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デジタル・ガバメント実行計画（平成30年7月 デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

【デジタルファースト】

【ワンスオンリー】

【ワンストップ】

■ 行政手続における添付書類の撤廃
 マイナンバー制度等を活用し、既に行政が保有している情

報は、添付書類の提出を一括して撤廃
 添付書類を一括して撤廃するための法案を可能な限り速

やかに国会に提出
• 登記事項証明書、住民票の写し・戸籍謄抄本等の提

出不要化

 各種手続のオンライン原則の徹底
 手続毎に業務改革（BPR）、システム改革を実施の上、

行政サービスのデジタル化を徹底する
 押印や対面等の本人確認等手法の在り方を再整理
 多様な端末で利用な文字環境の在り方を再整理
 民－民手続についてもオンライン化に向けた見直しを実施

【個別分野におけるサービス改革】
各府省のITガバナンスを強化し、各種取組を推進するため、各府省におけるデジタル改革の中長期計画を平成30年上半期を目途に策定

【各府省中長期計画の策定】

 「行政手続等の棚卸」等を踏まえ、個別分野で先行的にサービス改革を推進

各府省計画の策定と個別分野のサービス改革

横断的施策による「行政サービス改革」の推進
(1) 行政サービスの100％デジタル化

■ オープンデータ・バイ・デザインの推進
 オープンデータを前提とした業務・システムの設計・運用の推進
■ ニーズの把握と迅速な公開
 民間事業者等との直接対話を通じた民間ニーズの把握とこれに

対応したオープン化の加速
 推奨データセットに基づくデータ公開の推進

【政府情報システム改革の着実な推進】
 これまでの取組により、約1,118億円の運用コストの削減を見込んでいる。改革を引き続き推進し、システム数の半減、運用コストの３割削減を達成

(2) 行政保有データの100％オープン化

(3) デジタル改革の基盤整備

【オープンデータの推進】

【行政データ標準の確立】

【法人デジタルプラットフォームの構築】■ 民間サービスとの連携も含めたワンストップ化を推進
 主要ライフイベントである以下を先行分野として推進

• 引越し，介護，死亡・相続

■ 行政データ連携標準の策定
 日付・住所等のコアとなる行政データ形式について、平成29年度末

までにデータ連携の標準を策定
■ 語彙・コード・文字等の標準化、環境整備
 施設・設備・調達等の社会基盤となる分野について、語彙・コード

等の体系を共通語彙基盤として整理
 データ品質まで含んだデータ活用、流通のルールを整理

 複数手続を一つのIDで申請できる認証システムの整備や法人インフォ
メーションの活用等を通じ、データが官民で有効活用される基盤を構築



デジタルファースト法案の検討状況
 「デジタル・ガバメント実行計画」等において、業務改革（BPR）の徹底とデジタル化の推進によ
り利用者中心の行政サービスを実現することが定められた。

 このため、現在、内閣官房において「デジタルファースト法案」の検討を行ない、オンライン化の徹
底及び添付書類の撤廃について取組を進めているところ。

① 行政手続のオンライン化の徹底
 行政手続のオンライン原則
 本人確認手法のデジタル化
 手数料支払いのデジタル化

② 添付書類の撤廃
 行政機関間の情報連携等による添付書類の省略
 添付書類のデジタル化

③ デジタル化を実現するためのシステム整備等
 オンライン化及び添付書類の撤廃のためのシステム基盤の整備
 システム整備に当たってのAPIの整備及び活用
 デジタル化に当たってのデジタル・デバイドへの配慮
 民間手続のオンライン化の推進

＜法案の主な内容（検討中）＞
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目指すべきデジタルガバメントと戦略的アプローチ
 マイナンバー制度は、負担と給付の公平性、執行業務の効率化、国民の利便性向上のために導

入。しかし本来構想に向けて順調とは言い難い状況。※発行済枚数は約1,470万枚(H30.7月時点)

 突破口として制約の少ない法人番号・法人向けサービスを位置づけ。2016年以来経産省が牽
引、各府省・自治体のサービスも接続するプラットフォームに育ちつつある。

個人番号（マイナンバー）

マイナンバー制度の抱える課題

②政府全体の法人向サービスのデジタル化へ反映

①経済産業省の法人向
サービスのデジタル化

法人版マイナンバー（法人番号）
を活用したデジタルプラットフォーム

１．デジタルファースト・ワンストップ・ワンスオ
ンリーにより、官民双方の手続負担を軽
減。

２．行政に蓄積されたデータを法人番号で
連携させ、政策立案・行政評価に活用

３．法人関連の行政データオープン化
③マイナンバー制度にも知見を共有

（個人向行政サービス）

個人番号カード
（マイナンバーカード）

法令に基づき、個人番号が使えるのは、現状
税・社会保障・防災業務のみ

情報連携の仕組みが複雑・不十分なため、添付
書類が残るなど効率性・利便性が不十分

裏面に個人番号を載せた結果カード自体が機微と
のイメージが定着

発行開始から約3年経過するも用途が広がらず
カードリーダーが無いと使用できない
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経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画（平成30年6月決定）

• 経産省は、「隗より始めよ」の精神で、補助金申請手続のデジタル化や共通IDでの認証システム
の開発等、他省庁においても共通な課題等に先行的に取り組み、政府横展開を進める。

※「デジタル・ガバメント実行計画」等において、各府省は、本年上半期中にデジタル・ガバメントの推進に係る中長期計画を定めることとされたことを
受け、経済産業省においても本計画を策定。平成30年6月29日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議で決定・報告。

 横断的サービス改革
添付書類の撤廃等デジタル化の阻害要因について検討し、
オンライン化の徹底（デジタルファースト）に取り組む。
 個別サービス改革
 補助金申請システムの構築

中小企業向け補助金等を対象に、申請書の共通化のほか、
手続を一気通貫でデジタル化、ワンスオンリー化。

 産業保安関係法令手続の電子化
年間約25万件ある紙手続をデジタル化。

【利用者中心の行政サービス改革】 【プラットフォーム改革】

 経済産業省デジタル・トランスフォーメーション（DXオフィス）の組成・推進

 特許庁業務におけるAI技術を活用したシステム構築に向けた体制整備

 法人デジタルプラットフォームの構築

 中小企業支援プラットフォームの構築

【ITの価値を最大化する組織ガバナンス】

複数手続を１つのIDで申請できる認証システム（法人
共通認証基盤）の整備や法人インフォメーションの活用等
を通じ、データが官民で有効活用される基盤を構築。

現行の中小企業向け情報サイトを再編し、支援情報が
ワンストップで入手できるプラットフォームを構築。

部局を超えてミッション毎にチームを編成、関係課で連携するとともに、民間出身のIT人材を採用。総合的なデジタル化の推進体制を構築。

AI技術を活用したシステム構築をアジャイル開発手法で内製化するため、体制を強化。
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経産省のデジタルトランスフォーメーションで行うこと

職員の効率的・効
果的な業務の実現

国民・事業者に
とって便利な行政
サービスの提供
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経産省のデジタルトランスフォーメーション推進体制
（DXオフィスの設置） ※2018年7月26日設置

 ユーザー目線に立って満足度を高めるサービス改革と、職員の業務負担を減ら
す働き方改革の両方を狙う

 サービスデザイン・データ利活用思考で、業務の見直しからシステム開発・運用を
一貫して実現していく

民間出身のＩＴ専門人材を包含

CIO補佐官
3名

デジタル化推進
マネージャー

3名＋1名（予定）

官民交流人材
4名
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共通機能と各業務のサービスの2軸で行政サービスのデジタル化を推進
法人デジタルプラットフォーム

法人向け行政手続における基本的な機能をシステム化

法人共通認証基盤：ID/Passによる電子手続上の認証→2019年度より活用
データ連携基盤：官民の手続において相互にデータを活用可能に→2019年度より実証
法人インフォメーション：法人の基本データの集約→2017年よりデータを拡充中
行政手続PaaS：行政手続を職員が簡単に電子化してリリースできる環境の検討→2019年度に実証

中小企業支援プラットフォーム
中小企業支援のワンストップ化

＜支援の見える化＞
• 支援制度の検索
• 中小企業の有用事例の検索

＜手続のデジタル化＞
• 経営力向上計画の電子申請
• 認定支援機関の登録申請
• 補助金申請

＜中小企業データの利活用＞
• 商工会、商工会議所の中小企業
データ整備

• プッシュ通知によるリコメンデーション

産業保安法令手続デジタル化
年間25万件の紙手続をデジタル化

＜手続のデジタル化＞
• 地方監督部とも連携して14の
法令手続をデジタル化

＜データの利活用＞
• データを元に事故を起こしそうな
兆候のある事業者を検知

貿易管理・エネルギー行政の
デジタル化 等

＜貿易管理＞
• 貿易管理の業務プロセス
簡素化とシステム利用率向上

＜エネルギー行政＞
• 電気事業法、FIT法、省エネ
法等に基づく手続きのデジタル
化

• データ利活用によるエネルギー
行政の高度化

等

着手済 2019年度より検討着手済



経済産業省デジタルプラットフォーム

事業者の認証

補助金
申請 計画認定 許認可 届出

データA データB データC データD

手続システム
（手続を処理）

法人共通認証基盤
（ログインシステム）

データベース
（データを蓄積）

データ交換プラットフォーム API API API API

API API API APIオープンデータ
（民間向けデータの開放）
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2018
年度

2019
年度

2020
年度

法人共通認証基盤(gBIZ ID)
 法人が一つのID/パスワードで行政サービスにアクセスを可能とする法人共通認証基盤を2018

年度より開発。簡易な手段での本人確認が可能となり、行政手続にかかる時間や手間を削減。

 2019年度に経産省の手続で実証導入。結果を踏まえ、2020年度に他省庁の手続にも使用
できる環境を構築し、2021年度より本格版を構築することを想定。

《スケジュール》《法人共通認証基盤のイメージ》

・経産省において認証システムを開発
・個人事業主等のID管理方法を検討

・経産省の複数の行政手続に実証導入
・各府省において、所管する手続への実
装を検討

・経産省内の手続に本格導入し、他
省庁にもシステムを共有

これまで：複数のID/パスワードが必要

今後：１つのID/パスワードで手続が可能に

手続A

手続B

手続C

手続A

手続B

手続C
10
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法人データストア
（決算情報等）

業務Ｂ 業務Ｃ 業務Ｄ

民間企業
DB1

業務Ｅ

民間企業
DB2

法人

法人データ交換基盤

法人
インフォメー
ション

法人共通認証基盤

業務Ａ

行政
データ

民間
データ

法人データ交換基盤の構築（イメージ）

データ入力データ入力

オープンデータ
による新規ビジ
ネス創出

1つのID・パスワードで
行政手続を可能に

申請

官民データ連携を通じて官民でワンス
オンリーを実現可能とし、手続を簡素化

15

• 法人向け行政手続におけるワンスオンリーのための基盤として、官民が保有する法
人情報を閲覧・取得して申請処理等に活用する仕組みの構築を進める。

• 2018年度から検討を始め、2019年度から試行できるよう進めていく。
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法人インフォメーション（平成28年度より開始）

法人インフォメーション

法人基本３情報（法人番号、商号・屋号、所在地）

補助金 資格・表彰 許認可 その他

事業者
国民

取引先等の他社
の情報収集etc..

自治体

各府省庁
○○省 ○○庁 A企業への許認可等

B企業への補助金
C企業への表彰 etc

法人に関する情報の一括検索・参照

※公開可能なものから実施

地元企業との連携先
の開拓等に活用etc..

各府省庁から法人情報を提供

民間
データと
組合せ
たサービ
ス提供

民間の
ビッグデータ

サイバー法人台帳ROBINS等

掲載されている法人活動情報数（H30. 10.15現在）
※ 各府省庁提供情報より法人番号が付与されたものを掲載

◆ 補助金交付情報 ・・・・・約173,000件
◆ 調達情報 ・・・・・約118,000件
◆ 届出 ・ 認定情報 ・・・・・約146,000件
◆ 表彰情報 ・・・・・約 49,000件
◆ 特許情報 ・・・・・約448,000件
◆ 決算情報 ・・・・・ 0件
※ 平成30年度中に、金融庁（有価証券報告書情報）

と連携、上場企業約3,000社の決算情報を掲載予定

約935,000件の法人活動情報を掲載。
今後も、順次追加していく。

• 政府が保有する法人情報の利用可能性を検証するため、法人番号を共通コードとするオープ
ンデータサイトとして、平成29年1月に運用開始。

• 各府省庁のＨＰ等で公表されている法人活動情報（補助金・委託契約実績、許認可・表彰
等情報）について各府省に提供を依頼、法人番号の付番・データ構造の共通化をして掲載。

https://hojin-info.go.jp/hojin/TopPage



法人インフォメーション 検索画面概要
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・法人番号もしくは法人名で検索
・詳細条件を設定しての検索も可能

スマートフォンにも対応

➁

トップ画面 ➀詳細検索画面

➁簡易地図検索画面

➀

検索したいワードごとに
メニューを用意。
・法人名
・法人番号
・法人種別
・所在地
・資本金
・従業員数
・創業年
・営業エリア※
・営業項目※
・出典元
など

※政府統一参加資格
の申請情報

所在地を基に地図から検索も可能
（都道府県、市区町村で選択可能）



法人インフォメーション 画面遷移 法人名検索
法人プロフィール画面

項目の詳細を見る

法人毎のプロフィールを１画面にて、
調達実績や許認可等、政府との
関連情報を確認することが可能。

csv又はPDF形式による
データのダウンロードも可
能。

18
法人活動情報



中小企業支援プラットフォーム

中小企業支援プラットフォーム
• 申請データ等を活用し、個々の事業者のニーズに合わせた行政サービスを、
プッシュ型で提供

• １つのIDで様々な行政手続をワンストップで、２度同じ申請情報を入力しな
くてよいワンスオンリーを実現

• 2018 年度よりプラットフォームの構築に着手し、段階的にサービスを開始

支援機関
情報

事例
検索

補助金
申請

個別事業者のデータを
利活用して最適な行政
サービスをプッシュ通知。

法人共通認証基盤

１つのサイトですべての中
小企業支援サービスにアク
セスできるプラットフォー
ムを構築。

※矢印は情報の流れ 中小企業

• 行政手続で2度同じ申請
情報を入力しなくてよい
ワンスオンリーを実現。

支援
情報

計画申請
支援機関

申請

①支援情報等の発信 ②行政手続の電子化

その他

2018年度
・支援情報等の発信のプロト
タイピング
・複数の手続（補助金、計画申請等）

について先行的にシステム構築
→2019年度より電子申請が
実施できるようにする

2019年度以降
中小企業にワンストップでサービス
を提供できるプラットフォーム構築

今後の進め方
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全省的なデジタル環境への移行とマインドセットの変革

20

 事務コスト改善の余地が大きく、企業データが蓄積し活用可能性の大きい分野で、さらにDXの
取組みを進めていくことが重要。

 中企庁と保安Gが先行している中、企業との接点が多い政策分野として、エネルギー・貿易管
理を念頭に、DXの取組みを拡大、省内の大半をデジタル化。
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中企庁 エネ庁 商情局（保安G） 貿易局 製造局 産技局 産政局

手続総件数

オンライン化されている手続き件数

オンライン利用件数（実績）

局別の手続件数と
オンライン化・オンライン利用の状況
（平成28年度行政手続きの棚卸調査結果より）

先行
取組中

先行
取組中

エネ庁・貿易局（現場の声）
•システムはあるが未だに数万オーダーの紙申請。入力処理に時間を要しタイムリーに最新データを活用できない

•申請手順が難しく（設備要件の適合確認、消費量の計算）申請者が自力でするのは非常に困難。コンサルに高い金が払われている

•システムの使い勝手を見直したいが、システムや手続きに関する問い合わせ対応が多すぎて、一日の業務が終わる

•書類同士の記載事項の整合性確認は目視。手続きや書類の不備も多く、担当者に大きな負担がかかっている
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1. 政府全体の動き

2. 経産省の取組

3. 自治体の皆様に向けて



補助金申請システム（jGrants）

システム開発 経産省で利用
他省庁等でも

利用

2018年度 2019年度 2020年度

公募 交付 事業実施 精算 事業後手続

 これまでは公募のみを電子化
 それぞれの補助金で別々にシステムを構築

 公募から事後手続まで全てのプロセスを電子化
 一つのシステムで全ての補助金に対応できるような汎用的なシステムを構築

 申請者のワンストップ・ワンスオンリーを実現するとともに、行政の審査・処理手続の効
率化とデータに基づく高度な政策立案を可能とする環境を構築

＜スケジュールイメージ＞

22
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現状の代表的な補助金フロー

行政・執行団体

国民・事業者

公募 事業管理/審査/
承認

通知 交付
通知

各種
手続き

公募
申請

結果
通知

交付
申請

各種
手続き

• 紙や押印のフローが多数存在し非効率な状況。また補助金毎に業務フローやシステム
が別々となっている。

独自システム
など

紙や押印

個別最適の
システム

煩雑な
申請項目

個別フォロー

独自フロー
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jGrantsの全体構造

行政・執行団体

①
管理者
登録

国民・事業者

②
補助金
情報
登録

③
公募

④
審査/
承認

⑤
通知

⑥
交付
通知

⑦
各種
手続き

①
法人共通認
証基盤

登録/ログイン

②
公募
申請

③
結果
通知

④
交付
申請

⑤
各種
手続き

• 補助金適正化法で定められた手続きをベースに、シンプルな機能を提供する

• 国民・事業者向け機能（フロント機能）と行政・執行団体向け機能（バックエンド機能）を提供
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スケジュール（案）

2019年
3月末

2019年
９月

2020年
4月以降

• 他の補助金へ
展開

• 本番システムリリース、
経産省の主たる中小
企業向け補助金での
利用

• 2020年度に適用する
他の補助金選定

• プロトタイプ版リリース
（補助金適化法で定め
られた手続きをベースとし
たシンプルなシステム）

経済
産業省 テスト利用・改修 部分利用

他省庁・
自治体

2018年
12月中

• 内閣府によるFS対象と
する補助金候補の確定

2019年
４月

• FS開始
• 補助金業務の実施プ
ロセスの確認・見直し
等から進める

事業準備
2019年
９月BPR実施

• 経産省の本番システム
仕様にアクセス可能、
FS以外の補助金も検
討可能に

2020年
４月以降システム対応検討

• FS選定補助金のシステム
活用スタート

※ FS対象以外でも検討の
上、利用可能

BPR/開発



開発中のシステムのポイント
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1. サービスはクラウドベースを想定
行政情報システムのクラウド化（クラウド・バイ・デフォルト）方針及び今後のデータ連携等を考慮し、基本的に
はクラウド環境でデータの保存や管理も行い、インターネット環境で全てが完結することを想定
（参考）政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に関わる基本方針（平成30年6月7日CIO連絡会議）

2. 現時点では間接補助金をベースに検討
現時点では、官庁会計システム（ADAMSⅡ）や一元的文書管理システム等の府省共通システムとの連携
が発生しない間接補助金を想定して開発を進めている。今後、直接補助金の検討を進め、これらシステムとの
接続も併せて整理。
※自治体の場合は、総合行政ネットワーク（LGWAN）との接続整理が別途必要

3. 申請件数の多い補助金で検証を実施
より申請件数の多い補助金の方が費用対効果が大きくなるため、件数が多い中小企業向け補助金申請をモ
デルケースとし、BPRでプロセスを簡素化した上でシステム化を検討。

上記状況を踏まえ、IT室等と連携して他省庁等展開のＦＳ調査を実施
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デジタル・トランスフォーメーションを進める上でのポイント

ユーザーファースト
で考える

（デザインシンキング）

小さく始めて改善
を繰り返す
（アジャイル）

ファクトに基づいて
議論する

（データサイエンス）

トップの変革に
対するコミット

職員による
ボトムアップでの

変革

外部の専門家や
ステークホルダーとの
コラボレーション

サービス構築の手法 組織のあり方

誰のためのサービスか、既存の前提に縛られていないか、どうやったら実現
可能か検討し、様々なステークホルダーを巻き込んで実現につなげる。
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