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行政のデジタル化の国際比較

E-Government Survey 
2020

(UNDESA) 

Digital Government Index
2019

(OECD)

デジタル競争力ランキング
2021

(国際経営開発研究所/IMD)

１ デンマーク 韓国 米国

２ 韓国 英国 香港

３ エストニア コロンビア スウェーデン

４ フィンランド デンマーク デンマーク

５ オーストラリア 日本 シンガポール

６ スウェーデン カナダ スイス

７ 英国 スペイン オランダ

８ ニュージーランド イスラエル 台湾

９ 米国 ウルグアイ ノルウェー

１０ オランダ ポルトガル アラブ首長国連邦

参考 １４：日本 １４：英国、２８：日本
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【参考】

主要都市間の比較

• 世界100都市について、

✓技術

✓コンテンツ充実度

✓オンラインサービス数

✓市民参加・コミュニケーション

の４指標で順位づけ

• ロンドンは、全ての指標で上位
20位以内

• 東京は、技術１位、コンテンツ
充実度16位で、他２つは圏外

（出典：UNDESA（2020）E-Government Survey 2020）4



• 窓口、紙、ハンコによる行政手続きに約7割が「不便さを感じた経験
あり」（トラストバンク：2020年行政手続きのデジタル化に関するアンケート）

• 経済界からの要望：「あらゆる行政手続等の電子化」（経団連：2021年度

規制改革要望）

• 「社長100人アンケート」：７割以上が行政のデジタル化を要望（日経

新聞、2021年10月18日）

• “新型コロナウイルス対応における日本政府のデジタル化の遅れ
は、惨憺たるものだった”（野口悠紀雄、2021年）

日本国内における行政のデジタル化に対する評価

5



Contents １ イントロダクション

２ 英国政府の取組み

３ ブリストル市の取組み

４ まとめ

6



専門組織：ガバメント・デジタル・サービス（GDS）

位置付け：内閣府の一組織（2011年設立）

主な役割：・GOV.UK上の政府情報・サービスの管理

・共通サービス・デザインスタイルの提供

・デジタル分野からのコロナ対応

・専門家の派遣

・デジタル分野の公務員育成（GDSアカデミー）

その他 ：日本のデジタル庁も設立に際し参考に

英国政府のデジタル化推進体制

（出典：日本経済新聞社,2021b）
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専門組織：デジタル庁

位置付け：内閣に設置（2021年設立）

主な役割：

・デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及

- マイナンバー制度

- ガバメントクラウド

- 地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化

- サイバーセキュリティ、データ戦略

・国民目線のUI・UXの改善と国民向けサービスの実現

- 共通のデザインシステムの策定

- 政府Webサイトの標準化・統一化

・デジタル人材の育成・確保

【参考】日本政府のデジタル化推進体制
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Government Digital Strategy 2012

• 「デジタルサービスをデフォルトとする」との政府公約の下、公務員制度改革の一環

として策定

• 「利用する側にとって便利な時間・方法で情報とサービスにアクセスできること」

「開発や運営の効率性と費用対効果が高いこと」が２つの柱

• 具体的には、
✓幹部レベルを含めた政府機関におけるデジタル人材の確保

✓処理件数が多い行政サービスの毎年の見直し、オンライン化へ移行

✓GOV.UKへの政府情報の完全移行

✓政府による共通プラットフォーム・サービスの提供

✓障害となる法令の見直し 等々

• 四半期ごとの進捗報告

英国政府のデジタル化戦略
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GOV.UK

• 2012年に開始した英国政府
のWebサイト

• それまでの省庁ごとのWeb
サイトではなく、統一された
共通プラットフォーム

• 管理はGDSが担当し、
デザインスタイルを公開
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【参考】地方政府のWebサイト
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【参考】地方政府のWebサイト（住宅税の免除申請）

GOV.UKBristol

Bath 12



GOV.UK Pay

GOV.UK Notify

GDS Academy

GDSが提供する共通サービスの具体例
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GOV.UK Pay

• 英国政府が公共機関向けに提供する
電子決済サービス

• 導入費用のみで、月額なし

• 2021年10月現在で、314自治体
（全343自治体）が使用

14



GOV.UK Notify

• 英国政府が公共機関向けに提供する通知・
管理サービス

• 公共機関からの通知（eメール、テキストメッセージ、

手紙）を、設定したテンプレートに基き、
一括送信・管理を行う

• Webサイトや内部システムと連携して、
自動送信の設定も可能

• 初期費用はなく、eメール通知の場合は無料

• 2021年10月現在で、自治体を含め、
1,159の公共機関が使用
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GDS Academy

• 英国政府が国家公務員、地方公務員、その他行政機関の

職員向けに提供するデジタル化に関する育成プログラム

• リーズ（イングランド北部）及びロンドンでの対面コース

又はオンラインコース

• 行政分野でのアジャイル開発の手法、AIの活用、

管理職向けデジタル分野でのマネジメント手法等の

多彩なコースメニュー

• 2019年時点で、

10,000名以上の履修者
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ブリストル市（Bristol）の概要

• イングランド南西部のカウンティ（市）

• 2020年人口46万人（2040年に52万人超の推計）

• 人口の78％が英国生まれの白人、アフリカ系が６％、
アジア系が６％など、多様な人口構成

• 若年層の割合が多く、年齢の中央値は32.4歳
（イングランド全体：40.3歳）

• 元々航空産業が盛んで、最近では、IT、クリエイ
ティブ、メディア、ハイテク、デジタルなどの新し
い産業が成長

ロンドン

ブリストル
18
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“Bristol is Open” 

• ブリストル市とブリストル大学の共同事業と
して2015年にスタートしたスマートシティ
プロジェクト

• 高速ネットワークの整備を核として、オペ
レーションセンターを設置し、交通・道路の
管理、CCTVでのセキュリティ監視、
ビックデータ分析・オープン化、
観光関連情報の提供等を実施

• 「Huawei’s UK Smart City Index 2017」で
1位に選出
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デジタル技術による道路状況の把握

• 道路検査へのデジタル技術の活用

• 市内の合計3,000㎞以上の道路が対象

• 高解像度の車載カメラを使用して道路状態

をリアルタイムで収集

• AIを活用し、収集した情報から、

修復が必要な道路の欠陥を自動で特定する

システムの実証実験を実施中
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ブリストル市の行政のデジタル化

• 2014年頃から、民間事業者と連携し、市のプロジェクト遂行にアジャイル手法
を導入開始

• 「誰しもが平等にデジタルテクノロジーの恩恵を享受すること」を目指し、
2050年までの長期総合計画である「Bristol One City Plan」を2019年に公表

• 2019年からの２年間で、民間事業者と連携し、市の業務と関連するシステムの
見直し、54業務のクラウドへの移管等を実施

• 現在は、長年更改が繰り返されてきた既存システムの抜本的転換や、

コロナ禍で顕在化したデジタルデバイドへの対応を実施中
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【参考】アジャイル開発手法とは

（出典：NEC）
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【参考】アジャイル開発手法とは (GDS Academy) 

５つの基本原則：

• Focus on user needs (ユーザーのニーズに焦点を当てる)

• Deliver iteratively（繰り返し提供する）

• Keep improving how your team works（チームの働き方を改善し続ける）

• Fail fast and learn quickly（早く失敗し、早く学ぶ）

• Keep planning （計画を見直し続ける）

GOV.UK (2016). Agile delivery community. [online] GOV.UK. Available at: 
https://www.gov.uk/service-manual/communities/agile-delivery-community
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具体例：ブリストル市のWebサイトの更改

課題 取組 成果・要因

✓ 不便で見た目も古く、

サービスを見つけること

に時間がかかる

✓ 市民のニーズの発掘

✓ Webサイトの部分的な提供

とユーザーテスト、フィー

ドバック

✓ 必要に応じた変更

✓ シンプルで、専門用語を排し

た内容

✓ ”24時間いつでも利用可能“と

いう市民の認識

✓ 挑戦的で市民中心の内部文化
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まとめ（英国の事例を踏まえて）

•中央政府によるリーダーシップと人材育成

•住民目線で、使いやすい・便利なサービス提供

•職員目線で、業務の効率化につながるデジタル化
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ご静聴ありがとうございました
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