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自治体クラウド導入取組促進事業について
法政大学法学部教授

当協会は、市町村の振興に資する事業のうち、
全国的な視野に立って行われるものについて助
成を行っており、毎年、助成金審議委員会委員
による事業の視察を実施している。令和元年度
は、次の助成事業の視察を行った。
1 視察事業名
「自治体クラウド導入取組促進事業」
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4 視察内容
⑴ 視察地及び日程
富山県富山市・令和元年 8 月21日㈬〜22日㈭
⑵ 視察日程
【 1 日目】
富山県情報システム共同利用推進協議会ヒア
リング（於・富山県庁）

視察事業主体（助成団体）
地方公共団体情報システム機構

視察事業概要
自治体クラウドとは、情報システムを自庁舎
で管理・運用することに代えて、セキュリティ
レベルの高い外部のデータセンターにおいて、
管理・ 運用し、ネットワーク経由で利用するこ
とを可能とする事業であり、事業・費用の効率
性等の見地から複数の自治体が共同で取り組む
富山県庁にて、助成金審議委員会委員
ことが期待されている。
1）
「自治体クラウド導入取組促進事業」説明

本事業は、情報システムの経費圧縮、情報セ
篠原 俊博 氏（地方公共団体情報システム機
キュリティの確保、災害時の事業継続に向けた
構・副理事長）
対応力の強化に向け、自治体クラウドの導入が
池田 義光 氏（地方公共団体情報システム機
増加するなかで、導入に係る諸課題を明らかに
構・研究開発部テクニカルマ
し、解決手段を示すことにより、市町村の自治
ネージャ）
体クラウド導入の取り組みを促進するため、モ
デル市町村を支援することを主たる内容とする
ものである。
助成金審議委員会委員視察は、上記の取り組
みのなかで、平成26年度モデル市町村支援の支
援対象である富山県情報システム共同利用推進
協議会（以下「富山県協議会」という。
）の活
動状況について視察した。富山県協議会は、富
山県情報政策課及び市町村支援課を事務局とし、
射水市、滑川市、上市町、入善町、朝日町、舟
橋村、黒部市、魚津市及び立山町の富山県15市
町村のなかの 9 団体が参加している。富山県協
篠原俊博氏
池田義光氏
議会の活動を通じて、これまで住民基本台帳等
平成22年度から平成30年度までに28グループ
の基幹系業務（19業務）、保育料、児童扶養手
166団体に対して自治体クラウド助成を行って
当等の業務（ 6 業務）の共同クラウド化が実現
きた。さらに、
「世界最先端デジタル国家創造宣
している。
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言」
（ 平成30年 6 月閣議決定）において、2023
年度末までにクラウド導入団体を1,600団体、自
治体クラウド導入団体を1,100団体にするとの目
標がかかげられる等、自治体クラウド導入推進
の取り組みの重要性は増しているなかで、本事
業の意義は高まっている。
2）
「クラウド導入の取り組み（富山県協議会

‐
事務局）」
半田 嘉正 氏（富山県情報企画監）
近岡良祐氏

半田嘉正氏

富山県協議会は共同利用型クラウドを運用し
ている。加盟団体は、現在、 9 団体であるが、
令和 2 年度稼動に向けて 2 団体が準備中、さら
に、次期のシステム更改時には、新たな団体の
加入も予定されている。また、別途、共同利用
協議会が、県及び15市町村、市長会、町村会に
より構成されており、情報システム共同利用の
推進、セキュリティクラウドの運用等について
協議している。
共同クラウド化を実現した団体における経費
の削減効果は大きい。さらに、システム移行の
際の業務見直しに伴う効率化、耐災害性の強化
等、自治体クラウドの導入には様々なメリット
があると考えている。なお、移行時に検討され
るべき課題としては、自らの団体の業務に合わ
せて共通システムをカスタマイズすることの抑
制、システム移行時のデータ移行費用の発生、
緊密な協議を可能とする共同運営組織の構築、
情報漏えいの防止等を挙げることができる。
3）
「クラウド導入の取り組み（メリットと効果
‐ 射水市）
」
近岡 良祐 氏（富山県射水市総務課情報管理
係長）
共同クラウド化を行った射水市を含む 6 団体
において、システム費用（初期導入費＋利用料）
は36％削減された（単年度で7.7億円（試算）
）
。

また、データ移行費用等についても共同化によ
り経費削減効果があった。さらに、回線の冗長
化（副回線の確保）
、データセンターを利用す
ることにより、耐災害性と情報セキュリティが、
格段に向上した。この取り組みのなかで、シス
テムの標準化を推進し、さらに、業務の標準化
やRPA（ロボティック・プロセス・オートメー
ション）の導入、新たな住民サービスの提供の
可能性の追求等に、取り組んでいる。
4）説明に関する質疑（抜粋）
〇【問】自治体クラウド事業の推進対象は市
町村であるとされていることから、富山県
が富山県協議会に事務局として参加するこ
との同県としての位置づけ、考え方につい
て、お教えいただきたい。
【答】市町村の経費削減につながることで
あり、県と市町村とがシステム共同化を行
う場合には、県の経費削減にもつながるこ
となので、歓迎している（富山県）
。
〇【問】他の都道府県において、同様に市町
村の取り組みを支援している例はあるのか。
【答】多くの場合に、クラウド推進計画の
策定の支援がされており、富山県と同様に、
深く推進にコミットとしている例として、
和歌山県があり、さらに、茨城県、大阪府
が同様に市町村の取り組みを支援している
（地方公共団体情報システム機構）
。
〇【問】県市間のネットワーク構築はどのよ
うにされているのか。
【答】情報スーパーハイウェーのなかにＬ
ＧＷＡＮがあり、ＬＧＷＡＮの隣に独自の
ネットワークを構築している。他の都道府
県でも、このよう例は多い（富山県）
。
〇【問】他の自治体においては、カスタマイ
ズの問題がシステム共同化のネックとなる
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日本大震災クラスの地震で想定される富
山湾の津波の高さは4.1ｍである。した
がって、データセンターには、津波は届
かないと考えられている。
〇 建物は、 8 ｍで岩盤に達する土地に杭
を使わずに建てられており、地下の免震層
により震度 7 に耐えられる設計となってい
て、建物が60cm移動したとしても、元に
戻る構造となっていることから問題はない。
〇 電気は 2 ヶ所の変電所から取り入れて
おり、さらに非常用発電機 2 機を設置し
ている。これらの発電機は、停電後も48
時間稼働できる。
〇 北陸地方は雷が多いので、北陸電力株
式会社からノウハウの提供を受け、落雷
の場合にも避雷針により地面に電気を逃
がす構造となっている。
③ サーバールーム
〇 サーバールームには、空調設備、電源
設備が設置されている。また、セキュリ
ティ対策が実施され、レベル 3 からレベ
ル 6 に分類される対策が採られている。
ＩＣカードで入退室を管理し、さらに、
窒素ガスを用いた緊急消化設備が整備さ
れている。
〇 クライアントはラックの単位で契約す
る。富山県協議会は、 3 ラックで契約し
ている。
⑵ その他
データセンターから富山駅への帰途、
「富山
市ガラス美術館」
を見学した。同美術館は、
「ガ
ラスの街とやま」を目指したまちづくりの拠
点として、複合施設「TOYAMAキラリ」内
に整備されたものである。同施設には、富山
市立図書館本館も設置されている。

と聞いているが、富山県において調整が進
んだ理由はなにか。
【答】富山県協議会では、カスタマイズよ
り安くすむパラメーター設定で対処してもら
う方向で努力した（富山県）
。カスタマイズ
費用はカスタマイズした団体が保守経費の
なかで支払っている（射水市）
。法令に様式
が規定されている場合、様式の統一は仕方
ないものとして皆で同意して進めた（富山県）
。
5）その他
説明の休憩時間を利用し、石井隆一富山県知
事を表敬訪問した（県庁 3 階知事応接室）
。
【 2 日目】
⑴ データセンター見学「株式会社パワー・ア
ンド・IT」
（於・富山市内）

データセンター

1）概説
富山県協議会がクラウド契約を締結している
株式会社パワー・アンド・ITのデータセンター
を見学した。
情報セキュリティ上の見地から、施設の詳細
な説明は省略する。以下の抜粋を参照されたい。
株式会社パワー・アンド・ITから、同社及び施
設の概要の説明を受けた後、 2 班に分かれ、施
設を見学した。
2）説明・施設見学（抜粋）
① 株式会社パワー・アンド・ＩＴ
同 社の株 主は、 株 式 会 社インテッ クが
35％、北陸電力株式会社と関連会社が65％
である。株式会社パワー・アンド・ＩＴは
株式会社インテックが経営している。
② データセンター
〇 データセンターの建物は、 2 階がＵＰ
Ｓ（無停電電源装置）用のフロアー、 3
階及び 4 階はサーバールーム、地下は免
震層となっている。
〇 富山県は地震が少ない土地であり、東
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視察者
・川島 正英 委員長
（地域活性化研究所代表・
元朝日新聞社論説委員）
・岩田 利雄 委員（千葉県東庄町長・全国町
村会副会長）
・井上 繁 委員（元常磐大学大学院教授・
元日本経済新聞論説委員）
・今井 勝人 委員（武蔵大学名誉教授）
・岩崎 美紀子 委員（筑波大学人文社会系国
際公共政策専攻教授）
・髙橋 滋 委員（法政大学法学部教授）

