
平成２９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 16 年 7 月から、協議会参加全団体での実施事業（全団体事業）として電子

申請・届出システムを運用している。平成 22 年 4 月から汎用申請と簡易申請を統

合したシステムを稼働した。さらに、平成 27 年 4 月にリプレイスを実施し、ASP-

SaaS 方式によるシステムに移行した。 

ア システム検証 

本番環境におけるアンケートタイプの申請項目について、申請者及び審査者の

立場から、問題点等の検証を実施した。また、その結果に対する改善策を検討し

た。 

（平成 30 年 1 月 24 日～30 日） 

イ システム操作研修 

全団体のシステムの管理者及び審査者を対象に、実機を用いてシステムの操作

研修を実施した。 

・管理者向け研修：平成 29 年 6 月 12 日（全１回） 

・審査者向け研修：平成 29 年 6 月 13 日、15 日、16 日、19 日、20 日、21 日（全

12 回） 

(2) 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た。

(3) 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 29 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。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 29 年 6 月 14 日 全体説明会及び勉強会（県自治センター） 

・平成 29 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 29 年 12 月 7 日 全体報告会及び勉強会（県自治センター）  

(4) 協議会 Web システムの運営 

第 1号議案 



・協議会公式ウェブサイト運用及び協議会独自ドメイン管理等を実施した。 

・平成 29 年 3 月 28 日に開設したオープンデータカタログ（試行版）の維持管理を

実施した。 

(5) 会議運営 

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29年 6月 8日、県自治センター） 

〔審議事項〕 

・平成 28 年度事業報告について 

・平成 28 年度収支決算及び監査報告について 

・準会員の加入の申し出について 

・会則の改正について 

第２回定期総会（平成30年 3月23日、県自治センター） 

〔審議事項〕 

・平成 29 年度補正予算について 

・平成 30 年度事業計画及び当初予算について 

・平成 30 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

・準会員の退会の申し出について

・会則の改正について 

・平成 30 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29年10月30日、県自治センター） 

〔審議事項〕 

・平成 29 年度事業予算執行状況及び今後の予定について 

・平成 29 年度負担金の確定及び後期負担金について 

・第四次 LGWAN 整備計画について 

・平成 30 年度事業計画及び当初予算について 

・平成 30 年度負担金について 

ウ 幹事会 

運営委員長並びに地域ブロック及び準会員代表の 13 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29年 5月24日、県自治センター） 

・臨時幹事会（平成29年 6月21日、書面開催） 

・臨時幹事会（平成29年 8月 7日、書面開催） 

・臨時幹事会（平成29年 8月31日、書面開催） 

・第２回幹事会（平成29年10月19日、県自治センター） 

・第３回幹事会（平成30年 3月13日、県自治センター） 

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30年 2月22日、県自治センター） 

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、機能改善内容、普及啓発活動内容、利用

規程一部改正等の検討を行った。 

・第１回研究会（平成29年 5月23日、県三の丸庁舎） 

・第２回研究会（平成29年 6月 1日、書面開催） 

・第３回研究会（平成29年 7月10日、書面開催） 

・第４回研究会（平成29年 8月21日、書面開催） 

・第５回研究会（平成29年10月 6日、県自治センター） 

・第６回研究会（平成29年12月12日、書面開催） 

・第７回研究会（平成30年 3月 2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及び

希望団体向けに標的型攻撃メール訓練を行った。 

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、あ

いち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ポリシー改正の検討を行った。 

【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29年 5月12日、書面開催） 

・第２回研究会（平成29年 7月25日、書面開催） 

・第３回研究会（平成29年 9月28日、県自治センター） 

・第４回研究会（平成29年10月 2日、書面開催） 



・情報セキュリティ対策事業勉強会 

(平成29年10月10日、県自治センター、10月11日、県西三河総合庁舎) 

・第５回研究会（平成30年 2月 9日、書面開催） 

【セキュリティ監査グループ】 

・第１回研究会（平成29年 7月26日～27日、県自治センター） 

・内部監査人研修（平成29年 8月29日～30日、県自治センター） 

・第２回研究会（平成29年 9月28日、県自治センター） 

・第３回研究会（平成29年10月26日、県自治センター） 

・内部監査実施（平成29年11月20日、県自治センター） 

・監査結果報告（平成29年12月14日、県自治センター） 

【セキュリティポリシーグループ】 

・第１回研究会（平成 29 年 11 月 8 日、書面開催） 

(ｳ) 共通課題研究会 

研究会全体では、「テレワークをはじめとした働き方改革」を研究課題とし、

先進団体調査及び勉強会を開催した。 

オープンデータグループでは、オープンデータカタログ（試行版）について、

掲載データ追加の検討を行った。また、協議会ガイドラインの見直しやオープ

ンデータの利活用（ＰＲ活動）を行った。 

【共通課題研究会（メンバー全員）】 

・第１回研究会（平成29年 5月18日、県自治センター） 

・第２回研究会（平成29年 6月16日、書面開催） 

・第３回研究会（平成29年 7月28日、県三の丸庁舎） 

・第４回研究会（平成29年10月13日、県自治センター） 

・第５回研究会（平成29年11月20日、県三の丸庁舎） 

・ワークスタイル変革に関する勉強会（平成29年12月22日、県自治センター） 

・第６回研究会（平成29年12月22日、県自治センター） 

・働き方改革に関する勉強会（平成30年 2月27日、愛知県図書館） 

・第７回研究会（平成30年 3月 6日、県自治センター） 

・第８回研究会（平成30年 3月 8日、書面開催） 

・テレワークに関する勉強会（平成30年 3月27日、県自治センター） 

【オープンデータグループ】 

・第１回グループ会（平成29年 5月18日、県自治センター） 

・第２回グループ会（平成29年 7月28日、県三の丸庁舎） 



・第３回グループ会（平成29年 9月14日、書面開催） 

・第４回グループ会（平成29年11月20日、県三の丸庁舎） 

・第５回グループ会（平成30年 2月 9日、書面開催） 

・第６回グループ会（平成30年 3月 6日、県自治センター） 

(ｴ) あいち LGWAN アクセス研究会 

第四次 LGWAN への移行に関して、以下の 3点を検討し決定した。 

・接続回線の方式について、主系・従系回線ともに LGWAN 網への直接接続と

すること 

・あいち電子自治体推進協議会の全団体事業として継続し、契約事務等をま

とめて行うこと 

・平成 30 年度の負担金の算出方法 

研究会設置の所期の目的を達成したことから、平成 29 年度末をもって研究

会を廃止した。 

・第１回研究会（平成29年 8月21日、県三の丸庁舎） 

・第２回研究会（平成29年 9月20日、県三の丸庁舎） 

・第３回研究会（平成29年10月 4日、書面開催） 

・第４回研究会（平成30年 3月 2日、書面開催） 

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・運営している。平成 18 年より一次稼働として屋外スポーツ施設分の

運用を開始し、平成 19 年に二次稼働として屋内スポーツ施設分、平成 20 年に三次

稼働として文化施設分の運用を開始した。平成 23 年 4 月及び平成 29 年 1 月にリプ

レイスを実施し、平成 23 年 4 月以降は、ASP－SaaS 方式によるシステムで運用して

いる。 

ア 事業部会 

参加団体の情報担当課長または事業担当課長で構成する事業部会において、 

平成 28 年度事業報告・収支決算、平成 29 年度予算の補正、平成 30 年度事業計

画・当初予算、利用規程の一部改正等について審議した。 

・第１回事業部会（平成29年 4月26日、書面開催） 

・第２回事業部会（平成29年 9月19日、書面開催） 

・第３回事業部会（平成30年 2月28日、書面開催） 

・第４回事業部会（平成30年 3月 8日、書面開催） 



イ 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。 

・第１回検討会（平成29年 6月27日、県自治センター） 

・第２回検討会（平成29年 9月 4日、書面開催） 

・第３回検討会（平成29年12月11日、書面開催） 

・第４回検討会（平成30年 2月 6日、書面開催） 

・第５回検討会（平成30年 2月21日、書面開催） 

ウ システム検証 

施設予約システム検討会参加団体４市で、スマートフォン版の動作状況を検証

した。 

（平成 29 年 12 月 22 日～平成 30 年 1 月 19 日） 

(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。さらに平成 29 年 10 月

から ASP-SaaS 方式によるシステムに移行した。 

なお、平成 29 年 5 月に、情報セキュリティ強靱化対応に伴い、発注者を LGWAN 接

続からインターネット接続に切替を行った。 

ア 事業部会 

参加団体の情報担当課長または事業担当課長で構成する事業部会において、 

平成 28 年度事業報告・収支決算、平成 29 年度予算の補正、平成 30 年度事業計

画・当初予算、機能改善方針、新規加入及び退会の取扱い、システム移行スケジ

ュール等について審議した。 

・第１回事業部会（平成29年 5月12日、書面開催） 

・第２回事業部会（平成29年 7月18日、書面開催） 

・第３回事業部会（平成29年 8月22日、書面開催） 

・第４回事業部会（平成29年10月16日、県自治センター） 

・第５回事業部会（平成29年10月26日、書面開催） 

・第６回事業部会（平成29年11月14日、書面開催） 

・第７回事業部会（平成30年 2月28日、書面開催） 

イ 検討会 

事業部会の下部組織となる検討会で、定時受付、システム機能改善方針、シス

テム検証会の実施内容、強靱化対応方針、システム移行、システム稼働判定等に



ついて検討を行った。 

・第１回検討会（平成29年 4月26日、県西庁舎） 

・第２回検討会（平成29年 5月19日、県自治センター） 

・第３回検討会（平成29年 6月16日、県東大手庁舎） 

・第４回検討会（平成29年 7月 3日、県三の丸庁舎） 

・第５回検討会（平成29年 7月 6日、書面開催） 

・第６回検討会（平成29年 7月14日、書面開催） 

・第７回検討会（平成29年 7月21日、書面開催） 

・第８回検討会（平成29年 8月 1日、書面開催） 

・第９回検討会（平成29年 8月17日、県自治センター） 

・第10回検討会（平成29年 8月23日、書面開催） 

・次期システム延伸判定会議（平成29年 9月 8日、書面開催） 

・次期システム稼働判定会議（平成29年 9月22日、県自治センター） 

・第11回検討会（平成29年 9月22日、県自治センター） 

・システム最終稼働判定（平成29年 9月29日、書面開催） 

・第12回検討会（平成29年10月23日、書面開催） 

・第13回検討会（平成29年11月 6日、書面開催） 

・第14回検討会（平成30年 2月 6日、書面開催） 

ウ 全体会議 

次期システムの機能、移行に伴う注意事項等について説明を行った。また、定

時受付の関連資料を配付し、注意事項について説明を行った。 

・第１回全体会議（平成29年 8月10日、県自治センター） 

・第２回全体会議（平成29年10月31日、県自治センター） 

エ 発注者操作研修会 

異動職員を対象に操作研修会を開催 

（平成 29 年 4 月 18 日～ 4 月 21 日：各日午前・午後開催で計 8回、県自治セ

ンター） 

オ システム検証 

次期システムの運用テストに合わせて、次期システムの動作確認を行った。 

（平成 29 年 9 月 4 日～ 9 月 20 日） 

(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い、ASP-SaaS 方式によるシステムに移行した。また、平



成 30 年 10 月からは次期システムの稼働を予定している。次期システムについて、

総合評価一般競争入札を行い、委託事業者を決定した。 

なお、平成 29 年 5 月に、情報セキュリティ強靱化対応に伴い、発注者を LGWAN 接

続からインターネット接続に切替を行った。 

ア 事業部会 

参加団体の情報担当課長または事業担当課長で構成する事業部会において、平

成 28 年度事業報告・収支決算、平成 29 年度予算の補正、平成 30 年度事業計画・

当初予算、機能改善方針、次期システムの機能要件等について審議した。 

・第１回事業部会（平成29年 5月17日、書面開催） 

・第２回事業部会（平成29年 6月29日、書面開催） 

・第３回事業部会（平成29年 7月24日、書面開催） 

・第４回事業部会（平成29年 9月12日、書面開催） 

・第５回事業部会（平成29年10月16日、県自治センター） 

・第６回事業部会（平成29年11月 8日、書面開催） 

・第７回事業部会（平成30年 2月26日、書面開催） 

イ 検討会 

事業部会の下部組織となる検討会において、定時受付、システム機能改善方針、

システム検証会の実施内容、次期システムの変更仕様書等について検討を行った。 

・第１回検討会（平成29年 6月14日、県自治センター） 

・第２回検討会（平成29年 7月21日、県三の丸庁舎） 

・第３回検討会（平成29年 8月 2日、書面開催） 

・第４回検討会（平成29年 8月30日、県東大手庁舎） 

・第５回検討会（平成29年 9月 5日、書面開催） 

・第６回検討会（平成29年 9月27日、県自治センター） 

・第７回検討会（平成29年10月11日、書面開催） 

・第８回検討会（平成29年12月12日、県自治センター） 

・第９回検討会（平成29年12月21日、書面開催） 

・第10回検討会（平成30年 2月 9日、書面開催） 

ウ 発注者操作研修会 

異動職員を対象に操作研修会を開催 

（平成29年 4月11日～14日：各日午前・午後開催で計8回、県自治センター） 

エ システム検証 

Windows10 端末における入札参加資格申請及び、電子入札を含めた一連の作業

について、検証会参加各団体にて動作検証を実施した。 

（平成 29 年 11 月 21 日～平成 30 年 1 月 16 日） 


