お客様事例

環境省 様
膨大な人手を要した従来の手続き業務環境から脱却し
高い利便性とPR効果を実現するWebシステムを短期間で構築
日本政府で環境保全全般に関する政策を手掛けている環境省では、
CO2排出削減に最大の効果をもたらす設備・機器等を
「L2-Tech
認証製品一覧」
としてまとめ、
情報発信および普及を推進している。多くの人手と手続きを要したこの業務環境の打開に向けて、
同省が
NTTデータとともに行ったのが、
SalesforceをベースとしたWebシステム化だ。システムの構築に際しては、
業務フローの見直しによ
りSalesforceの標準機能を最大活用し、
開発工数を抑えつつも、
デザイン面のカスタマイズで高い利便性とPR効果を実現した。
これ
により、
L2-Tech認証プロセスの業務効率向上に加え、
申請者数が当初の計画値を超えるという、
理想的なWebシステムが完成した。
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