
電子自治体推進委員会 

 
－1－

 

 

平成１８年度 

社団法人 高知県情報産業協会 

電子自治体推進委員会 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年３月 

 

（社）高知県情報産業協会電子自治体推進委員会 

 



電子自治体推進委員会 

 
－2－

目 次 

 

 

はじめに---------------------------------------------------------------------- 3 

１．委員会の活動の目的 -------------------------------------------------------- 5 

２．実施体制とスケジュール ---------------------------------------------------- 5 

３．共同利用サービス提供事業 -------------------------------------------------- 10 

 3.1 ＩＴコンサルティングサービス ------------------------------------------- 10 

 3.2 市町村訪問 ------------------------------------------------------------- 15 

 3.3 普及啓発（メールマガジン発行） ----------------------------------------- 20 

 3.4 情報提供 --------------------------------------------------------------- 22 

3.5  総会・幹事会運営サポート及びＷＧ活動サポート --------------------------- 24 

 3.6 委員会事務局 ----------------------------------------------------------- 26 

４．共同利用サービス開発・実証事業 -------------------------------------------- 28 

4.1 介護保険システム共同利用（WG1） ---------------------------------------- 28 

4.2 共同調達（WG2） -------------------------------------------------------- 30 

５．委員会活動の総括 ---------------------------------------------------------- 42 

 
 
資料編 別紙１～３ 
 
 



電子自治体推進委員会 

 
－3－

はじめに 

 

本資料は、社団法人高知県情報産業協会電子自治体推進委員会が、平成１８年度に活動を行っ

た経過や成果を取りまとめたものである。 

共同利用サービス提供事業、共同利用サービス開発・実証事業として２つの WG(ワーキンググ

ループ)、市町村会員への国費事業の導入支援、共同アウトソーシング普及啓発などの活動を実施

した。 

 

本年度の成果の概要 

ＩＴコンサルティ

ングサービス 

システム導入相談、調達・契約相談、情報セキュリティ相談等を実施。 

・保守契約など契約方法や見積り内容の指導、評価等。 

・ネットワーク接続相談やスパムメール対応などの相談の支援。 

・後期高齢者医療制度システム対応の情報収集、提供、経費算出用見積

様式作成。 

・情報セキュリティ意識向上のため職員研修支援等。 

国 費事 業導 入

支援 

国の公募事業に関し、会員企業の協力を得て企画書等を作成。 ３事業が

採択された。 

・共同アウトソーシング支援人材サポート事業：高知県共同アウトソーシン

グ推進協議会（高知県と１０市町村（安芸市、土佐清水市、香南市、安田

町、馬路村、土佐町、仁淀川町、四万十町、黒潮町、大月町）で構成） 

・共同利用型国民健康保険システム開発実証事業：高知県 

・住基カード多目的利用実証事業：三原村 

介護保険シテス

ム共同利用 

共同利用型介護保険システムの導入を目指して、「共同アウトソーシング支

援人材サポート事業」を活用して導入計画を策定。 

・県内１２市町村を検討フィールドとして共同利用の必要経費見積。 

・県内３箇所でのシステムデモンストレーシーションの実施。 

・共同利用協議会（仮称）、システム計画、サービス利用計画などの検

討。 

・個別市町村のデータ移行、システム連携経費を算定。 

・事業計画説明会及び全市町村訪問を実施。 

・平成２０年４月からの実稼動を目途。（当初４団体８町村参加予定） 

共同調達 共同調達実施手順書を活用して、９月に３市町で調達実施。共同調達の効

果を感じる金額（一定安価な）で調達を実施。 

・標準的仕様をもとにした統一仕様作成。 

・調達実施フロー図とスケジュールを反映した手順書（簡略版）に基づく調

達を実施。 

・入札手順書や入札説明書の作成。 

・費用負担についての検討を実施。 
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本資料の内容に関する問い合わせ先は、以下のとおりである。 

 

項目名 該当ﾍﾟｰｼﾞ 執筆責任団体名 連絡先 

１．委員会の活動の目的 P5 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

２．実施体制とスケジュール P5～9 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

３．共同利用サービス提供事業 P10 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

3-1 ＩＴｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ P10～14 委員会事務局 

3-2 市町村訪問 P15～19 委員会事務局 

3-3 普及啓発(ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ発行) P20～21 委員会事務局 

3-4 情報提供 P22～23 委員会事務局 

3-5 総会・幹事会運営ｻﾎﾟｰﾄ及び WG

活動ｻﾎﾟｰﾄ 
P24～25 委員会事務局 

3-6 委員会事務局 P26～27 委員会事務局 

cdc@sky.quolia.com 

４．共同利用ｻｰﾋﾞｽ開発・実証事業 P28 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

4-1 介護保険ｼｽﾃﾑ共同利用(WG1) P28～29 
㈱高知電子計算

センター 

営業本部営業部 

eigyou@kcc-kochi.co.jp 

4-2 共同調達(WG2) P30～41 高知県 
情報推進課 ※ 

122801@ken.pref.kochi.lg.jp 

５．委員会活動の総括 P42 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

別紙１ 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

別紙２ 
㈱高知電子計算

センター 

営業本部営業部 

eigyou@kcc-kochi.co.jp 資料編 

別紙３ 高知県 
情報推進課  ※ 

122801@ken.pref.kochi.lg.jp 

資料全般について － 委員会事務局 cdc@sky.quolia.com 

※情報推進課は、平成１９年４月１日から情報政策課になります。 

 Ｅメールアドレス：121401@ken.pref.kochi.lg.jp 
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１．委員会の活動の目的 

 

  平成１８年度の社団法人高知県情報産業協会電子自治体推進委員会は、産学官民が連携して、

将来的に民間へのサービス提供も視野に入れ、県と市町村が、住民サービスの向上、行政業務

の経費縮減と高度化を安全かつ迅速に推進するため、共同利用サービスの提供などを通じ、情

報システムの共同利用の仕組みづくりの構築を目指した活動を行うことを目的とする。 

 

電子自治体に関わる共同アウトソーシングの推進に関する次の各号に掲げる事業を行う。 

（１）共同アウトソーシング体制の実現に向けた取組みに関すること 

（２）機器等の共同調達に関すること 

（３）個別アプリケーションの共同利用サービスに関すること 

（４）情報システム調達等のコンサルティングサービスに関すること 

（５）共同利用に関する国費事業の導入支援に関すること 

（６）その他共同アウトソーシングの推進に関すること 

 

 

２．実施体制とスケジュール 

 

  社団法人高知県情報産業協会電子自治体推進委員会の実施体制、事業計画、収支計画及びス

ケジュール等については、以下のとおりである。 

 

2.1 委員会の構成図 

事務局

顧問

ＷＧ１

幹事会

社団法人　高知県情報産業協会

電子自治体推進委員会

ＷＧ２

上原　哲太郎（京都大学大学院助教授）

大山　永昭（東京工業大学大学院教授）

清水　明宏（高知工科大学フロンティア工学コース長）

須藤　修（東京大学大学院教授）

寺本　振透（西村ときわ法律事務所弁護士）

松尾　明（青山学院大学大学院教授）

顧　問

事務局長：高知県企画振興部情報推進課長

事務局員：業務委託先職員（会員）及び情報推進課職員
事務局
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2.2 役員 

 

 

幹 事 長 高知県 

幹    事 

土佐清水市、香南市、四万十町 
㈱高知電子計算センター、サン･マイクロシステムズ㈱、 
四国情報管理センター㈱、㈱ソフテック、西日本電信電話㈱、 
㈱日立製作所、富士通㈱ 
高知県 

 

事務局長 高知県企画振興部情報推進課長 伊藤 博明 
事務局員 業務委託先職員（会員）及び情報推進課職員 

 

 2.3 平成１８年度事業計画・収支計画について 

 

  2.3.1 事業計画 

 

委 員 長 ㈱高知電子計算センター 代表取締役 川内 憲之 
四国情報管理センター㈱ 代表取締役 中城 幸三 

副委員長 
㈱ソフテック 代表取締役社長 仙頭 武英 
㈱キタムラコンピュータ 

監   事 
いの町 

①サービス提供事業
　　ＩＴコンサルティングサービス
　　共同調達

電子申請サービス

　　その他要望により提供可能なサービス

②サービス実証・開発事業（ＷＧ事業）
　住基システム共同利用、住基カード普及、
　オープンソース、マルチペイメント（収納）、
　課題解決（業務改善）、介護・介護予防、
　地上波デジタル利活用検討、シン・クライ
　アント利用実証実験　

③国費導入支援事業
　住基カード普及、地域安全安心情報共有、
　育児関連サービス、健康サービス、人材育成

（社会基盤構築事業導入検討事業と連携）　

④共同利用普及・啓発事業
　啓発セミナー開催、研修会開催
　

⑤その他事業
　情報収集、情報提供、情報発信、市町村
　課題の把握、アウトソーシング事業受託

電子自治体推進委員会事業の評価項目
①平成１９年度委員会事業への参加希望市町村数
②サービス提供状況
　　・ ITコンサルティング利用件数と内容の評価
　　・新規の共同利用サービス開始または開始の目処が具体
　　　的にあること
④サービス拡大による委員会企業会員会費の減額（廃止）の
　　目処
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  2.3.2 収支計画（一般会計） 

  2.3.3 収支計画（収益事業特別会計） 

      平成１８年７月１８日開催の第２回総会で、介護保険システムの共同利用化事業に関

連して、収益事業特別会計予算を補正した。 

【収入】 【支出】 (単位：千円)

備考

4,000

4,000

金額

受託収入

小項目

事業費

中項目

合計

事業費

大項目

合計

事業費事業費

4,000

4,000業務委託費

備考金額小項目中項目大項目

(単位：千円)

【収入】 【支出】 (単位：千円)

諸収入

200×17
　　　　市町村

　500×6社

　440×7社

9,480会費収入

預金利息等

共同調達

県補助金

備考

13,481

1

1,000

3,000

金額

雑収入

負担金収入

補助金収入

小項目

雑収入

負担金

補助金

中項目

合計

負担金

補助金

大項目

計

13,481合　　　　　　　計

51予 備 費

顧問、講師謝金400報償費

交通費実費、旅費700交通費

ＩＴコンサル等10,050業務委託費

事業費 会議室借上げ150WG活動費事業費

計 2,130

1,980小　　　計

50予 備 費

30振込手数料

1,800事務所費

総会資料印刷費100印刷費事務費

150小　　　計

備考金額小項目中項目大項目

11,351

幹事会開催費等

総会開催費等

50

100

幹事会経費

総会経費会議費管理費

(単位：千円)
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  2.4 年間スケジュール 

 

 

 

  2.5 参加団体 

     会員は２９団体であり、高知県及び１６市町村、１２の民間企業が参加した。 

 

高知県 
自治体 
 １７団体 

安芸市、須崎市、土佐清水市、香南市、安田町、馬路村、本山町、

土佐町、佐川町、いの町、仁淀川町、梼原町、四万十町、大月町、

三原村、黒潮町 

民間企業 
 １２団体 

ＳＡＰジャパン㈱、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、

㈱高知電子計算センター、サン・マイクロシステムズ㈱、四国情報

管理センター㈱、四国リコー㈱、㈱ソフテック、西日本電信電話㈱、

日本電気㈱、㈱日立製作所、富士通㈱、㈱三菱総合研究所 
 

 

 

 

 

 

 

H19事業検討

委員会幹事会

ITｺﾝｻﾙ

共同利用ｻｰ
ﾋﾞｽ開発・実
証事業

各WG共通

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H19年度に向けての
準備作業実施

（２月下旬　事業状況・
H19事業計画を情報産
業協会へ報告）

H19国予算情報収集国・県の動き 国概算要求締切 県予算要求作業開始

情報ｼｽﾃﾑ共
同利用ｻｰﾋﾞ
ｽ

委員会事務局

市町村 H19年度予算検討

市町村説明

予算化支援

サービス提供・評価

H18国費事業検討・準備

総
会

事務局
職員候
補選定

事務局
体制構
築準備

実施
計画
策定

各ＷＧ調整等

総
会
（最
終
報
告
）

契約 サービス提供・評価

市町村のニーズ、利用条件

将来計画の検討

情報産業協会 総会審議

共同調達 サービス提供・評価

市町村へのサービスモデルの検討

市町村ニーズ把握

（中
間
取
り
ま
と
め
）

平
成
19
年
度
事
業
実
施
方
向
性
の
決
定

サービス提供・評価
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  2.6 幹事会活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上・同上９月　第３回

来年度事業計画概要（案）の決定・進捗管理、課題・対応確認

・来年度体制について決定

・来年度事業内容の検討

11月　第５回

・最終報告案の協議

・決算案の協議

・進捗管理、課題・対応確認

・市町村の予算要求状況確認

・予算について方向性の検討

・進捗管理、課題・対応確認

・来年度体制について協議

・市町村の来年度予算要求に
　向けた説明内容等の検討

・同上

・進捗管理、課題・対応確認

アジェンダ

来年度事業計画（案）の決定

来年度予算（案）の決定

成果報告

来年度事業計画（案）の検討

来年度予算（案）の検討

情報産業協会との来年度事業内容の調整

各ＷＧの来年度へ向けた展開について取りまとめ（１０月末まで）

サービス実施計画策定

　・サービス内容（運営方法、費用負担額）

　・サービス開始時期（スケジュール）

　・参加団体（利用団体）など

WG活動の報告を受けて10月までの取りまとめの方向性を確認

WGへ中間取りまとめの目標設定について依頼

検討項目・ＷＧへの依頼事項等

２月　第７回

１月　第６回

10月　第４回

８月　第２回

６月　第1回

月

２．スケジュール

１．成果目標

　委員会全体の円滑な運営を行い、各WG活動やITコンサルティングなどの共同利用サービスの提供について、進捗

管理や課題の検討を行い、次年度以降における委員会活動の取り組み方針を取りまとめる。
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３．共同利用サービス提供事業 

 

 3.1 ＩＴコンサルティングサービス 

  3.1.1 目的  

     委員会員市町村を対象に、情報化に関する課題や相談事項に対して、公正・中立な第

三者的立場で、以下のコンサルティングサービスを提供した。 

     ①調達時の相談窓口、担当職員やベンダ以外の客観的な視点での導入支援 

     ②システム、機材導入検討時の相談対応、情報提供 

     ③担当職員に対するベンダとの協議や調整についての支援 

     ④情報リテラシー向上のための各種支援 

 

  3.1.2 成果目標と達成状況  

     1団体2日（15時間）×16団体を目安としてコンサルティングサービスを実施し、平

成18年度は3月現在で述べ40回252時間の対応を行った。 

     今年度の委員会事業の評価項目としてあげていた「ITコンサルティング利用件数と内

容の評価」については目標を達成することができた。 

     コンサルティング対応件数、延べ対応回数、及び延べ対応時間について平成17年度と

の対比を以下に示す。 

 平成 17 年度実績 平成 18 年度実績 

対応件数 ２０件 ３２件 

延べ対応回数 ３４回 ４０回 

延べ対応時間 １５２時間 ２５２時間 

             注）平成17年度実績は高知県電子自治体推進協議会の事業実績 

 

  3.1.3 実施状況 

        今年度コンサル実績の主なものも以下に記載する。 

項番 項目 内容 

１ スパムメール対策 

・スパムメールで複数の団体が業務に支障をきたしてい

るとお聞きし、ツールを使用しての対策、プロバイダサ

ービスを利用しての対策等の情報提供を実施 

・迷惑メール、HP へのいたずら書き込みについても対

策の情報提供を行った 

２ 
「後期高齢者医療制度」関連

情報の提供 

・厚生労働省から入手した最新の情報 

・他県の取り組み状況 

・ネットワーク接続環境 

・費用算出のための見積もり様式等の情報を提供 

３ 見積もり評価支援 

複数の団体から問い合わせがあった、ベンダ見積もり

（特に保守見積もり）の内容を評価する際のポイントに

ついて情報を提供 
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４ セミナー開催 内容については、3.4 情報提供にて後述 

５ その他情報提供 

・職員向け情報セキュリティ試験の「設問、解答、補足説

明」（案）を作成し提供 

・PC 調達時の目安となる標準仕様を Xp 版、Vista 版と

で作成し提供 

 

項番 

区分 

（コンサル・

相談・資料

説明など） 

年月 分類 対応内容・ポイント 

手段 

（訪問・電

話・来所

など） 

1 コンサル 平成18年4月 
見 積 り 評

価（Ａ町） 

システム保守見積書の評価ポイントとして、製品

の定価との関連で、一般的な保守料の考え方等

を説明した。 

電 話 、 資

料送付等 

2 コンサル 平成18年4月 
見 積 り 評

価（Ｂ町） 

光ケーブルの敷設検討にあたって、光ケーブル

敷設の目的を明確にすることをアドバイスすると

ともに、ＡＤＳＬ回線等について説明した。 

電話等 

3 コンサル 平成18年4月 
セキュリテ

ィ（Ｃ市） 

ＰＣのＷｉｎｎｙソフトの検索ツールをメールにて紹

介した。さらに、ＰＣの管理手法もアドバイスし

た。 

電話等 

4 コンサル 平成18年4月 
情 報 提 供

（Ｂ町） 
総務省の調査資料を情報推進課から提供した。 電話等 

5 コンサル 平成18年4月 
スパムメー

ル（Ｄ村） 

フリーソフトでスパムメールを排除している方法

を紹介した。使用にあたっては、ベンダーに相談

するようにアドバイスした。 

メール 

6 コンサル 平成18年5月 
スパムメー

ル（Ｃ市） 

フリーソフトでスパムメールを排除している方法

を紹介した。使用にあたっては、ベンダーに相談

するようにアドバイスした。 

電話等 

7 コンサル 平成18年5月 
ＰＣ調達仕

様（Ｅ町） 

ＷＧ（共同調達）の調査・取りまとめ結果を提供し

た。 
メール 

8 コンサル 平成18年5月 
ネットワー

ク（F町） 

①データファイルの管理方法②電子文書の管理

方法③ネチケットについての事例、参考情報を

提供。 

メール 

9 コンサル 平成18年5月  項番１の継続対応 訪問 

10 コンサル 平成18年5月  項番７の継続対応 メール 

11 コンサル 平成18年6月  項番６の継続対応 メール 

12 コンサル 平成18年6月 
パソコン点

検（Ｂ町） 

パソコン点検について、訪問時に説明するととも

に、点検ツール（電子媒体）をメールにて送付 
訪問 
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13 コンサル 平成18年8月 
情 報 化 全

般（C市） 

情報化関連を中心に現在の市町村の抱える課

題につき広くヒアリング 
訪問 

14 コンサル 平成18年8月 
情 報 化 全

般（Ｇ町） 

情報化関連を中心に現在の市町村の抱える課

題につき広くヒアリング 
訪問 

15 コンサル 平成18年8月 
契 約 内 容

（Ｆ町） 
機密保持契約の内容についてアドバイスした。 来所 

16 コンサル 平成18年8月 

研 修 開 催

依 頼 （ Ｈ

市） 

職員向け研修（情報セキュリティ対策セミナー）

開催の依頼 
電話 

17 コンサル 平成18年9月  項番１６の継続対応 
メ ー ル 、

電話 

18 コンサル 平成18年9月  項番１６の継続対応 
電 話 、 メ

ール 

19 
コンサル（市

町村訪問） 

平成18年９月～

10月 

ＩＴコンサル

ティング市

町 村 訪 問

（全会員市

町村） 

会員市町村を訪問し、情報化に関する課題への

アドバイスや今後の方向性について意見交換

（詳細については市町村訪問報告内容を参照）） 

訪問 

20 コンサル 平成18年10月  項番１６の継続対応 訪問 

21 コンサル 平成18年10月 情報提供 共同調達のスケジュールについての情報提供 訪問 

22 コンサル 平成18年10月  項番１６の継続対応 
電 話 、 メ

ール 

23 コンサル 平成18年10月 
セミナー実

施 

項番１６の継続対応（情報セキュリティ対策セミナ

ー実施） 
訪問 

24 コンサル 平成18年11月 情報提供 
後期高齢者医療制度の概要、現在の状況につ

いての情報提供 
メール 

25 コンサル 平成18年11月 情報提供 

ＬＧＰＫＩについて、組織認証（認証局）立上げの

制度が変わったが、他市町村の状況とその対応

方法の情報提供 

電 話 、 メ

ール 

26 コンサル 平成18年11月 情報提供 
後期高齢者医療制度の概要、現在の状況につ

いての情報提供 
訪問 

27 コンサル 平成18年11月  項番５の継続対応 訪問 

28 コンサル 平成18年12月 情報提供 

文書管理システムの導入状況について、簿冊管

理を除き、電子決裁などは導入が進んでいない

ことを情報提供 

訪 問 、 電

話 
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29 コンサル 平成18年11月 情報提供 コンサル対応の考え方について支援した 
メ ー ル 、

電話 

30 コンサル 平成18年12月 
講 演 会 開

催 

情報担当者のための後期高齢者医療制度説明

会開催 

メ ー ル 、

電話 

31 コンサル 平成18年12月 
見 積 り 評

価 

システム保守の作業内容と見積書についての評

価ポイントを説明した。 

メ ー ル 、

電話 

32 コンサル 平成18年12月 情報提供 

障害者自立支援給付支払システムへの市町村

対応について、障害福祉課などから情報収集し

て状況を説明した。 

電話 

33 コンサル 平成18年12月 情報提供 
後期高齢者医療制度に伴う新情報ハイウェイ接

続時のL2SWについて情報提供。 
メール 

34 コンサル 平成18年12月 情報提供 

メールマガジン１２月１４日号（臨時増刊号）「高

知県庁ネットワークへの無線LAN導入実証実験

の開始について」の問い合わせ対応。 

メール 

35 コンサル 平成19年1月 情報提供 

各部署の情報担当職員向けに、セキュリティ対

策のテスト問題（案）を作成 

（テスト実施時期：1月末から２月末頃） 

メール 

36 コンサル 
平成18年12月 

平成19年1月 
情報提供 

市町村会員向けに後期高齢者医療制度につい

て情報提供。 
メール 

37 コンサル 平成19年1月 情報提供 
後期高齢者医療制度に伴う新情報ハイウェイ接

続時のL2SWについて情報提供。 
メール 

38 コンサル 平成19年1月 情報提供 
後期高齢者医療制度の情報提供（補助金、ネッ

トワーク接続）。 

電 話 、 メ

ール 

39 コンサル 平成19年1月 情報提供 
後期高齢者医療制度に伴う介護保険システムの

改修と補助金についての情報提供。 
電話 

40 コンサル 平成19年2月 情報提供 WindowsVista搭載PCの標準仕様作成  

 

  3.1.4 実施体制 

     事務局員として、高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職員が共同でITコンサル

ティングサービスの提供を行った。 

 

  3.1.5 実施成果の骨子 

     平成18年4月から平成19年3月までの期間でサービス提供を計画し、計画どおりの

期間でサービス提供を行うことができた。 

     ITコンサルティングのサービス提供方法については、電子メールや電話により受け付
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けた相談に対して調査、回答を行うことを基本としたが、今年度の活動では、後述する

市町村訪問事業で事務局員が会員市町村に訪問し、各市町村の担当者からヒアリングを

行い、コンサルティングサービスに繋げていくという活動ができた。 

     また、いくつかの案件では事務局で調査、回答した内容を他市町村に横展開すること

で、会員市町村の一助とすることができた。 

 

  3.1.6 市町村のニーズ及び今後の課題 

     会員市町村、及び非会員市町村からは「情報化に関する相談窓口」といったサービス

に加え、システム構築に関するいわゆる本格的なコンサルティングを期待する声も聞く

ことができた。本格的なコンサルティングサービスを提供するには、個別に業務内容、

量に応じた契約を締結する必要があるが、市町村側で必要な予算対応ができるかどうか

が課題である。 
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 3.2 市町村訪問 

  3.2.1 目的  

     委員会活動の説明と各WG活動への参加依頼のため、また市町村の情報収集、及び市町

村への情報提供を目的として訪問事業を計画した。 

 

     今年度の具体的な訪問スケジュールと目的は以下のとおり。 

     ①平成１８年４月～６月 

      ・新年度の挨拶 

      ・WGの説明、参加の依頼 

      ・スパムメール対策、パソコン点検（情報資産点検） 

      ・その他、現状のヒアリング等 

     ②平成１８年９月～１０月 

      ・委員会活動状況、成果の報告 

       （今年度会員以外の市町村へも訪問説明を実施） 

      ・共同利用、共同調達への参加依頼 

・その他、現状のヒアリング等 

     ③その他、１年間を通じてITコンサルティングをかねての随時訪問 

 

  3.2.2 成果目標と達成状況  

     ①平成１８年４月～６月 

成果目標 達成状況 

・計画に従った市町村訪問の実施 

･訪問記録の作成と保管 

･幹事会にて訪問結果を報告 

・平成１８年４月１４日から６月２９日の間に４市９町２村

１団体、延べ１６団体を訪問し訪問記録を作成 

・訪問記録を取りまとめた内容を幹事会にて報告 

・各市町村の訪問記録は委員会事務局で共有 

 

     ②平成１８年９月～１０月 

成果目標 達成状況 

・計画に従った市町村訪問の実施 

･訪問記録の作成と保管 

･幹事会にて訪問結果を報告 

・平成１８年９月２９日から１０月１２日の間に９市１７町６

村１団体、延べ３３団体を訪問し訪問記録を作成 

・訪問記録を取りまとめた内容を幹事会にて報告 

・各市町村の訪問記録は委員会事務局で共有 

 

     ③随時訪問 

成果目標 達成状況 

・市町村の要請に応じ訪問の実施 

･訪問記録の作成と保管 

・平成１８年度を通じ２市４町２村、延べ８団体を訪問し

訪問記録を作成 

・各市町村の訪問記録は委員会事務局で共有 
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  3.2.3 実施状況 

     訪問実施状況は下表のとおり 

 

    ①平成１８年４月～６月 

項番 年月日 時間 団体名 

１ 11:00～11:45 中芸広域連合 

２ 13:00～13:30 安田町 

３ 14:30～15:10 安芸市 

４ 

平成１８年４月１４日 

15:30～16:00 香南市 

５ 13:30～14:00 三原村 

６ 
平成１８年４月１７日 

15:15～16:15 大月町 

７ 9:00～9:45 土佐清水市 

８ 
平成１８年４月１８日 

11:05～12:30 仁淀川町 

９ 平成１８年４月２７日 11:00～12:00 馬路村 

１０ 13:00～14:20 黒潮町 

１１ 
平成１８年６月２７日 

15:30～16:20 四万十町 

１２ 10:30～11:40 佐川町 

１３ 14:10～15:00 土佐町 

１４ 

平成１８年６月２８日 

15:30～16:00 本山町 

１５ 10:30～11:50 梼原町 

１６ 
平成１８年６月２９日 

14:00～15:15 須崎市 
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    ②平成１８年９月～１０月 

項番 年月日 時間 団体名 

１ 9:30～10:50 佐川町 

２ 10:00～10:30 日高村 

３ 11:10～11:45 越知町 

４ 13:10～13:45 梼原町 

５ 13:20～14:20 仁淀川町 

６ 

平成１８年９月２９日 

15:20～16:30 津野町 

７ 10:30～11:00 三原村 

８ 
平成１８年１０月２日 

13:30～15:00 土佐清水市 

９ 9:00～10:10 香美市 

１０ 10:00～11:10 安田町 

１１ 10:45～11:45 香南市 

１２ 11:20～11:50 田野町 

１３ 13:00～14:00 馬路村 

１４ 13:00～14:00 芸西村 

１５ 15:00～16:00 中芸広域連合 

１６ 

平成１８年１０月３日 

16:10～17:10 奈半利町 

１７ 13:30～14:30 南国市 

１８ 15:20～17:00 いの町 

１９ 

平成１８年１０月４日 

15:45～16:45 土佐市 

２０ 9:30～10:00 本山町 

２１ 10:35～12:05 四万十市 

２２ 10:40～11:20 土佐町 

２３ 13:30～14:25 大月町 

２４ 13:55～14:50 大川村 

２５ 13:55～14:50 大豊町 

２６ 

平成１８年１０月５日 

15:00～16:00 宿毛市 

２７ 平成１８年１０月６日 10:00～11:45 須崎市 

２８ 10:00～10:30 北川村 

２９ 11:15～12:15 室戸市 

３０ 

平成１８年１０月１１日 

14:00～14:50 東洋町 

３１ 10:30～12:00 四万十町 

３２ 13:20～14:00 黒潮町 

３３ 

平成１８年１０月１２日 

15:50～16:30 中土佐町 
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    ③随時訪問 

項番 年月日 時間 団体名 

１ 10:00～11:30 安田町 

２ 
平成１８年８月１１日 

14:10～15:30 安芸市 

３ 平成１８年１１月２７日 11:30～12:05 馬路村 

４ 10:20～11:20 日高村 

５ 11:00～11:50 室戸市 

６ 13:30～14:30 越知町 

７ 13:50～14:35 東洋町 

８ 

平成１９年１月１２日 

15:30～16:30 いの町 

 

  3.2.4 実施体制 

     ４月～６月の市町村訪問は高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職員で実施。９

月～１０月、及び随時の訪問は業務委託先企業の職員で実施。 

 

  3.2.5 実施成果の骨子 

     年度当初に計画した訪問、及び随時訪問で会員市町村の共同利用に対する多くの貴重

な意見や近況を聞くことができ、委員会活動の参考とすることができた。 

また、訪問時に委員会活動の具体的な成果を報告することで、会員市町村については

次年度以降も委員会活動へ継続して参加することのメリット、非会員市町村に対しては

委員会活動参加のメリットをアピールすることができた。 

 

     今年度の訪問事業で聞くことができた、各市町村の意見をまとめたものを以下に記載

する。 

 

    ①平成１８年４月～６月 

     共同利用型介護保険システムへの関心が高く、共同利用全般に対して大きな期待を

感じることが出来た。しかし、すぐに介護保険システム共同利用へ参加するとなると、

既存システムとの兼ね合い（ハードウエアを含めた改修作業を実施したばかり、リー

ス残の問題、他システムとの連携等）もあり、直ちに参加を表明することは難しく、

システム更新のタイミングに合わせて検討したいという回答を頂くことが多かった。 

     共同調達の実施にあたり、市町村での調達計画を確認したが、多くの市町村で計画

的な調達は検討されておらず、壊れた機材の補充用としての調達がほとんどという回

答が多かった。 

     ITコンサルについては、ベンダ見積もりの妥当性確認についての支援を要請される

ことが多く、これについては個別対応とさせていただくことをご説明した。 

 

    ②平成１８年９月～１０月 
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     WG１（介護共同利用）、WG2（共同調達）、ならびに他の委員会活動それぞれの状況報

告と共同利用、共同調達への参加依頼を主題とした訪問であり、WG活動の具体的な成

果に対し各市町村から高い評価を頂くことができた。 

     特に非会員市町村への訪問では、目に見える具体的な成果に高い関心を持った市町

村が多かったが、各市町村ともに財政状況が厳しく、次年度の入会については「会費

の減額があれば」「汗をかくだけでよければ」という声が多かった。 

      共同利用の取り組みについては「他システムとの関連が少ない業務から始めてはど

うか」「まだ、各市町村で電算化が進んでいない業務から始めてはどうか」「県がリー

ダーシップを発揮して市町村を引っ張って欲しい」といった声を聞くことができた。 

 

    ③随時訪問 

     随時訪問については、ITコンサルティング事業での訪問が多く、内容を取りまとめ

ることが難しいが、近況等の内容をまとめると、システムの共同利用については、各

市町村の関心が高く「今すぐとは行かないが、将来的にはほとんどのシステムは共同

利用化するのでは」「多少使い勝手が悪くても、経費を押さえることができるのであれ

ば検討していきたい」といった声があり、介護保険システム共同利用については「実

際にうまく行くのか？経費を押さえることが出来るのか？共同利用状況の様子を見

る」という意見もあった。 

      各市町村との面談の節々で「財政状況が厳しい」といった声を聞いた。 

 

  3.2.6 今後の課題 

           財政が厳しいという話が多い中で、各市町村が自団体、及び地域の情報化を具体的に

どう対応していくべきかわからない様子であり、今後、具体的な解決につながる提案

を行っていく必要がある。 

いずれにしても、市町村訪問事業は他の共同利用サービス提供事業の基礎となる事

業であり、今後より一層、人、時間を投入して取り組む必要がある。 
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 3.3 普及啓発（メールマガジン発行） 

  3.3.1 目的  

     地域情報化、共同利用の仕組みづくりに向けて、会員の意識向上を目的とした普及啓

発事業としてメールマガジンの発行を計画した。 

     年間を通じて月1回の定期発行とし、各WGの活動状況、国・県の情報化に関する状況、

IT関連のトピックス等の情報を中心として情報提供を行うこととした。 

 

  3.3.2 成果目標と達成状況  

     平成18年5月から、月１回の定期発行に加え、３回の臨時増刊の発行を行った。結果、

発行回数は延べ１４回となった。 

     また内容については、当初計画の各WGの活動状況、国・県の情報化に関する状況、IT

関連のトピックス等の情報に加え、臨時増刊として後期高齢者医療制度関連の情報を配

信するなど、会員市町村が必要としている情報の配信を行うことができた。 

 

  3.3.3 実施状況及び進捗状況 

項番 発行日 内容 

１ 
平成１８年５月１２日 

（創刊号） 

１．平成１８年度委員会事業について 
２．市町村訪問について 
３．国・県等の情報 
４．TOPICS ｢Winny、ウィルス対策｣ 

２ 平成１８年６月９日 
１．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
２．国・県等の情報 
３．ＴＯＰＩＣＳ 「Windows Vista」 

３ 平成１８年７月１４日 

１．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
２．他県調査のご報告 
３．国・県等の情報 
４．ＴＯＰＩＣＳ 「オープンオフィス」 

４ 平成１８年８月１１日 
１．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
２．国・県等の情報 
３．ＴＯＰＩＣＳ 「地上波デジタル放送」 

５ 平成１８年９月２０日 
１．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
２．国・県等の情報 
３．ＴＯＰＩＣＳ 「ＥＬＥＭＡＰ」 

６ 平成１８年１０月２５日 

１．市町村訪問の状況について 
２．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
３．国・県等の情報 
４．ＴＯＰＩＣＳ 「ＳＮＳ」（ソーシャル・ネットワークキング・サービス） 

７ 平成１８年１１月２８日 

１．須崎市「情報セキュリティ対策セミナー」について 
２．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
３．国・県等の情報 
４．ＴＯＰＩＣＳ 「後期高齢者医療制度」 

８ 
平成１８年１２月７日 

（臨時１号） 
後期高齢者医療制度説明会（厚生労働省） 

９ 
平成１８年１２月１４日 

（臨時２号） 
高知県庁ネットワークへの無線 LAN 導入実証実験の開始について 

１０ 平成１８年１２月１５日 

１．「情報担当者のための後期高齢者医療制度説明会」について 
２．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
３．ＴＯＰＩＣＳ 「YouTube」 
４．国・県等の情報 
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１１ 
平成１８年１月１２日 

（臨時３号） 

新年のご挨拶 
コンピュータウィルスについて（正月版） 

１２ 平成１９年１月２５日 

１．「平成１９年度委員会事業への協力要請」について 
２．電子自治体推進委員会ホームページのご案内 
３．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
４．ＴＯＰＩＣＳ 「委員会事務局スパムメール騒動」 

１３ 平成１９年２月２８日 

１．平成１９年度委員会事業への参加状況等について 
２．平成１８年度ＷＧ活動状況について 
３．高知工科大学 学生サークルの総務大臣表彰受賞について 
４．ＴＯＰＩＣＳ 「Windows VISTA その２」 

１４ 平成１９年３月２０日 発行予定 

 

  3.3.4 実施体制 

     事務局員として、高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職員が共同で情報収集、

記事作成を行い発行に当たった。 

 

  3.3.5 実施成果の骨子 

     月1回の定期発行と臨時増刊の発行により、委員会活動の状況、各WGの状況、国・県

の情報化に関する状況等を適宜提供することができた。 

     特に、平成18年度の後半では、会員市町村から情報提供の要請が多く挙がった「後期

高齢者医療制度」に関する情報をタイムリーに提供することができた。 

    「後期高齢者医療制度」については、厚生労働省からの情報提供が小出しであり、イン

タフェースなどの技術情報（未定稿）を入手することで、各市町村で特に重要となる経

費を見積もるために必要な見積もり様式（資料編 別紙１の「後期高齢者医療制度対応 

平成１９年度分予算要求用概算見積様式」を参照）を作成し、提供できたことに対し高

い評価を得た。 

 

  3.3.6 市町村のニーズ及び今後の課題 

メールマガジンは、一方通行になりがちであるので、市町村ニーズを把握しておくこ

とが大変重要である。市町村訪問、ITコンサルティングで知り得た情報は他団体でも欲

している情報である場合が多く、WG活動を含めた他の委員会事業と普及啓発事業をリン

クさせることで相乗効果を高めていくことが可能である。 

     また、メールマガジンの読者である各市町村の電算担当者としては、他市町村のIT取

り組み状況、他市町村の電算担当者の考え方などに興味があり、今後はそういった情報

を提供するといった、読者の視点での紙面づくりを考える必要がある。 
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 3.4 情報提供 

  3.4.1 目的  

     地域情報化の支援を目的とした様々な情報提供活動を行う。 

     また、当事業では委員会活動を広く一般に周知するための広報活動として委員会ホー

ムページの運営を行う。 

 

  3.4.2 成果目標 

     ①会員市町村向けの情報化に関するセミナーの計画立案、実施 

     ②地域情報化に繋がる会議、説明会へ積極的に参加し、入手した情報を会員市町村に

提供 

     ③委員会ホームページを作成、公開し活動状況を全国に向けて発信 

     上記3点を情報提供事業の成果目標とする。 

 

  3.4.3 実施状況と達成状況 

内容 日時 備考 

高知県地域情報化事

業導入検討会 
６月１２日、７月１８日、９

月２０日、１２月２１日、２

月１４日、３月１６日（予

定） 

（検討会の目的） 

地域内外、国等の補助施策の情報を収

集し、地域情報化推進に寄与する事業を

検討し県民の生活向上につながる大型

事業の導入に取り組む 

情報担当者のための

後期高齢者医療制度

説明会 

１２月１日 
委員会の会員である日立製作所による

「後期高齢者医療制度説明会」を実施 

後期高齢者医療制度

説明会（厚生労働省） 
１２月４日 

説明会に参加し、最新の情報を会員市

町村にメール配信 

情報担当職員向け情

報セキュリティ対策セミ

ナー（A 市） 

１０月２７日 
YahooBB 社による「情報セキュリティ対策

セミナー」を実施 

委員会ホームページ公

開 
11 月 27 日 

（URL） 

http://www.kiia.or.jp/suishin/index.html 

 

  3.4.4 実施体制 

     会員市町村向けのセミナーについては、高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職

員が共同で企画、立案を行い、委員会会員企業、及び委員会会員企業の取引先がセミナ

ーを開催した。 

     会議、説明会へは、業務委託先企業の職員が参加し、情報収集を行った。 

     委員会ホームページについても、高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職員が共

同で企画、立案を行い、(財)高知県情報産業協会会員企業により作成、公開、及び維持

管理を行う。 
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  3.4.6 実施成果の骨子 

     会員市町村向けのセミナーについては、3.5.3 実施状況と達成状況に記載したとおり、

2回の開催を実現した。忙しいなか時間を割いて参加していただいた会員市町村に有益

な情報提供を行うことが出来た。 

     会議、説明会への参加、及び情報提供については、会員市町村からの関心が高い「後

期高齢者医療制度」に関する情報をいち早く提供することができた。 

     委員会ホームページについては、(財)高知県情報産業協会ホームページ内に、「電子自

治体推進委員会の設立主旨」「電子自治体推進委員会規約」「年間スケジュール」「会員名

簿」「事業計画」の各コンテンツを公開することができた。 

     また、電子自治体推進委員会顧問の紹介のために、委員会のホームページから顧問の

ホームページにリンクを行った。 

 

  3.4.7 市町村のニーズ及び今後の課題 

     情報提供事業に対する市町村ニーズは「情報セキュリティ」といった一般的なものと、

「後期高齢者医療制度」といった市町村の業務固有のものとに大別できると考えられる。 

    いずれにしても、本来であれば事務局が主体となってセミナーを開催することが望まし

いが、会員市町村に満足していただける内容のセミナーを行うためには、委員会企業会

員の協力が不可欠である。企業会員と随時情報交換を行うことで情報提供事業を成功に

繋げて行きたい。 

     また、情報提供事業においても、他のサービス提供事業と同じく、市町村ニーズをい

かに把握できるかが事業成功の大きな要素となる。ニーズに沿った情報提供を行うため

に他事業で知り得た市町村ニーズを集約、分析し活用していく必要がある。 
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 3.5 総会・幹事会運営サポート及びWG活動サポート 

  3.5.1 目的 

     電子自治体推進委員会総会・幹事会を滞りなく開催することを目的とし、次のような

サポートを行う。 

     ①会議開催準備作業 

      出席者の調整、資料作成・調整、会場手配等の事前調整作業 

     ②会議運営補助作業 

      会場設営、当日受付等の当日補助作業 

     ③会議終了後作業 

      議事録作成、配布資料の送付等の作業 

     また、事務局は各WGからの要請に基づきWG活動を円滑に実施できるよう支援する。 

 

  3.5.2 達成状況  

     総会・幹事会の会議開催準備作業、会議運営補助作業、及び会議終了後作業を行い、

会議が滞りなく開催・運営されるようサポートを行った。 

     WG活動のサポートについては、WGの活動で必要となる情報収集・提供を行うとともに

各WGの開催時に同席し、議事録作成のサポートを行った。 

 

  3.5.3 実施状況 

     ①総会 

回数 開催日 開催場所 

第１回 平成１８年４月２５日 高知電気ビル８Ｆホール 

第２回 平成１８年７月３１日 電子メール 

第３回 平成１９年３月１５日 高知グリーン会館２階会議室 

 

     ②幹事会 

回数 開催日 開催場所 

第１回 平成１８年６月１５日 高知電気ビル７１４会議室 

第２回 平成１８年７月１４日 電子メール 

第３回 平成１８年１０月２６日 高知電気ビル７１４会議室 

第４回 平成１９年２月１４日 高知電気ビル７１４会議室 

 

     ③ＷＧ１（介護保険システム共同利用） 

回数 開催日 開催場所 

第１回 平成１８年５月２４日 高知電気ビル７１４会議室 

第２回 平成１８年７月１９日 高知電気ビル７１４会議室 

第３回 平成１８年８月２９日 高知電気ビル８１０会議室 

第４回 平成１８年９月２１日 高知電気ビル８０５会議室 

第５回 平成１８年１０月１９日 高知電気ビル別館３０５会議室 
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     ④ＷＧ２（共同調達） 

回数 開催日 開催場所 

第１回 平成１８年６月１５日 高知電気ビル７１４会議室 

第２回 平成１８年８月２３日 高知電気ビル７１４会議室 

第３回 平成１８年１１月１日 高知電気ビル８Ｆホール 

 

  3.5.4 実施体制及び実施概要 

     事務局員として、高知県情報推進課職員と業務委託先企業の職員が共同で会議開催準

備作業、会議運営補助作業、及び会議終了後作業を行った。 

     総会、幹事会はそれぞれ委員長、幹事長が招集し開催するが、それらのサポートを事

務局が行うことで、滞りなく会議を運営することができた。 

     WG活動のサポートでは、各WGの設置とともにサポート活動を開始し、WG活動を円滑

に実施するための支援を行うことができた。 
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 3.6 委員会事務局 

  3.6.1 事務所の住所等  

名  称 （社）高知県情報産業協会 電子自治体推進委員会事務局 

郵便番号 ７８０－０８７０ 

住  所 高知市本町４－１－１６ 高知電気ビル８０９号室 

電話番号 
０８８－８７３－１１２８ 

※不在時は、高知県情報推進課(088-823-9165)へご連絡ください。 

FAX 番号 ０８８－８７３－１１２７ 

Ｅメール 

（委員会代表） 

cdc@sky.quolia.com ※次の９名に送信されます。 

事務局：６名 

情報推進課：３名 

 
 

  3.6.2 事務所の周辺略図  
                                    Ｎ 

 
      高知県庁 
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消防署 

新阪急 
ホテル 



電子自治体推進委員会 

 
－27－

  3.6.3 事務局員の役割 

役職 担当者 

事務局長 高知県企画振興部情報推進課長 伊藤 博明 

事務局員（委託先５０音順） （業務委託先職員及び情報推進課職員） 

２名 

株式会社高知電子計算センター 

営業本部営業部課長 

株式会社高知電子計算センター 

営業本部営業部 

１名 

 四国情報管理センター株式会社 

 営業部営業一課係長 

１名 

 株式会社ソフテック 

 システム開発部自治体ＢＰＯ担当課長 

１名 

株式会社日立製作所 

公共システム事業部中国四国公共システム部主任

技師 

（株式会社日立製作所 

四国支社高地支店営業開発担当部長） 

１名 

富士通株式会社 

  高知支店主任 

  事務局業務 

ＩＴコンサルティングサービス業務 

Q&A 作成(相談記録→分類) 

共同利用サービス提供業務 

共同調達事務局 

国費事業導入支援 

情報収集、提供、発信 

市町村訪問記録 

メールマガジン発行 

ホームページ開設 

委員会経理事務 

出納責任者 

WG 活動支援、調整・取りまとめ業務 

 幹事会、総会運営事務局 

 その他委員会関係連絡調整 

 

２名 

高知県企画振興部情報推進課チーフ（地域情報担

当） 

高知県企画振興部情報推進課主任 
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４．共同利用サービス開発・実証事業 

 

 4.1 介護保険システム共同利用（WG1） 

 

  4.1.1 目的 

介護保険法では、｢この法律の施行後５年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、

その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。｣とあるが、平成

１８年度の介護予防（地域包括支援センター対応）を含めて、過去にも２００３年に給付

の 1本化の変更があるなど、法改正が度々発生し、市町村においては、経費（予算化）を

含めその対応に苦慮している状況である。 

   また、当委員会への参加及び共同利用の推進をお願いするために市町村の首長を訪問し

た際に、多くの首長から｢介護関連のシステムを共同利用するべきではないか。｣との声を

いただいた。 

   そうしたことから、本ＷＧでは、介護保険システムを共同利用するための要件定義～移

行・運用方法及び経費削減効果等を検討し、参加市町村の共同利用に向けた課題解決を図

るとともに共同利用システムの事業計画書を作成することとした。 

    

  4.1.2 成果目標と達成状況 

介護保険共同利用システムWGとしてシステム導入及び運営・運用計画並びに共同利用
における費用について検討をおこなった結果、参加市町村の現行費用より３８％の経費削

減が出来る結果を得た。また、本事業を遂行するに当たり、別途、県と市町村が高知県共

同アウトソーシング推進協議会を設立し、総務省事業「共同アウトソーシング支援人材サ

ポート事業」の助成を受けた。 
 

  4.1.3 実施状況 

◇システム導入について 
・ システムデモンストレーション及び機能説明 
・ 移行・導入スケジュールの検討 

◇システム計画 
・ 共同利用の全体構成の検討 
・ ハード・ソフト等の資産所有について 
・ アプリケーションソフト選定 

◇共同利用計画策定として 
・ 利用協議会の設置と位置づけについて 
・ 事務局業務の運営方法 
・ SLAについて 

◇共同利用における費用について 
・ 参加市町村で負担する費用等 
・ データ移行費及びシステム間連携費用について 
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・ ネットワーク費用等 
 

  4.1.4 進捗状況 

5～10月：共同利用計画（案）の策定で５回のWG開催 
11月：県市町村情報化推進連絡協議会で全市町村へ計画の説明と参加要請 

事務局による全市町村の個別訪問 
12月：幹事長による市町村長（約 20団体）の個別訪問 
１月：H20年 4月からの共同利用の取組み参加団体：４団体 

 

  4.1.5 実施体制 

◇参加自治体 
・ 安芸市、土佐清水市、香南市、馬路村、本山町、土佐町、いの町、仁淀川町、梼原町、

四万十町、黒潮町、大月町の 12市町村及び高知県 
◇参加企業 
・ 株式会社ソフテック、四国情報管理センター株式会社、株式会社日立製作所、 

SAPジャパン株式会社、株式会社高知電子計算センター（幹事会社）の 5社 
 

4.1.6 検討成果の骨子 

資料編 別紙２の「介護保険業務システム共同化事業計画の概要について」を参照 

 

4.1.7 今後の取り組み方針 

・ ４団体（8町村）でH20年 4月の共同利用開始に向けて取組む予定 
（参加市町村：中芸広域連合（奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村）、 
土佐町、仁淀川町、梼原町） 

・ サービス利用料は 12団体で検討した金額の範囲内 
・ ４団体への支援と後年度からの参加団体の開拓を積極的に実施 
・ 共同利用協議会の事務局業務を受託（収益事業） 
・ システム構築等にあたっては市町村の負担を軽減するため国の事業導入等 
に積極的に取組む 

 

  4.1.7 今後のスケジュール 

 

3月 15日：第１回共同利用準備協議会 
4月～  ：共同利用準備協議会で運営内容等の検討 
※平成 19年度のスケジュールについては資料編 別紙２の「介護保険業務システム共同
化事業計画の概要について」の項番7．導入スケジュールについてを参照 
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4.2 共同調達（WG2） 

 

  4.2.1 目的 

   

          平成１７年度に作成した共同調達実施手順書を活用しながら、一般業務用パソコンの

調達を実施し、ビジネスモデルの検討を行う。併せて、課題の把握や対応方策につい

て、手順書などに検討内容を反映させる。また、共同調達による成果の評価を実施し、

今後の調達に活かすよう取り組みを推進する。 

 

  4.2.2 成果目標 

成果目標 評価内容 備考 
共同調達による安価な調

達実施 
1 参加市町村数 
2 調達実施（年間２回程度） 
3 経費削減効果の評価 

 

共同調達の課題解決 1 調達手順の検討 
2 市町村の条例、規則との調整 
3 実調達の実施方法、役割分担 
4 事務負担の検討 

 

共同調達実施手順書等の

充実 
1 手順書の活用、課題検討、反映 
2 調達実施フロー図の充実 
3 標準的仕様の作成 

 

 

  4.2.3 実施項目・内容 

実施項目 実施内容 備考 
調達意向（希望）把握 会員市町村に調達台数、時期を調査

照会し取りまとめ 
 

標準的仕様の作成 県内での一般業務用パソコン調達の

標準的仕様の調査、検討、作成 
 

共同調達課題の検討 共同調達実施手順書及び検討事項を

参加市町村が会計担当部局と調整

し、条例や規則等との課題を整理、

解決方法の検討 

 

共同調達実施計画書の作

成 
平成１８年度共同調達実施のスケジ

ュール、役割等を設定し、作成 
 

共同調達の実施 共同調達の実践  
共同調達実施手順書等の

充実 
課題の検討内容や実践結果等を手順

書、実施フロー図等に反映 
 

共同調達の評価 経費削減効果などの評価  
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  4.2.4 進捗状況 

      以下の調達スケジュールに基づき、９月に共同調達を実施した。１月に予定した第２

回の共同調達は、機器スペックの仕様作成や第１回調達結果の周知を図り、県内全市

町村を対象に参加希望の調査をしたが、参加団体が少なく年度内の実施は見送った。 

月日 事業項目 内容等 備考 
６月１５日 第１回ＷＧ 調達調査、手順の検討、仕様作成  
７月１４日 調達スケジュール設定 調達時期の調整、設定 
７月２７日 調達検討会 課題や手順の検討 
８月２３日 第２回ＷＧ 入札手順、指名、説明書等の検討 
９月１２日 第１回調達の実施 入札（発注）等 
９月２６日 納品 確認検査、支払 
１０月１０日 第１回調達の評価 課題整理、経費削減効果の把握 
１１月 １日 第３回ＷＧ 課題、経費負担の検討 

手順の見直し 手順書の改訂、手順の再検討 

第１回 

調達スケジュール設定 第２回 
調達検討会 課題や手順の検討 
第２回調達の実施 仕様決定、発注（入札）等 
納品 確認検査、支払 

 

第２回調達の評価 課題整理、経費削減効果の把握 

第２回 
 
 
 
中 止 

 

  4.2.5 実施体制 

        共同調達ＷＧの実施体制は、高知県がＷＧ幹事であり、社団法人高知県情報産業協会

電子自治体推進委員会事務局からＷＧ支援を受け実施した。このほか、電子自治体推

進委員会会員市町村の協力や、会員外市町村にも費用負担を前提とした共同調達への

参加を呼び掛けた。 

      なお、本事業を実施するにあたり、事務局長名で各事務局員に対し、秘密保持につ

いて改めて文書により徹底を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ＷＧ参加メンバー） 
須崎市、香南市、安田町、 
本山町、仁淀川町、梼原町、 
黒潮町、大月町 
㈱高知電子計算センター、 
四国情報管理センター㈱ 

（ＷＧ支援） 
社団法人高知県情報産業協会 
電子自治体推進委員会事務局 
情報収集、ＷＧ運営支援 

（ＷＧ幹事） 
高知県情報推進課 
先進地調査、進捗管理、課題把握、

幹事会報告、成果取りまとめ 
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4.2.6 実施状況 

 

  （１）調達意向（希望数量）調査（５月１２日） 
 

時期／団体 A B C D E F G 合計 備考 
６月初旬 1 1      2  
６月下旬   36 3    39 36 台は単独購

入 
10月初旬     

○35  
  35  

２月初旬      
○43  

 43 Vista発売時 

時期なし       ５０万円分  買えるだけ（デ
スク型） 

合計 1 1 36 3 35 43 ５０万円分 119  
   注：数字に○を付けているのは、この台数の調達時期で調整する意味である。 

 

調査結果をもとに平成１８年度内で２回実施し、調達時期の設定に合わせて、調達希

望の再調査を行うこととした。 
ア 第１回 ９月調達実施予定（１０月初旬納品） 
イ 第２回 １月調達実施予定（２月初旬納品） 

 

   （２）パソコン標準的仕様の事務局案作成（５月３１日） 

平成１７年度の共同調達検討ＷＧで作成した標準的仕様を修正し、平成１８年度の標

準的仕様案を作成した。修正ポイントは次のとおりである。（参照 資料編 別紙３－１） 
ア ＣＰＵの周波数をワンランク性能アップ（デスクトップＰＣ、ノートＰＣ） 
イ ディスプレイをワンサイズアップ（デスクトップＰＣ、ノートＰＣ） 
ウ ＵＳＢポート２．０を２つ以上に変更（デスクトップＰＣ、ノートＰＣ） 
エ バッテリを１．５時間以上に変更（ノートＰＣ） 
オ ＬＡＮインターフェースに１０００ＢＡＳＥ−Ｔを追加（デスクトップＰＣ） 

 

   （３）共同調達に向けての確認（８月２３日） 

     共同調達の実施に向けて、調達方式の決定や手順の確認、詳細なスケジュール案、役

割分担などを検討し、決定した。 

    ア 詳細な調達実施スケジュールを作成し、それに基づいて調達作業を実施した。（参照

資料編 別紙３－２） 

    イ 標準的仕様案をもとにして、共同調達参加予定の市町村間で仕様の統一を実施した。 

    ウ 指名競争入札方式により、一般業務用パソコンを調達することとした。 

    エ 入札の指名対象は、営業種目としてパソコン取り扱いの登録会社とし、各々の市町
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村すべてで登録されていることが条件となった。（参照 資料編 別紙３－３） 

オ 共同調達は、参加市町村で組織する第１回共同調達協議会が主体となり実施するこ

ととした。（参照 資料編 別紙３－４） 

    カ 入札説明書には、入札の条件提示として、第１回共同調達協議会が調達実施するこ

とや、入札書はそれぞれ調達参加団体ごとに作成すること、また、各団体への入札価

格は同一額で記入し、投函することなどを記載した。 

    キ 入札行為などは権限委任ができないので、準備手続までを電子自治体推進委員会事

務局が支援し、権限に関する行為は参加市町村が各々直接執行した。 

    ク 落札者との契約行為についても、任意団体である第１回共同調達協議会が実施する

のではなく、落札結果に基づき個々の市町村ごとに契約することとした。 

    ケ 入札手順書を作成し、手順を明確にするとともに、役割分担をマニュアル化した。 

 

   （４）入札の実施（９月１２日） 

     平成１８年９月２６日を納期として、共同調達による入札を実施した。 

 

4.2.7 成果の骨子 

   （１）共同調達の実施 
調達実施手順書を活用して、第１回目の共同調達を行い、共同調達の課題の抽出や解

決方法の検討、調達の評価を実施した。この共同調達の実践により、手法の確立や今後

の取り組みについて方向性を決めるとともに、成果を県内市町村へ周知することができ

た。 

 

    （２）共同調達の課題解決 

共同調達における入札などの事務は、地方自治法上委任できないとされているので、

共同調達時にどのような手法で処理を行うのか課題があった。調達の実践を通じて検証

しながら、権限を委任しない形での事務手続など、課題を明確にするとともに、事務処

理の支援は電子自治体推進委員会事務局が担当し、それ以外は市町村の事務担当者が直

接実施することとして課題の解決を図った。 

 

    （３）共同調達実施手順書等の改定 
手順書を改訂して検討結果を反映するとともに業務フローを意識した手順書（簡略化

版）や調達スケジュール表、入札手順書、役割分担表などのマニュアル類の作成、整備

を行った。 

 

  4.2.8  達成状況 

   （１）成果 
    ア 調達実施 

平成１８年９月１２日入札 香南市（１５台）、大月町（３台）、黒潮町（１台）の

合計１９台の一般業務用ノート型パソコンの共同調達を実施し、成果を得た。 
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    （ア）調達仕様について 

      ①標準的仕様をベースにして発注仕様を決定 

        調達スペック仕様について、県内自治体で使用されているパソコンを調査して、

事務局案として一般業務用パソコンの標準的仕様を作成し会員に通知した。この

標準的仕様をもとに調達仕様を作成し、共同調達参加団体間で調整を行い、最終

的にこれに納入時の条件などを付して発注仕様を決定した。仕様の決定にあたっ

ては、調達台数の半数以上を調達する団体の意向が強く反映され、調達仕様より

は機能的に少し高性能なものになったが、共同調達においてはやむを得ないと考

えている。 

 

      ②ノート型パソコン発注仕様 

        ＣＰＵ：PentiumＭ 1.7Ghz以上、メモリ：512MB以上、ディスプレイ：TFT
カラー液晶 15inch 以上、ＯＳ：ＷindowsXP Pro SP2、オフィスソフト：ＭＳ
Office2003、等（参照 資料編 別紙３－５、３－６） 

 

    （イ）調達価格について 

      ①入札金額 単価：１１６，６５０円（税抜き） 

    単価入札のため、この額に団体ごとの調達台数を積算し、5パーセントに相当す
る額を加算した金額を落札価格としている。 
県内市町村での調達実績から、調達時期や調達仕様などを勘案の上、共同調達

を評価すると、比較的に高機能で台数が少なかった割には、安価に調達できてい

ると考えられる。 
 
    （ウ）共同調達実施手順書について 

      ①共同調達実施手順書を改訂 

    昨年度作成した共同調達実施手順書にＷＧでの検討結果を反映するとともに、

実際の調達に合わせて内容を改訂した。 
共同調達の業務フロー図を改訂し、参加団体で事務処理における手順確認に活

用した。 

 

      ②共同調達実施手順書（簡略化版）の作成 

        実作業での使用を目的として、調達実施フロー図の要素を取り入れて、スケジ

ュール設定を加味した共同調達実施手順書（簡略化版）を作成し、共同調達の実

施を図った。（参照 資料編 別紙３－７） 

 

    （エ）入札手順書について 

      ①入札手順書の作成 

        共同調達における入札事務を執行するために、事務処理手続きを明確化する入
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札手順書を作成した。この入札手順書を活用しながら、入札説明書の配布や指名

通知を行い、入札の準備、執行などを実施した。 

 

    （オ）入札説明書等について 

      ①入札説明書（入札心得）の作成 

        指名会社に配布するために入札説明書を作成した。入札に関する説明内容は次

のとおりである。 

・競争に付する事項として 

調達物品、調達内容、納入期限、入札方法、入札の辞退、無効の入札、入札

執行の延期等 

       ・入札及び開札 

         異議の申し立て、問い合わせ先、入札の日時及び場所、入札及び契約の手続

きにおいて使用する言語及び通貨、入札時の注意事項等 

       ・入札保証金 

       ・開札の方法 

       ・落札者の決定 

       ・契約保証金 

       ・契約書の作成 

       ・契約条項 

       ・契約の確定 

 

      ②指定様式の作成 

        入札に使用する入札書等の様式を作成し、指名会社に配布した。 

       ・入札書 

       ・委任状 

       ・質問票 

       ・入札辞退届 

 

      ③契約書案の作成 

        共同調達参加団体ごとに契約書案を作成し、取りまとめて指名会社に配布した。 

       ・団体ごとの契約書案 

 

    （カ）指名通知について 

      ①指名通知書案の作成 

        入札の指名通知に使用する指名競争入札通知書案を作成した。 

 

      ②指名通知 

        共同調達参加団体の指名通知書を取りまとめて、指名会社に通知した。 
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    （キ）共同調達の実施課題について 

      ①仕様決定 

        仕様の決定については、高知県内の市町村で使用されている一般業務用パソコ

ンのスペックを標準的仕様として取りまとめているが、実際の調達仕様は、調達

台数が多い参加団体の意向に左右される。 
また、メモリを増設するなどオプション仕様の調達は、全体の調達仕様に加え

ると内訳が必要となり、応札者によっては入札価格の逆転が起こる可能性がある

ので、共同調達とは、別途調達として実施する必要がある。 

 

      ②競争確保 

        契約方法により、一般競争入札、指名競争入札、随意契約等があるが、適正で

広く競争による安価な調達を期待するとすれば、一般競争入札が最も効果的であ

る。しかし、各参加団体での公告の方法や、調達に要する期間が長期化するなど

の課題がある。 
また、入札参加資格を有することが入札参加の条件であるので、随時の資格審

査が各参加団体で可能かどうかが課題である。各参加団体において定期の資格審

査及び登録のみではなく、随時審査、登録を可能とする対応が必要である。この

ことにより、広く業者選定が可能となり、競争の確保が期待できる。 

 

      ③業者選定 

        指名業者の選定は、共同調達の開始時点で参加団体のすべてに指名登録されて

いることが要件となり、登録業者をリストアップする作業が発生する。結果とし

て、最大公約数的にリストアップすることになるが、同じ会社でも支店名で登録

されているときなどは、登録会社内での権限委任の取り扱いを含めて指名できな

い場合も想定される。共同調達では、入札条件などを精査して指名対象を出来る

だけ多くし、応札者を確保することが必要である。 

 

      ④入札実施 

        共同調達参加団体による共同調達協議会が会員市町村の調達事務を調整し実施

するが、協議会は任意団体であるので各参加団体の入札権限は地方自治法上委任

ができないため、入札は各参加団体の入札事務担当者が直接実施する必要がある。 

 

      ⑤契約締結 

        落札者との契約は、参加団体が個別に契約締結を実施するが、議会承認が必要

な場合や、事務処理の途中で承認が得られない場合など、何らかの理由により締

結が出来ない団体ができた場合には、形式的には個別契約であっても共同調達で

あるので、入札の条件変更となって落札者に不利益を与えることも想定される。

よって、入札条件として事前に入札説明書等で提示しておくとともに、共同調達

参加団体間で、責任の所在について取り決めをしておくことが必要である。 
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      ⑥納入条件 

        参加団体によっては、納入場所が多岐にわたっている場合や保守管理を委託し

ている場合などがあり、ネットワークとの接続作業の有無などの条件がまちまち

であり、どのような条件で納入するのかによっては調達金額に影響を与える。こ

の場合、参加団体間で共同調達として発注仕様を作成するときに調整が必要であ

るが、共同調達なので、例えば配送費は県内であればどの場所でも同一として取

り扱うことで、同一の調達価格を確保するという方法もある。 

 

      ⑦納入期限 

        調達台数によっては、納入期限の設定に注意する必要がある。入札から納入ま

での期間は一定の日数を確保しておくことが必要で、また入札説明書の配布から

入札日までの期間を含めて余裕のある日数を設定することが重要である。これに

よって、広く競争を確保し応札者からより良い条件提示を期待して、余裕を持っ

た事務処理ができるとともに、そうした対応が望まれる。 

 

      ⑧調達時期 

        調達時期の設定は、参加団体の予算執行時期を前提としており、参加団体間で

調整して決定することになるが、調達金額に影響するので、機器、ＯＳ関係や年

間での機種発売時期などとの関連も事前に検討しておくことが必要である。 

 

      ⑧事務負担 

共同調達において、参加団体での事務で委任できるものとできないものがあり、

地方自治法上、共同調達参加団体で組織する任意の共同調達協議会では、事務処

理の負担すべてを実施することはできない。会費負担金の支出による調達実施が

できれば参加団体担当者の事務負担が軽減され共同調達の効果が大きいが、協議

会の事務局業務を電子自治体推進委員会事務局が支援する場合でも、業者選定や

予定価格の作成など一定の事務は参加団体で直接実施する必要がある。 
 

    （ク）市町村の調達状況について（参考） 

      ①県内市町村のパソコン調達状況 

共同調達を実施した評価を行うため、共同調達以外での一般業務用パソコン等

の調達状況を調査した。（参照 資料編 別紙３－８） 
結果から、台数が多いと 1 台あたりの調達金額が安価になるので、共同調達に
よりスケールメリットを享受することが期待できること。また、一定台数を揃え

れば安価に調達ができることや、モデル機種の変更時期などとの関連も想定され

ること、調達時期の設定によってはかなり安価な調達が可能なことなどがわかっ

た。 
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    イ 県と市町村の共同調達手法について 

    （ア）手法の検討について 

       県庁と市町村の一般業務用パソコンの調達を共同で行う手法について検討した。

調達台数にもよるが、県と市町村では適用される法令等の規定が異なることや、事

務権限の委任もできないため、いかに整合性を取りながら共同調達が実施できるの

かを検討した。 

 

    （イ）課題の検討について 

      ①調達形態 

        調達形態の差異について、市町村ではＯＳやオフィスソフトがインストール済

みの、オールインワンタイプでのパソコン調達が主流である。この場合、ＯＳに

ついては、ライセンスがコーポレートパック形式などでの調達ではなく、機器に

付属のものとして取り扱われ、グレードアップや、場合によってはバージョンア

ップなどの対応はできない。高知県の調達はライセンス取得（購入）方式である

ので、共同調達では台数が最も多いと想定される県の調達する形式に仕様を合わ

せてもらう必要がある。 

 

      ②調達形式 

        調達形式が備品としてなのかリース（賃貸借）なのかも課題の一つである。市

町村では、オールインワンのパソコンを備品として調達し、使用が不可能になる

と廃棄する形式で取り扱っている。市町村からは調達財源等の課題があるとのこ

とであり、事業予算での調達では国費など補助対象の場合もあることから、毎年

あるいは毎月支払う調達では対象とできず、また事前に財源を確保する債務負担

行為を行うにしても、市町村予算が厳しい中で一般財源をあてにした後年度の負

担とすることは課題が大きいとのことである。 

 

      ③設置経費 

        設置経費等について、調達台数にもよるが、機器の設置は情報担当者などが直

接実施する場合もあり、この場合ネットワークへの接続までを条件にする調達に

はならず、また調達費用に含まれる配送費について、遠距離や配送先が多岐にわ

たる場合などは負担が異なることをどう捉えるのかで市町村の共同調達の参加、

不参加がわかれるとの課題がある。 
 
      ④調達台数 

調達台数が少なければ、設置経費等以外も含めて多少の条件違いは可として共

同調達に参加し、台数が多くなればなるほど市町村単独での調達が多くなる傾向

であり、市町村が県との共同調達で大量に調達することはあまり期待が持てない。 

 

      ⑤公告（告示） 
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        公告について、入札の場合は事前に公告を実施して調達を行うことになるが、

調達予定金額によっては、県は地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令の規定に基づき公告を行い、調達事務を執行する。市町村はこ

の政令の規定の対象外なので公告する必要はないが、共同調達ということで、県

と同時に市町村も公告が必要となる。 

 

      ⑥入札参加者資格 

        入札参加者資格について、調達は入札を行って実施するが、応札者の入札への

参加には県と参加市町村が各々参加資格者名簿に登録をしていることが前提にな

るので、応札希望者（入札説明書交付者）が登録されていることが課題である。

また、登録されていない場合は、入札日までに随時登録ができるよう登録の受付

けや審査を実施する必要がある。 

 

      ⑦予定価格 

        予定価格の決定については、各自治体固有の事務であり、県と共同調達するこ

とを前提として、県に委任ができれば同一の価格となり課題が少ないが、地方自

治法上、現状では委任ができないので、一堂に会して積算資料をもとに作成する

か、または、資料を持ち回りで予定価格を作成することになる。この場合、参加

団体で同一の価格を担保する方法がなく、同一額でない場合、どのような状況で

あれば落札となるのかを法的にも整理しておかなければならない。 

 

    （ウ）課題の解決方法案について 

       県と市町村が共同調達をする（できる）条件として次の項目を統一して解決を図

る。 

      ①解決方法案 

・市町村が、ＯＳなどソフトについてはライセンス方式での調達に賛同すること。 
・予算措置の状況もあるが、市町村がリースでの調達を実施すること。 
・一定台数の調達となっても、それ以上に規模を拡大すればより安価な調達がで

きるので単独で調達実施はせずに、共同調達で調達すること。 
・経費削減のためには高機能な仕様で機器を調達するのではなく、一般業務用と

して標準的仕様に基づいたパソコンの調達をすること。 
・県公報での公告は、県と市町村が連名で実施すれば可能である。これには、予

定価格を同一とする必要があること。 
・入札参加資格の審査、登録は随時、迅速に行うこと。 
・共同調達協議会を設立し、それに参加することで、協議会が手順などを調整す

る主体となり、応札者に入札条件の事前提示を行うこと。 

 

    ウ ビジネスモデルの検討について 

    （ア）課題の解決方法案について 



電子自治体推進委員会 

 
－40－

      ①作業経費について 

平成１８年９月１２日実施の共同調達で行なわれた事務作業と、それに要した

作業時間を調査した結果、約１０人日の作業を要していることが明らかとなった。 
第 1 回目の共同調達ということで要したであろう作業時間を考慮しても、今後
の共同調達においても一定量の事務作業が発生する。 
次回以降の共同調達でも、事務作業とその作業時間を調査し作業効率の改善に

努める必要がある。 

 

      ②手数料負担の考え方について 

        共同調達に係る事務作業の経費負担についてWGで検討を行った結果、電子自
治体推進委員会の会員市町村が共同調達に参加する場合に、会費以外の事務手数

料負担金を新たに徴収することについては各団体の理解を得がたいという意見が

多く、負担金は徴収しないこととなった。非会員市町村が共同調達に参加する場

合は事務手数料負担金を徴収することとなった。（参照 資料編 別紙３－９） 

 

      ③ビジネスモデルについて 

作業にかかる人件費をパソコン調達会費に上乗せすることは現実的に困難であ

ることから、現時点で共同調達単独では通常のビジネスモデル（収益モデル）と

して成立させることは難しいという結論に至った。 
委員会全体としての視点からでは、共同調達を委員会サービスのひとつとする

ことで、会員にはより多くの回数、共同調達に参加していただけること。現在非

会員の団体には会員であることのメリットをアピールし、より多くの団体に委員

会に参加していただくことで活発な委員会活動が行われることと、会費収入の増

加を上げることができる。 

 

  4.2.9  その他今後の課題 

人件費を考慮しなければ、調達台数の少ない団体ほど 1 台あたりの効果が大きく、ま
た、台数が増えて調達規模が大きくなればなるほど共同調達の効果が大きいことが明ら

かとなった。 
     定期的に共同調達を実施するため、またボリュームメリットをより大きく享受するた

めに、非会員市町村への共同調達参加の働きかけと、会員市町村ではこれまで実態調査

が十分行なわれていなかった事業原課単位での調達や、教育委員会などへの働きかけを

行い、電子自治体推進委員会のサービスとして実施して行くことが必要である。 

 

  4.2.10  市町村のニーズ 

      共同調達への参加を呼び掛けるために、電子自治体推進委員会事務局で作成した標

準的仕様を市町村へ情報提供したが、調達仕様を検討する上で基準として活用される

など、市町村での評価は高いと考えている。これは、電子自治体推進委員会の共同調

達ＷＧが県内市町村の状況を調査して、その結果を標準的仕様に取りまとめしたもの
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であるため、各市町村の内部でも一定説明ができるものとして取り扱われているため

である。市町村で実施の事業でも住民などに対して常に説明責任が求められているこ

とから、説明を意識した対応が反映されているものと考えられる。 

また、市町村の担当者は、調達の事務負担や調達経費の削減に関心が高く、条件さ

え合えば共同調達に参加したいと考えている。ただし、一定規模の調達台数となれば、

他の団体との調整はしないで独自調達を検討する傾向が強いようである。原因として

は、一定台数が揃えば価格交渉力が強くなり、対外的な調整を必要とする共同調達に

あえて参加しなくても、共同調達と大差ない価格で調達ができると想定されているた

めと思われる。 

      調達台数が少ない場合は、会員以外でも費用負担のコストが適切であれば、共同調

達に参加を表明する団体はあると思われる。今後とも、県内市町村に共同調達を呼び

掛けるとともに、ニーズの把握に努めていく。 
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５．委員会活動の総括 

 

平成１８年度電子自治体推進委員会では昨年度までの取り組みを踏まえて、市町村が効果を実

感できるWGの設置やサービス提供を中心に活動を行い、各事業ともに次年度に繋がる一定の成果

を残すことができた。 

以下に主だった事業について、定性的な評価を加え今年度の総括として記載する。 

 

共同利用サービス提供事業 

共同利用サービス提供事業については、ITコンサルティングサービス事業に加え、市町村訪問

事業、及び普及啓発事業（メールマガジン発行）の各事業で件数、内容ともに昨年度の実績を上

回る成果を残すことができた。特に、平成18年度の後半には、情報提供要請の声が多く挙がった

「後期高齢者医療制度」に関する情報をタイムリーに提供できたことに対し会員市町村から高い

評価を頂くことができた。 

 

介護保険システム共同利用 

介護保険共同利用システムWGとしてシステムの導入に向けて、会員市町村、会員企業に積極的

に参加していただき、技術面、経費面から様々な検討を行った。その結果、導入、運用の費用に

ついて、WG参加市町村の現行費用総額より３８％の経費削減が可能な事業計画が立案できた。 

この計画をもとに全国で初となる共同利用型介護保険システムの実現に向けて目処を立てること

ができた。 

 

共同調達 

平成１７年度の協議会事業で作成した共同調達実施手順書を活用し、一般業務用パソコンの調

達を実施した。併せて、共同調達による成果の評価を実施し、今後の調達に活かすようビジネス

モデルの検討を行った。 

共同調達事業に関しては、なによりも、調達を実現できたことが大きな成果であった。それによ

り様々な課題も浮かび上がり、今後、共同調達を行う際の大きな財産を得ることができた。 

 

 


