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概要 

高齢化が進んでいる社会で自治体による高齢者対策への ICT 活用は政府にとって重要な課題である．

ICT を利用して高齢者向け行政サービスの構築ができることに留まらず，高齢者に情報を提供しながら

個人情報を安全に守ることが出来る．本論文において日本の秋田県，中国の北京市，南京市，長春市，

西安市という 5 つ都市の人口，経済，高齢化率，電子政府などの基本状況を調べ，調査の結果に基づい

て自治体による高齢者対策の ICT 活用を比較する． 
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はじめに 

早稲田大学での「電子政府・CIO 応用事

例」の授業を通して，高齢化が進むことを

前提とした情報通信技術の利用というもの

が重要性を増すことを毎授業において感じ

てきた．ICT を利用した施策は例えば，自

治体において，市民の情報をこれまで以上

に安全に守ることができる．電子化したサ

ービスを提供することができ，高齢者が電

子サービスを享受できるという環境の整備

が進めば，高齢者にとって良いサービスが

供給されることとなる．このようなことを

ICT を利用した高齢者対策として学び，電

子政府やCIOの活用事例について考えてき

た． 

 今回電子政府・CIO に関連し，本論文に

おいて日本と中国の 5 つの自治体を比較し，

電子政府サービスの供給と要因について検

証する．われわれの都市を比較するに至っ

た理由として，統計上どの都市においても

高齢化が進展している点，出身都市の電子

政府の取り組みについて調べ，比較可能性

について論究した．電子政府としての評価

が高い地域が持つ特徴を見つけるべく，わ

れわれの出身地における人口，経済，主要

産業，インターネットの普及率や電子政府

進渉度を全ての都市における比較要素とし

て抽出した．ベンチマークとしては，比較

対象国が異なることもあり，基本的な情報

として経済の規模や主要産業が必要だとい

うこと，国が異なっても比較できる要素で

ある．またインターネット普及率や電子政

府進渉度への影響についても比較可能であ

る．電子政府サービスの向上を牽引する要

素をまとめ，その要因分析を行う．  

 

仮説 

ICT の発展状況は GDP と重要な関係が

あり，GDP の高さは ICT の発展に寄与す

る点を仮説として検証する． 

 

研究方法 

本稿が主に使用した研究方法は比較事例

研究法である． 



日本の秋田県と中国の北京市，南京市，長

春市，西安市という5つの自治体を選び，人

口，経済，高齢化率，電子政府の建設などの

基本状況を調べ，その結果に基づいて各自

治体による高齢者対策へのICT 活用状況

を比較する． 

 また，高齢者の定義に関しては，日本の

場合は国連の定義を使用し，65歳以上を高

齢者としている．一方，中国の場合は60歳

以上を高齢者としている．本稿にも国によ

って高齢者の定義が変わることを明確にす

る． 

都市の選別理由については，各都市にお

ける高齢化が世の中の動きと同様に，高い

地域として共通していた点にある．地域の

様々な状況やデータ，電子政府への発展・

進捗度などを比較することで，電子政府の

発展に寄与しうる要因を導き出すことが可

能である． 

 

先行研究 

先行研究であるが，四川は人口が多い省

で，高齢者人口は中国で第 2 位である．近

年，人口の高齢化の程度が激化した．科学

技術庁は積極的に「四川省年金と健康サー

ビス業の発展計画（2015 - 2020 年）」を実

行して，養老関連技術の開発と製品の革新，

年金モデル革新などの方面でと努力した． 

一、 養老と健康サービス業発展産業技

術の研究．老人健康サービス業科

技発展を支えるシステムの建設に

関する調査，養老産業発展におけ 

る技術チェーンを実施した． 

二、 高齢者病の国家臨床医学研究セン

ターを設立した． 

三、 高齢者の健康指数と診断情報をデ

ータ化する．医療機関のサーバー

でビックデータベースを作った． 

 

第 1 章 秋田県における諸項目の概要 
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2平成 25 年度秋田県市町村経済計算 

 まず秋田県を比較項目に入れた理由とし

て，高齢化が他の中国の諸都市と同様に高

いこと，そして人口流入の速度が著しいこ

とから他の都市よりも先にいままで以上の

高齢化の未来に直面すると予測され，他の

都市の参考事例としても有用である． 

 

1-1 人口 

 平成 27 年国勢調査人口速報集計結果に

よると，27 年 10 月１日現在での秋田県の

人口は，1,022,839 人である．秋田県の人口

は，進学や就職などによる県外への転出者

数が県内への転入者数を上回る社会減が続

いている．出生数が死亡数を上回るという

自然増の状態が長く続いてきたため，社会

減をある程度カバーすることができたが，

平成 5 年に初めて出生数より死亡数が多く

なり，自然減に転じた．ここ数年は出生数

の減少が著しく，自然減は増大し続けてい

る．このように秋田県では，自然減と社会

減が同時に進行している1． 

 

1-2 経済 

 平成 25年度の秋田県内総生産はおよそ 3

兆 4777 億円2であり，全都道府県で比べる

とでは 40 位となる． 

 産業構造としては，第一次産業に従事す

る人口が減少し，第三次産業に関わる人口

は増加し，サービス産業への就業者の割合

が増加している状況で，全国と同様である．

商業・サービス業は県内総生産額で約 5 割，

従業員数で約 6 割と産業構造に占める割合

が高い3．インターネットの普及によりさま

ざまなかたちでの売買がなされるなかで秋

田県でも商業における環境が変化しており，

情報関連産業においてはスマートフォンの

普及や新技術を利用した新たな市場が生ま

れている．今後秋田県においても，県内に

おける ICT の利活用を推進するため，人材

育成の支援や情報関連の事業者へ向けた販

路拡大，ソフトウェアなどの商品開発を支

援に協力する意向を示している． 
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1-3 高齢化の状況 

 全国的に高齢化が進むなかで，秋田県は

その最たる例といえる．平成 27 年 10 月に

おいて，65 歳以上の高齢者数は 344,685 人

で，人口に占める高齢者数の割合は 33,7%4

となっており，全国的にみても高齢化が進

んでいるといえる．秋田県では，27 年度よ

り健康長寿社会に向けた介護予防の推進，

介護保険制度を円滑に行うための支援，介

護保険施設の環境整備を整えることを目標

としている5．高齢化とともに医療技術の発

達などで医療における環境が変化すること

を受けて，今後需要が伸びることが予想さ

れる在宅医療について支援する． 

 

1-4 電子政府 

過疎地域などにおいて，ブロードバンド

サービスが行き届いてないことから秋田県

においてサービスを供給する通信事業者と

ともに支援を行ってきたこともあり，ブロ

ードバンド世帯をカバーする割合が高まっ

た．これにより高速なインターネットによ

ってサービスを利用できる環境が広がった

ことで秋田県や市町村において電子申請を

提供していくことができるようになった6．

しかしながら，高齢化にともなう ICT を活

用するという意味での秋田県が主導して行

う電子政府というものがそれほど重要な施

策として位置づけられていないことが，県

からの情報量をみてとれる． 

 

1-5 インターネット利用率 

秋田県におけるインターネット利用率は

74.4%で，全国的には低い部類に入る．高齢
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化が進む地域ということもあり，利用率が

他都道府県よりも低いことが考えられる．

スマートフォン利用率においても，39.3%

という数字は全国的にみても低く，スマー

トフォンを利用する若者の人口減少や，少

子化が進む流れの影響を強く受けているこ

とが推測される7． 

 

表 1 都道府県別インターネット利用率

平成 26 年末8 

 

 

第 2章 北京の電子政府に関する調査 

 中国政府は，中央から地方まで最大 5 階

層にも及び，中央政府では 70 以上の部局及

び委員会があり，31 の省・中央直轄市レベ

ルの政府，333 の省轄市レベルの政府，259

の地轄市レベルの政府，400 の自治県レベ

njigyousienkeikakudai7kiroujinfukusikeik

aku.pdf 
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ルの政府，2674 の県レベルの政府，45000

の郷，鎮レベルの地方政府がある． 

ある政府計画文書が述べるように「中国の

電子政府は中国政府行政の大きな変容のト

リガーとなるだけでなく，利益をもたらす

巨大な産業ともなる」といえる．五ヵ年計

画などにより，全体的なプログラム推進の

共通基盤となる投資が進められているもの

の，各地方政府レベルでの意欲的な計画策

定も積極的に進められている．特に財政力

のある北京，上海，深圳などの大都市にお

いては，全国レベルでの整備目標を上回る

「デジタル・シティ」計画が提出，推進され

ている． 

 

2-1 北京の状況 

 

北京市は，中華人民共和国首都であ

る． 行政区画上は直轄市であり，中国の華

北の中央に位置する．中国では上海に次ぐ

第二の都市である．世界有数のメガシティ

であり，高い影響力を有する世界都市でも

ある．北京市の人口は 2000 万人を突破し，

2014 年には 2152 万人となった．戸籍人口

1,755 万人（2009 年末）あまりで，他に公

安機関（警察）に一時住居登録している流

動人口が 364.9 万人いる，都心人口は

917.61 万人（2008 年 12 月）いる．構成は

96%が漢民族で，残り 4%は 55 の少数民族

で構成されている．都市的地域の人口は

1,395 万人であり，世界第 16 位である． 

 2014 年の北京市の市内総生産は約 2 兆

1320 億元であり，上海市に次いで中国本土

第 2 位である．2014 年の北京都市圏の総生

産は 4811 億ドルであり，世界 11 位の経済

規模を有する．アジアでは，東京都市圏，ソ

ウル都市圏，大阪都市圏，上海都市圏に次

ぐ第 5 位である． 

2016 年に発表された「世界の都市総合力

ランキング」では，世界 17 位と評価されて

おり，中国では香港，上海に次ぐ 3 位であ

った．2016 年 10 月の金融センターランキ

ングにおいて，世界 26 位と評価された．

2013 年からはフォーチュン・グローバル

500 においては，東京を超えて世界で最も

大企業の本社が集積している都市との評価

を受けている．2015 年にはニューヨーク，

ロシアのモスクワを超えて世界で最も億万

長者が多い都市となった． 

北京市統計局が公表した 2010 年の全従

業員の平均賃金は年 50,415 元(約 63 万円)

である．また，2012 年の最低賃金基準は 1

時間当たり 7.2 元(約 90 円)，一方，非全日

制就業労働者の 1時間あたり最低賃金は 14

元(約 170 円)である． 

 北京市は，ハイテク民営企業，研究開発

拠点，中国ビジネスの統括拠点としての発

展を目指すものと見られる．産業構造では

第三次産業への依存が高い．2003 年 GDP

の 61.4%が第三次産業である一方，第二次

産業の比率は 36.0%で，第一次産業に至っ

てはわずか 2.6%に過ぎない．ちなみに中国

全体では第三次産業の比率は 32.3%で，上

海でも 48.4%である．近年では外資企業の

第三次産業での進出も加速している．市中

心部では，CBD 構想（北京 CBD 計画）が

着々と進むなど，北京市は上海と並ぶ中国

ビジネスの統括拠点としての役割も強めて

いる．この他，北京市は環渤海経済圏，京津

冀都市経済圏における中心都市として，周

辺地域との経済的な協調を図りながら効率

性の高い発展を志向するものとみられる．

また，北京には多くの大学・研究機関が集

中しており，多くの優秀な人材が社会へと

巣立っている． 

 中国の IT 産業の代表は中関村であり，北

京のハイテクの中心である．「中国のシリ

コンバレー」とも呼ばれる．北京の北西部

にある海淀区一帯に位置し，西北三環路と

西北四環路の中間にある．中関村の設立は

成功と言える．1980 年から，中関村は純粋

な電子商品を販売する商店街であった．今

は完璧なハイテク産業区になり，企業の集

結地になった．区内の企業数は 4000 社に達

し，貿易総額は 400 億ドル（毎年の平均値）

に達した．しかしながら，アメリカのシリ

コンバレーの GDP2000 億ドル（中国国内

の全てのハイテク産業区の GDP 総額より

約 10 倍以上である）と比較すると，雲泥の

差がある．中関村とシリコンバレーの建設

スタート時点から見れば，わずか数年の差

だけ存在するが，産業の産出やネットワー

クモードの建設などが違うと思われる． 
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2-2 電子政府を設立する目的 

 電子政府を設立する目的は次の 3 点ある． 

1. 統一的な標準及び当初から充分に

開発された機能によって特徴づけ

られる，安全で信頼性の高い行政情

報ネットワークを構築する 

2. 主要な業務システムと基本的かつ

戦略的な行政情報データベースの

構築において，本質的な成果を達成

し，情報資源の共有レベルを大きく

向上させる 

3. 初期段階で電子政府のセキュリテ

ィ安全網システムを構築し，職員研

修を向上し，電子政府に関連する法

律，規制，標準の制定面で大きな進

捗を達成する 

 

2-3 中国の電子政府が発展する段階 

中国の電子政府が発展する段階は次の通り． 

表 2 中国の電子政府が発展する段階 

 

 

 

 

 

 

2-4 インタビュー：スマホの利用率 

 
図 1 携帯利用者の世代比率 

 
図 2 種類 

 

（１）普通の携帯はガラ携であり，インタ

ーネットが繋がるが，ONLINE サービスな

どの操作がうまくできず，ネットスピード

も制限される． 
（２）高齢者専用の携帯は電話機能が用い

る緊急連絡用の携帯である． 
 

 
図 3 高齢者専用携帯の実例 

 

第3章 南京市電子政府進捗度調査 

 

3-1 マクロ経済状況 

2015の南京市のGDPは前年と比べて

9.3%増の9720.77億元（およそ16兆1000億

円）となり，全国の11位となった．一人当

52%

15%

4%

3%

26%

携帯利用者の比率

40歳未満 40歳-50歳 51歳-60歳

61歳-70歳 70歳以上

57%

6%

37%

種類

一般携帯電話 高齢者専用携帯

スマフォン

段

階 

実施内容 

第

１

段

階 

中国の 800 から 1000 の政府機関が

インターネットのサイトを構築し，

オンラインでの情報発信を開始す

る． 

第

２

段

階 

データベースを利用した内部情報

プラットフォームと情報発信機能

を構築し，それによって，インター

ネットに接続された政府部門が，情

報化オフィス・オートメーション

(OA)を充分な程度に実現し，また，

一般ユーザーからの反応を得るこ

とができるようにする． 

第

３

段

階 

政府機関は，政府のネットワークを

通して，ペーパーレス・オフィス業

務を行い，情報を交換し，公式ファ

イル/通達を転送することができる

ようにする．また，電子政府サービ

スは電子商取引アプリケーション

と統合される． 



たりGDPは11.8万元（およそ196万3000

円）となり，深セン，広州に次ぐ全国3位

になった． 

図4 南京市4つの基幹産業 

 

 
    

 図5 南京市8つの現代サービス産業 

 

その中で，電子産業＆IT産業は最大の割

合を占め，2015年の総収入は4091億元（お

よそ6兆8000億円）となり，特にソフトウェ

アの収入は3094億元（およそ5兆1000億円）

となり，北京，深セン，上海に次ぐ全国4位

になった． 

 

3-2 高齢化状況 

江蘇省民政庁が発表した「江蘇省 2015 年

老年人口情報と高齢事業発展状況報告」白

書のデータによると，2015 年時点で，南京

市の常住人口は 823.59 万人，戸籍人口は

653.3 万人，その中，60 歳以上の高齢者人

口は 134.93 万人，人口高齢化率は 20.65%，

前年と比べ 0.69%増加した． 

 

3-3 電子政府進捗度 

「2016 年中国都市電子政府進捗度調査

報告」によると，南京の「電子政府発展度指

標」（EGDI：e-government development 

index）は 36 の主要都市の中で 11 位にな

った． 

IT産業の集積という優位性を持った南京

市は，電子政府の建設に拍車をかけ，今ま

で四つの成果を獲得した． 

1 つ目は，南京市政府ウェブサイトの開

通によって，部門 LAN とオフィス・オート

メーションの建設を強化した． 

2 つ目は，「ウェブ上政務ロビー」と「政

務スーパー」の建設によって，政府の職能

部門はインターネットを通じて企業の登録

やプロジェクトの審査などができ，行政効

率が向上した． 

3 つ目は，労働と社会保障システム，銀行

POSシステム，税金の徴収と管理システム，

交通カードシステムなどの情報システムの

作り上げによって，企業の経営や市民の生

活に利便性を提供した． 

4 つ目は，土地，環境，交通，人口，教育

と文化等の都市の基礎データベースが完備

し，そのおかげで，「私の南京」というアプ

リケーションが登場した．「私の南京」は，

交通，文化，金融，健康，公益，政務などさ

まざまな内容を含め，南京の市民に便利な

サービスを提供した． 

 例えば，南京市救急センターは「私の南

京」アプリと協力し，「私の南京」に救難プ

ラットフォームを作った．このプラットフ

ォームにより，高齢者が一人でいる時もワ

ンタッチで救急車を呼べる．加えて，GPS

機能も導入され，自分の位置がよくわかな

い時も救急車が迅速かつ正確的に患者のそ

ばに到着できる． 

 

第 4 章 中国長春市電子政府の現状と建設 

 

4-1 人口と経済 

長春市は吉林省の重要な都市で，吉林省

の経済，文化，政治の中心地である．長春市

は自動車産業を中心として重工業を発達す

る，市内には長春第一自動車製造工場と長

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%B1%BD%E8%BB%8A


春映画製作所が所在し，中国における自動

車工業と映画製作の拠点となっている．

2016 年に長春市の人口は 880 万人，GDP

は約 9 兆円であり，全国では 23 位になっ

た．長春市の高齢化率 17.4％と進んでおり，

電子政府の建設はランキングでは下位に位

置づけられている．電子自治体総合のラン

キングで 21 位になった．項目別では基礎施

設は 22 位，オンラインサービスは 33 位，

新たな技術は 35 位，参加率は 11 位になっ

た．中国の他の市と比べて高くなかった． 

 

4-2 電子政府の建設状況 

1992 年長春市政府オフィスはローカル

エリアネットワークを建てた．これを始め，

長春市に所属する各市の政府ローカルエリ

アネットワークの建設を推進し始めた．

1996 年中国国家政府の要求によると，長春

市は電子メールシステムを基礎として政府

オフィスネットワークを建設し始めた．

2001 年から長春市は「三网一庫」を基本フ

レームとして電子政府を建設し始めた．「三

网」は政府内部で政府業務のネットワーク，

各市の政府と中国政府情報などをシェアす

るネットワーク，インターネットを依託し

て公共管理と奉仕のネットワークという三

つの意味である．「一庫」は電子政府の情報

と資源の庫である．ここ数年の努力を通し

て政府業務電子化が実現される． 

 

（１）電子政府ネットワークの実現 

中国吉林省の通信会社に依託して長春市

は安全機能を持ち，データ，ビデオ，声など

マルチメデイア業務があり，政府のオフィ

ス業務が満足できる電子政府を建設した．

国家，省，市，県という垂直式電子政府ネッ

トワークを形成し，小さい地方の事業所も

伸ばすことができる．横の方面で長春市政

府オフィスを核心として中国人民政治協商

会議吉林省委員会，吉林省検察院，人民軍

部，人民法院など各部門を密接に接続する

ネットワークを建設した．これらにより長

春市の全地域で電子政府ネットワークを実

現する． 

                                                
9张贺. 吉林省电子政务发展趋势及策略研究[D]. 吉

 
図 6 吉林省電子政府構造9 

 

（２）長春市政府ホームページ 

 長春市政府は自らのホームページを作っ

た．政府の各部門でも自分のホームページ

も構築している．現在，吉林省は長春市政

府のホームページを中心として 235 個ホー

ムページがある．政府業務の展開，政府情

報の公開，交流活動，宣伝などの方面に大

きな役割を発揮している．そして公衆も政

府のホームページを登録して政府の情報を

了解することだけではなく，自分の業務を

やることができる．公衆は政府に行かなく

てインターネットを通して自分のことをや

ることができ，公衆に便利をもたらす． 

 

（３）長春市電子政府データベースの成果 

 吉林省で今まで 106 個のデータベースが

構築された．その中で長春市政府オフィス

の公文，政策法規と業務情報という 3 つの

データベースで 1990 年以来の全国と吉林

省の公文，資料，業務情報などを調べるこ

とができる．長春市の業務ネットワークと

応用システムを改善するにつれて，以前ま

でに公開されない情報と調べられないデー

タも今では調べられる．政府にとって大き

な進歩である．パーフェクトなシステム，

規範なプロセス，情報を迅速的に更新する

データベースを建てるために，ソフトウエ

アの開発と情報資源統合するプログラムを

推進し，データと情報をシェアができる． 

21 世紀は政府にとって電子政府の建設

はとても重要である．長春市はパーフェク

トな電子政府を建てられれば，政府の管理

理念の変更，知識の更新，人材育成などの

方面で努力しなければならない． 

林大学, 2006. 



第 5 章 西安市電子政府について調査，提

案 

 

5-1 人口 

西安市は陝西省の省都であり，古くは中

国古代の諸王朝の都となった長安である．

2015 の調査によると人口は 870.56 万人で

ある． 

 

5-2 経済 

2015 年により，全市の GDP は 5810.3 億

元（約 9.6 兆円）である．2014 年より 8.2%

増加し，第一産業は 220.20 億元，増加率 5%．

第二産業は 2165.54 億元，増加率 6.8%であ

る．第三産業は 3424 億元，増加率 9.5%で

ある．全 GDP 中に第一産業 3.8%，第二産

業 37.3%，第三産業 58.9%を占める． 

中心産業は，機械産業，テクノロジー産

業，観光産業，サービス業である． 

 

5-3 高齢化 

2015 年，西安市統計局の調査によると，

全市 60 歳以上の高齢者は 135.2 万人に達

した．総人口の 15.53%を占め，2040 年は

30%になる見込みがある．80 歳以上の高齢

者は 16.38 万人となり，総高齢者人口の

12.1%を占めた．100 歳を超える高齢者は

208 人おり，総高齢者人口の 0.15%を占め

た．調査によると，半分以上の高齢者は空

き巣老人，高齢社会を進んでいる一方で，

社会に色々な影響を与える傾向がある． 

 

5-4 電子政府進歩 

「2016 年中国都市電子政府進歩度調査

報告」によると西安の「電子政府発展度指

標」（EGDI：e-government development 

index）は 36 の主要都市の中で 19 位にな

った．西安市は 2016 年 6 月まで，市内電

子政府イントラネットの建設が終わり，省

レベルに接することができた．各区，県の

電子政府の建設がほぼ完成する．2017 年 6

月までに各区，県レベル電子政府と市レベ

ル電子政府システムが接することが期待さ

れる． 

 

5-5 インターネット利用率 

2015 年の調査によると，陝西省が 50%を

超え，中国ランキングで 15 位になった． 

表 3 中国インターネット利用ランキング 

 
 

5-6 行政アプリ 

西安市政府も 2016 年 12 月から，市民の

便利性を向上するため，「西安行政サービ

ス」というアプリを作った．オンラインサ

ービス，政務サービス，オープン政務，個人

情報という 4 つの部分で組み合わせ，問い

合わせと予約制の効用ができる． 

 

 



 
図 7 西安行政サービスホームページ 

 

第 6 章 結論 

 

 結論は次の通りである．2015 年の中国 4

都市の GDP と電子政府ランキングを下表

にまとめた． 

 

 
図 8 2015 年中国 4 都市の GDP と電子政府

ランキング 

 

北京が 2 位，南京が 11 位，西安が 19 位，

長春が 21 位と続く． 

次に 5 つの都市の基本データをまとめる

と次の通りである． 

 

 
図 9  5 都市の基本データ 

  

秋田においては人口が 102 万人，高齢化

率は約 32%であり，その他の項目において

は，中国各都市と比較の項目が存在しなか

った． 

中国 4 都市の GDP と電子政府ランキン

グの関係から見れば，GDP 順位は北京，南

京，西安，長春であり，電子政府ランキング

の順位も北京，南京，西安，長春である． 

つまり，GDP が高いほど，その地域の電

子政府の進捗度が高くなり，ICT もうまく

発展することが分かる．その理由として，

次の 3 つが挙げられる． 

 1 つ目は，経済（GDP）が良ければ，ICT

人材育成するために，良い環境が提供でき

る． 

 2 つ目は，経済（GDP）が急速に発展す

る都市の市民は学歴や経済的な質が高いネ

ット利用率，スマホ利用率の向上にも影響

を及ぼす．ICT の発展に寄与する． 

 3 つ目は，経済（GDP）が高速的に発展

する都市は豊かで，ICT を発展するために

資金方面の援助がうまくできる． 

 

提案 

行政へのアクセスの際，交通上の問題，手

続の煩雑性，同一書類を何度も提出するこ

と，複数窓口への渡り歩き，たらい回しの

現状も高齢者生活にとっては，繁雑でかつ

負担となる． 

高齢者はインターネットの利用が難しい

ことが予想されるが，高齢化が進んでいる

ことで，ICT を活用して高齢者の視点から

行政サービスの提供する方法が変わらなけ

ればならない． 

この点において，できるかぎり効率的に

行政へのアクセスが保障される必要性があ

る．そこで，高齢者向けの ICT を活用する

ワンストップ式サービスを検討した．高齢

者はパソコンを使わず，できるだけ一箇条



で ICTを利用してすべての問題を解決でき

るようなサービスを提供することである． 

 
図 10 高齢者向ける ICT を活用するワン

ストップ式サービス 

 

 各部門の行政サービスはオンライン化し，

一か所で，必要な手続きや書類などを集積

させ，少ないスタッフでもネット上で案件

を解決できるようなシステムを開発するべ

きである． 

 
 

図 11 IT で繋がる各部門 

 

提供サービスのレベルは利用率によって，

街レベル，区レベル，市レベルを分け，ワン

ストップを設立する． 

 
 

図 12 行政サービスのレベル 

 

各レベルのサービスセンターに対する提

供するサービスも異なる．介護，健康，医療

など高齢者がよく利用するサービスに対し

て，街ごとにサービスセンターを設立し，

交通，社会参加などの利用数が少ないサー

ビスに対して区ごとのサービスセンターを

設立する．行政サービス，防災などの高齢

者たち普段利用しないサービスは市ごとの

サービスセンターを設立することである．



 

 


