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研修概要① 

■研 修 名 ｅラーニング 自治体クラウド・情報連携推進のための研修講座 

 

 本eラーニング教材は、平成２４年度に総務省で開発した集合研修用の教材「自治体

クラウド・情報連携推進のための研修教材」をeラーニング化したものです。集合研

修と本eラーニングを併用することで、より効果的に理解を深めることができます。 

 

 

■対 象 者 主に、自治体の情報化部門に配属され、まだ経験年数の浅い職員を想定し
ています。 

 

      ～～ point  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

       経験年数が１年未満の職員については、経験年数の長い職員のアドバイ
スを受けながら受講することをお勧めします。 

        また、アドバイスにあたっては平成２４年度に総務省で開発した、集
合用研修教材「自治体クラウド・情報連携推進のための研修教材」の 

ティーチングノート（申請者に配布）を必要に応じてご活用ください。 

       http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-

cloud/02ryutsu06_00000001.html 

      ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

       

      なお、情報化部門での経験年数が長い職員の、復習的な学習も想定してい

ます。 

 

■受講効果 今後自治体の情報企画セクション等での推進を担う担当職員（リーダー）

として、自治体を取り巻く情報化にかかる最新の動きを踏まえ、情報シス

テムの調達等に必要な基礎知識を習得することが可能です。 

 

■受講方法 パソコンを使ってインターネット上に公開されている研修教材を学習しま

す。 

      （本ｅラーニング研修サイトのURL：http://c.ncnavi.jp/lgc/） 

            自宅でも職場でも受講可能です。 

 

            ～～ point  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        ＰＤＦでダウンロードが可能であり、必要部分を印刷することもできます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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研修概要② 

 

■受講時間 １教科につき約６０分程度。（確認テスト含む） 

      すべての科目を受講した場合、約１３時間程度。 

 

            ～～ point ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

      ※各教科は学習画面（講義解説）と理解度をチェックするための確認テス

トの２つから成り立っており、最後に全体的な理解度をチェックするた
めの全教科総合テストがあります。 

      ※１教科ごとがボリュームのある内容となっているため、自身の関心、必
要性に応じたテーマのみを選択し、受講することも可能です。 

※受講中に中断しても続きから再開できるため、業務中に少し手が空いた
時など、隙間の時間で受講することが可能です。 

※確認テスト、修了テストともに解説には出題元となったテーマが記載さ
れているため、自身の苦手な部分を確認でき、復習の目安となります。 

           ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

■受講の流れ   

                    ①ＩＤ、パスワードを取得。 

                ②「https://deli3.study.jp」にアクセス、ログイン。 

                ③学習コースを選択。 

               （「ｅラーニング 自治体クラウド・情報連携推進のための研修」） 

                ④学習する教科を選択。 

                ⑤受講開始 

              （学習 → 確認テスト → 修了テスト） 

              ※必要な教科のみ受講することも可能です。        

                ⑥アンケートの記入。 

 

    

■修了条件 

                 修了認定を受けるには、１２教科の講義すべての確認テストに合格し、 

                 かつ全教科総合問題（修了テスト）に合格すること。 

 

      ～～ point ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               全講義の確認テストと修了テストに合格すると、画面上で修了証が発行され
ます。 

      ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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■講義構成 

クラウド導入と情報連携の推進において必要な知識等を、１２教科の講義（下図1-2

から4-2まで）で学習して頂きます。 

•各教科は、学習画面（講義解説）と理解度をチェックするための確認テストの２つ

の要素からり立っています。 

•選択方式により必要な教科のみを受講することが可能です。 

•ただし、全教科総合問題（修了テスト）は必ず受講するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義構成 
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科目番号 教科名称

1-1 オリエンテーション　※教材はありません

1-2 自治体における効果的なICT利活用

1-3 住民視点の総合窓口の実現

1-4 自治体全体の課題とICTシステムの課題認識

2-1 関係者の合意形成と人材育成

2-2 業務標準化のアプローチ

2-3 地域情報プラットフォームによる標準化

2-4 円滑なデータ移行に向けた方策

3-1 クラウド技術の概要と活用方法

3-2 自治体クラウド導入の手順

3-3 番号制度導入に向けて（制度編）

4-1 住民視点の行政サービス提供に向けた業務分析手法

4-2 調達仕様書の作成とコストの適正化

― 全教科総合問題（修了テスト）　



受講の手順 その１ （ログイン） 

①右記のURLにアクセスします。  https://deli3.study.jp 

 

②受講案内メールに記載されているユーザID、パスワードを入力し、 
  ［ログイン］ボタンをクリックします。 
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ID、パスワードを入力し 
［ログイン］ボタンをクリック 

【IDまたはパスワードを忘れた場合】 
「ユーザID/パスワードを忘れてしまった方はこ

ちら」をクリックし、メールアドレスを入力してパ
スワード再通知を申請してください。 
申請後、登録メールアドレス宛てに、ID・パス
ワード通知が届きます。 
※１つのメールアドレスで複数IDが発行されて
いる場合は、この機能はご利用になれません。 



受講の手順 その２ （パスワード変更、クラス選択） 

③必要に応じてパスワードを変更します。 
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［パスワード変更］をクリック 

新しいパスワードを入力し 
［設定］ボタンをクリック 



受講の手順 その３ （学習コース選択） 

④学習するクラスを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤学習するコース（教科）を選択します。 
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「ｅラーニング 自治体クラウド・情報連携推進の 
ための研修」というクラスを選択します。 

学習したいコース（講義1-2から4-2、修了テスト、
アンケート）を自由に選択することができます。 



受講の手順 その４ （コース目次） 

⑥学習する項目（単元）を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦受講開始ボタンをクリックします。 
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目次から学習する項目（単元）を選択します。 
原則として、一番上の単元から順番どおりに学習してください。 
各単元は、繰り返し学習することができます。 

［受講開始］ボタンをクリックすると 
学習画面が表示されます。 

「本講義の学習目標と構成」の受講開始画面から、このように 
各講義の全学習画面を掲載したＰＤＦをダウンロードすることができます。 



受講の手順 その５ （学習画面） 

⑧学習画面を閲覧し学習を進めます。 
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［次へ］ボタンをクリックすると 
次の画面に進みます。 

［戻る］ボタンをクリックすると 
前の画面に戻ります。 

［中断する］ボタンをクリックすると、 
中断することができます。 

※学習画面が下まで表示されず 
  途中で切れてしまう場合は・・・ 
  本手引きのp9のとおり、 
  「全画面表示」に切り替えてください。 



受講の手順 その５ （学習画面） 
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［PDF］ボタンをクリックすると 
現在表示している画面のPDFが開きます。 

［用語集］ボタンをクリックすると 
用語集ページが開きます。 

［終了する］ボタンをクリックすることで 
その単元の学習が完了したことになります。 



受講の手順 その５ （学習画面） 

 

 

お使いのパソコンの画面表示サイズによっては、学習画面が下まで表示されず、 
下にスクロールさせないと、［次へ］ボタンが押せない場合があります。 

その場合は、ブラウザを「全画面表示」に切り替えてください。 

（ここでは、Internet Explorerを例に説明します。） 
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「全画面表示」に切り替える方法 

キーボードの「F11」を押します。 
• すべてのバージョンのInternet Explorerに共通します。 

• メニューの「全画面表示」を選んでも切り替えられます。 

•再び「F11」を押すと、元の表示サイズに戻ります。 
全画面表示モード 

通常の表示モード 



受講の手順 その５ （学習画面） 

 

 

学習画面を印刷する場合は、PDFをご活用ください。 
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学習画面を印刷する方法 

■特定の画面を印刷する場合 

■複数の画面をまとめて印刷する場合 

［PDF］ボタンをクリックすると 
現在表示している画面のPDFが開きます。 

「本講義の学習目標と構成」の受講開始画面から、このように 
各講義の全学習画面を掲載したＰＤＦをダウンロードすることができます。 



受講の手順 その６ （受講履歴） 

⑨１つの単元の学習が完了すると、受講履歴が目次画面に表示されるようになります。 
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最終受講日と学習時間が表示され、
また「受講完了」のチェックマークが
表示されるようになります。 



受講の手順 その７ （確認テスト） 

⑩単元ごとに一通り学習画面を閲覧したら、理解度チェックのための確認テストを受けます。 
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学習画面と同じく［受講開始］ボタン
をクリックします。 
※テストは繰り返し受けることが 
  できます。 

合格ラインが表示されます。 
このライン以上の得点率を取得すると、 
そのテストは合格になります。 

現在、画面に表示 
されている問題番号が 
赤枠で表示されます。 

問題文を読み、右下にある選択肢から解答を選びます。
選択すると、選んだ選択肢は赤色に変わります。 
その後、［次へ］ボタンをクリックし次の問題に進みます。 



受講の手順 その７ （確認テスト） 
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最後の問題画面では、選択肢を選んだ後、 
［確認］ボタンをクリックします。 

解答を選択し直す場合は、「戻る」をクリックします。 

解答内容を確認後、 
［終了する］ボタンをクリックし、採点します。 



受講の手順 その７ （確認テスト） 
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得点、得点率、合否結果などが
表示されます。 

問題ごとの正誤結果などが表示されます。 
解説がある問題については、「解説」をクリックすると 
その解説が表示されます。 

採点結果を確認したら、「戻る」リンクをクリックします。 

最後に［閉じる］ボタンをクリック
して確認テストを終了します。 



受講の手順 その８ （修了テスト） 

⑪全教科総合問題（修了テスト）は、どのコース（教科）を選んだかに関わらず、受けるようにし 
  てください。 
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「全教科総合問題（修了テスト」を選択すると、 
確認テストと同じく［受講開始］ボタンが表示されます。 
以降の手順・操作方法については、⑩と同じです。 



受講の手順 その９ （アンケート） 

⑫受講終了後は、アンケートについてご協力をお願いいたします。 
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「ｅラーニングに関するアンケート」を選択します。 

「ｅラーニングに関するアンケート」をクリックします。 

［受講開始］ボタンをクリックします。 



受講の手順 その９ （アンケート） 

18 

「必須」と表示されている設問は、必ず回答してください。 

選択式の設問は、択一と複数選択 
の両パターンがあります。 
記述式の設問もあります。 

一通り回答したら、［確認］ボタンをクリックします。 

回答内容を確認した後、［終了する］ボタンを 
クリックすると、回答内容がサーバーに送信されます。 

回答内容を訂正する場合は、 
［戻る］ボタンをクリックします。 

さらに詳しく操作についてお知りになりたい方は、 
「受講者マニュアル」にも操作方法全般について説明がございます。 


