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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19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（介護保険システム共同利用、共同調達、ITコンサルティングサー

ビス等）、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 

介護保険シテス

ム 共 同 利用 サ

ービス 

共同利用型介護保険システムの稼働を目指して、財団法人地方自治情報

センター（LASDEC）の「平成１９年度共同アウトソーシング レガシーシステ

ム移行促進事業」を導入し、平成 20 年 4 月実稼働に向けデータ移行やデー

タ連携等を実施。 

・共同利用 4 団体でデータ移行、データ連携の実施 

・システム構築、ネットワーク構築、操作研修等を実施 

高知県介護保険システム共同利用協議会を設立。 

・事務局業務を電子自治体推進委員会に委託 

・利用 4 団体で、サービス利用にあたっての協定を締結 

・総合評価プロポーザル方式でサービス提供事業者を選定し、平成 20 年

度から 6 年間のサービス利用契約を締結 

共 同 調 達 サ ー

ビス 

12 月と 2 月に共同調達を実施。共同調達の効果を感じる金額（一定安価な）

で調達を実施。 

・標準的仕様を作成し、調整のうえ発注仕様を決定 

・電子自治体推進委員会事務局が共同調達協議会事務局を担当 

・調達手順書（簡易版）や見積手順書、見積説明書等資料の改訂 

ＩＴコンサルティ

ングサービス 

自治体職員向け情報セキュリティ研修の開催及び開催支援、並びにシステ

ム導入アドバイス、見積もり支援等を実施。 

・情報セキュリティ意識向上のため職員研修開催・支援及びアンケート実

施等 

・共同利用型介護保険システム導入アドバイス 

・後期高齢者医療制度へのシステム対応の見積もり支援 

・全会員市町村に対し、システム調達・契約事務等研修会開催 
国 費事 業導 入

支援 

国の公募事業に関し、会員企業などの協力で企画書等を作成し事業採択。 

・平成 19 年度共同アウトソーシング レガシーシステム移行促進事業

（LASDEC）5,000 万円：高知県共同アウトソーシング推進協議会（高知県

と 4 町村等（仁淀川町、梼原町、土佐町、中芸広域連合）で構成） 

・地域 ICT 利活用モデル構築事業（見守り・助け合い支援システム）(総務

省)（3 年間で 1.74 億円）：津野町 

・公共スポーツ施設等活性化助成事業（地域活性化センター）1,000 万円： 

1 団体（県内市町村）が申請中 
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１．委員会の活動の目的 

 

  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 

 

平成19年度においては、地元企業が中心となって、高知県、県内市町村、県外企業と連携し

て、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、介護

保険システム共同利用サービスの導入など新たな共同利用サービスの提供を通じて、情報シス

テムの共同利用の仕組みづくりをより一層、具体的に進めていく。また、運営組織においても、

民間主導により運営組織を強化し、企画営業部門、事業実施部門、総務事務部門で、それぞれ

に部門長を置き積極的に事業展開を実施する。 
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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
（総務事務部門）

顧問

企画営業部門

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

事業実施部門

顧 問

上原哲太郎准教授（京都大学大学院）
大山永昭教授（東京工業大学大学院）
清水明宏教授（高知工科大学大学院）
須藤修教授（東京大学大学院）
寺本振透弁護士（西村あさひ法律事務所）
松尾明教授（青山学院大学大学院）
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2.2 役員 

 

 

幹 事 長 ㈱高知電子計算センター 

幹    事 
高知県、土佐清水市、香南市、四万十町 
㈱高知電子計算センター、四国情報管理センター㈱、 
㈱ソフテック、㈱日立製作所、富士通㈱ 

 

企画営業部門長 ㈱高知電子計算センター 営業部部長 田村 和雅 
事業実施部門長 ㈱高知電子計算センター 第三システム部部長 長野 和夫 
総務事務部門長 
(事務局長） 

高知県政策企画部情報政策課課長 伊藤 博明 

事務局員 業務委託先職員（会員）及び情報政策課職員 
※職員構成については3.10.3 事務局員の役割 を参照。 

 

 

 2.3 平成１９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 
仁淀川町 

①サービス提供事業
ＩＴコンサルティングサービス
共同調達サービス
電子申請サービス導入支援
介護保険システム利用サービス運営支援
その他要望により提供可能なサービス

③サービス実証・開発事業（ＷＧ事業）
各会員市町村のニーズにより設置

④国費導入支援･検討事業

⑤共同利用普及・啓発事業
啓発セミナー開催、研修会開催

⑦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
（県の市町村情報化推進支援業務、共同
運営組織の事務局業務の受託など）
、民間展開事業の検討

⑥自治体職員教育支援事業
研修会、講習会開催

②新運営組織の検討
平成２０年度からの自立に向けて
組織の在り方等を検討
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  2.3.2 収支計画（一般事業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3.3 収支計画（収益事業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 年間スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営主体・組織形態の検討

委員会幹事会

企画営業部門

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

H２０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

委員会事務局

（総務事務部）

市町村 H20年度予算検討

市町村説明

予算化支援

事業計画、収支計画の立案・ 評価、企画営業活動

H19国費事業検討･準備

共同運営組織事務局受託業務

実施
計画
策定

各ＷＧ調整等

総
会
（
最
終
報
告
）

契約

市町村のニーズ、利用条件

将来計画の検討

市町村ニーズ把握

ビジネスモデル（中間）の検討 ビジネスモデルの精査

平
成
20
年
度
事
業
実
施
方
向
性
の
決
定

（
中
間
取
り
ま
と
め
）

最終取りまとめ

新運営組織の設
立準備

情報ｼｽﾃﾑ共同利用サービス提供（電子申請、介護保険、ＩＴｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾞ等）

H20年度に向けて
の準備作業実施

新運営組織の設立準備

総
会

事業実施部門

介護共同利用協議会設立総会

【収入】 【支出】
(単位：千円)

300×4団体

共同利用協議
会負担金

1,200受託収入

備考

1,200

金額小項目

事業費

中項目

合計

事業費

大項目

300×4団体

共同利用協議
会負担金

1,200受託収入

備考

1,200

金額小項目

事業費

中項目

合計

事業費

大項目

(単位：千円)

1,200業務委託費

備考

1,200

金額小項目

事業費

中項目

合計

事業費

大項目

1,200業務委託費

備考

1,200

金額小項目

事業費

中項目

合計

事業費

大項目

【収入】 【支出】
(単位：千円)

前年度繰越
金収入

繰越金 600繰越金

共同調達50調達協議会
会費収入

諸収入 預金利息等

200×15

市町村

200×12社

県補助金

備考

9,051

1

5,400

3,000

金額

雑収入

会費収入

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

前年度繰越
金収入

繰越金 600繰越金

共同調達50調達協議会
会費収入

諸収入 預金利息等

200×15

市町村

200×12社

県補助金

備考

9,051

1

5,400

3,000

金額

雑収入

会費収入

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

6,821計

2,230計

9,051合 計

151予 備 費

顧問、講師謝金200報償費

交通費実費、旅
費

700交通費

ＩＴコンサル等5,720業務委託費

事業費 会議室借上げ50WG活動費事業費

2,080小 計

150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

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

6,821計

2,230計

9,051合 計

151予 備 費

顧問、講師謝金200報償費

交通費実費、旅
費

700交通費

ＩＴコンサル等5,720業務委託費

事業費 会議室借上げ50WG活動費事業費

2,080小 計

150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

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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 2.5 参加団体 

 

     会員は24団体であり、高知県及び14市町村、1広域連合、8の民間企業が参加した。 

 

高知県 
自治体 
  15団体 安芸市、土佐清水市、香南市、安田町、馬路村、本山町、土佐町、

仁淀川町、梼原町、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町 
広域連合 
  1団体 

中芸広域連合 

民間企業 
  8団体 

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、四国情報管理センター㈱、㈱ソフテック、西日本電信電話㈱、

日本電気㈱、㈱日立製作所、富士通㈱ 
 

３．共同利用サービス提供事業 

 

 3.1 平成１９年度成果目標の達成状況 

 

評価項目 内容と評価 

平成20年度委員会事業への参加希

望市町村数 

○平成20年度参加予定：29団体（広域連合を含む） 

 ・平成19年度会員数（15団体）から14団体増（予定） 

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 

 ・共同利用型介護保険システム

利用サービスの参加希望団体

増 

 ・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 

○ITコンサルティング 

 ・平成19年度（3/3現在） 26件（延べ33回、443時間） 

 ・平成18年度       32件（延べ40回、252時間） 

 ・職員向け研修(セキュリティ、調達等）の開催や契約内

容の評価、システム改修時の見積り支援作業に対するニ

ーズが高い 

○共同利用型介護保険システム利用サービス 

 ・平成20年4月から4団体（8町村）でサービス利用開

始予定。 

○新規の共同利用サービス 

 ・平成20年度からLGWANサービス提供設備の共同利用を

実施予定。 

 ・新協議会への参加団体はほとんどが参加を検討中。 

新運営組織の具体的な運営計画が

検討されていること 

○平成20年度から任意協議会である高知県電子自治体推進

協議会（3月18日に設立総会開催）と特定非営利活動法

人高知県地域情報化推進協会（4月1日に設立登記予定）

が連携して電子自治体推進事業を実施する計画が第 3回

幹事会にて承認済み。（高知県情報産業協会へも報告済

み） 
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 3.2 介護保険システム共同利用サービス 

 

  3.2.1 目的  

     市町村の介護保険システム運用に関する経費を削減しながら、業務の効率化と住民サ

ービスの向上を図るために、介護保険システムの共同利用化を実施する。 

     本年度は、実施体制の確立や、昨年度、電子自治体推進委員会のＷＧで検討のうえ策

定した共同利用計画に基づいて、平成２０年４月実稼働を目指したシステム構築及びデ

ータ移行やデータ連携などを実施した。昨年度に引き続き、LASDECの助成事業を導入し

て、共同利用システム移行への課題解決を図った。 

 

  3.2.2 成果目標 

     平成２０年４月の共同利用型介護保険システム稼働に向けた取り組みを実施する。こ

のため、共同利用参加団体を支援するとともに、事務局業務を担当するなど関係者間の

調整を実施する。（参照 資料編 資料１－１） 

    （１）共同利用のスケジュール計画の設定 

    （２）データ移行やデータ連携など課題解決のための助成事業導入 

    （３）共同利用組織の設立 

    （４）継続した利用確保のための協定書を締結 

    （５）事務局業務を外注（電子自治体推進委員会事務局が担当） 

    （６）介護保険システム共同利用のサービス利用料・SLAを決定 

    （７）総合評価プロポーザル方式でサービス提供事業者を選定 

    （８）システム構築など実稼働に向けた調整 

    （９）共同利用化のノウハウ習得 

 

  3.2.3 実施体制及び実施状況 

    （１）組織体制 

       介護保険システム共同利用に関係する団体が相互に連携して、共同利用型介護保

険システムの導入に取り組んだ。（参照 資料編 資料１－２） 

      ア 電子自治体推進委員会 

電子自治体推進委員会では、介護保険システム共同利用関係者の調整や情報提

供、また、事務局業務受託者として、委員会事務局がサービス調達資料の作成や

意見の取りまとめなどを実施した。 

      イ 高知県介護保険システム共同利用準備協議会 

        共同利用には組織体制を確立しておくことが必要になるが、平成１９年３月か

ら共同利用に向けて、県と共同利用に関心のある市町村で高知県介護保険システ

ム共同利用準備協議会（以下、「準備協議会」という。）を７回開催した。 

      ウ 高知県介護保険システム共同利用協議会 

  本利用組織である高知県介護保険システム共同利用協議会（以下、「協議会」と



電子自治体推進委員会 

 
－10－

いう。）を平成１９年７月１２日に設立した。介護保険システム共同利用に向けて

の実施主体として、この協議会が中心になって取り組むこととなった。 

  協議会の業務として、共同利用にあたって協定書の締結、サービス利用料・SLA

の決定、サービス提供事業者の決定など総会を開催して実施した。 

事務局業務は電子自治体推進委員会に委託して実施したが、協議会事務局とし

て共同利用に必要な協定書案やサービス調達資料の作成などを行った。 

      エ 高知県介護保険システム共同利用協議会選定委員会 

        各参加団体から委員１名と外部委員２名の計６名で、提案のあったサービス提

供内容を審査し、その結果を協議会に意見を付けて報告した。 

      オ 高知県共同アウトソーシング推進協議会 

        県と４団体（土佐町、仁淀川町、梼原町、中芸広域連合）で組織する高知県共

同アウトソーシング推進協議会は、LASDECの共同アウトソーシング レガシーシ

ステム移行促進事業を導入し、共同利用型介護保険システム移行時に課題となる

データ移行やデータ連携などの作業を実施した。 

これらの実作業は、パッケージ提供ベンダやサービス提供事業者及び既存の基

幹システム保守運用事業者に委託して実施した。 

 

    （２）事務局 

       協議会に事務局を設置して、サービスの調達、システム導入や運用支援、総会の

開催、協議会会員の意見の取りまとめ作業などを実施する。 

この事務局業務は、利用市町村の職員が直接担当するのではなく、外部委託して

実施し、職員の事務負担を軽減する。協議会の会費負担金として、１団体あたり年

間３０万円を予算化しており、この予算を事務局委託費として執行した。 

       特に本年度は、サービス調達のために仕様書案、契約書案、提案依頼書の作成、

会則案の作成など多岐にわたる資料作成や選定委員会の調整、協議会会員間の調整

などを実施した。（参照 資料編 資料１－３） 

 

    （３）実施状況 

       電子自治体推進委員会の主要な事業である「介護保険システム共同利用」につい

ての取り組みは、４月以降、県内市町村担当者に共同利用への参加呼びかけに始ま

り、準備協議会での利用要件等の調整、７月の高知県介護保険システム共同利用協

議会の設立、協定の締結、調達サービスの決定、サービス提供事業者の決定、サー

ビス利用契約の締結へと至った。 

並行して、高知県共同アウトソーシング推進協議会による助成事業への応募、採

択、レガシーシステム移行促進事業委託業務の契約締結と続いた。引き続き、９月

には、サービス提供事業者によるシステム構築等の作業が開始され、その他関係団

体との調整により、共同利用型介護保険システムへの移行作業が開始された。この

間、データ移行やデータ連携作業を実施しながら、１１月にはシステム構築、１２

月にはネットワーク構築が完了し、１月から試験稼働として、ネットワークを通じ
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て、サービス利用端末からシステム操作確認が実施できるようになった。 

３月には、操作研修やデータの本移行処理、並行稼働を経て、平成２０年４月１

日から実稼働を迎えることとなった。（参照 資料編 資料１－４） 

 

  3.2.4 達成状況及び実施成果の骨子 

    （１）共同利用のスケジュール計画の設定 

       会員に電子自治体推進委員会総会で概略のスケジュール案を説明し、準備協議会

でスケジュール計画案を調整した。協議会が設置されると同時にスケジュール計画

を決定し、介護保険システム共同利用の関係者と情報共有を図った。 

 

    （２）データ移行やデータ連携など課題解決のための助成事業導入 

       既存の稼働中である基幹システムを別のシステムに移行させるためには、現在保

有し運用しているデータを移行させること、また、データ移行後は、住基システム

など関連のシステムとの間で更新データを共有する仕組みが必要となる。このデー

タ移行やデータ連携に要する費用が高額で、共同利用の実現のための課題となるた

め、この課題を何らかの方策で解決し、移行経費をできるだけ低減する手法を検討

した。 

       その手法としては、LASDECの「平成１９年度共同アウトソーシング レガシーシ

ステム移行促進事業」を導入し、データ移行ツールやデータ連携ツール、これらの

手順書、操作マニュアル等を作成したうえで活用を行った。 

この成果は、LASDECの地方公共団体業務用プログラムライブラリ（以下、「LASDEC

ライブラリ」という。）に登録され、新たに共同利用に参加してくる市町村のために

も活用できることとなった。 

 

    （３）共同利用組織の設立 

       システム共同利用にあたっては、意見の集約や方針の決定などの共同で一本化す

る事案があるため、利用組織が必要となる。このため、準備協議会で検討してきた

内容をもとに、共同利用組織を任意団体の「高知県介護保険システム共同利用協議

会」として、平成１９年７月１２日に土佐町、仁淀川町、梼原町、中芸広域連合の

４団体で設立した。（参照 資料編 資料１－５） 

 

    （４）継続した利用確保のための協定書を締結 

       共同利用型介護保険システムの利用団体間で、共同利用する条件などを取り決め

ておくことが必要である。その内容を「協定書」として取り決めし、４団体が相互

に協定を締結することとして、協議会の設立と同時に実施した。 

 

    （５）事務局業務を外注（電子自治体推進委員会事務局が担当） 

       事務局業務は、平成１９年７月１３日付けで電子自治体推進のために県と市町村

や民間企業が参加して組織する社団法人高知県情報産業協会内の電子自治体推進委
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員会が受託した。電子自治体推進委員会事務局が業務を担当し、協議会が実施する

介護保険システム共同利用のスケジュール策定やサービス調達案などの支援業務を

実施した。 

 

    （６）介護保険システム共同利用のサービス利用料・SLAを決定 

       準備協議会で検討した内容をもとに調整し、協議会の設立後、共同利用に向けて

サービス調達を実施するためにサービス利用料・SLAを決定した。 

 

    （７）総合評価プロポーザル方式でサービス提供事業者を選定 

       サービス利用料や SLAを含んだ内容の共同利用サービス調達仕様書及びプロポー

ザルのための提案依頼書（RFP）を作成した。７月下旬には、協議会総会で提案依頼

内容を決定し、サービス提案を募集した。協議会に設置する選定委員会が提案内容

を審査のうえ、審査結果に意見を付けて協議会へ報告し、協議会総会でサービス提

供事業者を特定した。提案書に意見が付いた内容を反映するなどの調整を行った後、

契約承認のために総会を開催してサービス提供事業者の決定と契約の締結を行った。 

 

    （８）システム構築など実稼働に向けた調整 

       サービス利用契約やレガシーシステム移行促進事業の委託業務など一連の契約が

整った時点で、介護保険システム共同利用に関係する者が一堂に会して、キックオ

フの打合せ会を実施した。この会で、実稼働までのスケジュール計画を提示して意

識合わせを行い、各業務や実施作業の調整方法及びその手順を決定した。 

       各業務の進捗は、共同利用型介護保険システムのパッケージ提供ベンダに統括業

務を委託して全体スケジュールの進捗管理を実施した。また、毎週、各業務担当か

ら進捗の報告を受けることと、定期的にレビューや進捗状況の報告、関係者の打合

せ会を開催して意識合わせをすることで、個々の課題を解決しながら、着実にシス

テム導入作業を実施した。 

 

    （９）共同利用化のノウハウ習得 

       市町村で運用中の住基や税などの基幹システムの共同利用化について、昨年度の

共同利用計画の策定方法やその活用をどう図っていくのかが課題である。複数市町

村による共同利用の取り組みでは、単独でのシステム調達にはない参加団体間の意

見取りまとめが必要である。本年度の取り組みによって、電子自治体推進委員会が

関与しながら共同利用を実現する実例が誕生するとともに、その取り組み手法がそ

のまま委員会のノウハウとして習得、蓄積できたのではないかと考えている。今後、

介護保険システム以外の基幹システムの共同利用化に活用できると考えている。 

 

  3.2.5 今後の課題 

     共同利用型介護保険システムは、平成２０年４月１日から本格稼働し、運用を行って

いくことになるが、まずは、当初の４団体での着実な運用と実績の確立を行い、その状
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況を他の市町村に広く周知しながら、利用団体の増加につなげる取り組みを実施する必

要がある。利用団体が増加することは、経費的には割り勘効果が働いて共同利用に参加

する全ての団体にメリットが出ることになる。 

後期高齢者医療制度の導入など医療制度の見直しが色々と出てきたが、他の制度とは

いえ介護保険システムも全く関係がないわけではない。特別徴収一本化対応や国保連と

のデータ連携方式が変更される事例のように、関係する基幹システム全てでインタフェ

ースを変更するシステム改修が必要となるなど、大なり小なり影響が出る場合があり、

今後もシステム改修が想定される。また、３年に一度の制度見直し対応を平成２０年度

中に実施しなければならないことが予定されているが、当初の利用計画どおり、共同利

用による効果としてシステム改修費削減ができることを、協議会会員はもとより、会員

以外の参加を検討中の市町村に明示していくことが重要である。 

     経費についは、一定数以上の団体が利用することによって、サービス利用料やシステ

ム改修費などが低減できる。今後とも、共同利用による経費削減を達成するため、制度

改正や他システムとの連携などを除き、いわゆるカスタマイズは実施しない形の運用に

努めることが必要である。 

     運用については、サービス調達時に提案当初の内容をベースに SLAを取り決めている

が、運用を行いながら、未確定なものは確認のうえ内容を追加するなど精度の向上や内

容の充実を図っていく必要がある。 

     協議会の事務局業務は、今後も外部委託していくこととしており、これまでの取り組

みノウハウを活かしながら会員の支援や共同利用型介護保険システムの運用支援を実施

していくことになる。 

     利用団体を支援して、共同利用の円滑な実施を図ることで、他の会員（市町村）との

情報共有にもなり、共同利用の拡大に役立つ情報ともなる。基幹システムの共同利用化

が行政経費の削減や職員の事務負担軽減、事務の効率化やひいては、住民サービスの高

度化、多様化へとつながることを実感、体感してもらう良い機会としてとらえて行くべ

きで、事務局業務のみならず、積極的に支援を実施することが必要である。 
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 3.3 共同調達サービス 

 

  3.3.1 目的 

           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等の調達を実施し、会員

がより安価に情報機器を調達することにより、説明責任の達成や行政経費の削減を行

う。併せて、課題の把握や対応方策について、随時、手順書などに検討内容を反映さ

せ、会員に提供するなど電子自治体推進委員会内で情報共有を図る。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に取り組んでサービス提供を行

った。 
 

  3.3.2 成果目標 

項番 成果目標 評価内容 備考 

１ 
共同調達による安価な調達実

施 
1 調達実施（年間２回程度） 
2 経費削減効果の評価 

 

２ 
共同調達の課題検討、解決 1 市町村の条例、規則との調整 

2 実調達の実施方法、役割分担 
 

３ 

共同調達実施手順書等の充実 1 手順書の活用、実施内容反映 
2 調達関係資料の作成、充実 
3 調達実施フロー図の作成 
4 標準的仕様の作成 

 

 

  3.3.3 実施項目・内容 

項番 実施項目 実施内容 備考 
１ 調達意向（希望）把握 会員市町村に年度内の調達台数や

時期を照会して取りまとめ 
 

２ 標準的仕様の作成 一般業務用パソコンの標準的仕様

の調査、検討、作成、情報提供 
 

３ 実施計画 共同調達実施のスケジュールを設

定し、計画を策定 
 

４ 共同調達課題の検討 各参加市町村が会計担当部局等と

調整し、条例や規則等との課題を整

理、解決 

 

５ 共同調達の実施 共同調達協議会による実施  
６ 共同調達実施手順書等の充実 実施内容や結果等を手順書、実施フ

ロー図等に反映 
 

７ 共同調達の評価 経費削減効果などの評価  
８ 共同調達経費の算定 経費を算出し、会員外参加団体に請

求、受領 
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  3.3.4 進捗状況 

       実施計画に基づいて、当初６月に予定した共同調達については、調達予定の照会や

会員間の情報共有を図り、再々度、参加希望の調査を行ったが、調達時期や調達仕様

の調整が不調となり、１２月が第１回目の実施となった。標準的仕様（機器スペック

仕様）を１０月に作成し、会員への情報提供を行った。（参照 資料編 資料２－１） 

      以下の調達スケジュールに基づき、１２月及び２月に共同調達を実施した。 

 

月日 事業項目 内容等 備考 
４月１８日 調達照会 調達調査  
５月１４日 調達調整 調達時期調整、スケジュールの設定 
７月２３日 調達照会 調達予定の照会 
８月 ２日 予定価格公表 予定価格の事後公表の情報提供 
１０月１５日 標準的仕様作成 一般業務用パソコン仕様作成 
１１月２６日 第１回調達 共同調達協議会、スケジュール 
１２月 ４日 第１回調達の実施 仕様決定、業者選定等 
１２月１４日 見積期限 業者決定、発注、契約 
１２月２５日 納品 確認検査、支払 

第１回 

 １月 ８日 調達照会 調達予定の照会 
 １月１５日 第２回調達 共同調達協議会、スケジュール 
２月１３日 第２回調達の実施 仕様決定、発注（見積）等 
３月１２日 納品 確認検査、支払 
３月１５日 調達の評価 課題整理、経費削減効果の把握 

第２回 
 
 
 
 

 

  3.3.5 実施体制 

        共同調達の実施体制としては、社団法人高知県情報産業協会電子自治体推進委員会の

会員市町村が、任意の団体である共同調達協議会を設置し共同調達を実施し、電子自

治体推進委員会事務局が共同調達サービスとして、協議会事務局業務を担当した。こ

のほか、会員市町村への情報提供や、会員外市町村にも費用負担を前提とした共同調

達への参加を呼びかけて実施した。（参照 資料編 資料２－２） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（共同調達協議会） 
任意協議会を設置し実施 

第１回：土佐町、仁淀川町、梼

原町、中芸広域連合 
第２回：仁淀川町、大月町 
（会員外：室戸市、宿毛市、東

洋町、奈半利町、北川村） 

（調達支援サービス） 
情報収集・提供、調達取りまと

め、共同調達協議会事務局（事

務局業務担当：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） 
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3.3.6 実施状況 

  （１）調達意向（希望数量）調査（５月） 
 

時期／団体 A B C D E F 合計 備考 
４月初旬 2      2 ４月単独購入 
４月下旬  44     44 ４月単独購入 
６～７月   10    10 ６月単独購入 
６月    ○33    33 教育用 
７月     ○45   45 教育用 
時期なし      1 1  
合計 2 44 10 33 45 1 135  

   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。 

 

当初は、９月と２月の年２回で実施する予定であったが、調査結果をもとに、第１回

を６～７月で調整することとした。平成１９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 ６～７月調達実施予定（７月下旬納品） 
イ 第２回 １月調達実施予定（２月下旬納品） 

 

     第１回の調達予定に合わせて、調達希望の再照会や仕様の確認、共同での調達依頼な

どを実施したが、教育用パソコンや単独での調達意向が強く、結果的に６～７月は実施

できなかった。 

     １１月になり、介護保険システム共同利用への参加市町村からネットワーク構築用の

VPNルータとファイアウォールの調達希望が事務局に寄せられ、１２月中の調達を決定

し、電子自治体推進委員会会員への希望調査を実施した。 

     また、第２回の実施を調整中に、総合防災情報システム利用端末の更新が必要となっ

ていることが判明したため、会員を中心に希望を募った。積極的に共同調達を希望する

団体は少なかったので、メールや電話、市町村を訪問しての事業説明等により、会員外

市町村を含めて７団体での共同調達が実現することとなった。 

 

   （２）スケジュール調整等 

     スケジュールは、調達希望と同時に納入希望時期を調査のうえ、納期を設定して再度

参加希望を募る方法により調整を行った。 

その結果を受けて、共同調達協議会の設置から解散までのスケジュールを設定した。 

     また、調達実施の状況により、納期以外のスケジュールを変更するなど、可能な限り

柔軟な対応を行った。 

 

   （３）パソコン標準的仕様の事務局案作成（１０月１５日） 

平成１８年度の共同調達ＷＧで作成した標準的仕様を修正し、平成１９年度の標準的
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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 資料２－３） 
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 メインメモリを５１２MB以上から１GB以上に変更（デスクトップPC、ノートPC） 
ウ CD-ROM装置をCD-R/RW with DVD-ROM以上に変更（デスクトップPC、ノートPC） 
エ USBポート２．０を３つ以上に変更（デスクトップPC、ノートPC） 
オ OSをWindows XP Professional SP2 に「（または Vista Business）」を追加（デス
クトップPC、ノートPC） 

カ 統合ビジネスソフトを Office Professional 2003から Office Professional 2007に変
更（デスクトップPC、ノートPC） 

 

   （４）共同調達の実施内容 

     共同調達の実施に向けて、以下のとおり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、実施した。 

    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。 

    イ ネットワークで使用されている機器の状況から仕様案を策定し、共同調達参加市町

村間で仕様の確認をした。 

    ウ 競争見積方式により、第１回は VPNルータとファイアウォール、第２回は防災情報

システム利用端末とVPNルータ及び一般業務用パソコンを調達することとした。 

    エ 見積の指名対象は、営業種目としてパソコン等の取り扱いの登録会社とし、各々の

市町村すべてで登録されていることを条件とした。 

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

ととした。 

    カ 見積説明書には、見積の条件提示として、共同調達協議会が調達実施することや、

見積書はそれぞれの調達物品ごとに作成（単価見積）すること、また、各団体への契

約用の見積書は、改めて各団体ごとに作成することとして、落札会社に依頼すること

などを決定した。 

    キ 発注は、各団体の庁内での承認が確認できた後に、落札会社に通知して実施した。

事務局や落札会社は、全団体の承認手続きが終了したことを確認のうえ発注すること

とした。 

    キ 落札者との契約行為については、任意団体である共同調達協議会が実施するのでは

なく、事務局が送付する見積結果に基づき、個々の市町村ごとに庁内の承認を受けて、

契約手続きをすることとした。具体的には、契約行為などは権限委任ができないので、

見積書の取りまとめなど契約の準備手続までを電子自治体推進委員会事務局が支援し、

発注など権限に関する行為は参加市町村が直接実施した。 

    ク 競争見積手順書を入札手順書に準じて作成し、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。 

 

   （５）調達の実施 

 第１回、第２回ともそれぞれ共同調達協議会を設置し、その事務局を電子自治体推進
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委員会事務局が担当して、見積競争による共同調達を実施した。 

    ア 第１回 １２月（１２月２５日納期）（VPNルータとファイアウォール） 

    イ 第２回 ２月（３月１２日納期）（防災情報システム利用端末とVPNルータ、一般業

務用パソコン） 

 

   （６）調達の具体的対応 

    ア 見積競争手順書について 

     （ア）見積競争手順書の作成 

        共同調達における見積事務を執行するために、事務処理手続きを明確化する見

積競争手順書を作成した。この見積競争手順書を活用しながら、見積説明書の配

布や指名通知を行い、見積競争の準備、執行などを実施した。 

    イ 見積説明書等について 

     （ア）指定様式の作成 

        見積競争に使用する見積書等の様式を作成し、指名会社に配布した。 

       ・見積書 

       ・委任状 

       ・質問票 

       ・見積辞退届 

    ウ 指名通知について 

     （ア）指名通知書案の作成 

        見積の指名通知に使用する指名競争見積通知書案を作成した。 

    エ 共同調達の実施について 

     （ア）仕様の決定 

        仕様の決定については、一般業務用パソコンのスペックを標準的仕様として取

りまとめており、これをベースに仕様を作成することになるが、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、応札者によっては見積価格の逆転が起こる可能性がある

ので、共同調達とは、別途の調達として実施する必要がある。 

     （イ）競争の確保 

        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。 

        なお、本年度の共同調達は、台数や金額が少なかったため、入札形式に準じた
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取り扱いではあったが、一堂に会しない形の見積競争として実施した。 

     （ウ）業者の選定 

        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。 

        本年度は、見積競争への参加を辞退する会社もあったが、少なくても１０社以

上の指名を実施するなど、競争を確保する方策をとった。 

     （エ）見積の実施 

        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。 
        本年度は、見積競争として実施したため、見積書の取りまとめまでを事務局が

担当し、見積結果を会員市町村の担当者に送付した。 
        会員市町村では、予定価格（予算額）を確認のうえ、事務局に確認結果の通知

を行った。その結果を事務局で取りまとめて、応札会社（指名業者）に結果通知

を行った。同時に、契約手続き用に見積書の提出を依頼した。 

     （オ）契約の締結 

        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ので、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、調達条件の変更となり、落札者に不利益を与えることも想定される。

よって、見積の条件として、変更が起こりうる可能性を事前に説明書等で提示し

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。そのうえで、各参加団体の庁内承認の結果、発注の依頼が

できることを参加団体と落札者で再確認しておくことが重要である。 

        本年度の共同調達実施中には、共同調達協議会の設置後に、調達参加会員の異

動があり、仕様の決定や規約の変更など、事務作業の手戻りが何度も発生した。

庁内での承認時期を含めて、手順の取り決めや期限を厳格化するなど、より良い

実施方法を検討する必要がある。また、途中で、共同調達協議会の会員以外から、

契約予定金額を教示して欲しい旨の問い合わせが頻繁にあった。これは、共同調

達に参加する手間を省いて、落札額で別途随意契約しようとするお話であったの

で、共同調達を依頼したが、このような場合は今後も共同調達に参加するよう強

く要請していく必要がある。 

     （カ）納入の条件 

        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
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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。 

        本年度の共同調達は、高知県の東部と西部が共同で実施する形になったが、特

に納入経費についての異議はなかった。また、ネットワーク接続を行うことを条

件としていたため、こちらも、特に異議などはなく順調に実施することができた。 

     （キ）納入の期限 

        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、また見積説明書の配布から

見積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、余裕を持った事務処理ができるとともに、広く競争を確保しながら応札

者からより良い条件提示を期待して実施することができる。 

     （ク）調達の時期 

        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、できることなら、機

器、ＯＳの関係や年間での機種モデル発売時期などとの調整も事前に検討してお

くことが重要である。 

     （ケ）事務の負担 

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、事務の

すべてを担当することはできない。共同調達サービスでは、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、業者選定の決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。 
 

 

3.3.7 成果の骨子 

   （１）共同調達の実施 
共同調達実施手順書を活用して、平成２０年度内に２回の共同調達を行い、共同調達

の課題検討や調達の評価を実施した。この共同調達サービスにより、競争見積の手法の

確立や担当者による事務手続きの負担軽減など、その成果を会員を含めた県内市町村へ

周知することができた。 

 

    （２）共同調達の役割分担 

各市町村の権限に関する事務は、地方自治法上委任が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対応するのかが課題である。昨年度の共同調達の実践を通

じて、権限を委任しない形での事務手続方法などを確立するとともに、共同調達協議会

における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、各市町村の権限に関

する事務は市町村の事務担当者が直接実施した。 
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    （３）共同調達関係書類等の充実 
共同調達実施手順書に実施結果を反映するとともに、調達スケジュール表、見積競争

手順書、役割分担表などの調達関係書類の作成、整備を行った。（参照 資料編 資料２

－４、２－５、２－６） 

 

  3.3.8  達成状況 

   （１）成果 
    ア 調達実施 

平成１９年１２月１４日競争見積 「VPNルータ」を土佐町（１台）、仁淀川町（１

台）、梼原町（１台）、中芸広域連合（６台）の合計９台と「ファイアウォール」を仁

淀川町（１台）での共同調達を実施し、成果を得た。 

      また、平成２０年２月１３日競争見積 「防災情報システム利用端末」大月町（１

台）、室戸市（２台）、宿毛市（２台）、東洋町（１台）、奈半利町（１台）、北川村（１

台）の合計８台と「VPNルータ」を合計６台、さらに仁淀川町（３台）の一般業務用

パソコンの共同調達を実施し、安価な調達ができた。 

 

    （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 

        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、この標準的仕様を

もとに調達仕様を作成し、共同調達における納入時の条件などを付加して発注仕

様を決定した。 

      ②デスクトップ型パソコン発注仕様 

        CPU：CeleronD3.06Ghz以上、メモリ：1GB以上、ディスプレイ：TFTカラー
液晶 17inch以上、OS：Windows XP Professional SP2（またはWindows Vista 
Business）、オフィスソフト： MS-Office2007、等 

      ③ノート型パソコン発注仕様 

        CPU：CeleronＭ 1.73Ghz 以上、メモリ：1GB 以上、ディスプレイ：TFTカラ
ー液晶 15inch以上、OS：Windows XP Pro SP2（またはWindows Vista Business）、
オフィスソフト： MS-Office2007、等 

 

    （イ）調達価格について 

      ①第１回 
VPNルータ 単価：７１，９００円（税込み） 

        ファイアウォール 単価：８８，４１０（税込み） 
      ②第２回 
        防災情報システム利用端末 

（デスクトップ型パソコン） 単価：１６９，５７５円（税込み） 
         （ノート型パソコン） 単価：１６８，５２５円（税込み） 
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        VPNルータ 単価：８０，８５０円（税込み） 
        一般業務用パソコン 

（デスクトップ型パソコン） 単価：１１５，５００円（税込み） 
         （ノート型パソコン） 単価：１１５，５００円（税込み） 
 

    単価見積のため、調達物品ごとに税込みでの価格提示となっている。したがっ

て、見積記録後に作成する見積記録も、単価での掲載としている。 
実際の契約金額は、この額に団体ごとの調達台数を積算した金額となる。 
県内市町村での調達実績などから、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 

    共同調達実施手順書に本年度の調達状況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）の改訂 

        実作業での使用を目的とした共同調達実施手順書（簡略化版）を改訂し、共同

調達の実施を図った。 

 

 

    イ 共同調達の課題について 

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。 
また、市町村の担当者によると、調達財源等を確保する場合の課題があるとのこと

で、ひとつは当初予算で計画的な予算化を実施していないこと、また事業予算の場合

は、事業課に主導権があり、一般業務用パソコンの標準的仕様を定めていても、活用

されていないばかりか、あまり使用しないようなソフトや高機能な機器を導入してい

る場合があるとのことである。 

      共同調達においても、財政担当者や情報担当者が事業担当と調整の上、行政経費を

削減する取り組みを実施する必要がある。 
調達台数が少なければ、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、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。 

      入札参加者資格について、調達における業者選定は入札か競争見積を行って実施す
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ることになるが、応札者が入札（競争見積）へ参加するには参加市町村ごとに参加資

格者名簿に登録をされていることが前提になる。よって、応札希望者（入札（見積競

争）説明書交付者）が登録されていない場合は、登録の受付けや審査を実施すること

により、随時の登録が期限（入札日または競争見積日）までに可能となる必要がある。 

本年度の競争見積では、第１回は全参加団体が委員会会員であり４団体と少なかっ

たため、各団体の登録業者一覧を事務局で取りまとめて抽出し、指名業者の案を作成

した。第２回は、会員外の市町村が参加しており、当初８団体ということで、業者名

簿の取りまとめが困難となったこと、また、名簿登録が必須となる入札ではなく競争

見積となったことから、事務局の案として高知県の参加資格者名簿を活用することを

提案したところ、全参加団体の了承が得られた。そこで県の名簿から任意に１５社を

抽出し、各団体に追加や削除を含めて、１０社の選定を依頼した。その結果、１０社

目が同数となったことから、１１社を選定することとして対応した。 

      本年度の見積競争での予定価格は、一堂に会して実施しなかったため、見積結果を

個別の会員市町村に照会し、落札確認を行った。すべての団体で予算内に収まってい

ることが必要となるので、事務作業としては、手間を要したが、今後は、手間を省く

方法についても検討が必要である。 

 

    ウ 調達課題の解決方法案について 

市町村が共同調達をより容易に実施する（できる）条件として、次の項目を検討し

ていく必要がある。 

     （ア）課題の調整方法案 

①ライセンス 
市町村が、OSなどソフトについてはライセンス方式を柔軟に検討のうえ、統

一して調達すること。 
②調達方式 
予算措置の状況もあるが、市町村がリースなどでの調達も検討すること。 

③共同調達への参加 
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

できるので単独での調達は行わずに、共同調達で調達すること。 
④標準的仕様の活用 
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。 
⑤入札参加資格 
入札参加資格者名簿への登録のため、審査や登録は随時、迅速に行えること。 

⑥事務局の活用 
共同調達協議会を設立し、協議会が調達の手順などを調整する主体となるこ

とにより、電子自治体推進委員会事務局が応札者に条件を提示するなど調整を

行うこと。 
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    エ 提供サービスの検討について 

    （ア）課題の解決方法案について 

      ①作業経費について 

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人日程度の作業を要していることが明らかとなった。 
共同調達の回数が増えて実績を積み事務作業の習熟を考慮したにしても、一定

量の事務作業は常に発生する。 
今後の共同調達でも、事務作業とその作業時間を精査し作業効率の改善や手法

の見直しに努めていく必要がある。 

      ②手数料負担について 

        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は、会員向け

の共同調達サービスとして新たな経費負担は求めないが、会員以外の市町村が共

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している。 

      ③サービス提供について 

作業にかかる人件費をパソコン調達経費に上乗せすることは、共同調達の規模

が数量的にも金額的にも小さいことから現実的に困難である。現時点では、共同

調達サービス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。 
委員会全体としての視点では、共同調達をサービス提供のひとつとすることで、

会員にはより多くの機会、共同調達に参加してもらえることや、現在非会員の団

体には会員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もらう

ことで、会費収入の増加を図ることができる。また、会員が増えて委員会が充実

することで、結果として、会員により良いサービスを提供することができる。 

 

  3.3.9  その他今後の課題 

調達に係る事務局の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。 
     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、会員以外の市町村への共同調達参加の働きかけと、会員市町村内ではこれまで調

整が十分行なわれていなかった事業課や、教育委員会などへも共同調達を働きかけて行

く必要がある。なお、各会員の財政担当者にも実施状況や共同調達のメリットを説明し

ていくことで、情報担当者と共同で調達の実施ができるのではないかと考えている。 

 

  3.3.10  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

準的仕様を会員市町村へ情報提供した。調達仕様を検討するうえ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事務

局が市販パソコンの状況などを調査して、その結果を標準的仕様に取りまとめたもの
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である。電子自治体推進委員会の作成した仕様が、各市町村の内部で説明ができるも

のとして定着し、取り扱われていると考えられる。市町村の事業実施は、住民に説明

責任を求められる場合が多くなっていることから、その意識が反映されているものと

考えている。 

また、市町村の担当者は、調達の事務負担軽減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労力が必要となるので、

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しているのではないかと思われる。 

      本年度の実績や実施状況の周知を図ることにより、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

市町村に対して、電子自治体推進委員会への参加と共同調達を呼びかけ、ニーズの把

握に努めていく。 
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 3.4 ITコンサルティングサービス 

3.4.1 目的 

委員会市町村を対象に、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後期高齢者医療制度への対応 
②市町村訪問 
③情報セキュリティ研修並びに情報提供 
④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 
⑤システム、機材導入検討時の相談対応、情報提供 
⑥担当職員に対するベンダとの協議や調達についての支援 
 

  3.4.2 実施状況 

 （１）実施方法について 

    ①事務局が事業計画に基づき主体的に実施 

    ②質問や支援についての要望に対応 

    ③情報提供など一方向での実施形態 

 （２）成果について 

    ①後期高齢者医療制度に伴うシステム改修は、会員の主体的な取り組みにより、委

員会の仕組みを活用してベンダごとに対応し、当初見積りより大幅に安価な契約

額となる成果を得た。 

    ②質問や支援要請に個別対応して、課題解決の支援を実施した。 

③市町村訪問や情報提供などによって情報共有を図った。 

④情報セキュリティ研修の実施並びに実施支援を行った。 

実施件数：26件（延べ33回、443時間対応） 

（平成18年度：32件（延べ40回、252時間対応）） 

     なお、今後も（各市町村が）情報共有による主体的な取り組みを行うことにより、

会員市町村が電子自治体推進委員会の仕組みを活用し、共同対応で課題解決に取り

組んでいく。 

 

【活動内容】 

○ 「“見積もり支援” 」（後期高齢者医療制度）    1件 

○ 「ITコンサルティング市町村訪問」（全会員市町村）   2件 

○ 「“セキュリティ対策研修”支援実施」（市町村職員向け）  2件 

○ 「“システム導入”アドバイス」（共同利用型介護保険）   2件 

○ 「各種情報提供」（再委託のチェック方法、介護保険システム共同利用 

   スケジュール、セキュリティ研修の問題／回答、住基カード多目的 

   利用に関する情報提供、税システム共同利用等）         10件 

○ 「“パソコン標準仕様”アドバイス」（業務、一般パソコン標準仕様提供） 1件 

○ 「“システム導入”アドバイス」（共同利用型財務会計システム）  1件 
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○ 「“技術支援”」（無線LANによるインターネット活用）   1件 

○ 「“職員向けセキュリティ研修”開催」     1件 

○ 「“システム調達、契約事務等研修”開催」（全会員市町村）  1件 

○ 「“職員向けセキュリティ研修”アンケート作成」   1件 

○ 「“職員向けe-ラーニング手引書”作成」    2件 

○ 「“ネットワーク概要調査”」（インフラ網接続概要図作成依頼）  1件 

合計 26件 

 

また、今年度特にニーズの多かった市町村職員向け「情報セキュリティ研修」のうち、

Ｆ町にて実施したセキュリティ研修の実施内容・アンケート結果等については資料編

の資料3「情報セキュリティ研修開催資料」を参照。 

ITコンサル実績一覧 

項

番 

区分 
（コンサル・

相談など） 
年月 分類 対応内容・ポイント 

手段 
（訪問・電

話など） 

1 コンサル 平成 19 年 5 月 契約内容（A 町） 
再委託に対してチェック方法の検討

依頼 
メール 

2 コンサル 平成 19 年 5 月 情報提供（B 町） 

後期高齢者医療制度を考慮した介

護保険システム共同利用のスケジュ

ールについての情報提供 

電話等 

3 コンサル 平成 19 年 5 月 
見積支援 

（全会員市町村） 

後期高齢者医療制度へのシステム

対応の見積依頼 
メール 

4 

コンサル 

（市町村訪

問） 

平成 19 年 6 月～７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、今年度の事

務局体制、事業の実施状況につい

て説明し、現在の会員市町村の課

題や委員会への期待などの意見交

換 

訪問 

5 コンサル 平成 19 年 6 月 情報提供(Ｃ市） 
情報セキュリティ研修の問題／回答

集（電子ファイル）を提供 
メール 

6 コンサル 平成 19 年 7 月 
情報提供 

（全会員市町村） 

住基カードの多目的利用に関する

事業の公募について情報提供 
メール 

7 コンサル 平成 19 年 7 月 情報提供（Ｄ町） 

県の市町村振興課からの共同利用

等についての電話調査に関する情

報提供 

メール 

8 コンサル 平成 19 年 7 月 

システム導入（共同

利用型介護導入団

体） 

共同利用型介護保険システム導入

団体向け後期高齢者医療制度対応

案の提案及び説明 

訪問 
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項

番 

区分 
（コンサル・

相談など） 
年月 分類 対応内容・ポイント 

手段 
（訪問・電

話など） 

9 コンサル 平成 19 年 8 月 情報提供（E 町） 
税システムの共同利用に関する事

例紹介 

メール、電

話 

10 コンサル 平成 19 年 8 月 
契約書式 

（全会員市町村） 

高知県の情報処理業務の契約書式

について照会があり、最新版の契約

書式を参考として送付 

メール 

11 コンサル 平成 19 年 8 月 契約（E 町） 
後期高齢者医療制度対応の契約書

の内容についての問い合わせ 
電話等 

12 コンサル 平成 19 年 8 月 
情報提供 

（全会員市町村） 

高知県が予定価格の事後公表を実

施することについて情報提供 
メール 

13 コンサル 平成 19 年 9 月   項番 11 の継続対応 電話 

14 コンサル 平成 19 年 9 月 
講習会開催依頼（F

町） 

職員向けセキュリティ研修の開催依

頼に対する実施計画の検討 
訪問 

15 コンサル 平成 19 年 9 月 システム導入（B 町） 
システム導入費用調査時の作業手

順についてポイントを説明 

電話、訪

問 

16 コンサル 平成 19 年 10 月 情報提供（F 町） 

委託契約における情報の庁外保管

における、法令等の規定や条例の

関係について説明及び情報提供。 

メール 

17 コンサル 平成 19 年 10 月 契約内容（H 村） 

県の契約標準書式や個人情報保護

の特記事項などについて説明及び

情報提供。 

メール・電

話 

18 コンサル 平成 19 年 10 月 
パソコン標準仕様

（全会員市町村） 

業務用一般パソコンの標準的仕様

の提供 
メール 

19 コンサル 平成 19 年 10 月 
情報提供（全会員市

町村） 

市町村業務でのバーコード、OCR、

マークシートの使用状況調査・情報

交換 

メール 

20 コンサル 平成 19 年 11 月 システム導入（G 町） 
共同利用型財務会計システム等の

導入についての検討 
メール 

21 コンサル 平成 19 年 11 月   項番２０の継続 訪問 

22 コンサル 平成 19 年 12 月 
研修会開催 

（全会員市町村） 

情報政策課を講師に招いたシステ

ム調達や契約事務等についての研

修会を開催 

集合研修 
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項

番 

区分 
（コンサル・

相談など） 
年月 分類 対応内容・ポイント 

手段 
（訪問・電

話など） 

23 

コンサル

（市町 

村訪問） 

平成19年12月～平成

20 年 2 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、来年度の事

業計画や情報システムアンケートを

説明し、現在の会員市町村の課題

や委員会への希望などの意見交換 

訪問 

24 コンサル 平成 20 年 1 月 技術支援（Ｆ町） 

ADSL が引き込めない地区での無線

によるインターネット活用環境（ネット

ワーク）の構築についての技術支援 

電話 

25 コンサル 平成 20 年 1 月   項番２２の継続対応（現地調査） 訪問 

26 コンサル 平成 20 年 1 月 法改正対応（Ａ町） 

国保システムの「保険料特別措置凍

結対応」（補助金申請）についての

調査 

電話 

27 コンサル 平成 20 年１月   
項番１４の継続対応（研修計画の検

討・レビュー） 

委員会事

務所 

28 コンサル 平成 20 年 2 月 
講習会開催依頼（Ｈ

町） 

職員向けセキュリティ研修の開催依

頼に対する実施計画の提案・説明 
訪問 

29 コンサル 平成 20 年 2 月   
項番１４の継続対応（研修会の実

施） 
訪問 

30 コンサル 平成 20 年 2 月   
項番１４の継続対応（研修アンケート

の実施） 
メール 

31 コンサル 平成 20 年 2 月 
情報提供（全会員市

町村） 

県の情報システム担当者研修会へ

の参加案内 
メール 

32 コンサル 平成 20 年 2 月   
項番２８の継続対応（ｅラーニング手

引書（Ｖｅｒ.2）の送付） 
訪問 

33 コンサル 平成 20 年 2 月 
ネットワーク概要調

査（Ｉ村） 

インフラ網の接続概要図の作成依

頼 
電話 

         

    

    対応件数： 26 件  

    延べ対応回数： 33 回  

    延べ対応時間： 443 時間  

      

  注）上記には全会員市町村訪問（ＩＴコンサル）2 回を含む  



電子自治体推進委員会 

 
－30－

 

 3.4.3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 

ができたが、そのための方向性として市町村・高知県・事務局がそれぞれ以下の役割分担 

をしつつ取り組んでいく必要がある。 

（１）市町村：会員市町村で課題を共有し、当事者として問題解決に当たり、ITコンサ 

          ルティングを通じて事務局（企業、高知県）に支援を依頼する。 

   （２）高知県：会員市町村のとりまとめ、意見集約を行う。 

          また、企業（事務局員含む）が対象の案件については、中立的な立場で 

          課題解決のための支援を行う。 

   （３）事務局：ITコンサルティングを通じて、市町村の課題解決の場の提供、支援およ 

    び提案を行う。事務局で対応できない案件については、企業のコンサル 

          ティングサービス（有料）を紹介する。 
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 3.5 市町村訪問 

3.5.1 目的  

     委員会活動全般の説明と市町村の情報収集、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19年6月～7月 

      ・共同利用への取組み及び経過報告（具体例としては介護保険システム） 

      ・新規サービス検討状況報告 

      ・事務局体制 

      ・その他、現状のヒアリング等 

     

 ②平成19年12月～平成20年2月 

      ・委員会活動状況、成果の報告 

      ・来年度事業計画（案）説明 

      ・現状システムアンケート回答依頼 

・その他、現状のヒアリング等 

      

  3.5.2 成果目標と達成状況  

     ①平成19年6月～7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19年6月28日から7月31日の間に3市9町

2村1団体、延べ15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19年12月～平成20年2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19年12月10日から平成20年2月1日の間

に3市9町2村1団体、延べ15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 

 

     また上記とは別に、第2回市町村訪問と同時期に、高知県情報政策課でも県内全市 

町村を訪問し、次年度委員会事業予定（①ITコンサルティングサービス、②介護保険 

システム共同利用、③LGWANサービス提供設備共同利用、④共同調達・国費事業導入 

支援等）についての説明と共に次年度委員会参加要請（会費予算措置含む）を実施した。 
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  3.5.3 実施状況 

     訪問実施状況は下表のとおり 

 

 ①平成19年6月～7月                            ※敬称略  

年月日 市町村 時間 事務局 

平成 19 年 6 月 28 日 本山町 14:30～15:40 味元、土居、仲田 

平成 19 年 6 月 29 日 安芸市 10:30～12:00 土居、仲田 

平成 19 年 7 月 3 日 香南市 10:30～11:40 橋田、土居、仲田 

馬路村 10:15～11:10 橋田、味元 

平成 19 年 7 月 4 日 

安田町 13:10～14:20 橋田、味元 

四万十町 10:00～11:45 橋田、長崎 

黒潮町 10:30～11:45 土居、仲田 

三原村 13:45～14:45 土居、仲田 

平成 19 年 7 月 6 日 

土佐清水市 14:10～15:30 長崎、橋田 

平成 19 年 7 月 10 日 津野町 13:20～15:30 公文、土居、仲田 

平成 19 年 7 月 12 日 大月町 13:30～15:00 土居、仲田 

平成 19 年 7 月 13 日 土佐町 14:30～15:20 長崎、味元 

平成 19 年 7 月 17 日 中芸広域連合 14:00～15:10 土居、仲田 

平成 19 年 7 月 31 日 仁淀川町 10:00～11:10 長崎、公文 

平成 19 年 7 月 31 日 梼原町 15:15～16:40 公文、長崎 
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②平成19年12月～平成20年2月                      ※敬称略   

年月日 市町村 時間 事務局 

津野町 11:10～12:10 長崎 

平成 19 年 12 月 10 日 

梼原町 13:10～14:35 長崎 

香南市 10:00～11:15 公文、味元 

安芸市 13:20～14:40 公文、味元 

四万十町 11:00～11:30 土居、仲田 

平成 19 年 12 月 13 日 

黒潮町 13:00～14:00 土居、仲田 

土佐清水市 11:00～11:50 長崎 

三原村 13:30～14:20 長崎 平成 19 年 12 月 19 日 

本山町 14:00～15:00 公文、味元 

平成 19 年 12 月 21 日 仁淀川町 11:00～12:00 土居、仲田 

平成 19 年 12 月 25 日 土佐町 16:00～16:30 土居、仲田 

安田町 13:30～14:15 土居、仲田 

平成 19 年 12 月 26 日 

中芸広域連合 

11:00～11:20 

11:40～12:00 

14:30～14:50 

土居、仲田 

平成 20 年 1 月 9 日 馬路村 13:00～13:40 橋田 

平成 20 年 2 月 1 日 大月町 14:10～15:10 土居、仲田 

 

 

3.5.4 実施体制 

     第1回及び第2回市町村訪問とも事務局員で担当割のうえ実施。 

 

3.5.5 実施成果の骨子 

     年度当初に計画した訪問を通じ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。 
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     具体例として、例年要望の多い職員向けセキュリティ研修実施の要請に対し、入門講

座として事務局側で研修用資料（対面講座用と Eラーニング用）作成から対面講座実施

までおこなった（詳細は別途ITコンサルティングで記述）。 

 

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、各市町村の意見要約版を以下に記載する。 

 

    ①平成19年6月～7月 

    【介護保険システム共同利用】・・・現在は先行４団体で取組み中 

      ・共同利用という手法は賛成 

      ・共同利用であれば市町村毎の個別カスタマイズ反映は難しいので、仕事のやり 

方をシステムに合わせるぐらいの意識改革が必要 

      ・リプレース時の移行費用をどうするべきかが課題 

      

    【後期高齢者医療制度】・・・19年度TOPIX案件 

・全市町村共通事案については、他市町村動向情報などを提供して欲しい 

      ・同じベンダーの近隣市町村が集まり、内容や価格交渉をおこなっている。 

      ・全体的に見積が高いと感じる 

 

    【共同調達】 

      ・調達時期があえば参加したいが、財政状況も勘案し、購入時期を計画立てて 

       の調達は難しい状況 

・機器が従来より安く調達できるのは歓迎だが、設定作業や配布作業面での 

       自治体側との調整能力にバラツキがあると、結果的に職員負荷に繋がる恐れが 

       あり、全面的に相乗りとは言い難い 

      ・調達行為の手間省略は職員負荷軽減に繋がるが、仕様書統一が難しいのでは 

 

    【共同利用したいシステム／サービス】 

      ・国民健康保険 

      ・基幹含めた全システム 

       ・LGWANサービス提供設備 

      ・ファイルサーバ  等 

 

    【委員会に期待すること、ほか全般】 

・市町村情報担当はIT専門家という状況ではないので、ITコンサルティング 

 サービスは積極活用したい 
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      ・見積書や契約書のチェックポイントを知りたい。 

      ・セキュリティに関するセミナーを開催してほしい 

      ・委員会と県の関係が不明瞭（県も利用団体の一つであるならば、担当県職員も 

委員会へは事務局要員として兼務でなく出向扱いで専任体制の方がよいのでは

ないか） 

      ・過去年の経過を見ていると、各取組みが単年度単位で終了しているように思わ 

        れ、どこを目指しているのかが不明瞭 

      ・全市町村が委員会参加しなければ本当の検討にはならない 

     

②平成19年12月～平成20年2月 

    【介護保険システム共同利用】 

      ・機器のリース等諸々事業で次期リプレースタイミング以前の参加は困難 

      ・先行４団体での結果を見極めたうえでの検討としたい 

     

【共同利用】 

・LGWANサービス提供設備が最適（会員の殆どが同意見） 

      ・共同利用ではランニングコストも現行より減額になるかも意識しなければなら 

ないのでは 

      ・共同利用にも「メリット」「デメリット」は必ずある。メリットだけでなくデメ

リットも情報開示していかなければ本当の比較検討とはいえない 

 

    【共同調達】 

      ・防災関係で機器やルータの共同調達が今年度可能では ⇒ “共同調達実施” 

      ・共同調達への舵取りは市町村では難しい（県に対応願いたい） 

        

    【ほか全般】 

・ITコンサルティングでネットワーク接続概念図（どこからどこに何が繋がり、

どのような機器が配備されているかレベルで可）作成をお願いしたい 

      ・見積書をチェックしてほしい。 

      ・職員のセキュリティに関する意識が低いのが悩み。自庁講師では何かと理由を 

つけて参加ドタキャンも多い。同じ内容でも外部講師であれば出席率が良いの 

        で是非年度内開催を検討してほしい。レベルは初心者レベルで可。 

      ・会員であることのメリットを会員／非会員にPRすべき 

・県職員は事務局要員と兼務でなく出向扱いで専任体制の方が立場も明確化する 

のでよいのではないか 

      ・仕様書作成について助言が欲しい 

      ・難しいかもしれないが、各ベンダの見積用語を統一化できないか（例：「ハード 

       ウェア」「ソフトウェア」「保守」「SI」など基本大項目用語の統一） 
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  3.5.6 今後の課題 

           財政状況に回復傾向が見られない中で、各市町村とも“やりたい事”と“やるべき 

事”の挟間で苦心している状況である。また方向性を決定するうえでの選択肢情報入手 

切望している。 

市町村訪問事業はそうした市町村側の生の声を拾い上げ、全体問題として解決に向 

けて会員間で共同検討していく為の土台となる対応であると思われる。土台（市町村 

訪問）から現実の解決の場へとどのように繋いでいくかの工程整理が今後必要である。 
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 3.6 市町村アンケート 

  3.6.1 目的  

自治体会員の情報システム等の現状を調査し、会員市町村間で情報共有を行うとと

もに共同利用の方向性の検討や今後の事業展開の参考とするため。 
また、自治体会員からの情報化等の相談の際に、より具体的な ITコンサルティング
ができるように活用するため。 

 

  3.6.2 実施概要 

電子メールでアンケート配布と記入依頼を行い、その後、委員会事務局の職員が、

第 2回市町村訪問にて全会員市町村を個別訪問し、記入要領やアンケート様式を説明

のうえ、回答を依頼した。（記入要領やアンケート様式等については資料編 資料4「市

町村アンケート」を参照） 

また、アンケート結果（内容）については委員会内のみで使用し、目的外の使用に

ついては、対象市町村からの承諾を得ないかぎり行わないことを説明した。 

 

  3.6.3 実施結果 

会員 14市町村中、7市町村から回答あり。その他、情報共有には賛成であるが、年

度内は忙しいためアンケートに回答する時間がないとの市町村が複数あり。 

ただし、今後導入したい業務や共同利用の検討対象、会員市町村が協力・共有して

取り組みたい事業や課題、委員会への要望等については、同時期に実施した第2回市町

村訪問にて、全会員市町村を個別訪問し、ヒアリングや意見交換を行った。その内容に

ついては、項番3.5市町村訪問を参照のこと。（委員会への要望等については、ITコン

サルティングサービスとして即時対応したものもあり、その他についても実現に向けて

調整中） 

なお、アンケートの回答内容については、情報共有を希望する会員市町村間で全て

共有することとなった。（今回回答いただいた全会員市町村が情報共有を希望） 
 

  3.6.4 アンケート結果 

１． 保持しているサーバの実態 

記入項目：サーバ（オフコン含む）名、購入方式（レンタル・リース・一括買取等）、

金額等。ハード構成図及びネットワーク構成図等 
 活用目的：ITコンサルティングサービス等 
 回答結果： 
 ・回答あり（7団体） 

  ※回答内容については、今回回答いただいた会員市町村間のみで情報共有する。 
 

２． 保持しているクライアントの実態 

記入項目：調達年度、台数、購入方式、金額等。 
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 活用目的：共同調達、ITコンサルティングサービス等 
 回答結果： 
 ・回答あり（7団体） 

  ※回答内容については、今回回答いただいた会員市町村間のみで情報共有する。 
 

３． コンピュータ化している業務 

記入項目：導入パッケージ名、メーカ、業務システム名、購入方式、金額、システム

形態等。 
 活用目的：ITコンサルティングサービス等 
 回答結果： 
 ・回答あり（7団体） 

  ※回答内容については、今回回答いただいた会員市町村間のみで情報共有する。 
 

４． 今後導入したい業務 

記入項目：今後導入したい業務、時期、希望価格、購入方式等。 
 活用目的：ITコンサルティングサービス、共同利用システムの導入提案等 
 回答結果： 
・無回答（2団体） 
・ホームページ管理／運営（1団体） 
・市営住宅管理システム（1団体） 
・保育所入退所システム（1団体） 
・健診システム（1団体） 
・母子医療等システム（1団体） 
・児童手当（1団体） 
・文書管理（1団体） 
・統合型 GIS（1団体） 
 

５． 共同利用の検討対象 

記入項目：業務名、検討時期、形態等。 
活用目的：共同利用システムの検討及び導入提案等。 
 回答結果： 
・無回答（2団体） 
・LGWANサービス提供設備（4団体） 
・介護保険（2団体） 
・電子申請（1団体） 
・文書管理（1団体） 
・財務会計（3団体） 
・給与（1団体） 
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６． 会員市町村が協力・共有して取り組みたい事業や課題 

記入項目：会員市町村が協力・共有して取り組みたい事業や課題。 
活用目的：今後の委員会活動の検討等。 
 回答結果： 
・無回答（4団体） 
・LGWANサービス提供設備の共同利用化（1団体） 
・情報機器の共同調達（1団体） 
 

７． 電子自治体推進委員会に対する要望 

記入項目：要望事項等 
活用目的：今後の委員会活動の検討等。 
 回答結果： 
・無回答（4団体） 
・システム基幹クライアントとしては、まだ XP が主流であるが、インターネット系
においては、本年 7 月以降、VISTA しか購入できなくなる。VISTA の研修会等も
検討をお願いしたい。（1団体） 
・町職員へのセキュリティ研修の開催（1団体） 
・ブロードバンドが整備できていない地域をブロードバンド化するための技術的なア

ドバイス（1団体） 
 

８． 今回のアンケート結果の情報共有について 

記入項目：アンケート記入内容（情報）共有の希望有無 
活用目的：会員市町村間での情報共有。 
 回答結果： 
・無回答（なし） 
・情報共有を希望（7団体） 
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 3.7 普及啓発（メールマガジン発行） 

  3.7.1 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昨年に引続き計画した。 

     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。 

 

  3.7.2 実施状況及び進捗状況  

     平成19年4月から、月1回の定期発行に加え、1回の臨時増刊の発行を行った。結果、 

    発行回数は延べ12回となった。 

     また内容については、各月毎に旬の情報、IT関連のトピックス等の情報、国・県の情 

    報化に関する状況に加え、事務局長の鹿児島県視察報告を配信するなど、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。 

 

№ 発行日 内容 

1 平成 19 年 4 月 27 日 

1．平成１９年度委員会事業について 
2．新会員加入について 
3．市町村訪問について 
4．ＴＯＰＩＣＳ ｢検索エンジン[Google]｣ 
5．国・県等の情報 

2 平成 19 年 6 月 11 日 
1．ＴＯＰＩＣＳ 「コンピュータウィルスに感染したら…」 
2．国・県等の情報 
3．事務局体制等について 

3 平成 19 年 6 月 29 日 

1．市町村訪問について 
2．平成１９年度共同アウトシーシング事業について 
3．ＴＯＰＩＣＳ 「文字変換」 
4．国・県等の情報 

4 平成 19 年 7 月 26 日 

1．委員会の活動状況について 
2．介護保険共同利用システムの近況について 
3．市町村訪問について 
4．ＴＯＰＩＣＳ 「警察庁セキュリティポータルサイトについて」 
5．国・県等の情報 

5 平成 19 年 8 月 30 日 

1．市町村訪問について 
2．介護保険共同利用システムの近況について 
3．ＴＯＰＩＣＳ 「自治体ＩＳＡＣ（１）自治体ＩＳＡＣとは？」 
4．国・県等の情報 

6 平成 19 年 9 月 28 日 

1．介護保険共同利用システムの近況について 
2．国民健康保険事業に関する事務の広域化等を検討する意見交換会 
  について 
3．鹿児島県町村会の活動報告について 
4．ＴＯＰＩＣＳ 「Ｅｘｃｅｌ２００７のバグ発見」「福田新首相の偽メール」 
5．国・県等の情報 

7 平成 19 年 10 月 31 日 
1．電子自治体推進委員会 第２回幹事会の報告 
2．ＴＯＰＩＣＳ ｢ＭＳ ＯｎｅＣａｒｅが自動更新設定をこっそり変更？｣ 
3．国・県等の情報 

8 平成 19 年 11 月 30 日 

1．介護保険共同利用システムの近況について 
2．ＴＯＰＩＣＳ 「ＹｏｕＴｕｂｅかたるマルウェアが出回る…！！」 
3．国・県等の情報 
 ・ＬＧＷＡＮサービス提供設備の共同設置、共同利用について（速報） 

9 平成 19 年 12 月 28 日 
1．平成１９年度第２回市町村訪問 
2．ＴＯＰＩＣＳ 「２００７年度ウィルス感染被害レポート」 
3．国・県等の情報 
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10 
平成 20 年 1 月 4 日 
 （臨時増刊） 

1．新春コラム 「ファイル共有ソフト…まだ、使い続けますか？」 
2．事務局メンバーより新年のご挨拶 

11 平成 20 年 1 月 31 日 
1．Ｋｏｃｈｉくろしお学校について 
2．ＴＯＰＩＣＳ 「観光ＰＲに「ユーチューブ（ＹｏｕＴｕｂｅ）」活用広がる」 
3．国・県等の情報 

12 平成 20 年 2 月 29 日 

1．ＬＧＷＡＮサービス提供設備の共同利用について 
2．平成２０年度新協議会参加のための市町村の予算要求状況について 
3．ＴＯＰＩＣＳ 「Ｗｉｎｎｙ対策続編」 
4．国・県等の情報 

13 平成 20 年 3 月末日 発行予定 

 

  3.7.3 実施体制 

     事務局員の高知県情報政策課職員と業務委託先企業の職員が、役割分担を行い情報収 

    集・記事作成を行い発行に当たった。 

 

  3.7.4 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、活動報告、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、先進的な取組みとして会員市町村の興味が高い介護保険共同利用システムの近 

    況を多くとりあげ（6月号・7月号・8月号・9月号・11月号に記載）、普及活動に貢献 

    できたと思われる。 

     また、11月号で（速報）として記載した「LGWANサービス提供設備の共同設置、 

    共同利用について」の情報は、会員ならではの即時情報提供であった。 

 

  3.7.5 市町村のニーズ及び今後の課題 

     会員であるための優位性を保てる情報提供、つまり非会員よりも速く・詳しく情報を 

    知ることができることを希望されていると思われる。最低12回の各発行時に、いかに 

    そのような情報を盛り込むことができるか考えていきたい。 

     また、メールマガジン発行から2年が経過し、会員内には定着した取組みであると思 

    われるが、毎月確実に閲覧して頂いているか否か、発行方法等に改善の余地はないか。 

    内容や言葉の表現等について希望や要望はないかどうかのアンケートもしくは調査を検 

    討していきたい。 
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 3.8 情報提供 

 

  3.8.1 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。 

     当事業では会員市町村のニーズを収集し、ITコンサルティング、市町村訪問等におい

て広く情報を提供し、委員会活動を広く一般に周知するために広報活動として委員会ホ

ームページの運営を行う。 

     

  3.8.2 成果目標 

     ①会員市町村向けセミナーの計画立案、実施 

     ②地域情報化に向けての会議、セミナー、説明会等へ積極的に参加し、必要な情報を

収集し、会員市町村へ提供 

     ③委員会ホームページを作成、公開し活動状況を広く一般に向けて発信 

 

  3.8.3 実施状況と達成状況 

 

内容 日時 備考 

第１回市町村訪問 平成19年6月～

7月 

①平成19年度事業計画報告 

②介護保険共同利用説明 

③ITコンサルティングサービス説明 

第２回市町村訪問 平成 19年 12月

～平成20年2月 

①平成20年度事業計画説明 

②介護保険共同利用報告 

③ITコンサルティングサービス報告 

職員向け情報セキ

ュリティ対策セミ

ナー（F市） 

平成20年2月5

日 

①個人情報保護編 

②セキュリティ編 

委員会事務局主催 

システム調達や契

約事務等研修会（全

市町村） 

平成19年12月6

日 

高知県情報政策課を講師に招いたシステム調

達や契約事務等についての研修会を開催 

県の情報システム

担当者研修会（全市

町村） 

平成20年2月19

日 

県の情報システム担当向けの調達業務に関す

る研修会に委員会会員の参加を依頼し参加 

委員会ホームペー

ジ公開、維持管理 

平成19年4月１

日 

ホームページアドレス 

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

 

  3.8.4 実施体制 

     セミナーについては、高知県情報政策課職員と業務委託先企業の職員が共同して企画、

立案を行い、高知県情報政策課職員、及び業務委託先職員がセミナーを開催した。 
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     会議、市町村訪問へは、業務委託先企業の職員が参加、訪問し、活動報告、説明、情

報収集を行った。 

     委員会活動ホームページについても、高知県情報政策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、社団法人高知県情報産業協会会員企業により作成、公開、

及び維持管理を行った。 

 

  3.8.5 実施成果の骨子 

     市町村セミナーについては、3.8.3 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。 

     市町村訪問については、3.5.3 実施状況と達成状況に記載したとおり、２回の実施が

出来た。当委員会活動の広報、市町村ニーズの把握等来年度事業に向けての情報収集、

及び情報提供がいち早く提供することができた。 

     委員会活動ホームページについては、社団法人高知県情報産業協会ホームページ内に、

当委員会の「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し、広く一般に当委員会活

動の啓発活動ができた。 

     また、電子自治体推進委員会顧問の紹介を行うため、当委員会活動ホームページから

各顧問のホームページにリンクを行った。 

 

  3.8.6 市町村のニーズ及び今後の課題 

     情報提供、ITコンサルティング事業に対する市町村ニーズは「基本的セキュリティ」

など一般的なものと、「LGWAN共同利用」といった市町村が固有で抱える問題のものと大

別できると考えられる。 

     本来、市町村に出向き、意見交換、問題解決に向けての共同作業を委員会事務局が主

体的になって対応することが望ましいが、「時間的」「地理的」、及び「要員的」制約もあ

り、工夫をしながら様々な機会・場面を活用し意見交換、情報収集、またメールなどを

活用して、「情報提供事業」「ITコンサルティング事業」の推進、成功に導きたい。 
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 3.9 総会・幹事会等運営サポート 

  3.9.1 目的 

     電子自治体推進委員会総会・幹事会等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 

      開催案内・調整、資料作成、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 

 

  3.9.2 達成状況  

     総会・幹事会等の会議が滞りなく開催・運営されるようサポートを行った。 

     介護保険システム共同利用協議会事務局委託業務として、会議開催サポート、議事録

作成等の支援を行うとともに、実稼動に向けた会員間やサービス提供事業者との調整等

を実施した。 

     また、委員会の事業活動における会員へのアンケート実施、意見の取りまとめ等活動

支援の他、地域情報化のための支援活動を行った。 

      

  3.9.3 実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県情報政策課を講師に招いて実
施

１２月５日
システム調達・契約事務に関す
る研修会

５月２１日（メール幹事会）、１０月２５日、１２月
５日、２月１８日、５月（予定）

幹事会

県の情報システム担当者研修会
県の情報システム担当向けの調達業
務に関する研修会に委員会会員の参
加をお願いして実現

２月１９日

職員向け情報セキュリティ研修
会（Ｆ町）

市町村業務でのバーコード、Ｏ
ＣＲ、マークシートの使用状況
調査・情報交換

会員市町村からの依頼により実施１０月１６日

そ
の
他
支
援
活
動

ＩＴコンサルティングサービスとし
て事務局が「情報セキュリティ研
修」を実施

２月５日

共同調達

高知県介護保険システム共同利
用協議会

第１回：４団体の参加によるルータ、
ファイアウォールの共同調達を実施

第２回：７団体（内非会員５団体）
の参加による防災情報システム端末
等の共同調達を実施

第１回（１２月実施）

第２回（２月実施）

５月２５日、３月１８日、５月（予定）総会

企画営業部門長、事業実施部門長、
事務局により実施

４月２３日、６月５日、９月４日部門長会

高知県介護保険システム共同利用協
議会事務局委託業務として実施

準備協議会：３月１５日、５月１７日、５月２８日、
６月１５日、６月２６日、７月６日

打合せ会 ：６月１５日、６月２６日、７月１８日、
８月２９日、１１月１２日、２月４日

総 会 ：７月１２日、７月１７日、８月７日、８月
１０日、 ３月１３日、３月２６日

説明会 ：１月２１日、１月２２日、１月２４日

事
業
活
動

備考開催日等項目

高知県情報政策課を講師に招いて実
施

１２月５日
システム調達・契約事務に関す
る研修会

５月２１日（メール幹事会）、１０月２５日、１２月
５日、２月１８日、５月（予定）

幹事会

県の情報システム担当者研修会
県の情報システム担当向けの調達業
務に関する研修会に委員会会員の参
加をお願いして実現

２月１９日

職員向け情報セキュリティ研修
会（Ｆ町）

市町村業務でのバーコード、Ｏ
ＣＲ、マークシートの使用状況
調査・情報交換

会員市町村からの依頼により実施１０月１６日

そ
の
他
支
援
活
動

ＩＴコンサルティングサービスとし
て事務局が「情報セキュリティ研
修」を実施

２月５日

共同調達

高知県介護保険システム共同利
用協議会

第１回：４団体の参加によるルータ、
ファイアウォールの共同調達を実施

第２回：７団体（内非会員５団体）
の参加による防災情報システム端末
等の共同調達を実施

第１回（１２月実施）

第２回（２月実施）

５月２５日、３月１８日、５月（予定）総会

企画営業部門長、事業実施部門長、
事務局により実施

４月２３日、６月５日、９月４日部門長会

高知県介護保険システム共同利用協
議会事務局委託業務として実施

準備協議会：３月１５日、５月１７日、５月２８日、
６月１５日、６月２６日、７月６日

打合せ会 ：６月１５日、６月２６日、７月１８日、
８月２９日、１１月１２日、２月４日

総 会 ：７月１２日、７月１７日、８月７日、８月
１０日、 ３月１３日、３月２６日

説明会 ：１月２１日、１月２２日、１月２４日

事
業
活
動

備考開催日等項目
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  3.9.4 実施体制及び実施概要 

     事務局員として、高知県情報政策課職員と業務委託先企業の職員が共同で業務を実施

した。 

     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。 

     介護保険システム共同利用協議会事務局委託業務では、会員間やサービス提供事業者

及び介護保険システム共同利用関係者との連絡調整をし、事業活動を円滑に実施するた

めの支援を行うことができた。 

 

 3.10 委員会事務局 

  3.10.1 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丁目-1-16 高知電気ビル809号室 

電話番号 
088-873-1128 

※不在時は､高知県情報政策課(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@shirt.ocn.ne.jp  

 

 
  3.10.2 事務所の周辺略図   

 
                                    Ｎ 
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3.10.3 事務局員の役割 

役職 担当者 

事務局長 高知県政策企画部情報政策課課長 

事務局員(委託先50音順) (業務委託先職員及び情報政策課職員) 

2名 

株式会社高知電子計算センター 

情報事業本部営業部営業2課課長 

株式会社高知電子計算センター 

情報事業本部営業部営業2課 

1名 

 四国情報管理センター株式会社 

 営業部営業二課課長 

1名 

 株式会社ソフテック 

 システム営業部公共ソリューション推進室課

長 

1名 

株式会社日立製作所 

四国支社高知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 

共同調達事務局 

介護共同利用協議会事務局委託業務 

新運営組織の検討取りまとめ 

国費事業導入支援 

情報収集､提供､発信 

メールマガジン発行 

総会･幹事会等会議の開催 

運営業務の割り振り 

会員への連絡調整 

ホームページ維持管理 

委員会経理事務 

会計責任者 

出納責任者  

情産協対応 

その他委員会関係連絡調整 

 

3名 

高知県政策企画部情報政策課課長補佐 

高知県政策企画部情報政策課チーフ(地域情

報担当) 

高知県政策企画部情報政策課主任 
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 3.11 新運営組織の検討 

  3.11.1 背景 

高知県では、平成16年度から県・市町村が情報システムの共同アウトソーシングを

行うため、産学官民が連携し、共同利用の仕組みづくりを目指した取り組みを実施し

てきた。 

平成17年度までの取り組みの結果、平成18年度から（社）高知県情報産業協会の

委員会事業として取り組んだ。 

しかしながら、本格的な共同利用サービスを提供して組織を運営していくことは、

（社）高知県情報産業協会の本来の目的とは異なる部分があることから、新たな運営

組織の設立が必要となった。そのため、本年度は、企画営業部門を中心に、会員の意

見を聞きながら、民間主導での事業運営に最も適した新運営組織の設立計画を検討す

ることとした。 

 

  3.11.2 新運営組織に求められる条件等 

本年度の事業計画にある新運営組織の設立準備については企画営業部門を中心に年

度当初より検討してきた結果、新運営組織（法人）に求められる条件として 

      ①公益性・中立性 

      ②県市町村が参加 

      ③県市町村からの出資なし 

      ④県市町村業務のアウトソーシングの受け皿となり得る組織 

     であることを設定した。 

     また、組織形態として 

      ①社団法人 

      ②NPO（NonProfit Organization）法人（特定非営利活動法人）  

      ③有限責任事業組合（LLP） 

      ④既存の公益法人等への事業移管 など 

     を候補として設定した。 

 

  3.11.3 検討内容（目的と課題）及び結果（対応策） 

（１）目的と課題 

①新組織は、公的な団体であり、契約など社会的な信頼性を持つこと 

②県や市町村業務のアウトソーシングの受け皿となり得ること 

③県市町村からの出資が必要でないこと 

④電子自治体推進委員会と同様に、県や市町村、民間企業が参加可能なこと 

 

（２）対応策 

（ａ）上記項番（１）①、②、③の対応 

ⅰ)活動の安定化を図るために特定非営利活動法人の高知県地域情報化推進協会
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（仮称）（以下、「NPO法人」と略記）を設立する。 

ⅱ)任意協議会の高知県電子自治体推進協議会（仮称） （以下、「協議会」と略記）

事務局業務や高知県介護保険システム共同利用協議会の事務局業務は NPO法人

が受託する。 

ⅲ)県・市町村等のアウトソーシング業務は、NPO法人が受注を目指す。 

（ｂ）上記項番（１）④の対応 

ⅰ)新たな事業の実施方式は、協議会とNPO法人の2団体が連携した形式とする。 

ⅱ)電子自治体推進の取り組みは協議会が実施する。 

ⅲ)協議会には本年度と同様の会員構成にNPO法人が新しく加わり、NPO法人には、

会員として電子自治体推進委員会の企業会員等が参加する。 

【会員構成】      

協議会   ： 県、市町村、企業、広域連合、NPO法人  

NPO法人    ： NPO法人の趣旨に賛同し、活動に協力いただける個人（地元企

業の役員・社員など）及び企業を想定 

注）協議会とNPO法人との関係については資料編の資料3「高知県電子自治体推

進協議会とNPOの関係」を参照。 

 

  3.11.4 取組み経過 

5月25日 第1回総会にて、新運営組織の検討方針及びスケジュールを示し、企画

営業部門を中心に検討作業を開始 

6月～9月 企画営業部門の検討結果（新組織に求められる条件、組織形態の比較調

査等）をもとに、部門長会議等にて協議 

10月25日 第2回幹事会にて、新運営組織の検討結果を報告 

11月 高知県情報産業協会と平成20年度事業計画（案）について協議 

12月 5日 第3回幹事会にて、平成20年度からは高知県情報産業協会から独立し、

任意協議会とNPO法人が連携して事業を実施する平成20年度事業計画

（案）を承認 

12月17日 NPO法人高知県地域情報化推進協会の設立総会 

12月27日 NPO法人高知県地域情報化推進協会の設立申請書類を高知県男女共同参

画・NPO課へ提出 

1月15日 設立申請書類が高知県男女共同参画・NPO課にて受理され、縦覧開始 

3月18日 任意協議会高知県電子自治体推進協議会の設立総会 

3月21日 NPO法人の設立認証 

4月 1日 NPO法人高知県地域情報化推進協会の設立登記、事業開始（予定） 

4月 1日 任意協議会高知県電子自治体推進協議会事業開始（予定） 
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４．委員会活動の総括 

 

 平成19年度電子自治体推進委員会では、昨年度までの成果を踏まえて共同利用の実現に取り組

んだ。特に、介護保険システム共同利用では、すでにシステム化されて稼動中の既存業務システ

ムの共同利用への移行を全国で初めて実現することができた。この介護保険システム共同利用の

取り組みは国からも高く評価されており、事業の実施にあたって、データ移行やデータ連携の課

題を解決するため、LASDECの「平成１９年度共同アウトソーシング レガシーシステム移行促進

事業」の助成を受け、共同利用への参加団体の負担を軽減して実施することができた。 

ITコンサルティングサービスでは、後期高齢者医療制度導入に伴うシステム改修に対する見積

評価の支援や契約内容に関するアドバイスなどを行い、適正な調達に向けた取り組みにつなげる

ことができた。 

また、年間を通じて、メールマガジンの発行や市町村会員との情報交換を行うことにより、委

員会を情報共有の場とし、共同で課題を解決していくという方向性を示すことができた。 

共同調達では、参加団体の経費の削減とともに事務負担の軽減も図ることができるという共同

による効果を実感できるサービスを提供することができた。 

また、運営体制については、県・市町村の共同アウトソーシングを推進するとともに、県や市

町村業務のアウトソーシングの受け皿となることも可能な運営体制を構築する次年度からの運営

体制を決定することができた。 

これら本年度の委員会事業の成果により、次年度から、新運営体制のもとで、民間事業者の主

体的な取り組みと連携した県・市町村の共同アウトソーシング事業の推進につなげることができ

た。 

 


