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《《中中国国情情報報通通信信懇懇談談会会／／地地域域情情報報化化・・ココンンテテンンツツ部部会会事事業業》》  

「「自自治治体体フフェェアア 220011２２」」開開催催ののごご案案内内  

 

中国情報通信懇談会は株式会社中国サンネット及び日本電気株式会社との共催により「自治体フェア２０

１２」を開催します。 

セミナーとして、総務省施策や今後の制度改正の状況等の最新情報や今後の地方公共団体で取り組むべき

内容等をご紹介します。 

また、地方公共団体におけるトレンドソリューションのシステムを展示、提案することで、地方公共団体

の業務の改善等に役立てていただくこととします。 

セミナーの内容及びシステム展示の内容は、別紙のとおりです。 

 

１ 開催日時 平成２４年８月２８日（火） １０：３０～１８：００ 

平成２４年８月２９日（水） １０：００～１７：００ 

２ 場所   広島市まちづくり市民交流プラザ （住所：広島市中区袋町６－３６） 

http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/index.html 

３ 内容   セミナー   北棟５階 会議室 

       システム展示 北棟４階 ギャラリー 

４ 対象者  主に地方公共団体職員向けの内容ですが、他分野からのご参加もお待ちしています。 

５ 参加費  無料 

６ 主催等 

（１）主催 中国情報通信懇談会、株式会社中国サンネット、日本電気株式会社 

（２）後援 総務省中国総合通信局、一般財団法人全国地域情報化推進協会 

（３）協賛 財団法人電気通信普及財団 

７ 参加申込方法 

別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、８月２１日（火）までにＦＡＸにてフェア事務局までお申し

込みください。 

なお、会場収容人数の都合上、お申し込み者多数の場合は、抽選とさせていただきます。 

おって、展示見学のみのお客様も事前のお申し込みにご協力ください。 

８ お問い合わせ・お申し込み先 

株式会社中国サンネット フェア事務局 濱田 

TEL 082-248-7781 FAX 082-247-8020 

 

 



事業継続におけるICTシステムの重要性
～東日本大震災の経験と取組を踏まえて～

NECフィールディング株式会社

事業企画本部 サービス開発部

セミナー４

総務省における電子自治体の政策動向と推進

総務省 地域力創造グループ

地域情報政策室
セミナー１ 事前にお申し込みが必要です

弊社は、地球温暖化防止対策として、ＣＯＯＬＢＩＺを実践しております。当日会場内でもノージャケット・ノーネクタイとさせて
いただきます。ご来場の職員皆様におかれましても地球温暖化防止対策にご理解いただき、ご協力くださいますようよろしく
お願いいたします。

地方自治体に係る総務省の重点施策の紹介、その中で自治体の情報システムを活用する
『自治体クラウド』の推進における動向や課題・セキュリティ対策、地方自治体の導入事例、財政措置等
今後の取り組みについて主にご説明いたします。

社会保障・税番号制度（通称：マイナンバー法）
の動向について

株式会社中国サンネット 公共事業部

公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新

事前にお申し込みが必要です

マイナンバー法の公布に伴い、地方税分野では、各種所得情報や扶養情報について番号制度を用いて
効率的な名寄せ・突合ができるようになり、より正確な所得把握が行えるようになります。
一方で、制度導入にあたっては地方公共団体の税務システムの改修が必要となることが予想されます。
最新の検討状況についてご説明いたします。

まさに、“未曾有”としか言いようがない甚大な被害をもたらした東日本大震災。
社会に大打撃を与えたこの空前の巨大震災の影響は、地方公共団体にとっても想定外のものであり、
今後事業をどう継続するかについての対策が求められています。
お客様のシステムを守るため、事業を継続するために今、何をすべきか、東日本大震災での経験と
取組を踏まえてご説明いたします。

マイナンバー法で想定される対応イメージ

ＣＯＫＡＳユーザ様限定特別セミナー３、６

マイナンバー法に係る基幹業務システム『COKAS-R/ADII』の画面イメージや運用イメージ等を
COKAS-R/ADIIを使い、具体的にご紹介させていただき実際のイメージを持っていただけるよう

ご説明いたします。

【開催日時：８月２８日（火） １１：００～１２：００（６０分）】

【開催日時：８月２９日（水） １０：３０～１１：３０（６０分）】

【開催日時：８月２８日（火） １３：３０～１４：３０（６０分）】

【開催日時：８月２９日（水） １３：３０～１４：３０（６０分）】
２日間両日開催

株式会社中国サンネット 公共事業部

公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新

【開催日時：８月２８日（火） １５：３０～１６：３０（６０分）】

【開催日時：８月２９日（水） １５：３０～１６：３０（６０分）】
２日間両日開催

セミナー２、５

事前にお申し込みが必要です

セミナーのご案内
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◆ セミナー 時間割 ◆

セミナー
会場：広島市まちづくり交流プラザ
北棟5階 会議室

セミナー
会場：広島市まちづくり交流プラザ
北棟5階 会議室

10：00

11：00

12：00

13：00

15：00

16：00

17：00

●11：00-12：00 (60分)

●13：30-14：30 (60分)

●10：30-11：30 (60分)

●13：30-14：30 (60分)

１．総務省における電子自治体の政策動向と推進

４．事業継続におけるICTシステムの重要性
～東日本大震災の経験と取組を踏まえて～

【講師：総務省 地域力創造グループ
地域情報政策室】

３．マイナンバー法で想定される対応イメージ

２．社会保障・税番号制度（通称：マイナンバー法）
の動向について

●15：30-16：30 (60分)

14：00 【講師：株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新】

【講師：株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新】

【講師：NECフィールディング 事業企画本部

サービス開発部】

５．社会保障・税番号制度（通称：マイナンバー法）
の動向について

【講師：株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新】

６．マイナンバー法で想定される対応イメージ

●15：30-16：30 (60分)

【講師：株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部 公共パッケージ課

課長 宮田 新】

COKASユーザ様限定特別セミナー（2日間開催）

◆ 会場案内図 ◆



業務効率向上 ～新しい事務処理環境に適した情報活用ソリューションのご紹介～

１／３

「COKAS-R/ADII」は行政事務経験豊富な現場職員の方と地方自治体業務のサポート経験豊富なSEが分析・設計し、開発された
クライアント／サーバ型システム「COKAS-R/AD」の後継システムの位置付けとして、「機能面の強化」「充実したセキュリティ機能」
「操作性の重視」を考慮したシステムです。
・クライアント／サーバシステムの表現力の高さ・操作性の良さとWebアプリケーションの配布のし易さを両立させたリッチクライアント
方式を採用しています。

・本来的な台帳管理のあり方を検討し、各業務とも基本となる台帳や届書をベースにした画面デザインであり、実際の台帳に記載する
イメージに近い形で操作ができますので、わかりやすい画面操作になっております。

・IT資源共有によりコスト削減と運用管理者の負担軽減を図るために、共同運用サービスが実現できます。

また現在のシステム業務運用でお悩みのことがございましたら、何なりとご相談下さい。様々な自治体での構築を経験したメンバー
により、貴庁での今後のさらなる住民サービスの向上を目的とした住民情報システムのご提案をさせていただきます。

自治体フェア 201２ 出展システム

業務でのお悩みがございましたらお聞かせ下さい。
適なソリューションをご提案いたします。

KSK様式に対応し、申告書入力作業の効率的な画面展開に改定したシステムですので、申告受付に係る大幅な作業削減が実現
できます。
国税庁の連携方式の改正に伴う国税データの連携対応ならびに複数申告会場の同時受付にも対応しております。
確定申告受付のみでなく、住民税システムとの連携機能やeL-TAX連携も含めスムーズな住民税課税事務をサポートするトータル

システムです。

「SUIBIZ」（スイビズ）は、上下水道料金の調定・収納管理はもちろん、水道ビジネスに携わる様々なニーズに応えます。
その豊富な機能により、
①使いやすさ向上 ②収納率向上 ③運用管理向上 ④セキュリティ向上を実現することで業務効率の向上を図ります。

また、「窓口業務」「定例業務」「委託業務」といった業務運用に即した構成により、業務全般を柔軟にサポートいたします。

税・料金の収納率向上により行財政改革を支援する滞納整理専門パッケージシステムです。
当初は税債権の滞納整理を目的に開発したシステムでしたが、職員様の使い勝手を重視した設計であることから活用方法の枠が

広がり、現在では税以外の公債権、私債権まで管理し、債権の一元化を図ることができる総合滞納整理システムの位置付けとして
ご利用いただくケースが増えております。

Web方式を採用しており、将来的なクラウドや近隣市町村との広域連携を見据えてLGWANの通信網にも対応できる通信方式
（HTTP）でサーバクライアント間の通信を行うと共に、セキュリティ確保のためにHTTPSによる暗号化通信にも対応できるシステムに
なっております。

また、職員様による帳票文言修正などこれまでの製品より柔軟性を強化し、より使い易くなっております。

Ｗｅｂ方式を採用し、予算・執行・決算にわたる一連の公営企業会計事務をトータル的にサポートいたします。
豊富なパラメータと入力チェック機能により、様々な財務運用に柔軟に対応いたします。

お客様の運用に合わせた伝票の種類・様式をご用意いたします。
定型入力、一括作成機能、残高チェック機能により効率良く運用していただけます。
制度改正への対応も積極的に実施していきます。

給食管理、就園奨励管理、就学援助費管理、畜犬管理、放課後児童、滞納連携、戸籍連携、戸籍連携 １９条４項対応

ＣＯＫＡＳ－Ｒ/ＡＤＩＩサブシステム



電子自治体・統合内部情報システム
～共通プラットフォーム化の図れる統合型内部情報ソリューションのご紹介～

財務会計に係る事務を総合的にサポートし、行財政改革に貢献する次世代の財務会計システムです。予算編成と実施計画、行政
評価の連携により精度の高いPDCAサイクルの実践を支援します。また高度な検索機能を実現する独自のEUCの仕組みを活用す
ることで、財政情報や公会計情報などの多様なデータを自由な切り口で分析し、政策の意思決定に役立てることができます。
財務会計業務に特化した電子決裁・電子審査機能の提供により、事務の正確性向上と迅速化を図ります。

平成23年4月に施行された公文書管理法では、文書のライフサイクルにおける各過程の記録管理などが求められています。本システ

ムは、歴史公文書管理制度に対応しており、意思決定に至る経緯の追跡、公文書の消失防止や行政文書ファイル管理簿による報告
を実現します。あわせて、電子データの永年保存のためのソリューションとして長期保存の仕組みを提供します。あらゆる行政文書や
歴史文書の集中管理によって、検索性を向上させ、頻繁に発生する照会業務の効率化や庁内外におけるスムーズな情報共有を推進
します。

出退勤管理、各種届出申請、旅行命令、支給明細照会など、豊富な機能で煩雑な庶務事務のプロセスを簡素化します。すでにご利
用されている団体の庶務担当職員や取りまとめ部門からは「手続きの間違いが従来より減った」「月末の残業がなくなった」と効果を実
感いただいております。また、労働基準法の改正にも対応しており、超過勤務が60時間を超える職員への対応も完全にシステム化さ
れています。人事給与システムとの連携やICカードを活用した出退勤管理の活用で、より一層の事務の効率化を図ります。

近年の電子入札システム導入気運の高まりに伴い、従来の業者管理、契約管理システムにも、電子入札への対応という新たな
ニーズが求められるようになっています。

「契約業者管理システム」は、電子入札コアコンソーシアムにて開発された「電子入札コアシステム」に対応したシステムであり、
先のニーズへの対応を図ります。

工事、委託、物品調達の各手続きにおいて、一般競争入札、指名競争入札等の案件登録から業者選定、入開札手続きまでの
一連の事務処理を、電子入札システムとデータ連携を図りながら行うことができます。

財務会計システムとの連携により事務処理の効率化も図ります。

基準モデルによる公会計制度に対応できるパッケージ製品です。平成２１年度からの財務諸表作成の開始に伴い、すでに３０団体
以上で導入いただいております。総務省の指針に沿い、仕訳データの作成から固定資産台帳管理、財務諸表の作成までを行います。
制度設計や資産整理を行うコンサルティングサービスも必要に応じて提案いたします。

自治体フェア 201２ 出展システム
２／３

自治体職員の人事に関する情報と、給与に関する基礎情報を集中管理し、人事異動・機構改革などの情報をリアルタイムに
引き出して人事情報を活用することを可能にしています。

また、複雑・多岐にわたる公務員給与の支給体系をパラメータ化し、対話形式で変更することにより自治体給与計算に柔軟に
対応できます。

地方公共団体におけるクラウド活用の流れが進んでいます。その目的は、業務効率化、TCO削減、法制度改正への迅速な対応、
人材リソースの有効活用など様々ですが、昨今ではさらに災害時の事業継続といった観点からも注目が集まっています。NECの自
治体クラウドソリューション「GPRIME for SaaS」は、全国各地の地方公共団体にご導入いただき、その効果を実感していただいて
いるサービスです。
また本サービスの基本となる業務システムは、過去40年に亘ってNECが開発、機能強化を進めて全国の地方公共団体へご提供し

てきたパッケージシステムをベースとしており、機能面・品質面ともに自信を持ってご紹介している製品です。導入後も法制度改正対
応や機能強化をして参りますので、安心してご利用いただけます。
本フェアでは、先進団体の取り組み事例や具体的な効果などを映像で分かりやすくご紹介します。



新技術を活用したソリューションのご紹介

３／３

『NiceOffice』はシンプルな画面構成で、どなたでも利用可能なグループウェアとなっております。
多彩な「気づき機能」で利用を促しコミュニケーションの活性化が図れます。
PCの操作に不慣れな方でも「気づき機能」により、自分宛の情報を見落とすことなくご利用いただけます。

また、標準機能で携帯電話からもご利用いただけますので、外出の多い方とのやり取りもスムーズに行えます。
本サービスはハード設置、ASP/SaaSサービスの二つのメニューをご用意しておりますので、お客様のご利用形態に応じたサービス

のご提供ができます。

情報漏えい対策システム ～ 適な情報漏えい対策ツールのご紹介～

SecureSeedは、ワンストップで簡単運用のセキュリティ対策統合管理ツールです。
例えば、クライアントPCにあるアプリケーションのライセンスを自動集計し、違反を防ぐとともに、無駄をなくしコスト削減にも
つながります。

また、USBメモリは、個体識別で私物利用を排除できます。安易な情報の持出しを防ぎ、情報漏えいを防ぎます。
操作ログの収集では、危険な操作を抑止し、証拠保全を図ることができます。離れた場所にあるPCもリモートコントロールで簡単に操作
できます。これまでに掛かっていたシステム維持の負担を軽減し、効率化とセキュリティの向上を実現します。

「トレンドマイクロが実現する3段階標的型攻撃対策による新・ソリューション”Deep Discovery”セキュリティベンダだからこそ提供できる
価値ある対策製品をご紹介いたします。

また、対策を見落としがちなオフライン端末への新たなアプローチ”PortableSecurity”を同時展示いたします。

世界 速のA4 150枚/分の印刷を可能とした高速インクジェット技術とオーバーレイを用いて連帳紙をカット紙化。
ストックの管理、リスクを激減させるプリントワークを劇的に改善いたします。

電子広告／電子ポスターにより来館者へのスムーズな案内が行えます。
面倒な紙ポスターの印刷や張り替え業務の軽減や、公共向けテンプレートを利用することでビジュアル効果が一層増します。
日中は市政だよりとして、夜間は受付案内版として利用範囲が広がります。

本アプリケーションの核は、ホームページ作成の専門知識が無くてもワープロソフトの操作感覚で簡単にWebコンテンツを作成できると
ともに、タッチパネル、携帯電話といったマルチメディアコンテンツを自動的に生成できるコンテンツマネジメントシステム（CMS）です。

組織を取り巻く環境は急速に変化をしております。グローバル化、競争の激化、少子高齢化に伴う消費構造の変化、セキュリティや
コンプライアンス対応へのニーズ、あらゆる要求に応えていくために、いま組織にはホワイトカラーの生産性の向上や顧客ニーズの
迅速な取り組み、そして情報化統制を容易に実現する仕組みが求められています。新世代のWillCommunity2.0は、組織内の情報伝達や
情報共有を効率化し、顧客との双方向サービスの実現を図り、日々の業務に情報統制環境を提供いたします。

自治体フェア 201２ 出展システム

地域情報発信ツール ～タイムリーな情報を迅速に配信できるツール～

住民サービスとして、様々な情報をメール配信できるサービスです。
高速配信（３万通／分）を実現しており「防犯情報・防災情報」の緊急情報や、地域のイベント情報等を自由に配信していただけます。

防災情報は「Ｊ－ＡＬＥＲＴ」「緊急速報メール」との連携や一括配信が可能です。
メールアドレスの暗号化、堅牢なＩＤＣによる運用にてセキュリティ対策も万全となっております。

会議準備から会議後まで徹底したペーパーレス化により、会議の効率化・セキュア化を実現するペーパーレス会議システム
「ConforMeeting/e」を、７月にリリースしたばかりのiPad版も併せて実機展示いたします。 「ConforMeeting/e」は、ペーパーレス化や
業務効率化といったトータルコストの削減に貢献するとともに、ワークスタイル改革を推進します。
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●ご来場の希望をお聞かせください。

ご希望の項目（セミナー受講、展示見学、希望日）を で囲んでください

ご

来

場

者

個人情報の取扱について：
ご記入頂きました個人情報は、自治体フェア２０１２に関するご連絡の他、ご来場の確認に利用させて頂きます。
ご記入頂きました個人情報については、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステムの規定に基づき適切な
管理を行ない、第三者への提供及び委託は致しません。
ご来場者名をご記入頂きました方には当日名札を準備させて頂きます。

ご提供頂きました個人情報の開示、訂正等のお求めに関しては、下記窓口宛にご連絡下さい。

＜個人情報保護管理責任者兼問合せ窓口＞
株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部
部長 谷上 正敏
TEL：０８２－２４８－７７８１

※ FAXでの受け付けのため、楷書でご記入をお願いいたします。

・セミナー受講【 8月28日（火）・ 8月29日（水）】
【受講を希望されるセミナーの□に✔をご記入ください。】

８月２８日（火）（□セミナー１ □セミナー２ □セミナー３）

８月２９日（水）（□セミナー４ □セミナー５ □セミナー６）

（要事前申込）

・展 示 見 学【 8月28日（火）・ 8月29日（水）】

【興味のある展示システムの□に✔をご記入ください。】

□住民情報システム（COKAS-R/ADⅡ）
□COKAS-R/ADⅡサブシステム
□確定申告支援システム（The 確定申告）
□滞納整理支援システム
□上下水道料金システム（SUIBIZ）
□公営企業会計システム
□自治体メール配信サービス
□標的型攻撃対策・オフライン端末対策
□グループウェア（NiceOffice）
□プリントシステム（ORPHIS-X）
□デジタルサイネージ
□自治体ポータル構築ソリューション

（WillCommunity2.0/CMS）

□財務会計システム(GPRIME版)
□複式簿記サブシステム(PPP)
□文書管理システム（GPRIME版）
□庶務事務システム
□契約業者管理システム
□人事給与システム（SALT/ES）
□資産管理&セキュリティ対策(SecureSeed)

□ペーパーレス会議室(ConforMeeting/e)

※お申し込み多数の場合は、この用紙をコピーしてお使いください。

※ご来場者の個人情報については下記「個人情報の取扱について」をご確認頂き、ご同意頂ける場合ご記入下さい。


