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市原市　企画部
広報広聴課　広聴係　係長

鹿島 幸夫氏

が刻 と々リアルタイム表示される。
　「操作はシンプルで使いやすい。全件の進捗状
況を一覧したり、1件ごとに追跡したりするのはも
ちろんのこと、各部局での滞留時間まで分単位で
表示されますから、ひと目見ただけで問題点がす
ぐにわかります」と、企画部 広報広聴課 広聴係 
主任の志村かおる氏。
　また、メール発信や、複数部局に振り分けた処
理のとりまとめ作業が自動化され、広報広聴課の
業務は大幅にスピードアップした。
　「依頼作業は半分以下の工数、依頼後の進捗管
理の工数は10 分の1ぐらいに激減しています」と
鹿島氏は言う。
　たとえば、フローの動きが 3日間停滞すると、当
該部局へ催促メールが自動送信される。
　「当初は、7日で催促メールが飛ぶ設定にしてい
ましたが、全体がスピードアップしたので、3日に
設定し直しました。Microsoft Visio のタイマー設
定を変えるだけですから、こうした設定変更も非
常に簡単です」と安藤氏。
　各部局でも、供覧先を一括設定できるなど、使
いやすさの進化が好評だ。
　こうして処理が迅速化したことで、市民への回
答期間は短縮し、スピーディな行政運営に貢献し
ている。
　さらに、市民の声とその対応を、Microsoft SQL 
Server で構築したデータウェアハウスに蓄積する
体制を整えたことで、施策への反映もより効率よく
行えるようになった。
　「キーワード全文検索をしたり、分類をさらに細
分化してクロス集計をかけたりして、施策立案に
役立つ統計資料を作成しています。市民の生の声
を的確に捉え、機敏に動く体制を作ることができ
ました」と鹿島氏は言う。
　決裁や供覧の流れの電子化は、業務効率向上
のみならず、市民の生の声を的確に捉え、機敏に
対応する行政体制を作るうえでも、大きな成果を
あげているのだ。市原市では今後、アカウント申請
など、さまざまな庁内手続きをワークフローシステ
ム化していく計画である。

※Microsoft、Windows、SharePoint、Active Directoryは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※その他の会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
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市原市様

千葉県・市原市では、市民から寄せられるさまざまな意見、要望へ迅速に対
応するために、従来から利用してきた「住民ニーズシステム」を刷新・機能アッ
プして、2010年11月から運用している。新しい住民ニーズシステムの構築に
は、NTTデータのワークフローパッケージ「OpenCube Workflow」を採用。
Microsoft SharePointやActive Directoryとの密接な連携を実現しなが
ら、進捗状況の可視化と、業務処理の効率アップに成功して、スピーディな行
政運営に大きく貢献している。

お客様事例

「市民の声」の業務処理システムを最新ワークフローで一新。
進捗状況の可視化に成功して、管理工数が10分の1に激減
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千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1
1963年
368.20km²
278,276人(2012年4月1日現在)
千葉市の南に隣接し、東京湾から房総丘陵にかけて
広がる広域都市。臨海部は日本有数のコンビナート
群を有する千葉県随一の工業都市。内房線沿線の丘
陵部には住宅地域が広がり、中部山間地には農業地
域や景勝地である養老渓谷を抱えており、その多様
性から日本の縮図とも評される。市原市では、多様化
する市民ニーズを迅速かつ的確に捉え、ICTの有効
活用により、より安全でより便利な市民サービスを提
供する「市原市地域情報化計画」を推進中。
http://www.city.ichihara.chiba.jp/

市民の声への迅速な対応と
施策への的確な反映を目指す

　住みやすいまちづくりを効率よく進めるには、住
民と地方自治体が協力して課題解決に取り組む
「協働」（コラボレーション）が不可欠である。市原
市では、この「行政と市民との協働型社会」の実現
に向けた取り組みのひとつとして、「住民ニーズシ
ステム」を構築し、2004 年から運用してきた。
　市民からは、手紙、ファクシミリ、電子メールな
ど、さまざまな形で意見、要望、提言、問い合わせ
などが寄せられる。その内容をデータベース化し、
広報広聴課での受付から、該当部局への処理依
頼、各部局での収受、供覧、起案、決裁などの処
理、そして、広報広聴課での集計、分析、保管に至
るまで、広範な業務プロセスを庁内LAN（イント
ラネット）上で管理するのが、住民ニーズシステムで
ある。
　「庁内 LAN の活用で、効率的な業務処理と市
民への迅速なフィードバックを実現すると同時に、
市民の声をデータベース化し、供覧・分析して次

の施策へ反映させていくことが、住民ニーズシステ
ムの目的です」と、企画部 広報広聴課 広聴係 係
長の鹿島幸夫氏は説明する。
　人口約 28万人の市原市において、市民の声とし
て処理している案件は年間700～800件ほどだ。件
数は年々増加傾向にあり、住民ニーズシステムの
重要性は高まっている。
　6年間利用してきたシステムが更改時期を迎えた
2010年、より効率的な業務処理と施策への反映を
目指して、新しい住民ニーズシステムの構築が始
まった。

EUCを実現するワークフローシステムで
運用コストを大幅に低減

　新システムに求めた機能強化のポイントは、ワー
クフローの流れを可視化することだ。
　「従来は、広報広聴課が各部局へシステムで処
理を依頼しても、担当者や決裁者が自分に案件が
届いていることに気付かないことがありました。個
別に催促メールの送信や、問い合わせの電話をし
ていたので、大変に手間がかかっていたのです」
と、子育て支援部　子ども福祉課　企画調整係
係長の小宮茂氏は語る（2010当時は広報広聴課）。
　グループウェア「Microsoft SharePoint」との連
携も、重要な要件であった。
　市原市は、グループウェア、メールシステム、ユー
ザー管理など、庁舎内の情報基盤を、マイクロソフ
ト製品で統一している。この環境と密接に連携し
たシステムを構築すれば、処理依頼メールの到着
を担当者のポータル画面に表示させ、これをク
リックするだけで、改めてログイン操作をすること
なく、住民ニーズシステムを使った業務処理に移れ

る環境を実現できる。
　これらの前提条件を満たすワークフロー製品を
3～ 4 数種類ピックアップして詳細に比較検討し
た結果、最終的に選定したのが、NTT データの
ワークフローパッケージ「OpenCube Workflow」
であった。
　OpenCube Workflow を評価したポイントは、
大きく分けて、次の3点である。
　第 1に、EUC（エンドユーザーコンピューティン
グ）を実現して、運用コストを低減できる。フロー
設計・変更作業が、グラフィックツールの「Microsoft 
Visio」を使ってのマウス操作で完了するため、ベン

ダーへ外注する必要がない。製品固有の設計ツー
ルの操作を練習する必要もなく、市職員で運用す
ることができる。
　第2に、Microsoft SharePoint をはじめとする
Windows関連製品とは、ネイティブ連携を実現して
いる。
　市原市は、全職員のユーザー管理を Active 
Directory で行っており、「OpenCube Workflow」
なら、Active Directory 連携でシングルサインオン

を実現できる。そのうえ、Active Directory上の細
かいアクセス権限設定まで自動的に活用できるた
め、管理工数を増やすことなく、一貫したポリシー
のもとで市民の声に記載された個人情報も確実に
保護できる。
　「連携はきわめて緊密で、人事異動・組織改編
に際しても、手動のメンテナンス作業はほとんど発
生しません」と、総務部 情報管理課 情報化推進
係 主事の安藤善文氏は太鼓判を押す。
　第 3に、トータルコストも低く抑えられる。

　「Microsoft SharePoint のワークフロー機能だ
けでシステムを構築することも選択肢のひとつで
したが、この方法は、導入時のライセンス費用は低
減できますが、開発コストが膨大にかかります。他
のワークフロー製品も、開発コストと運用コストが

大きかった。『OpenCube Workflow』は、承認差し
戻しはもちろん、並列回覧や合議などの複雑な流
れまで、業務フローに沿ってノンプログラミングで
設定できるため、システムのTCO（総保有コスト）を
最も低く抑えられるのです」と安藤氏は言う。
　さらに、処理件数などをカウントしてグラフ化す
るなどの統計機能を活用できること、決裁者不在
のときのルート変更を簡単な操作で自動処理でき
ることなど、利便性を高めるさまざまな機能も高く
評価された。

フローの進捗状況が完全に可視化
業務停滞がなくなり市民サービスも向上

　新しい住民ニーズシステムは、2010年11月に稼働
を開始した。約2,000人の全職員がユーザーである。
　システム構築は富士ゼロックスが担当した。市
民の声は、過半数が手紙などの手書きで寄せられ
るが、これを電子化してワークフローに載せるため
に、同社のドキュメントハンドリング・ソフトウェア
「DocuWorks」を活用。個人情報部分をマスキング
してスキャン入力・ファイル生成すると同時に、
OCR 読み取りも行ってテキストデータを登録する
作業を、最小限の手順で実現した。
　現在では、ワークフローの進捗状況は完全に可
視化された。Microsoft SharePoint で構築した全
庁ポータルのトップページには、未処理の案件数
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め、管理工数を増やすことなく、一貫したポリシー
のもとで市民の声に記載された個人情報も確実に
保護できる。
　「連携はきわめて緊密で、人事異動・組織改編
に際しても、手動のメンテナンス作業はほとんど発
生しません」と、総務部 情報管理課 情報化推進
係 主事の安藤善文氏は太鼓判を押す。
　第 3に、トータルコストも低く抑えられる。

　「Microsoft SharePoint のワークフロー機能だ
けでシステムを構築することも選択肢のひとつで
したが、この方法は、導入時のライセンス費用は低
減できますが、開発コストが膨大にかかります。他
のワークフロー製品も、開発コストと運用コストが

大きかった。『OpenCube Workflow』は、承認差し
戻しはもちろん、並列回覧や合議などの複雑な流
れまで、業務フローに沿ってノンプログラミングで
設定できるため、システムのTCO（総保有コスト）を
最も低く抑えられるのです」と安藤氏は言う。
　さらに、処理件数などをカウントしてグラフ化す
るなどの統計機能を活用できること、決裁者不在
のときのルート変更を簡単な操作で自動処理でき
ることなど、利便性を高めるさまざまな機能も高く
評価された。

フローの進捗状況が完全に可視化
業務停滞がなくなり市民サービスも向上

　新しい住民ニーズシステムは、2010年11月に稼働
を開始した。約2,000人の全職員がユーザーである。
　システム構築は富士ゼロックスが担当した。市
民の声は、過半数が手紙などの手書きで寄せられ
るが、これを電子化してワークフローに載せるため
に、同社のドキュメントハンドリング・ソフトウェア
「DocuWorks」を活用。個人情報部分をマスキング
してスキャン入力・ファイル生成すると同時に、
OCR 読み取りも行ってテキストデータを登録する
作業を、最小限の手順で実現した。
　現在では、ワークフローの進捗状況は完全に可
視化された。Microsoft SharePoint で構築した全
庁ポータルのトップページには、未処理の案件数
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製品の詳細はこちらをご覧ください⇒http://www.opencubelite.com/


