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デジタル・ガバメント実行計画は、
2019年 12 月に計画期間を 2019 

年から 2025 年までと定めて改定さ
れた。当初より目指す社会像として
掲げていた「必要なサービスが、時
間と場所を問わず、最適な形で受け
られる社会」、「官民を問わず、デー
タやサービスが有機的に連携し、新
たなイノベーションを創発する社
会」を実現するための様々な取り組
み内容やその担当府省、計画期間内
の工程などについてかなり具体的に
語られている。

今年は COVID-19の問題が発生し
日本のデジタル・ガバメントに対す
る意識が、政府側のみならず国民側
でも非常に高い期待となっている。
菅首相は、マイナンバーカードと
運転免許証の一体化を当初予定の
2026年中から 2024年度末に前倒
しすると表明した。必要なのは国民
の期待に応えるため、変化に素早く
対応するスピード感をもつことだと
強調している。政府の強い覚悟が感
じられる。
当社はこの大きな潮目をとらえ、
デジタル社会の実現に貢献するた
め、これまでに培ったスキルやノウ
ハウを結集して、より良い仕組みを

社会に提案する体制が必要な状況と
なっていた。

デジタルソサエティ事業部は、行
政のデジタル化の鍵を握るマイナン
バー関連の事業を集約し、政府が強
力に推進するマイナンバーカードの
普及促進政策、利活用政策、ならび
にデジタル・ガバメント政策等への
対応力を強化することを目的とし
て、2020年7月に社会基盤ソリュー
ション事業本部内の再編によって新
設された事業部である（図 1）。
マイナンバーカード利用の安心・
安全の提供、行政サービス、民間サー

デジタルソサエティ事業部では政府が推進するデジタル・ガバメント実行計画等の各種政策を踏まえ、真に豊かなデジタ
ル社会の実現に貢献するべく日々活動を行っている。総務省、内閣官房を重要なお客様として、マイナンバーを軸とした
ビジネスの推進を重点に、国民視点で、より良いデジタル社会の実現を目指す。
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図１　デジタルソサエティ事業部創設の狙い
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ビスなどにおける利活用シーンの多
様化、国民・市民にとって魅力ある
サービス利用体験（UI/UX）の提供
などに対して、事業部内を３つの事
業ドメインに分けてそれぞれのお客
様への提案活動に積極的に取り組み
を行っている。

デジタルソサエティ事業部は 3
つのドメインで構成される（図 2）。
マイナンバー制度を支えているイン
フラシステムの安定化・高度化を実
現する「マイナンバーシステムドメ
イン」、マイナンバーカード等を活
かした新たなデジタルサービスを実
現する「デジタルパブリックサービ
スドメイン」、政府や民間企業との
高度なサービス連携やデジタルサー
ビスを実現し新たな自治体システム
基盤を展開していく「自治体 DXド
メイン」である。
これら 3つのドメインが有機的
に結び付きながらドメイン間の連携
を加速し、マイナンバーカードを軸
とした DXに繋がる新たな行政サー
ビス・住民サービスを創出すること、
これが我々デジタルソサエティ事業
部のミッションである。
政府のデジタル・ガバメント実行

計画などの政策動向、社会環境の変
化を踏まえ、これまでのトラディショ
ナル領域で得た信頼を武器にデジタ
ル領域へチャレンジすることにより、
デジタル社会における情報の有機的
なコミュニティを創造していく。
さらに、行政サービスのデジタル
化を一元的に推進するデジタル庁設
立に向けた動きも一気に加速してい
る。マイナンバーカードとデジタル

ている。
今後デジタル庁が設置されること
により、マイナンバーカードの普及
促進や利便性向上に関する取り組み
はこれまで以上に加速されることが
見込まれる。既に政府は具体的な計
画として、マイナンバーカードが活
用できるシーンの拡大、在留カード
や運転免許証などの各種カードとの
一体化、海外居住者でもサービスを
利用可能とするための認証基盤の拡
充などの検討を並行して急ピッチで
進めており、今後数年間でマイナン
バーカードの持つ重要性は飛躍的に
高まるものと考えられる。
マイナンバーに関わる各種インフ
ラシステムに従事する当ドメインと
しては、これらの新たな構想の実現
に技術面から貢献することは当然の
ことながら、システムの利用シーン
の広がりや利用頻度の高まりに向け
て、システムの信頼性確保、国民目
線に立ったサービスの利便性向上な
ども重要な課題として位置づけてい
る。マイナンバーカードやサービス
の普及に伴い、当ドメインが担うべ
き社会的な責任も日に日に増大して
いることを肝に銘じ、国民生活を支

技術を活用した新たな住民サービス
の提供を通じて、社会プロセスコス
トの低減と、次世代に残せる社会的
価値の創出に貢献し、日本のデジタ
ル社会をリードする覚悟を持って取
り組んでいく。以降では、各ドメイ
ンについて紹介することとしたい。

マイナンバーシステムドメインで
は、マイナンバーに関わる各種イン
フラシステムの構築・運用を通じて、
マイナンバー制度を支えることを
ミッションとしている。マイナン
バーおよびマイナンバーカードが
様々な行政サービスを提供する上で
のインフラとして日常的に活用され
るためには、多くの国民がマイナン
バーカードを所持している世界を実
現することが不可欠と考える。
当ドメインでは、カードの申請受
付、発行、交付に関わるシステムや、
マイナンバーカードに搭載される個
人認証に関わるシステムなどの構
築・運用に従事しており、これらの
事業を通じて行政サービスの利便性
向上や、カードの普及拡大に貢献し
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えるミッションクリティカルシステ
ムの構築・運用者として、システム
の品質向上および安定運用にこれま
で以上に力を注いでいきたい。

マイナンバー制度施行の目的の一
つである「国民の利便性向上」に貢
献することをミッションとしている
のがデジタルパブリックサービスド
メインである。
利便性向上の鍵となるマイナン
バーカードは、マイナポイント施策
等による普及促進、健康保険証との
一体化等による利用シーンの拡大、
スマートフォンへの機能搭載による
利便性の向上等、「持つことによるイ
ンセンティブ」「持つことで利用でき
るようになる魅力的なサービスの拡
充」により、確実に国民に行き渡る
よう様々な政策が進められている。
デジタルパブリックサービスドメイン
では、マイナンバーカードを「持つきっ
かけとなる」「安心して利用する」「利
用することで国民生活をもっと豊かに
する」仕組みを支えている。
例えば、デジタルパブリックサービ

スドメインが構築・運用に従事してい
る「マイナポータル（ぴったりサービ
ス）」。マイナンバーカードを持つ最
初のきっかけとなりうるこのサービス
は、国民と自治体・民間事業者をつ
なぐ窓口としての期待が高まり、あら
ゆる手続きにおいてなくてはならない
存在となりつつある。さらに、来年
度にデジタル庁の発足を控え、国民・
利用者目線に立った行政 DXサービ
スへの変革が急務となっている中、
行政と国民とを繋ぐタッチポイント
（接点）の強化・改善の要請もあり、

ぴったりサービスについてはより親し
みやすい、利用しやすいサービスへ
の進化を検討中である。
また、政府ではマイナンバーカード
機能のスマートフォン搭載に関する
政策実現の動きも急ピッチで進めら
れ始めている。実現に向けた技術的
な検討に加え、スマートフォン版マ
イナンバーカードでどのような便利
なサービスが国民に提供できるかに
ついても並行して検討が進められて
いる。
国民が当たり前にマイナンバー
カードを利用する世界が実現したそ
の先には、スマートシティなど、もっ
と国民生活を豊かにする仕組みが
待っている。デジタルパブリック
サービスドメインは、デジタル庁主
導で進められる IT政策の実現を支
えながら国民の利便性向上への挑戦
を続けていく。

自治体の職員数はここ 30年間で
約 55万人減少（17％減）している
一方で業務は昨今の情勢により複雑
化して増加傾向にある。業務・作業
の効率化が喫緊の課題となっている。
また、With・Afterコロナの対応

として歳出増、職員などのテレワー
ク環境整備、行政手続きのオンライ

ン化など自治体を取り巻く環境が劇
的に変化している。
マイナンバー制度と国・地方のデジ

タル化基盤の抜本改善策を検討する
ワーキングにおいて菅首相が「住民
が引っ越しても同じサービスが受けら
れる」ようにするために自治体業務シ
ステムの統一標準化を 2025年度末
までに整備することを掲げている。今
後、政府や民間企業との高度なサー
ビス連携やデジタルサービスを実現す
る新たな官民共同エコシステムの構
築が必要となってきている（図 3）。
このような状況下において、自治
体業務の DX化と共に住民サービス
向上のため、タッチポイントの強化、
例えば SNSによるプッシュ通知やライ
フイベントによる自動通知・申請・許
可を実現していく。今年度中に児童
手当の現況届けサービスを対象として
自治体様のご協力を得て課題の抽出
と解決策を検討する予定である。
将来構想は、サイバー空間と現実
空間を高度に融合させ、経済発展と
社会的課題の解決を両立し、国民生
活の質を高めていくソサエティ 5.0
（SocietyOS）を目指し、自治体DXサー
ビスを展開していきたい。個々人の
趣味趣向や行動傾向により AIやビッ
クデータ解析・ディープラーニング
によるリコメンドを行い、普段の生
活で必要な衣・食・住・趣味などの

地域情報、いざ
災害発生時には
災害・避難・物
資情報など自治
体・地域に密着
したあらゆる情
報を提供できる
ことを目指して
いきたい。
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