治体が地域の特性に応じ，独自の政策を柔軟に

実施する財政的な余裕がなくなっていること示して

いる。 
 また，全自治体の一般的な地方財政（普通会計）

の歳入決算額は，1999年度の104兆円をピークに減

少し，2008度には92兆円にまで縮小している。(1) さ
らに，普通会計が負担するべき借入金残高も1992年
度以降，急激に増加し，2008年度には197兆円と

1991年度の2.8倍（127兆円増）に達している。(2)

 この間，自治体は，1990年代後半から本格的な

行財政改革に取り組んできている。しかし，自治体

が考える以上に社会経済環境の変化が速く激しかっ

たことから，健全財政に程遠い状況が続いている。

そのため，自治体は，地方の歳出全体の3割弱を占

め歳出削減効果の高い人件費を削減するために，職

員数の削減に積極的に取り組んできた。とくに直近

の5年間は，団塊の世代の大量退職と，市町村合併

後の職員数削減の強化，集中改革プランによる国か

らの職員数削減圧力の強化が重なったことにより，

2006年以降（各年4月1日現在）の一般行政部門の

職員数は，対前年度比2％を超える減少率が続いて

いる。その結果，地方公務員全体では1994年を

ピークに2009年までの間に13.0％の減少，うち一

般行政部門では1995年をピークに2009年までの間

に18.7％の減少となった（図-2）。(3)

 一方，自治体を取り巻く経営環境は，主に二つの

要因で，将来に向けて一層厳しくなっていく。一つ

目は，経済・産業のグローバル化の加速により，新

興国の経済・産業が一層発展することで，相対的に

Fig.2-Number of local government employees in 
general administrative section. 
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日本の製造業を中心とした産業競争力が低下を続け

る見込みが挙げられる。法人住民税や固定資産税な

どの法人関連の税収の伸び悩みないしは落ち込みと

して，自治体の歳入面でマイナスの影響を及ぼす。

二つ目は，本格化した人口減少や少子化と高齢化の

影響による，生産年齢人口の減少と，高齢者の増加

が挙げられる。担税力の高い生産年齢人口の減少は，

住民税の伸び悩みないしは落ち込みとして，歳入面

でマイナスの影響を及ぼす。一人あたりの福祉関連

および医療関連の歳出が増大する高齢者の増加は，

歳出面でマイナスの影響を及ぼす。とくに市町村に

とっては，2025年問題が立ちはだかる。すなわち，

団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となる

2025年以降，市町村では，保健・医療・福祉に関

する歳出増大圧力がピークを迎える（図-3）。 
 さらに，地球温暖化対策や，新型インフルエンザ

などの新たな危機管理，第1次産業の「6次産業

化」，(注 )1  税金・社会保険料などの滞納対策強化と

いった自治体の行政課題は，今後も増え続けること

が予想される。 
 このような自治体を取り巻く環境の構造的な変化

に対応し，自治体が自らの判断と責任において行政

を運営することで，個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現を図るために，地方分権改革が推進されて

いる。日本の地方分権は，1993年6月の「地方分権

の推進に関する決議（衆議院・参議院）」から本格
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データは，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成
18年12月推計）」による（4）

★ 推計条件は，出生中位（死亡中位）推計

図-3 日本の将来人口の推移（出生率，死亡率中位推定
の場合） 

Fig. 3-Population projections for Japan (medium 
variant). 

                                                      
（注1） 農産品，水産品（第1次産業）などを，食品加工（第2次

産業）から流通・販売（第3次産業）までを含めて一体

的に取り組むことで，高付加価値化させる取組みをいう。 

的に動き出し，2000年4月からの地方分権一括法の

施行により，第一次地方分権改革に一区切りがつい

た。第一次地方分権改革では，国と都道府県・市町

村が対等の関係であることが確認され，国から自治

体への不透明で過剰だった関与の方法が明確になっ

たことなどが成果として挙げられる。しかし，国か

ら自治体への権限移譲は限定的で，分権改革は道半

ばの状況にあった。2006年12月の地方分権改革推

進法の成立により本格的に動き出した第二次地方分

権改革では，国と地方の役割分担の見直しや，基礎

的自治体への権限移譲と義務付け・枠付けの見直し，

国の出先機関の見直しなどが勧告された。(5),(6) 2009年
の政権交代の後，地方分権改革の取組みは，「国の

権限や財源を精査し，地方への大胆な移譲を進める

など，国と地方の関係を抜本的に転換」する「地域

主権」の確立に引き継がれている。(7)

 これらの動向は，自治体の責任と権限に基づき，

地域固有の特性や課題に応じた施策を実施できる環

境の整備につながり，第一義的には，公共分野にお

ける効率性・有効性の向上に大きく寄与することが

期待できる。しかし一方では，日本の財政は，長期

債務残高を中心に，主要先進国の中でもイタリアと

並んで厳しい水準にあり，(8) ギリシャの財政危機を

発端に，持続可能な財政への懸念が拡大している。

そのため，国から自治体への権限移譲が進んでも，

それに見合った財源の移譲が伴わない可能性が非常

に高い。 
 自治体は，現状でも，逼

ひっ

迫した財政の中で職員

数の削減も続き，将来に向けて税収の減少圧力・歳

出の増大圧力が高まっていく中で，将来に向け，地

方分権改革の進展により，事務事業の種類・量が増

加し責任も重くなり，対応するべき行政課題の多様

化も見込まれる。今後の自治体は，従来の延長線上

ではない飛躍的な効率性と有効性の向上を実現する

ことにより，初めて地方分権改革時代の担い手とし

て，持続可能な地域社会を構築・経営する責任を果

たすことが可能であるものと考える。 

富士通グループの最新自治体ソリューション（本特集の構成） 

 本格的な地方分権改革時代に向けて，行政活動の

効率性と有効性の飛躍的な向上が求められている自

治体の状況を踏まえ，本特集では，「地方分権改革

の実現を支援する最新自治体ソリューション」の視
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点から，富士通グループの取組み事例を紹介し，富

士通グループが自治体をはじめとするお客様の真の

パートナとして，持続可能な地域社会の構築に貢献

していく考えを示す。 
 本特集では，大きく以下の四つのテーマ，14編
の論文で，富士通グループの事例や技術を紹介する。 
（1） 自治体システムの効率化（6編） 
 幅広い自治体業務に不可欠な情報システムの効率

化の取組みとして，オープン化の一層の進展やクラ

ウドコンピューティングやSaaS（Software as a 
Service）の本格的な普及を見据え，自治体におけ

るITインフラおよびシステムの最適化や，共同利

用への取組みと，それに対する富士通グループの活

動や技術について紹介する。 
 また，システムの運用・保守の効率化と，IT投

資の最適化のための富士通グループのサービスにつ

いて紹介する。 
（2） 自治体業務の効率化（2編） 
 度重なる制度改正により，自治体業務の中でも特

に所管部門に対する負荷が高い介護福祉業務の効率

化を支える富士通のソリューションについて紹介

する。 
 また，富士通グループが提供する，現場起点での

業務の可視化サービスと，それに基づく業務改善提

案サービスを紹介する。 
（3） 自治体経営の高度化（2編） 
 自治体の経営資源を可視化し，財産・財務の視点

を中心に将来を見通したマネジメントの確立を支援

する富士通グループのソリューションについて紹介

する。 
（4） 新たな自治体の課題への対応（4編） 
 自治体の新たな課題として，特定保健指導制度，

地球温暖化対策，農業振興などの分野における自治

体の取組みや富士通グループのソリューションにつ

いて紹介する。 
 次章以降では，これら四つのテーマについて述

べる。 

自治体システムの効率化 

 行政サービスの向上と効率化のために，自治体の

幅広い部門・業務で情報システムが導入され，大き

な効果を上げている。一方で，庁内の様々な部門で

数多くの情報システムが導入・運用されていること

で，個別最適の弊害として，数多くのサーバなど

ハードウェアの非効率な運用や，複数のシステムに

またがる業務やデータの連携不備，運用・保守にか

かわる非効率などの解決が大きな課題となっている。

また，近年は，従来のホスティングやアウトソーシ

ングから，いわゆるクラウド/SaaSに代表される情

報システム資産を持たない，共同利用やサービス利

用型の情報システムの活用が本格化してきている。 
 本特集では，情報システムの効率化にかかる自治

体の取組み事例や，富士通グループが提供するサー

ビスを紹介する。 
● 業務システムの連携による効率化 
 多くの情報システムが個別の部門・業務ごとに導

入・運用されている場合は，別々の認証や不ぞろい

なユーザインタフェースのために，効率性が低下す

る。また，各業務アプリケーションのデータの連

携・統合が容易にできないという大きな問題を抱え

ている。 
 一方，住民や事業者の視点から見た場合，自治体

業務の多くは，相互に関連性が高い。例えば，住民

が転入・転出する場合には，市町村の窓口で，住民

記録，国民健康保険，国民年金，福祉サービス，義

務教育など，多くの部門・業務を横断した手続きが

必要である。近年，多くの自治体で，窓口業務を利

用者の視点からワンストップサービスとして提供す

る総合窓口化の取組みが広がっているのは，行政

サービスの向上と業務の効率化を両立させる方策と

して，当然の流れである。総合窓口化をはじめ，複

数の業務やデータを連携させることで，サービス向

上と業務効率化を実現するためには，各業務アプリ

ケーションやデータを容易に連携・統合させること

が重要である。 
 富士通グループでは，自治体向けのソリューショ

ンとして“INTERCOMMUNITY21”を提供して

いる。「クラウド時代に向けた自治体向け共通基

盤：新 INTERCOMMUNITY21 基盤」(9) では，

INTERCOMMUNITY21の共通基盤ソリューショ

ンである「IC21基盤」が，複数の業務システムで

運用されていたデータやアプリケーションの連携・

統合により，自治体業務のサービス向上と効率性の

向上の両立に寄与することを紹介する。 
● パッケージの活用やオープン化による効率化 
 自治体の情報システムは，中核市以下の市区町村

FUJITSU. 61, 5 (09, 2010) 427 



 
地方分権改革の実現に向けた富士通グループの取組み 

では，一般的にパッケージを活用した効率的な導

入・運用がなされてきている。一方，政令指定都市

のような大規模な団体の税・住民記録などの基幹シ

ステムは，システム規模が大きいこともあり，従来

は各団体で行われてきた業務に合わせた個別開発方

式が一般的であった。しかし，近年のハードウェア

の飛躍的な性能の向上もあり，大規模な団体でも

サーバやパッケージを活用した基幹システムの構築

が可能となってきた。 
 「オープンパッケージによる大都市住民情報シス

テム最適化」(10)では，パッケージを活用することで，

基幹システムの再構築にかかるコストが大幅に削減

できるだけではなく，業務の効率化も実現できるこ

とを紹介する。個別開発では，既存の業務の継続あ

りきで，業務の非効率を見直すことが不十分であっ

たものを，パッケージを活用することで，標準化さ

れた効率的な業務の流れに合わせて，既存の業務の

非効率を洗い出し是正することが可能となることを，

事例を通じて紹介する。 
 また，「メインフレーム資産を活用したオープン

化事例」(11)では，税・住民記録などの極めて重要な

自治体の基幹システムを担ってきたメインフレーム

について，オープン化移行の事例を紹介する。前述

のとおり，ハードウェアの飛躍的な性能向上により，

コスト削減のために，基幹システムについてもサー

バなどオープン化の流れが定着している。一方，こ

れまでのメインフレームシステムの絶対的な安定性

を，オープンシステムに引き継いでいくことが大き

な課題となっている。論文では，メインフレーム

OSを搭載した基幹IAサーバの活用により，メイン

フレームシステムの固有資産を活用しながら，早期

にオープンシステムに移行できるメリットを紹介し

ているので，メインフレームシステムの安定性と

オープンシステムの経済性の選択に悩んでいる自治

体の皆様に，是非，参考としていただきたい。 
● 庁外の情報システム資産の利用による効率化 
 インターネットをはじめとするネットワークイン

フラの飛躍的な発展により，高度なセキュリティや

安定的な帯域の確保に対する信頼性が大幅に向上し

てきている。これに伴い，クラウドコンピューティ

ングやSaaSなど，ユーザが情報システムの資産

（ハードウェア，アプリケーション）を持たずに，

外部が提供する資産を利用するサービス利用型の情

報システムが普及し始めている。これは，情報シス

テムの構築・運用にかかるコストの削減をねらった

もので，自治体では，複数の団体による情報システ

ムの共同利用の形態でも利用が広まってきている。 
 「クラウドを見据えた新住民情報システム：

MICJET MISALIO」(12)では，自治体基幹系業務シ

ステムを標準システムとして提供することで，ノン

カスタマイズ・短期導入による導入時のコスト削減

はもちろん，サービスに応じた定額の利用料方式と

することで，頻度の高い法改正に対しても安心して

利用できる新時代のソリューションを紹介する。こ

のソリューションは，地域情報プラットフォームに

準拠し，共同利用やSaaSでの導入形態にも対応す

ることで，各自治体の要望に柔軟に応えることがで

きる。 
 また，「SuperCALS電子調達SaaSによる自治体

クラウド化と業務改革」(13)では，県と市町村による

フロント業務システムの共同利用の事例を通じて，

自治体における共同利用を促進するための様々な支

援と，共同利用を成功させるためのノウハウを紹介

する。 
● 総合的な運用・保守の効率化 
 職員の削減は，自治体の情報システムを担う体制

にも大きな影響を与えている。増加する情報システ

ム，頻度の高い制度改正への対応など，自治体の情

報システム部門だけによる運用・保守は，年々，困

難な状況となっている。「自治体システムの運用保

守プロセススタイルの変革」(14)では，肥大化した庁

内の情報システムに対して，業務を横断した

ITIL （ Information Technology Infrastructure 
Library）(注 )2 ベースの運用標準化や，保守効率向上

のための業務ノウハウの集約化などによる運用・保

守の効率化・最適化の方策を紹介する。 

自治体業務の効率化 

 自治体業務の効率化を阻む代表的な要因として，

業務実施の根拠となる法令の改正に伴う業務内容の

変更が頻繁に行われることや，幅広い業務領域にお

いて，住民からの多様なニーズ・要望に公務員とし

て対応することによる生産性の低下などが挙げら

                                                      
（注2） ITサービスマネジメントのベストプラクティスとして，

英国商務局がとりまとめ書籍化したもの。1990年頃から

取組みが始まり，改訂もされている。 
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れる。 
 これらに対して，富士通グループでは，以下のよ

うなソリューションを提供することにより，自治体

の業務効率化を支援している。 
● 介護福祉業務の効率化 
 業務実施の根拠となる法令の改正が頻繁に行われ

る代表的な業務として，福祉関連業務が挙げられる。

とくに近年は，少子化・高齢化に対する様々な施策

の充実が図られていることや，政権交代の影響も含

め，高齢者福祉，障がい者福祉など，毎年のように

影響の大きい制度改正が続いている。一方で，自治

体の福祉サービスは，住民の福祉の増進を図ること

を基本とする自治体の中核業務の一つであり，多く

の住民にとって重要なサービスとなっていることか

ら，効率的・効果的な実施が重要である。 
 「介護保険システムへの富士通の取組み」(15)では，

パッケージとして度重なる制度改正に迅速に対応す

るとともに，多種多様な介護福祉サービスを必要な

住民に適切に提供するために必要な機能を提供する

など，介護福祉業務の効率化とサービス向上に対す

る富士通グループのソリューションを紹介する。 
● 各職場における業務効率化 
 自治体が実施する事務事業は，大きくは事務系と

技能労務系に分類される。このうち，技能労務系の

事務事業は，外部委託を中心とする民間活用手法に

よる効率化が推進されてきた結果，コスト削減を中

心に費用対効果が高まってきている。一方，庁舎内

で職員が実施する事務系の事務事業については，民

間企業と同様に，いわゆるホワイトカラーの生産性

向上が大きな課題となっている。 
 富士通グループでは，改革の対象となる活動領域

を「フィールド」ととらえ，そこで発生している事

実を可視化し，事実に基づきプロセスとITを一体

化して継続的な組織の革新を確立する「フィールド

イノベーション」を推進している。その手法の一つ

として「ビジネスフィールドワーク」がある。「自

治体ビジネス・フィールドワークによる現場起点の

業務改革・改善」(16)では，事務系の事務事業が行わ

れている職場で起こっている事実を可視化し，職員

に気づきを与えることで，業務プロセスの改善を進

める事例を紹介する。住民や事業者との接点が多い

窓口業務を中心に，職員の生産性の向上を促進する

ための新たな手法として，多くの自治体で参考とな

るであろう。 

自治体経営の高度化 

 前述のとおり，将来に向けて，職員や財源など自

治体の経営資源は，厳しい状況となっていくことが

予想される。そのため，今後の自治体では，PDCA
サイクルを回すことを基本とした上で，中長期的な

時間軸も踏まえ，施策や事務事業の成果の最大化と

経営資源の最適化が一体となった持続可能な行政経

営の確立が急務である。 
 この課題に対して，本特集では，経営資源の中で

も近年重要性が高まっている財産と財務を中心に，

富士通グループの取組みを紹介する。 
● インフラ資産の可視化 
 自治体の主要な経営資源の一つに，様々な資産が

挙げられる。なかでも，道路や橋梁
りょう

などの住民生

活や事業者の活動の基盤となるインフラ資産は，安

全で安定した利用環境の確保が重要である。とくに

近年は，高度成長期に整備された多くのインフラ資

産について，多額な費用がかかる更新が大きな課題

となっている。「橋梁点検支援システム－安心して

暮らせる生活基盤整備をサポート－」(17)では，ICT
の活用により，計画的な維持・管理・更新の前提と

なる橋梁の点検業務を支援するSaaSソリューショ

ンを紹介する。 
● 財産・財務の観点からみた経営の高度化 
 従来から富士通グループでは，持続可能な自治体

を形成するためには，PDCAサイクルに基づく行政

経営の確立が不可欠と考え，それを支援する内部情

報ソリューションとして「IPKNOWLEDGE（ア

イピーナレッジ）」を提供している。「新地方公会計

制度の概要と導入に向けた富士通の取組み」(18)では，

内部業務の効率化と適切な経営判断を支援するソ

リューションの全体像を示す。また，新公会計制度

に対応した新しい機能や，とくに財産の管理や財務

分析の高度化に資する機能を紹介する。これらの新

しい機能を活用することで，今後，自治体では，財

産・財務の観点から中長期的な経営判断が強化され

ていくものと期待される。 

新たな自治体の課題への対応 

 社会経済の変化とともに，自治体が優先的に取り

組む必要のある課題も変わっていく。富士通グルー
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プでは，地域社会の課題解決に取り組むため，様々

な分野・テーマで自治体を支援している。本特集で

は，保健，地球温暖化対策を中心とした環境，地域

産業振興のうち農業振興の，各事例を紹介する。 
● 生活習慣病の予防に対する支援 
 2008年4月から，メタボ健診と呼ばれている特定

健康診査・特定保健指導制度が始まった。これは，

高騰する医療費の抑制を目的に，40歳～74歳まで

の公的医療保険加入者を対象に特定健診を行い，メ

タボリック症候群の予備軍と診断された対象者に特

定保健指導を行うものである。効率的・効果的な制

度の運用には，指導対象者の参加率や継続率の向上

と，指導に当たる保健士や管理栄養士の確保が課題

である。「特定保健指導支援システム－携帯電話を

活用したメタボ予防指導－」(19)では，携帯電話を用

いて多くの多忙な指導対象者に対する継続的な指導

を支援するとともに，保健士・管理栄養士の潜在的

な有資格者をテレワークを用いて活用する仕組みに

ついて事例を交えて紹介する。 
● 地球温暖化対策を中心とした環境問題に対する

支援 
 国際的な重要課題である地球温暖化対策に対して，

自治体でもCO2排出量削減や再生可能エネルギーの

普及促進などの取組みが本格化している。地球環境

保全を経営の重要課題と位置付けている富士通グ

ループでは，自治体の地球環境問題への取組みも積

極的に支援している。 
 「東京都様における公共交通利用促進および環境

負荷低減に対する新たな取組み」(20)では，東京都が

国に先駆けて2010年4月から大規模事業所を対象に

開始した「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量

取引制度」(21)に関して，同制度で位置付けられた排

出量取引制度を支援するシステムを紹介する。 
 また，「自治体の地球温暖化対策支援」(22)では，

地域の特性や資源を踏まえて，各自治体が独自に取

り組む地球温暖化対策に対して，富士通グループに

よる支援事例を紹介する。太陽光・熱による発電の

普及や，一層の増加が見込まれるデータセンターの

省エネルギー対策の推進，地域の環境資源を活用し

たエネルギーの地産・地消型モデルの確立など，多

様な内容で構成する。 
● 農業の経営・栽培に対する総合支援 
 近年，農商工連携から6次産業化へと，農業振興

による地域産業の活性化への期待が高まっている。

一方で，農業従事者の高齢化が進む中，経営規模の

小さな農業生産者や農業法人に対する支援が重要な

課題である。 
 「地域農業活性化への三つの見える化を支える

ICT」(23)では，宮崎県における農業支援システムの

実証実験を通じて，富士通グループの総合力（セン

シング技術，ネットワーク技術，経営に関する様々

なソリューションなど）による経営管理と栽培管理

を組み合わせた農業経営を支援するサービスを紹介

する。 

む  す  び 

 本稿では，本特集の背景として，将来に向かって

経営環境が一層厳しくなる自治体の置かれた状況と

地方分権改革の重要性について述べ，自治体におけ

る飛躍的な効率性と有効性の向上の必要性を示した。

その実現を支援する富士通グループの取組みとして，

「自治体システムの効率化」「自治体業務の効率化」

「自治体経営の高度化」「新たな自治体の課題への対

応」の四つの視点から，本特集で取り上げた論文を

紹介した。 
 富士通グループは，持続可能で活力ある自治体の

形成のために，経営改革・業務改善のコンサルティ

ング，経営の高度化・業務の効率化を支える情報シ

ステム，様々な地域課題の解決に資する新たなソ

リューションを総合的に提供できる唯一無二のパー

トナとして，自治体の皆様に貢献していきたいと考

えている。本特集を，自治体に対する富士通グルー

プの取組みの一端として，参考にしていただければ

幸いである。 
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