
平成２５年度事業報告 

１ 全団体向け事業 

(1) あいち電子申請・届出システムの運用 

平成 22 年 4 月にシステムのリプレイスを実施し、従来の汎用システムと簡易シ

ステムを統合した新システムの稼働を開始した。 

ア システム検証 

    申請者側及び審査者側双方の運用状況を確認するため、検証を実施した。また、

その結果に対する改善策を検討した。 

イ 普及広報活動 

    システムの利用促進を図るため、地域のイベントに参加して PR を行った。 

・平成 25 年 7 月 27 日  「蒲郡市生命の海科学館夏祭り 2013」へのブース出展 

・平成 25 年 9 月 28、29 日 「とよた産業フェスタ 2013」へのブース出展 

▲ とよた産業フェスタ 2013 において簡易申請システムを

利用した「来場者アンケート」等を実施した様子 

ウ 全体説明会（平成 25 年 8 月 30 日） 

全団体を対象に、次期システム更新に向けた方針を説明した。 

(2) あいち自治体データセンターの運用 

高度なセキュリティが確保された民間のデータセンター施設の一部を借り上げ、

「あいち自治体データセンター」を設置し、電子申請・届出システムや協議会 Web

システム等に関するサーバやネットワーク機器の 24 時間 365 日の運用・監視を行う

とともに、ヘルプデスク受付、協議会に対する情報セキュリティ診断等を実施した。 

〔運用状況〕 

   ア データセンターファシリティ 

・ハウジングルーム： 
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協議会専用エリア(28ｍ２(～H25.5:56ｍ２))、指静脈流認証装置、機器収容ラ

ック（電子申請・届出システム：3 本、電子調達共同システム（物品等）：4

本*、協議会 Web：1 本、共通基盤：3本）、免震台等 

＊電子調達共同システム（物品等）は 5月まで

イ ネットワーク 

・上流インターネット回線接続 

・県ノードとデータセンター間ＬＧＷＡＮ回線接続 

ウ 運用・監視 

     サーバ監視、障害対応、セキュリティ管理、バックアップ管理、ヘルプデス

ク運用 

   エ 情報セキュリティ診断の実施 

実施日：平成 25 年 11 月から平成 26 年 1 月まで 

実施主体：株式会社中電シーティーアイ 

対象システム：電子申請・届出システム、協議会 Web システム 

   オ 協議会 Web システムの運営 

(3) ＬＧＷＡＮアクセス回線の運営 

平成 19 年 9 月に新たに構築した有線のネットワーク「あいちＬＧＷＡＮアクセ

ス」を主系、既設の高度情報通信ネットワーク（防災行政無線）を従系として運用

しており、主・従回線の保守管理を行っている。

(4) 共同セキュリティ監査 

電子自治体の共同構築に伴う、自治体間のセキュリティレベル格差の解消と共同

事業化によるスケールメリットにより各自治体の経費的かつ人的な負担の軽減を

図るため、平成 17 年度から情報セキュリティ監査を共同で実施している。

 平成 25 年度は、県と希望市町村が共同でサーバ等の機器に対する脆弱性診断（オ

ンサイト診断及びリモート診断）を実施した。

また、近年増加傾向にある標的型攻撃について、疑似メールを用いた教育訓練を

行った。

 さらに、診断の全体説明会等に併せて、セキュリティ対策の勉強会を開催した。

・平成 25 年 6 月 11 日  全体説明会及び勉強会（県三の丸庁舎） 

・平成 25 年 7 月～11 月 技術的診断（オンサイト診断、リモート診断）、個別説明会

・平成 25 年 11 月 29 日  全体報告会及び勉強会（県自治センター）  

(5) 会議運営 
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ア 総会 

協議会の議決機関として、全会員で構成する総会を開催し、事業計画及び収支

予算のほか協議会の運営に関する重要な事項等について審議を行った。 

第１回定期総会（平成25年 6月 4日、県三の丸庁舎） 

   〔審議事項〕 

   ・平成 24 年度事業報告について 

   ・平成 24 年度収支決算及び監査報告について 

第２回定期総会（平成26年 3月26日、県東大手庁舎） 

   〔審議事項〕 

   ・平成 25 年度補正予算について 

   ・平成 26 年度事業計画及び収支予算について 

   ・平成 26 年度負担金及び納入方法について 

   ・情報セキュリティポリシーの改正について 

   ・平成 26 年度役員の選任について 

イ 運営委員会 

    協議会事業の円滑な運営を図るため、各事業の実施に係る重要な事項等につい

て検討を行った。 

  第１回運営委員会（平成25年10月24日、県自治センター） 

   〔審議事項〕 

   ・あいち電子申請・届出システム事業方針について 

   ・協議会 WEB システム事業方針について 

   ・平成 25 年度事業の予算執行状況及び今後の予定について 

   ・平成 25 年度後期負担金について 

   ・平成 26 年度事業計画及び支出予算について 

   ・平成 26 年度負担金について 

ウ 幹事会 

  運営委員長及び地域ブロック代表の12団体の幹事で構成する幹事会において、

総会議案の作成のほか、事業実施に関する検討を行うとともに、各研究会におけ

る報告等を行った。 

  ・第１回幹事会（平成25年 5月28日、県自治センター） 

  ・第２回幹事会（平成25年10月16日、県自治センター） 

  ・第３回幹事会（平成26年 3月17日、県西庁舎） 

エ 個人情報等保護委員会 

  協議会の情報セキュリティ監査及びセキュリティ診断の結果と今後の対応を

始め、個人情報保護その他セキュリティの確保に関する検討を行った。 

・第１回委員会（平成26年 2月26日、県東大手庁舎） 
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オ 研究会 

    協議会で実施する各種事業の技術的な内容等について、必要な調査及び検討を

行った。 

(ｱ) 電子申請・届出システム研究会 

電子申請・届出システムについて、次期システム更新、システム検証会及び

実施手順等規程類の改正等の検討を行った。また、利用促進に向けた普及広報

活動の検討を行った。 

・第１回研究会（平成25年 5月21日、県自治センター） 

・第２回研究会（平成25年 6月21日、県自治センター） 

・第３回研究会（平成25年 7月31日、県自治センター） 

・第４回研究会（平成25年 9月18日、県自治センター） 

・第５回研究会（平成25年11月 7日、県自治センター） 

・第６回研究会（平成25年12月16日、県自治センター） 

・第７回研究会（平成26年 2月10日、県自治センター） 

(ｲ) 情報セキュリティ研究会 

研究会全体で共同セキュリティ監査、内部監査支援の実施に関する検討を行

った。 

また、研究会内に設置されている「セキュリティ監査グループ」と「セキュ

リティポリシー・グループ」の活動として、セキュリティ監査グループでは、

共同利用型施設予約システムの内部監査を実施し、セキュリティポリシー・グ

ループでは、協議会の情報セキュリティ実施手順等の改正に向けた検討を行っ

た。 

【情報セキュリティ研究会（メンバー全員）】 

・第１回研究会（平成25年 5月15日、東大手庁舎） 

・第２回研究会（平成25年 8月22日、県自治センター） 

・第３回研究会（平成26年 2月20日、東大手庁舎） 

【監査グループ】 

     ・第１回研究会（平成25年 8月22日、県自治センター） 

     ・第２回研究会（平成25年10月21日、県自治センター） 

     ・内部監査実施（平成25年10月25日、東郷町役場、東郷町総合体育館、 

県自治センター） 

     ・監査結果報告（平成25年12月16日、県自治センター） 

【ポリシーグループ】 

・第１回研究会（平成25年 7月 2日、県自治センター） 

     ・第２回研究会（平成25年 8月22日、県自治センター） 
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２ 特定団体事業 

(1) 共同利用型施設予約システム事業 

住民がインターネット等を通じて施設の予約や空き照会が可能となるシステム

を共同で構築・運営する。 

ア 事業部会 

・第１回事業部会（平成25年 5月 2日、書面表決） 

・第２回事業部会（平成25年 9月25日、書面表決） 

・第３回事業部会（平成25年11月11日、書面表決） 

・第４回事業部会（平成26年 3月 6日、書面表決） 

イ 全体会議 

参加全市町の情報担当者及び施設担当者等を対象に、運用スケジュールやシス

テムの内容についての情報共有、意思疎通を図ることを目的とする。 

平成25年度は、平成25年11月6日に東大手庁舎にて開催し、システムの稼働状

況報告、システムの機能改善項目の説明及びFAQ（ヘルプデスクによくある質問）

の説明等を行った。 

ウ 検討会 

参加を希望する自治体の情報担当者及び施設担当者等により、システムにおけ

る課題等についての検討を行った。 

平成25年度は、SLAの内容見直しに係る検討、施設予約システム利用規程の一

部改正及び施設予約システム情報セキュリティ実施手順改正に関する検討、次期

システムの検討方法についての審議を実施した。（参加自治体：豊橋市始め５市

町） 

・第１回検討会（平成25年 6月18日、県自治センター） 

・第２回検討会（平成25年 9月12日、書面審議） 

・第３回検討会（平成26年 3月 5日、県自治センター） 

エ システムに関する説明会 

平成26年度レベルアップ機能改善にて追加される機能の操作等について、平成

26年2月27､28日の２日間、合計５回の説明会を実施した。 

オ システム検証 

システム本番環境における簡易版機能について、施設予約システム情報システ

ム担当者の任意で抽出した５市町で、各自治体所管の任意の施設を対象として一

般利用者の立場から動作状況を検証した。 
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(2) あいち電子調達共同システム（CALS/EC）事業 

入札参加資格登録から、発注者見通しの公表、指名通知、入札・開札、結果の公

表までの一連の公共事業に係る調達プロセスをインターネットなどの情報通信技

術を利用して行うことが可能となるシステムであり、平成18年10月16日から稼動し、

平成24年7月にシステムのリプレイスを実施した。 

ア 事業部会 

    ・第１回事業部会（平成25年 5月17日、書面表決） 

    ・第２回事業部会（平成25年10月 4日、県白壁庁舎） 

・第３回事業部会（平成26年 1月30日、書面表決） 

・第４回事業部会（平成26年 3月 3日、書面表決） 

イ 全体会議 

    参加全団体の実務担当者を対象に、平成26・27年度定時受付の説明、SLA 研

修会及びのシステム検証会の結果について説明を行った。

・第1回全体会議（平成25年10月30日、県三の丸庁舎） 

・第2回全体会議（平成26年 1月27日、県自治センター）

ウ 検討会 

    事業部会の下部組織となる検討会で、平成 26・27 年度定時受付の日程及び要

領（案）、システム機能改善方針、システム検証会の実施内容及び新暗号アルゴ

リズム対応等について検討した。 

    ・第１回検討会（平成25年 5月13日、県三の丸庁舎） 

    ・第２回検討会（平成25年 7月12日、県三の丸庁舎） 

    ・第３回検討会（平成25年 9月 7日、自治センター） 

    ・第４回検討会（平成25年11月11日、書面表決） 

エ 発注者操作研修会

異動職員を対象に操作研修会を実施 

（平成25年 4月 23日～ 4月26日：計8回、県自治センター） 

オ システム検証 

５業者（受注者）が、一連の仮想入札案件を実施し、１０団体（発注者）が操

作を確認して、問題等が発生していないかを検証するとともに、システムの改善

要望等意見交換を行った。 

（平成25年12月9日～12月10日：2日間、県自治センター） 
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(3) あいち電子調達共同システム（物品等）事業 

平成20年1月に入札参加資格申請システムが稼動したのに続き、8月に電子入札シ

ステム及び入札情報サービスシステムが稼動したことによりシステム全体の運用

を開始した。また、システム機器のリース期間満了に伴い、平成25年5月にシステ

ムのリプレイスを行った。

ア 事業部会 

・第１回事業部会（平成25年 5月 7日、書面表決） 

    ・第２回事業部会（平成25年 8月13日、書面表決） 

    ・第３回事業部会（平成25年 9月 3日、書面表決） 

        ・第４回事業部会（平成25年10月 4日、県白壁庁舎） 

    ・第５回事業部会（平成26年 3月 3日、書面表決） 

イ 全体会議 

参加全団体の実務担当者を対象に、平成25年度の機能改善項目の内容、平成

26・27年度定時受付等について説明を行った。

・第１回全体会議 (平成25年10月30日、県三の丸庁舎） 

ウ 検討会 

事業部会の下部組織となる検討会において、システム移行判定や、平成 26・27

年度定時受付、システム機能改善、システム検証会の内容等について検討した。 

    ・第１回検討会（平成25年 5月 1日、書面表決） 

    ・第２回検討会（平成25年 6月12日、県三の丸庁舎） 

    ・第３回検討会（平成25年 7月29日、自治センター） 

    ・第４回検討会（平成25年 9月25日、県三の丸庁舎） 

    ・第５回検討会（平成25年12月18日、県白壁庁舎） 

エ 発注者操作研修会 

    職員を対象に操作研修会を実施 

（平成25年 4月11日、12日、15日～18日：計6回、県自治センター） 

オ システム検証 

愛知県始め１６団体が参加し、団体役と業者役に分かれて、テスト案件の作成 

から応札まで電子入札業務を一通り実施し、新暗号アルゴリズム対応モジュール 

適用後の電子入札システムの動作について検証した。 

（平成 25 年 11 月 28 日～11 月 29 日：2日間、自治センター） 
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(4) あいち自治体クラウド推進事業 

あいち自治体クラウド推進構想に基づき、各自治体が自らの事情に合った自治体

クラウド方針を策定し、最も効率的なタイミングで実現して、ＩＴ経費の削減及び

災害対策の強化することができるよう、市町村の情報システムのクラウド化を推進

するための支援を行った。 

なお、協議会におけるあいち自治体クラウド推進事業は平成 25 年度末で終了し

ました。（平成 26 年度は県として、クラウド化への支援を実施） 

ア 事業部会等 

・第１回事業部会（平成25年5月27日、書面表決） 

・第２回事業部会（平成25年10月10日、書面表決） 

 （平成26年度の自治体クラウド推進に関する実施方針を審議し、平成25年度末に事業

部会を廃止することを決定） 

・内部事務系提案会（平成25年10月17,21,22,23日、県白壁庁舎） 

・全体説明会（平成25年10月29日、県白壁庁舎）

・内部事務系システム共同評価グループ結成（平成26年1月29日）

・全体報告会（平成26年3月20日、県白壁庁舎） 

イ グループ活動 

平成24年度に結成したグループについて、前年度に引き続き各グループの進捗

状況に応じた課題について検討した。 

また、平成25年度に新たに結成した内部事務系システムのグループについては、

今後のクラウド化に向けた課題について検討した。 

   ・大規模共同評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 12 月 2 日） 

・既存 JIP 調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 8 月 21 日（海部ﾌﾞﾛｯｸ）、 

平成 26 年 3 月 7 日） 

・既存 NEC 共同評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 12 月 3 日） 

・既存富士通系共同評価ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 12 月 4 日） 

・既存 RKK 調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 12 月 4 日） 

・東三河地区調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議（平成 25 年 7 月 18 日、12 月 11 日 

平成 26 年 2 月 7 日、3月 27 日） 

・内部事務系システムグループ会議 

（財務会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ、人事給与ｸﾞﾙｰﾌﾟ、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱｸﾞﾙｰﾌﾟ：平成 26 年 3 月 14 日、 

一括導入ｸﾞﾙｰﾌﾟ：平成 26 年 3 月 18 日） 
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