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01 東京のDX推進の歩みと課題



 デジタル人材
（特定任期付職員等）を
登用

2021年度

2020年度

2022年度

 「シン・トセイ」戦略
コア・プロジェクト
各局リーディング・
プロジェクト

デジタルサービス局
設置

 デジタルファースト条例施行
 デジタルファースト推進計画
 「シン・トセイ２」戦略
 ICT職新設
 デジタル人材確保育成方針
 CIOフォーラムなど区市町村と

の連携強化

 「東京都デジタルサービスの開発・運
用に係る行動指針」の浸透

 「東京デジタルアカデミー」の展開
 各局共通で使えるデジタル基盤強化

など
2019年度

戦略政策情報推進本部
設置

2019年度以降、都政はデジタル化を大きく推進してきた
01 東京のDX推進の歩みと課題
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行政手続デジタル化 キャッシュレス化の推進

内部事務改革の推進

• 2021年度、入場料等を徴収
する都民利用施設全78施設
へのキャッシュレス決済導入を
達成し、都民の利便性を向上

• デジタル技術の活用等で、総務事務
センターによる内部事務を集約化

• 扶養・住居手当事務、財形貯蓄
事務、住民税事務、退職手当事務
100％集約完了

約 30％ 増加の2,334億円
’21 ‘22

• 都政の各分野でデジタル化を進め
るためのデジタル関連の経費を
把握し、効果的に投資

行政手続や内部事務のデジタル化の取組が着実に進展している

未来型オフィスの整備

01 東京のDX推進の歩みと課題

ペーパーレス化の推進 FAXレス化の推進

• 2021年度に▲99.1％で
「2019年度比98％削減」の
目標達成

▲55％

’16 ’20    ’21

▲33％

• 2021年度に▲55.1％で
「2016年度比50％削減」の
目標達成

• 柔軟でイノベーティブに働くことのできる新しい職場づくり
を推進し、2021年度までに本庁の8か所整備

（政策企画局）

’19 ’20 ‘21

▲84％ ▲99％

デジタル関連経費の把握

• 主要169手続のうち都の権限で
対応可能な119手続中112手
続 約94%完了

• さらに内部事務を除く全行政
手続（約28,000プロセス）の
デジタル化を推進
し約7,400
プロセス完了
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暮らしのDX（デジタル・トランスフォーメーション）

各局リーディング・プロジェクト（シン・トセイ）

アプリイメージ

• 2021年度からデジタルガバメント・都庁の構築に向けて各局リーディング・プロジェクトを展開し、現場レベルでの構造改革を都庁全体で推進

（主税局）

都庁全体で様々なデジタル化の取組が進められている ①

各局が自ら考え、サービスのデジタル化を推進

（生活文化スポーツ局）

2022年2月に都営住宅入居

者募集サイトをオープン、2月

の「毎月募集」からオンライン

申請を開始し、募集の種類を

順次拡大

納税証明をはじめとする各種

証明申請の電子化により

来庁負担を軽減

（住宅政策本部）

東京都江戸東京博物館では、

江戸東京の歴史と文化をオンラ

インで体験できる様々なコンテン

ツを、バーチャル・ミュージアムとし

て展開

都立学校で一人１台のモバ

イル端末を実現、学習支援

クラウドサービスの導入などに

より、子どもたち一人ひとりの

力を最大限に伸ばすための

教育のデジタル化を推進

（教育庁）

’21 ’22

リーディング・プロジェクト

47件31件

01 東京のDX推進の歩みと課題

◆TOKYOスマート・
カルチャー・プロジェクト

◆都営住宅のオンライン申請◆ TOKYOスマート・スクール◆スマート都税
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防災対策のDX

DXの推進による防災対策
の強化

都庁全体で様々なデジタル化の取組が進められている ②

水防災情報の発信強化
DXによる高潮等への防災
力向上

帰宅困難者対策オペレー
ションシステムの構築

首都直下地震等が発生した

際、GPS情報等による都内の

混雑状況等の把握や一時滞

在施設の開設・運営状況等を

収集するシステム構築に向け、

混雑状況や災害発生状況の

把握など一部機能を実装

海面ライブカメラを3か所の

水門に増設するなど、高潮防災

総合情報システムを継続的に

改修し、防災力を向上

自然災害の激甚化に対応

するため、河川監視カメラの

追加整備など、デジタル技

術を活用した、水防災情報

の発信を強化

▲海面ライブカメラ

（総務局）（港湾局）（建設局）

2021年度までに導入した37か所

の多機能型マンホール蓋を活用し、

市町村と測定結果を共有し、雨天

時浸入水対策を促進

（下水道局）

01 東京のDX推進の歩みと課題
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DX推進の課題

01 東京のDX推進の歩みと課題

しかし、東京全体のDXの道のりには、様々な課題が

デジタル化に関する都民の満足度は、いまだに低い

DXの担い手となるデジタル人材が大幅に不足している

今後爆増するデジタルサービスの品質確保が課題

都庁の仕事を支えるシステム基盤の連携と効率化が課題

区市町村でも、デジタル化を進める人材・ノウハウの充実が課題

課題 ❶

課題 ❷

課題 ❸

課題 ❹

課題 ❺
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デジタル化に関する都民の満足度は、いまだに低い

利用してもらい、満足してもらえる、都民目線に立った行政サービスを推進する必要

 デジタル化に関する都民の実態調査：東京都、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、ソウル
在住の10代～70代（各都市500名）を対象にWebアンケート（2021年11月30日～12月20日）

 総回収サンプル: 3,000（500名×6都市）

デジタル化された行政手続の利用率、満足度

東京海外5都市東京 海外5都市

「非常に満足」＋「どちらかといえば満足」
の割合

総合満足度 東京 海外5都市

＜利用率＞ ＜満足度＞

DX推進の課題❶

25％ 32％

11％

54％

有効回答数
14,780

平均 ２.9

（５点満点,昨年度2.4 ）

総合評価

職員のデジタル環境への満足度は向上している デジタル化に関する都民の満足度はいまだに低いまま

調査の詳細：
「シン・トセイ２ 都政の構造改革QOSアップグレード戦略 version up 2022」
（2022年２月東京都）

 TAIMS※等個人メールアドレスを付与された54,046人を対象に庁内ネットワークで調査 (2021年12月1

日～14日まで) ※水道局のTS-NETを含む

 回答者数｜14,780人（回答率｜27.3％）

※ TAIMS：東京都高度情報化推進システム。電子メール、電子掲示板、スケジュール管理や各種業務
システム（庶務事務システム、文書総合管理システムなど）が利用可

01 東京のDX推進の歩みと課題
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 デジタル人材需給の逼迫は続き、民間も含めた人材獲得

競争が激しさを増しています。一部には、優秀なデジタル

人材の採用で通常より高報酬を設定する例も見られます

 行政組織では、給与制度・水準、勤務時間、兼業などの

各種制度が法令上規定されており、民間のように迅速・

柔軟に、給与等の待遇を変えることは容易ではありません

DXの担い手となるデジタル人材が大幅に不足している

 都では、ICT職を新設したほか、高度専門人材を任期付きで

雇用するなど、デジタル人材の確保に取り組んでいます

 しかし、様々なデジタルサービスを次々と生み出すには、開発の

内製化やシステムの的確なマネジメントを担う、多種多様な

分野の高度専門人材を更に多く確保していくことが必要です

 特に、業務の基盤となるシステムの更改や最適化を効果的に

進める人材を急速に増やしていかなければなりません

海外先進都市のように
圧倒的に増やしていく必要

シンガポールGOVTECH 約3,200人
イギリスGDS 約800人
デンマークKOMBIT 約200人 など

（※ 2022年各機関へのヒアリング情報） ・外国籍OK ・遠隔地リモート勤務OK ・副業OK

・AI分野などで新卒に年収１千万円提示の例あり

参考：2021年２月「我が国におけるIT人材の動向」（経済産業省）

【民間企業の求人例等】

DX推進の課題❷

DXを担う、より質の高い人材を迅速・柔軟に確保していくことが求められる

【民間でもデジタル人材は大いに不足】

出典：2019年4月 「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」（IPA）

17名

123名
80名

’20 ’21 ’22 今後

ICT職など都のデジタル人材人数の推移
（各年8月1日時点）

01 東京のDX推進の歩みと課題
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オール都庁でデジタルサービスの品質、供給量、スピードを上げていく必要がある

今後爆増するデジタルサービスの品質確保が課題

 都庁内各局によるサービス開発が進む一方、提供するデジタルサービス量が大幅に増加しても品質にバラつきが生じることが

ないよう取り組んでいく必要があります

 スピード感のあるサービス開発に有効な「アジャイル開発」が適している場面では、これを十分に活用できる仕組みが必要です

 スピード感のあるサービスは、詳細な仕様を
開発前に文書化せず、短期間で開発・リリー
スを繰り返す「アジャイル開発」が不可欠。
法制度上の課題をクリアできる仕掛けがカギ

 必要な開発環境として端末、ネットワーク、
ソフトウェアなどの調達を短期間にできれば、
サービス提供のスピードアップも図れる

新発売
ソフトを
使いたい

予
算
要
求

入
札

予
算
措
置

契
約

使用
可能

使うことができるようになるまで時間がかかってしまう
翌年度以降→

現状

DX推進の課題❸

・今後、各局によるデジタルサービスの開発量が増えていくことで、プロジェクトごとに
品質水準にバラつきが出る、ユーザーが共通情報を何度も入力するなど、使いやすさ
が損なわれてしまうおそれがある

・リリースを急ぐ等アジャイル開発が適している
場合でも、制度上の制約から活用しづらい

01 東京のDX推進の歩みと課題
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 都庁の業務の基盤となるシステムが多く稼働している中、デジタルガバメントの実現に向けては、より高い業務効率が達成される

よう、更改等のタイミングに合わせ、効率化や必要に応じたデータ連携などの最適化の取組を進めていく必要があります

 また、様々な危機管理の観点から、システムやデータ管理の強靭化が求められます

都庁の仕事を支えるシステム基盤の連携と効率化が課題DX推進の課題❹
01 東京のDX推進の歩みと課題

 昨今、自然災害など様々な危機が発生してい

る中、庁舎へのダメージが発生した際に、業務

の継続を可能とするため、システムの強靭化や

データのバックアップなどの環境の構築を早急に

行う必要がある

都庁のシステムの最適化や、様々な危機にも強靭な対応力をもつシステム基盤が求められる

都庁の業務の基盤となる主なシステム 庁内データ管理

※ 職員の業務ポータルサイトに掲載している主なシステム
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No システム名 No システム名

1 文書総合管理システム 6 総務事務センターシステム

2 庶務事務システム ７ 東京都財務会計システム

3 ｅ庶務事務システム 8 予算計数情報システム

4 東京都 e-人事システム 9 財産情報システム

5 人事給与等システム 10 電子調達システム



 区市町村の各種システムや調達は個別の自治体ごとに行われていますが、デジタル人材の確保やデジタル化のノウハウの蓄積

に苦慮しており、東京全体のDXが進められるようにしていかなければなりません

デジタル人材の充足感

区市町村でも、デジタル化を進める人材・ノウハウの充実が課題

● 充足
● 不足

4自治体
54自治体

区市町村のDXを一体的に進められるデジタル人材確保等の方策が求められる

潜在課題

顕在課題

 圧倒的な人材不足から派生する、既存ベンダー依存・ロックイン

 紙処理の必要性（デジタルデバイドへの配慮）を感じるが故に、手続のデジタル化に抵抗感

 安全性やコストの不安から、AIなどの新技術の導入に対して躊躇

 どのような取組をしていいのかわからない
システム関連の手順等の情報整理やネットワーク等の環境整備ができていない

日常業務と並行して進められず、技術が難しいのでベンダー頼みになっている
件数が少ない手続をオンライン化するメリットが見いだせない

高度デジタル専門人材、行政とデジタル技術・知識を兼ね備えた人材がいない
デジタル化推進のマインドが未浸透

既存の電子申請サービスは使いにくい
 AIなど新技術導入はリスクが高く、新デジタルツールも費用対効果が分からない

システム
関連全般

標準化・共通化
行政手続オンライン化

デジタル人材
組織

デジタルツール/モノ

区市町村へのヒアリング等から見えてきた課題

など

就学

住民税

戸籍 自治体で
共通化・・

DX推進の課題❺
01 東京のDX推進の歩みと課題
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※ 都内区市町村へのアンケートに基づく



都民満足度の高いサービス提供 DXを担う専門人材の確保

区市町村のDX推進都庁のDX推進

あらゆる行政サービスを
デジタルサービスとして
提供するため、デジタル
サービスは爆増

現行スピードでは
追いつかない！

デジタルサービス提供を
質・量の両面で

高度化していく必要がある

 スピードアップ
 スケールアップ
 クオリティアップ

爆増するデジタルサービスの開発力を、スピード感をもって質・量ともに強化しなければならない

01 東京のDX推進の歩みと課題都・区市町村が解決すべき課題
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02 海外の先進事例を都政に活かす



デジタル化を進めた海外の先進事例に学び、都政に活かす

海外のデジタル先進都市では、優れた開発体制を整え、ユーザー目線でのデジタルサービスが実装され、住民の高い満足につながっ

ています。こうした先進事例からの学びを都政に活かしていきます。

02 海外の先進事例を都政に活かす

国連世界電子政府ランキング７位

早大世界デジタル政府ランキング３位

国連世界電子政府ランキング14位
早大世界デジタル政府ランキング９位（参考）

デンマーク 国連世界電子政府ランキング１位

早大世界デジタル政府ランキング１位

イギリス
国連世界電子政府ランキング11位

早大世界デジタル政府ランキング２位

シンガポール
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行政サービスはユーザー起点の“サービスデザイン“で
デジタル化され、同時に、誰ひとり取り残されない取組も徹底されている

 シンガポールでは、身近な公共施

設等47か所に無休の常設拠点、
200か所に臨時拠点を設置

徹底的なデジタル化と合わせ、

高齢者などにスマホの活用方法を

教える講習会を継続的に実施

簡単で使いやすいユーザー起点で作られている 継続的なデジタルデバイド対策を重視

SG DIGITAL OFFICE

デジタル化は目的でなく手段。”サービスデザイン”の実践と、誰ひとり取り残されないデジタル化を徹底

都政に活かす

出典:AGENCY FOR DIGITAL GOVERNMENT 提供資料
（一部加工）

海外事例１

約15万人/２年が

受講

１対１の丁寧な講習

は、高齢者の孤立

回避にもつながる

 デンマークの市民

ポータルサイト

（borger.dk)は、

約2,000の
行政手続の入口

として整備

 PCやスマホから、個人IDで

ログインし、求める手続に

簡単にアクセスできる

人口の約９割に当たる

約520万人が毎月アクセス

02 海外の先進事例を都政に活かす

borger.dk

ID

○
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Data

国から自治体まで一気通貫でデジタルサービスが提供され、満足と信頼を得ている

 海外では国がIDや基礎的なデータを管理し、市民ポータルサイトなどのUIも整備、公共部門の相互運用性を

確保するデジタル基盤を構築している

 自治体等は、国が整備するデータやUIを活用してサービスを提供することで、国民にとって効率的で一貫

性のある、使いやすいサービスとなっている

デジタルは一気通貫がカギ。効率的で一貫性のあるサービスに向け、国・区市町村との連携を強化

都政に活かす

データ・レジストリ
は、国が収集・管理

データを活用しサービスを開発

 市民ポータルの満足度は91％
 データ取扱いに関する信頼度は81％

国

ポータルサイトやアプリ
など行政サービスの
入口となるUIは、
国が整備

個人番号、企業、不動産・・・などの基礎的なデータ

・・・

国 自治体

（デンマークの事例）

出典:KOMBIT提供資料

“Citizen’s portal” “Digital Post”などのUI国

国のサービスも自治体のサービスも一貫した形で提供

海外事例2

02 海外の先進事例を都政に活かす
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共同利用や協働の取組により、自治体DXが大きく進んでいる

KOMBIT（デンマークの全98の基礎自治体が加盟する自治
体連合が100%出資する非営利法人）による自治体共同化

LOTI（ロンドン市特別区の会員組織）による、デジタルや、デー
タ、デザインを活用するワークショップ等を通じた自治体協働促進

98の
基礎自治体

ITベンダー

KOMBIT
専門人材による
共同調達や
契約管理

デジタル

人材多

自治体にもたらす価値

デジタル

人材少

自治体にもたらす価値

 まとめて調達することによるコスト低減（▲25％）
専門人材の管理で高品質なシステム提供とリスク低減
 システム更改等に合わせた専門人材による全体最適化

特別区の共通課題を協働で解決する場と関係性の構築

 テック企業とのコミュニケーションなど官民連携促進
確保の難しいデジタル人材の共同活用

“調達等の共同化”と“ワークショップ等を通じた協働”の両面でアプローチ

都政に活かす

出典：Loti 「 Overview of LOTI Membership 」

海外事例３

32区のうち

25区が会員

02 海外の先進事例を都政に活かす
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４ スタートアップなどと共に、テックカルチャーで新しいソリューションを創出している

行政は課題を提示、

テック系スタートアップが解決

 デンマーク政府（ビジネス省内）の“GovTech

Program“では10の具体的な行政課題を
提示したところ40か国から100以上の提案を得た
現在、28の実証実験につながっている

産官学連携したスタートアップ

支援が成果

 シンガポール国立大学と政府が
設立した“Block71”は、

11年間で約1,500社を支援
ユニコーン９社を輩出した

国が強化を狙う分野に照準

高度人材の活用と

テックカルチャーでの

多くのソリューション創出

 シンガポールGOVTECHは、

民間経験のある高度人材
が、テックカルチャーの中で省庁
のデジタル化を実装している

Block71

GOVTECH

民間の機動力、技術力、アイデアを活用し、行政課題を解決

都政に活かす

出典：Erhvervsministeriet主管の「charenges.dk」HP

海外事例４

ビジネス省

02 海外の先進事例を都政に活かす
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03 DX推進強化に向けた今後の展開方針



 東京全体のDXを実現するためには、より多くのデジタルサービスを高い品質でスピーディーに提供していかなけれ

ばなりません。また、区市町村を含めたデジタル化を一気通貫・連携して進めていかなくてはならず、今後、都庁
の業務を支える多くの基盤システムの最適化などにも取り組んでいく必要があります

 こうしたDXの推進が質・量ともに大きな変革を求められる中、これまでのように都庁内部の組織を強化するだけ

ではなく、民間など都庁外部の様々なリソースやノウハウを効果的に活用し、内部と外部の力を組み合わせて
新たなサービスを創出する、いわば政策イノベーションを生み出す新たな仕掛けが求められています

DX推進に向け、政策イノベーションを生み出す新たな仕掛けをつくる

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

方針１

都庁
内部

都庁
外部

デジタルサービスのスピードアップ・スケールアップ・クオリティアップに向け、
都庁内部と外部の力を結集してイノベーティブなサービスを生み出す仕掛けをつくっていく 21



 質的にも量的にも高まる人材需要に応えるためには、デジタル施策の立案等を牽引するICT職など都庁内部での人材確保・

育成に加え、高い専門性を持ち、サービス開発・運用を担う人材を外部の柔軟な条件の下で確保するといった新たな手法を

効果的に組み合わせていくことが有効です

 デジタル人材需給の逼迫は続き、民間は高報酬での待遇を打ち出すなど人材獲得競争が激しさを増す中、給与制度・水準、

勤務時間等の行政制度の壁を乗り越え、採用力を高めることで、質の高い人材を迅速かつ柔軟に確保する仕組みが必要です

高度なデジタル人材を採用・活用できる新たな仕組みをつくる

都庁内外の人材を効果的に組み合わせる新たな人材採用・活用の仕組みをつくっていく

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

方針2

ICT職

高度専門人材
高度専門人材

ICT職（出向）

高度専門人材
会計年度任用
（専門職）

常勤型

非常勤型

ICT職

都庁内部 都庁外部

22



 共通化・標準化されたデジタルサービスやソフトウェアなどを共同で導入できれば、各自治体の調達コストが大幅に低減できるとと

もに、人員面での余力も創出でき、それらを新たな行政サービスの提供につなげていくことが可能となります

区市町村も含めた東京全体のDXを進める新たな枠組みをつくる

区市町村の人材確保や共同化のサービスを都が直接担うことは、行政の役割分担などの観点から課題も多く
都と区市町村が「協働」してDXを効果的に進めるための新たな枠組みをつくっていく

 参加自治体に「東京電子自治体共同運営サービス」

として

「電子申請サービス」（自治体共通の受付窓口の電子化）

「電子調達サービス」（電子入札システムの運営） を提供

 副知事や副首長級の意見交換、コミュニティ形成

東京電子自治体共同運営協議会

東京都・区市町村CIOフォーラム

都と区市町村との協働体制を強化し、

新たな取組を行う

 デジタル専門人材の力を共同で活用

 デバイスやソフトウェアなどの共同調達

 システムの共同利用 など

方針3

既存の
枠組み

強化
など

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針
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行政と民間とがフラットに「協働」する場をつくる

 社会環境の変化や技術革新のスピードが速く、様々な課題が複雑に絡み合う現代社会においては、行政だけで課題を解決しよ

うとするのではなく、民間の技術やアイデアを多方面から集め、官民協働で課題解決を進めることが有効です

 特に、日進月歩で技術が進歩するデジタルの世界では、新たな政策形成手法の導入が不可欠であり、デジタル人材と都職員、

そしてスタートアップなどが日常的に交流する場をつくることで、行政課題の発見、アイデア出し、解決策の創出が可能となります

 民間と受委託の関係になりがちな行政内部のみに頼ることのない、民間とフラットに議論できる場をつくることが重要です

「都でのサービス・プロダクトの導入」（38.3％）

「実証場所の提供」（20.9％）

「都への政策提言の機会の提供」（12.5％）

スタートアップからは、行政との共創を求める声は
多いものの、受け皿となる機能が行政側に十分
に備わっていない

海外先進都市における官民協働の事例

BLOXHUB（デンマーク）

• 都市課題解決のための世界中の企業・スタートアップのハブ。 政府とコペンハーゲン市商工会議所とで開設

• 130社の入居企業、240社の会員（会員の32％が国際的な企業）

• 組織同士のマッチングやワークショップ等を提供

• 市の課題を世界に公開し、オープンパートナーシップを構築

外部に新たなプラットフォームを創出し、そこを”出城“として、外の文化を行政に取り入れることで
行政の組織文化の変貌や新たな政策形成につなげていく

方針4

スタートアップの声

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針
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② 高度なデジタル人材を採用・活用できる新たな仕組み

③ 共同調達など、区市町村も含めた東京全体のDXを推進する枠組み

④ 行政と民間がフラットに“協働“できる場

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

都と“GovTech東京“の２つの組織が協働体制を構築し、東京全体のDX推進を牽引していく

25

① 都庁内部と外部の力を結集して、イノベーティブなサービスを生み出す仕掛け

都と区市町村を含めた東京全体のDXを効果的に進めるため
行政と民間が協働して斬新でイノベーティブなサービスを生み出す新たなプラットフォームとして

新団体 “GovTech東京”設立構想（2023年予定）

これまでの延長線上ではない新たな仕掛けで政策イノベーションを起こす！



• DXに向けたハンズオン支援
• デジタルサービスの内製化支援
• 上流工程（企画立案）からの開発サポート

など

①都庁各局DX ②区市町村DX

⑤データ利活用推進 ⑥官民共創・新サービス創出

• プラットフォーム運用・データ流通

• データ共通化 など

• 官民共創ラボ

• イノベーション など

デジタルサービス局との協働体制を構築し６つの機能を発揮

• DX化に向けたハンズオン支援

• システム最適化支援 など

④デジタル人材確保・育成

• デジタル人材の供給

• 教育ツールの開発・提供 など

GovTech東京は、一つ一つの取組の成功を礎に、信頼を得ながら、機能を発揮していく

 団体設立時には、各局支援や区市町村支援を軸として事業を開始し、一つ一つのサービスを確実に提供できる
体制を整え、“スモールサクセス”を生み出していきます

 成功事例を積み重ねることで、各局・区市町村等の信頼を得ながら事業を進めるとともに、サービス開発力を高
め、順次、事業の規模・内容を拡大、発展させていきます

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

26

（政策連携団体を含む）

• デジタル基盤整備支援・運用

• 共通システム・共同調達 など

③デジタル基盤強化・共通化



①都庁各局ＤＸ

②区市町村ＤＸ

③デジタル基盤
強化・共通化

④デジタル人材
確保・育成

⑤データ利活用推進

⑥官民共創・
新サービス創出

【参考】 ６つの機能の展開イメージ

デジタルサービスの内製化支援

アウトリーチ・伴走型支援

行政手続等のデジタル化やシステム最適化等のサポート

上流工程（事業企画段階）での技術的助言

区市町村等への人材紹介

デジタルアカデミーの教育プログラム等の提供

海外調査・情報収集拠点機能

27

官民共創ラボの立ち上げ

都・区市町村のデータ整備支援

スタートアップ等との協働、コミュニティづくり

東京データプラットフォーム連携基盤の運用

ソフトウェアなどを共同で調達

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

SaaS活用によるシステム共通化

立上げ期 展開期

システム等のサービス開発・提供

公共部門のDXを
推進する人材の輩出

共同システムの
都内での広域展開

官民共創ラボ発の
サービス創出

自治体等保有データの連携

住民向けデジタルサービスの
開発・提供



東京都とGovTech東京が協働して、東京全体のDXを飛躍的に進展させる
03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

 全体戦略、計画策定、ハード・ソフトの共通基盤づくりや政策誘導

 都庁全体のデジタルに関する取組の統括

 各局、区市町村とのサービス標準化・共通化の推進

 区市町村含めた東京全体のデジタル人材の確保育成方針

 デジタル庁との連携・協力

 迅速かつ高品質なサービスの開発・提供

 各局、区市町村等への技術支援・助言

 区市町村等による共通サービス提供のサポート

 都・区市町村等のデジタル人材の確保・育成・教育

 民間との共創による新たなサービスの創出

戦略・
計画

開発

技術
支援

連携 人材統制

都デジタルサービス局 GovTech東京

東京全体のDX推進を担う政策企画機能 高度な専門性を活かしたサービス開発機能

28



東京全体のDX推進に向け、多面的な取組を戦略的に展開

1 都庁各局DX 全庁のDX推進機能を強化し、サービスデザインを徹底する

2 区市町村DX 都と区市町村が協働する新たな枠組みをつくる

3 官民がフラットに共創し、政策イノベーションを生み出す

4-1 都庁のデジタル基盤をクラウドベースに転換し、連携・効率化を推進する

4-2 デジタルサービス開発・運用の「行動指針」を浸透させていく

4-3 「東京デジタルアカデミー」を東京全体で展開していく

5-1    都政のDXを担うICT職の確保・育成を強力に推進する

5-2 新たな仕組みにより、高度専門人材の力を行政に活かす

6 データ社会の実現に向け“TDPF”（Tokyo Data Platform）を稼働する

7 誰もが、デジタルサービスに「つながる東京」を実現する

8-1 最先端のサービスを実装した「スマート東京」実現への歩みを加速する

8-2    “誰ひとり取り残されない“デジタル社会を生み出す

8-3 誰もが使いやすいデジタル社会の実現に向け、国との連携を強化していく

人材

都庁各局

区市町村

官民共創

基盤

データ

社会

つながる

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

今後の展開
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デジタルサービス局による各局
支援は今後も増加見込み

255件

49件

’20 ’21 今後

 デジタルサービス局は各局DX推進の旗振り役として、より積極的に、事業検討段階など上流工程からの協働をは
じめ、システムアセス、各局予算の把握、契約協議など、多面的に各局DXに参画することで効果を高めていきます

 事業検討段階からの上流工程から関わることで、全体最適化やデザイン思考を徹底、より効果的に、
サービス品質の向上・均一化やスピードアップにつなげていく

「都庁DXアワード」の創設

展開1 都庁各局DX 全庁のDX推進機能を強化し、サービスデザインを徹底する

上流工程からの“協働”

全庁デジタル予算の把握

ICT職の各局配置

レビューリリーステスト開発調達企画
事業検討
・予算

 各局のデジタル関連経費を次年度予算要求の段階から一体的・横断的に把握し、都政のDXを
推進する上で特に重要な案件については、重点的に各局と協働していく

 各局に兼務で配置するICT職（2022年度３局９名）を、2025年度までに計画的に増配置。
各局の企画部門等で事業に深く関わることで、全庁でDXを推進していく

都庁各局

・ デジタルを活用した素晴らしい
実践にスポットを当てDX推進の
機運を全庁で醸成していく

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

 各局において、局長を補佐し、局DX推進の中核を担う人材を「CIO補佐官」と位置付け、役割を
明確化。CIO※のもと、顧客視点でのサービス開発を徹底し、全庁のDXを加速する

各局に「CIO補佐官」導入

※ CIO：全庁的なDX施策の企画・推進の責任者。デジタルサービス局担任副知事 30
表彰式の様子



 多種多様なデジタル人材をGovTech東京で迅速・柔軟に確保し、伴走型のサポートや人材紹介を通じて、デジ
タル人材をシェアリング（共同活用）する仕組みをつくっていきます

デジタル人材のシェアリング（共同活用）の仕組み
デジタル人材を活用した取組内容

 DX戦略や方針・計画策定等に参画

 個別のニーズや課題に対する技術的助言

 基幹システムの標準化・共通化への対応

 行政手続のデジタル化支援 など

• 課題に応じた適切なデジタル人材、多種多様な

専門分野のハイレベルデジタル人材を活用できる

• 採用経費などのコストを削減できる

• 区市町村も含めてオール東京のDXを加速できる

展開2 区市町村DX 都と区市町村が協働する新たな枠組みをつくる ≪デジタル人材≫
区市町村 03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

人材紹介共同活用

公的分野に興味の
あるデジタル人材

A区

B市

C町

D村

公的分野に興味の
あるデジタル人材

区市町村

人材プール

GovTech東京

採用

ニーズに応じた
伴走型サポート

個別課題への
技術的な助言

GovTech東京

A区

紹介

任用

非常勤「CIO補佐官」
など

雇用
契約

登録

区市町村

31



展開2 区市町村DX 都と区市町村が協働する新たな枠組みをつくる ≪共同調達など≫

 これまでの「東京電子自治体共同運営サービス」のスキームを大きく発展させ、区市町村の課題解決につながる
共同調達などの新機能を備えた、区市町村と共に東京全体のDXを推進する枠組みをつくっていきます

区市町村

・ 調達や契約事務に関するコスト・負担軽減、専門人材の目利きによる品質・安全性の確保など

スキームイメージ 新団体を設立し、協議会機能を拡充

ITベンダー、
販売事業者 など

東京都

（東京電子自治体共同運営協議会機能）

GovTech東京

交渉

共同調達したソフトウェア等を各自治体に納品

発注・契約

既存サービスに、

共同調達サービスなどの新サービスを追加し、
新団体の専門人材が調達等の技術支援を行う

協議会に参加

共同調達とりまとめ
•要件定義 ・仕様書作成
•事業者選定 ・サービスマネジメント など

区市町村

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針
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 複雑化・多様化する社会課題に対し、多様な主体と共に分野横断型で、日常的に知恵を出し合い、次々と新た
なデジタルソリューションを創出できる“共創の場”をスタートアップ等のコミュニティの中につくっていきます

 未来を構想する長期的な視点も持ちながら、官民でフラットに議論し、政策形成を行っていきます

展開3 官民がフラットに共創し、政策イノベーションを生み出す

官民共創

社会課題の解決に向け、日常的にサービスを共創するラボを新設

 多様な人材がフラットな立場で議論し、改善を前提に失敗を許容しつつスピーディーにデジタルサービスを生み出していく

 “テックカルチャー”と“行政カルチャー”がフラットに融合することで、イノベーティブなクオリティの高いサービスを創出していく

シビック
テック

行政

スタート
アップ

課題の提示

解決策の提案

GovTech
東京

共創

新サービス創出

新サービス創出

テックカルチャー 行政カルチャー

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

官民共創イベントなども開催（イメージ）
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展開4-1 都庁のデジタル基盤をクラウドベースに転換し、連携・効率化を推進する

 全庁のシステム（TAIMS）基盤は、セキュリティ対策を強化しながら段階的にクラウド化し、デジタルツールを拡充

していきます

 全庁システム（TAIMS）を全面的にクラウド化するタイミングに合わせ、各局の業務システムやサーバもクラウド化

するとともに、基盤システムの最適化・効率化を推進し、業務効率の高いクラウドベースに大きく転換していきます

STEP３（2025年度～）
• 全面的にクラウド化しSaaS等をフル活用
できる環境へ移行

STEP２（2023年1月～）

• 一部業務で先行して日常業務
でクラウドを活用
できる環境へ移行

デジタルツール

2025年度～
• 基本的に業務システムや各局ファイルサー
バをクラウド化するなどの取組を推進

• 庁内システムは更改等に合わせ、業務
効率向上に向けた最適化を推進

各局共通で使えるデジタルツールを拡充する

全庁システム（TAIMS）をクラウド化する

※ LGWANを利用する限られた業務システムのみがLGWAN接続系
に設置。マイナンバー利用事務系は分離を維持

メール容量を100GBに大幅拡大

• BIツールやAI－OCR
といったソフトウェアなど

各局の業務システムやサーバを
クラウド化する

2025年度～

クラウドベースに転換

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

• 庁舎にダメージが発生した場合でも、データを使用でき、業務を継続できるデジタル基盤を整備する

様々な危機に備え安全なバックアップ環境を構築する

チームで資料を同時に
編集できて効率的♪

基盤
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展開4-2 デジタルサービス開発・運用の「行動指針」を浸透させていく

デジタルサービスの
品質評価指標を設定

重点的な取組を
行動規範10か条ごとに具体化

行動規範10か条

#1 顧客視点でデザインしよう

#2 シンプルなサービスを心がけよう

#3 誰ひとり取り残されないようにしよう

#4 資源(データ)を最大限に活用しよう

#5 安全安心なデジタル社会をつくろう

#6 オール東京一丸となって取り組もう

#7 都政の見える化をしよう

#8 都民と共創しよう

#9 つねに見直し、チャレンジし続けよう

#10 ともに学びつづけよう

「
行
動
指
針

」

 『都民満足度』をKGIとし、デジタルサービ
スの品質を包括的に評価

 指標を定期的に可視化し、サービス品質
の現在地や信頼度向上に向けた方向性
を明確化

 「まずここから始めてみよう」という第一
歩の取組を明示

 デジタルサービス局が、全庁に波及・浸
透させる仕組み・ルールを先導

 各局が提供するサービスについて、
品質向上の目標設定等に活用できる
KPI例を追加

アクセシビリティ
（見つけやすさ）

サービスの
アップデート

ユーザビリティ
（使いやすさ）

手続コスト
（時間）

 都民の満足度が高いサービス提供に向けて、デジタルサービスの開発・運用時に、職員が行動規範10か条に基づく
具体的な行動を起こしていけるよう、行動指針をバージョンアップし、浸透・定着に向けた取組を強化していきます

 技術ガイドラインを策定し、ブラッシュアップしていきます

QOS

 行動規範の実践に当たって必要な基準を定める「技術ガイドライン」を策定し、PDCAを
繰り返すことで、デジタルサービスの品質の維持向上を推進していく

技術ガイドライン

UI/UX セキュリティデータ利活用

優先テーマからガイドラインを策定

2022年3月策定

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針基盤
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展開4-3 「東京デジタルアカデミー」を東京全体で展開していく

QOSの高いデジタルサービスの実現に当たり、

カギになるのは「ひと」

これまでの取組に加え、デジタル人材の確保・育成を

飛躍的に充実・強化

職員のデジタル力向上を図るため

東京デジタルアカデミーを新設

「東京デジタルアカデミー」の展開

 デジタルスキルマップを活用した研修体系の再編など育成策の拡充

 民間や海外への派遣研修など学びの場を拡大

 区市町村も含めたセミナー情報、研修資料等の共有可能な仕組みを
整備 など

（2022年5月26日開講）

 スキルに合わせた育成コースの展開や、民間や海外など学びの場をICT職に提供するとともに、都・区市町村職員
がともに学ぶ機会を拡充するなど、都や区市町村のDXを支える人材づくりを東京全体で進めていきます

 データ・デザインなどの高度な専門
研修の実施

 民間企業や海外への研修派遣
 コミュニティ構築

ICT職向け
 デジタルリテラシー維持向上

受講規模：40,000人／年
 リスキリングによる人材育成

受講規模：5,000人／5年

全職種向け

いつでもどこでも学べるよう、

オンラインを活用した
学習環境を整備

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針基盤
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 新卒・既卒・経験者採用や他職種からの転職等を通じ、都庁全体のDX推進を牽引するICT職を拡充していきます

 ICT職は、武者修行のため、庁内のみならずGovTech東京や民間企業、国・他自治体等に積極的に派遣します

 実践的なスキルを体系的に学習させながら、主事・主任、課長代理、管理職の各職層において、様々な事業を
直接推進する機会も確保していきます

➡ 「多角的な視野」と「実務に根差した知見・スキル」を身に付け、将来的に、都庁各局の自律的なDX推進を

支える”局CIO“（Chief Information Officer）等を輩出

 都庁内でICT職などデジタル

人材を増やしてきているが、

今後爆増するデジタルサービスに

対して質・量とも応えていくため、

ICT職を大幅に増やしていく ICT職の人数の推移
（各年8月1日時点）

都庁のデジタル人材の人数規模

展開5-1 都政のDXを担うICT職の確保・育成を強力に推進する

都庁の内部では、将来の都デジタル部門を背負うICT職を積極的に確保し、キャリアパスをつくっていく

他自治体・国

GovTech東京
・民間企業

都庁

ICT職のジョブローテーション（イメージ）

’21 ’22 今後

59名

96名

各局

デジタル
サービス局

各局

局CIO

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針人材
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 DX推進に必要な高度な知識・技能等を有する人材を専門分野
ごとに確保します

 公共に興味をもち、最新のスキルを有する意欲ある若手層などを
積極的に採用します（区市町村などパブリックセクターでの登用を促進し、
将来は自治体のCIO等を担う人材が輩出されることを期待）

 外国籍や地方在住など多様な人材も登用していきます

 フリーランスなどの専門人材が活躍できるプロジェクトベースの
募集も活用していきます

 ポジションに適した能力をもつ人材を採用する適所適材（ジョブ型）雇用

 任期付雇用とし、若手層の次のステップアップにつなげる

 民間報酬市場動向を参考に役割を想定し、給与水準を設定

 フルフレックス制を基本に、兼業・副業、フルリモートも可能など、

地方在住や子育て世代など多様な人材が柔軟に働ける制度

 エンジニアの効率が高まるPCやクラウド環境などを使用できる快適なIT環境を用意

高度専門人材が存分に活躍できる魅力的な制度を用意する

＜確保する高度専門人材のイメージ＞

展開5-2 新たな仕組みにより、高度専門人材の力を行政に活かす

都庁の外部では、世界と伍していけるよう、高度なデジタル人材を迅速・柔軟に確保していく

専門分野 スキル

プロジェクトマネージャー 大きなプロジェクトの全体を管理

システムアーキテクト 大規模なシステム最適化を牽引

UI/UXデザイナー
Webやアプリ等のビジュアルやユーザーにとって使いや
すいデザイン設計

アプリケーションエンジニア アプリケーションの開発

インフラエンジニア サーバーやネットワークなどのIT基盤の整備

セキュリティエンジニア サーバーに関連する業務や情報セキュリティ管理

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針人材

A市
CIO
補佐官

B町
CIO

C団体
CTO

経験・知見を活かしステップアップ 38

D県
CTO

＜イメージ＞

人材輩出組織として公共部門のDX
推進に貢献していく

GovTech東京



 データ連携や流通のプラットフォームとして、TDPF（Tokyo Data Platform）を稼働させ事業を展開すること
で、データ流通・利活用機能を強化していきます

 データを社会全体で活用するべく、民間ニーズを踏まえて保有データを積極的に公開し、シビックテックや企業等が
オープンデータ等を活用した新たなサービスを創出する、官民協働スタイルを構築していきます

展開6 データ社会の実現に向け “TDPF”（Tokyo Data Platform）を稼働する

データ活用を希望する民
間企業等との意見交換
等を通じて、民間ニーズを
踏まえ、積極的なデータ
公開を行う

官民でデータの利活用を更に推進

8/4 第4回
ラウンド
テーブル

データ連携のプラットフォームとして“TDPF”を稼働

 スマート東京先行実施エリア等で都市OS
などの連携を図り、各エリアのデータ活用高
度化やデータ集約によるサービス開発につな
げる

 道路、上下水道、文
化財、防災情報など
のインフラ系データの
庁内共有を強化し、
利活用を拡大していく

インフラData

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針データ
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 「いつでも」「誰でも」「どこでも」「なんでも」「なにがあっても」つながるよう、強靭化の視点も含め、多様なアプ
ローチで取り組んでいきます

展開7 誰もが、デジタルサービスに「つながる東京」を実現する

衛星やHAPS※

不感地対策

空

陸

海

５Ｇ

・５Ｇアンテナ基地局等設置ワンストップ窓口
・都保有アセットの積極的な開放
・多様な主体との連携によるアセット開放

・通信事業者の基盤整備を後押し

Ｗｉ-Ｆｉ

海底ケーブル

スマートポール

・災害発生時の避難所等での通信確保
・誰でも安全に無料でつながる環境の整備
・将来的に教育、福祉、地域の情報インフラとして活用

光ファイバー ＜東京都の光ファイバーの整備率（世帯カバー率）：100%＞

・危機管理や通信困難地域の対応など衛星通信の活用を検討

Wi-Fi

・西多摩、島しょ地域について、現地調査
を踏まえ、重点的に整備

・繁華街、商店街等での整備を促進
・最先端テクノロジー実装など取得データの利活用を推進４G

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針

・海底ケーブルの海岸付近での強靭
化対策の推進や複数ルート化の検討

つながる

40※HAPS：成層圏通信プラットフォーム



展開8-1 最先端のサービスを実装した「スマート東京」実現への歩みを加速する

 「スマート東京」先行実施エリアの取組を更に進め、その成果を都内全域へと広げていくセカンドステージへとバージョン
アップさせるとともに、地域が主役となる“街のスマート化”の取組を進めていきます

●先行実施エリアの取組の成果の横展開を図り、
都内全域のスマート化を推進
●スタートアップ等と連携したスマートサービスの実装の取組を展開
●住民ニーズや地域課題を、デジタルの力を活用して
解決を目指す地域が、地域の特性や資源等を活かして、
地域が主役となったスマート化を推進

都内各地の
“街のスマート化”

先行実施
エリア

●データや先端技術が集積するエリアにおいて、
都市OSの実装により、エリアに
密着したリアルタイムデータ等を
活用した複数分野のサービス
展開のモデルを構築

・地域課題を踏まえたモビリティサービスの創出 等

南大沢

●５Ｇや先端技術を活用したサービスの都市実装を加速するため、
地元エリアマネジメント団体と都が
事務局として、多様な企業や
大学等を西新宿に呼び込み、
協働してサービス実装を目指す
産官学のコンソーシアムを設立
●自動運転バスの社会実装

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針社会

・島民・観光客向けデリバリーサービスの導入 等

島しょ地域

・東京ベイeSGプロジェクトを推進
・自動運転や空飛ぶクルマの実現に向けた取組推進 等

ベイエリア
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身近な地域でデジタルデバイド対策の取組を強化する

・ 区市町村や町会・自治会と連携した取組を
期間・規模を拡大して展開

・ 身近な地域で学生・高齢者等が活動する
制度を創設し、相談会など様々な場面で
積極的に活用していく

❶ オール東京でのDXの更なる加速

❷ 誰ひとり取り残されない安全・安心なデジタル社会の形成

「車の両輪」で
進めることが重要

（取組例）定期的な会場の開設など相談場所
の拡充、反復・継続して学べる内容の充実 等

展開8-2 “誰ひとり取り残されない“デジタル社会を生み出す

「身近な場所に相談できる相手がいない」 「キャリアショップなどより、公共の場で教えてもらえると安心」

「楽しさや便利さを知る機会、操作などを教えてくれる環境があれば、利用につながると思う」

スマホ教室 スマホ相談会 支援対象人数

R３年度実績 約500回 約140回 約 5,000人

R４年度計画 約1,300回 約360回 約15,000人

身近なデバイスであるスマホは、
高齢者と社会をつなぐ重要な
ツール。誰もが使いこなせるように
サポートしていく

・ アンケートやヒアリングを通じて高齢者のスマホ
利用の実情をしっかりと把握し、 「誰ひとり取り
残されないデジタル社会の形成」 に向けた取組
を区市町村やNPO等と連携・協力し、一段と
充実・強化していく

スマホ利用等に関する高齢者の声

スマホ体験会・相談会 スマホサポーター制度の創設

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針社会
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展開8-３ 誰もが使いやすいデジタル社会の実現に向け、国との連携を強化していく

マイナンバー等を活用したデジタルサービスの提供

03 DX推進強化に向けた今後の展開方針社会

 デジタル社会の実現に向けて、都民や事業者に迅速かつ効果的にサービスを提供するため、そのカギとなる
ID（マイナンバーやGビズID）の活用に、国と緊密に連携しながら取り組んでいきます

 データ連携、システム等の調達改革の検討など、様々な分野で多面的に国との連携を強化するとともに、規制
緩和などDX推進に関する国への提案・要求活動等を通じて、都民一人ひとりのニーズやライフスタイルに合った
サービスが提供される社会の実現に取り組んでいきます

ほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指
し、普及促進を実施

 公的個人認証サービスによる認証を活かした
電子申請の取組実施

 補助金申請におけるＪグランツの利用など
GビズID等を活用した取組の推進

都

国

 TDPFのデータ連携基盤は、国の進める分野間データ連携
基盤「DATA-EX」基盤との接続を前提とするなど、連携に
向けた取組を展開

 開発の迅速性やスタートアップ支援など柔軟性の高いシステ
ム調達の仕組みについて、デジタル庁の検討会に参画する等
連携して対応

 庁内や区市町村のニーズを踏まえ、デジタル社会実現に関わ
る規制緩和、制度改正などを要望
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多面的な連携

◀経済団体に対し、国と
連携して協力要請

連携



ご意見等は、コチラへ ➡

この「東京のDX推進強化に向けた新たな展開」は、都庁はもとより、

区市町村も含めた東京全体のDXを力強く推進していくための体制強化

の方針や、それに基づき展開する様々な取組を明らかにしたものです

今後、この方針に基づき、具体的な取組を推進してまいります

都民や事業者の皆様のご意見・ご感想を、ぜひお寄せください


