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あ ら ま し

市町村の基幹システム（ここでは住民記録と税務情報を指す）の再構築は，従来のパッ

ケージ適用では多くのカスタマイズを要するため，システムの標準化が困難とされてき

た。富士通の「MICJET MISALIO 住民情報ソリューション」は，サービス利用型のノン
カスタマイズ型パッケージであり，中小都市向けの標準システムとして，2010年3月の提
供開始からこの4年間に多くのエンハンスを行ってきた。この間は，汎用機システム保守
の限界や，市町村合併から5年経過後の見直し，外国人住民制度などを契機とした再構築
が中心であったが，全国への適用によって，ノンカスタマイズ型のパッケージ適用が定

着してきた。今後は，番号制度の導入を通じて中小都市のオープン化は概ね一巡し，自

治体クラウドが主流となるが，自治体クラウドでは単独導入から共同化・集約化による

複数団体の同時適用など，適用期間の短縮とコストの低減が加速することになる。

本稿では，MISALIOの適用事例から，中小都市の基幹システム標準化とパッケージの
ノンカスタマイズ適用の取組みについて考察する。

Abstract

With the conventional package application, reconstruction of mission-critical 
systems (here this refers to residents’ records and tax information) of municipalities 
required a large amount of customization, which has made it arguably difficult to 
standardize the systems.  Fujitsu’s “MICJET MISALIO resident information solution” 
is a SaaS non-customized package and has been significantly enhanced as a standard 
system for small- to medium-sized cities in the last four years since its release in 
March 2010.  During this period, reconstruction was mainly needed due to the limits of 
mainframe system maintenance, a review conducted five years after the municipality 
consolidation, foreign resident registration system and other reasons and nationwide 
application of mission-critical systems has been making non-customized package 
application an established practice.  With the first stage of replacement with open 
systems in small- to medium-sized cities expected to be basically completed by the 
introduction of the number system, from now on, local government cloud computing will 
be the mainstream.  With local government cloud computing, reduction of application 
periods and costs will be accelerated as in the transition from individual introduction 
to simultaneous application to multiple organizations by cooperation and aggregation.  
This paper discusses our approach to standardization of mission-critical systems 
and non-customized package application for small- to medium-sized cities based on 
examples of application of MISALIO.
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から5年経過後の見直し，外国人住民制度などを
契機とした再構築が中心であったが，番号制度に
関連したイベントが続く今後3年間で，中小都市の
オープン化は概ね一巡し，自治体クラウドが主流
になっていく。なお，2014年1月に総務省の自治体
クラウド化調査（住民記録，税務情報，福祉関連
のいずれかのクラウド化）が公表されており，全
国1742団体のアンケート結果として，クラウド導
入団体が13％であり，約3割の団体が次回のシステ
ム更新でクラウドを導入予定とされている。（2）

基幹システム標準化の阻害要因

基幹システムの再構築は，事務が複雑で団体ご
とに要求事項が異なるため，カスタマイズが不可
避であり，システムの標準化が困難とされてきた。
ここでは標準化が特に難しい税務情報の課税事務，
収滞納事務，宛名管理について説明する。
（1）課税事務
地方税法（1950年施行）と，国民健康保険法

（1958年施行）が根拠法令であるが，制度が古く，
事務が複雑で法改正が多い事務である。根幹の課
税計算は，コンピュータ処理を想定した計算仕様
も定められておらず，法令の条文から直接ロジッ
クを作成している。このため，有効桁数，計算順序，
端数処理など細部の仕様は，団体ごとの個別シス
テムや各社パッケージの解釈に依存し，異なるシ
ステム間では例外処理の計算結果で差異を生じや
すい。
（2）収滞納事務
滞納処分に関わる事務が国税徴収法で定められ
ているが，収納事務は団体の裁量性が大きいため，
標準化されていない。また近年は，社会的ニーズ
として電子収納などの納付チャネルの拡大が求め
られているが，各団体の事務運用や取組みは様々
である。
（3）宛名管理
根拠法令はなく，基幹システムの各業務で共通
で利用する事務である。市町村のサービス客体で
ある住民・法人の状態や宛先の把握は，正確性が
求められるため，団体ごとの個別システムや各社
パッケージで独自の工夫が行われ，標準的な事務
は存在しない。
市町村の事務は，団体・地域性・人口規模によっ

基幹システム標準化の阻害要因

ま　え　が　き

富士通の提供する「MICJET MISALIO 住民情
報ソリューション（以下，MISALIO）」は，市町
村の基幹システムである住民記録，税務情報を中
心に約20業務を同梱したサービス利用型のノンカ
スタマイズ型パッケージである。MISALIOは，「標
準システム」「利用するシステム」「成長・継続す
るシステム」の三つのコンセプトを軸に，2010年
3月から小都市（人口10万人未満の小都市・町
村）向けに提供を開始した。（1）2010年度より，中都
市（人口10万人から30万人）のノンカスタマイズ
適用に向けたMISALIOのエンハンスに着手した。
MISALIOのベースは中都市向けのパッケージであ
るが，それまで団体ごとに多くのカスタマイズを
実施していた。このため，約100システムのカスタ
マイズ事例分析と，稼働済み団体のヒアリングを
行った上で，標準システムとして実装すべき機能
を決定した。エンハンス版の提供は2011年10月か
ら開始し，2012年4月には中都市4団体が新たに本
稼働を迎えている。また，地域拠点会社（MISALIO
を適用する全国のSE会社とパートナー会社）で検
討された案件や適用中の団体で標準機能として追
加した案件を加え，累計500案件を超えるエンハン
スを行っている。MISALIOの適用において，カス
タマイズ型からノンカスタマイズ型への適用スタ
イルの転換は，パッケージ機能面と適用面で大き
な労力を必要とした。
本稿では，MISALIOの適用事例から，中小都市
の基幹システム標準化とパッケージのノンカスタ
マイズ適用の取組みについて考察する。

オープン化の動向と環境の変化

2009年度の総務省調査によると，全国1795団体
の基幹システムのオープン化率は70.5％であった。
富士通の独自調査でも，提供開始後の2010年7月時
点（1757団体）では，オープン化済（移行中を含
む）が約77％，オープン化未定（不明を含む）が
約21％であった。

4年経過後の2014年5月時点（1742団体）では，
オープン化済（移行中を含む）が約88％，オープ
ン化未定（不明を含む）が約5％となっている。こ
の間は，汎用機システム保守の限界，市町村合併

ま　え　が　き

オープン化の動向と環境の変化



FUJITSU. 65, 6 （11, 2014） 73

中小都市の基幹システム標準化とノンカスタマイズ適用の取組み～MICJET MISALIOの適用事例から～

税率，納期，減免，手数料，特例などが，また規
則では，帳票様式や公印の扱いなどシステムの仕
様決定に影響する。ここでは標準化に適さない納
期の例を説明する。

2008年度のMISALIO標準機能の検討において，
条例で定める納期を各団体の例規集から調査した。
23都府県614団体を調査対象として，3期から10期
の分布を確認した。その内訳は，4期が個人住民税
で93％，固定資産税で94％，3期が各3％，5期以
上が各3％であった（図-1）。
法定納期は4期のため，3期から4期への見直しは
容易であるが，5期以上は複数税目（2税から4税）
を一本化した集合税が大部分である。集合税は
1960年代に一部の町村で流行した制度で各期の税
負担を平準化するメリットがあるが，逆に滞納事
務のデメリットもあり，現在では全国的に減少傾
向にある。同じ集合税でも団体によって事務の考
え方が異なるため，標準機能としての実装を一部

ても様々なパターンがあり，この網羅性がノンカ
スタマイズ型パッケージにとっては重要である。
表-1は，代表的な要件を業務ごとに分類したもの
である。

MISALIOでは，法解釈の相違は採用団体のア
ンケートなどを参考に可能な限り事務の正確性を
図っている。団体・地域性による相違は事務のパ
ターン化など標準化が可能なものはパラメーター
選択方式の標準機能として実装している。また，
人口規模による相違は事務分掌と一括バッチ処理
に関するものが多いが，事務分掌は処理単位と操
作権限の細分化によって柔軟性を強化している。
一括バッチ処理も上位人口レンジでは必須となる
ので，オンライン機能と合わせて実装している。

条例・規則で定める事項と事務の標準化

市町村事務は，法令のほかにも，通達，事務連絡，
条例，規則，規程，要綱などが根拠となる。条例では，

条例・規則で定める事項と事務の標準化

表-1　団体・地域性・人口規模による事務の相違
団体による相違 地域性による相違 人口規模による相違

住民記録

住民票様式，備考欄の表記方法，市民カードの扱い
不詳日の扱い（住民日，住定日，異動日など），
再転入の扱い，住記付帯事務の範囲
住基ネットの参加条件，GIS連携

通称住所（京都府・大分市・別府市）
本人確認の方法
本人通知制度の有無（埼玉県・大
阪府・愛知県など）

事務分掌の相違
（本庁異動，支所異動）
窓口運用・総合窓口化の有無

宛名 宛名管理の対象，住記連動の自動化，
同一人の管理方法 通称住所（京都府・大分市・別府市） 事務分掌の相違（電算，税務課，各課管理など）

個人住民税

納付書の様式，郵送方法，
証明書の様式・種類・税目名標記，
申告書チェックの範囲と考え方（地域差もあり），
法定外期割・集合税・不均一課税の有無

都道府県向け統計資料
減免パターンの細分化（西日本）
県民緑税（兵庫県），水と緑の森
づくり税（秋田県・島根県）など
の環境税

確定申告受付事務の有無
課税資料の一括入力方法
課税資料の原票管理
納付書などの引抜き事務

固定資産税

評価事務の考え方，登記名義人の扱い
納付書の様式・郵送方法，証明書の様式・種類，
端数計算・チェック方法の精度，
非課税物件・共有物件・境界地物件などの管理，
法定外期割・集合税・不均一課税の有無

土地・家屋の名寄単位（東/西日本），
減免パターンの細分化（西日本），
特定市街化農地課税（三大都市圏），
半島振興法対応，寒冷地対応など

事務分掌の相違（土地・家屋・
償却・課税などの業務割，地
区担当割など）
大規模物件の一括入力の方法
納付書などの引抜き事務

軽自動車税 納付書の様式・郵送方法，証明書の様式・種類，
車両管理方法，非課税車両の管理，不均一課税

非減免証明書（兵庫県など）
減免パターンの細分化（西日本）

車両一括入力方法
納付書などの引抜き事務

国民健康保険

住記と国保資格連動の自動化，国保番号の扱い
納付書の様式・郵送方法，証明書の様式・種類，
課税方式（税・料），仮算定の有無，
保険料計算方式，
端数計算・チェック方法の精度
集合税・不均一課税の有無
保険証・納付書などの郵送方法

保険証の一本化（千葉県など）
国保連合会インターフェース
国保給付の自庁処理範囲
（特別区，中部，関西地区）
都道府県向け統計資料
減免パターンの細分化（西日本）

事務分掌の相違
・資格が市民課/賦課・収納
が国保課

・資格・賦課・収納が国保課
・資格・賦課が国保課/収納
が納税課

・地区担当割など
納付書などの引抜き事務

収納管理

証明書の様式・種類，入金管理方法，口座の扱い，
充当処理の自動判定，賦課収納連動，
納付方法の多様化，対象税目の範囲（統合管理），
延滞金・還付加算金の計算方法，
法定外期割，集合税，不均一課税の有無，
前納報奨金・督促手数料の有無

納税貯蓄組合の有無
納税者の年齢・職業分布
滞納管理の一元化（京都府など）
コンビニ収納，マルペイ収納の普及
金融機関などの公金収納データ提供

事務分掌の相違（国保収納の
分離，税・料一括管理，滞納
の扱いなど）
督促状，催告書などの引抜き
事務
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機能に限定した経緯がある。
MISALIOは，条例や規則のパターンも標準機能
として網羅しているが，適用団体の増加に伴って
新たな事例が発生することがある。その際は，全
国的な要件は標準機能としてパッケージに取り込
み，地域や団体固有の要件は地域メニューとして
外付けなどで対応する方針としている。
条例や規則で定める事項でも，集合税や納期（期
割数），端数計算など，形骸化しているものや，過
去の経緯が不明なまま踏襲されているものが含ま
れている。本来，市町村が見直すべきであるが，
国の指導（技術的助言など）があれば，全国的な
標準化が進むことが期待できる。

ノンカスタマイズ適用への転換

カスタマイズ型パッケージの適用では，上流工
程の要件定義でフィット＆ギャップを確認し，カ
スタマイズ範囲を決定するウォーターフォール型
の適用が王道であったが，ノンカスタマイズ型パッ
ケージの適用では，カスタマイズによって現行事
務を踏襲するという考え方がないため，同様の要
件定義は適さない。
個別システム開発や，カスタマイズ型パッケー
ジの適用では，利用者の要求仕様に忠実であるこ
とが重要とされてきたが，ノンカスタマイズ型パッ
ケージの適用では，業務主管課の直接的な要求事
項より，システム再構築の事業方針レベルの要求
事項が優先されるべきである。このため，新シス
テム全体として事務運用を保証するスタンスを貫
くことが重要である。
業務主管課の要望検討のプロセスとしては，再
構築の推進部門と業務主管課が共同で検討委員会

ノンカスタマイズ適用への転換

を運営し，総合的に決定する方法が有効である。
その際の判断基準は，住民サービスへの有効性，
事務効率化の効果，要望実現と保守のコストの3点
であるが，対象件数の大小や近隣団体の対応状況
なども判断材料となる。なお，ノンカスタマイズ
を徹底したケースとしてトップ（副町長）が直接
査定することで業務主管課の要望が激減した事例
も報告されている。

事務運用基点の要件定義

2014年3月に総務省から公開された「電子自治体
の取組みを加速するための10の指針」（3）では，パッ
ケージシステムのカスタマイズを必要最低限に抑
制するために，調達候補のパッケージシステムの
機能と比較しながら，現行の業務フローの棚卸し・
標準化を徹底的に実施することが重要であると示
されている。
しかし，現行の業務フローが整備済みの団体は
稀であり，再構築を契機として業務フローを整備
するのは非常に難しい。このためMISALIOでは，
パッケージが想定する業務フローとして事象別運
用手引書を提供している（図-2）。事象別運用手引
書は，新システムの事務運用を業務主管課に早い
段階で理解してもらうことを目的としている。現
行事務の業務フローが未整備でも，現行事務の根
拠となる条例・規則および内規の棚卸しを行うこ
とができる。MISALIOの業務フローを理解するこ
とによって，新システムを基準に上記の指針を達
成することが可能となる。

個別対応の状況と今後の見込み

MISALIOの適用事例では，2，3の例外を除いて

事務運用基点の要件定義

個別対応の状況と今後の見込み

個人住民税の期割数

20団体
 3％

3団体
1％

576団体
94％

 

20団体
3％

3期

4期

5期以上

不明

固定資産税の期割数

571団体
93％

3期

4期

5期以上

不明

20団体
 3％

18団体
3％

図-1　全国の期割調査
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て有効なものは，パッケージ標準機能のエンハン
ス候補となる。適用時に個別対応し，後にエンハ
ンスで提供された機能は，全ての団体で利用可能
なため，運用・保守フェーズで標準機能に戻す取
組みも増加している。
帳票様式は，一般的に規則で定める事項である。
証明書，納税通知書などの住民向け帳票は，現時
点では様式変更を必要と考える団体が多いが，再
構築を契機に住民向け帳票からパッケージ標準様
式に合わせる団体も出ている。なお，証明書，納
税通知書なども，国の推奨様式が提示されれば，
各社のパッケージも必ず追従するため，全国的な
標準化が速やかに進むことを付記しておきたい。

データ整備とデータ移行作業

基幹システムの再構築では，既存システムで事
前にデータのクリーン化を行うことが重要とされ
ている。住登外データが約5分の1（100万件から
20万件）に，口座データが10分の1以下（200万件

データ整備とデータ移行作業

「オンラインはカスタマイズなし」「データベース
の項目追加はなし」「バッチも基本プロセスは変更
なし」の状態で，パッケージ根幹部分のカスタマ
イズは皆無である。ただし，調達や契約条件で指
定された案件で個別対応が発生するケースがあり，
地域拠点会社から要求があれば，審査の上で該当
部分のパッケージ資産を限定開示している。団体
ごとのカスタマイズの有無は，この開示率（開示
資産数÷パッケージ資産数）を指標としているが，
2014年4月現在の主な団体の開示率は，住民情報で
0.3％から3.2％，税務情報で2.4％から11.9％の範
囲に分布している。
開示の主な目的は，件数の多い順に，

（1） 帳票様式や出力順の変更
（2） バッチ処理の外付けプロセス追加
（3） データ移行ツールの個別改造
（4） 地域メニュー開発
（5） 団体固有の他システム連携
である。特定団体の個別対応でもほかの団体にとっ

図-2　事象別運用手引書（固定資産税）

事務の要点 事務の実施時期

処理上の留意点

法令などの参考情報

事務の事象

業務フロー 業務フローの詳細説明
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今後の再構築の要点

最後に基幹システムの再構築を実施する上での
要点をまとめてみる。
● 事前情報収集と再構築作業の見極め
現行事務の運用は，再構築作業の中で確認する
ケースが多いが，団体ごとの条例・規則は，Web
で公開されており，「パッケージ標準機能で対応可
能な範囲」「条例・規則の見直しが必要な範囲」「個
別対応が必要な範囲」を事前に切り分けることが
可能である。また，データの品質状況は，業務主
管課の事前ヒアリングを実施するだけでも多くの
有効な情報が収集できる。再構築作業の見極めは，
RFP（提案依頼書）の直接的な要求事項だけでな
く，可能な限り広範囲の情報を収集した上で総合
的に判断することが重要である。なお，自治体ク
ラウドの複数団体適用の場合は，これらに加えて，
構成団体の横断的な比較調査が必要となる。

今後の再構築の要点
から17万件）に減少した事例もあり，システム機
能面の改善よりも高い効果が得られることがある。
しかし，中小都市では体制面・期間面の制約や，
調達によりベンダーが交替することもあり，図-3
に示す本来の再構築のように，新システムの決定
前にデータ整備が実施可能な団体は稀である。こ
のため本格的なデータ整備は，番号制度などの機
会に合わせて実施することが現実的である。
基幹システムのデータ移行作業では，

（1） データ品質の劣化が発生している
（2） 新旧システム間で調整が必要となる
（3） データ補正や補完作業が発生する
（4） 課題の可視化と作業進捗の把握が難しい
（5） 繁忙期は業務主管課の検証が停滞する
など，スケジュール遅延に直結するリスク要素が
多い。データ移行は早期に着手し，作業期間を最
大限確保することがポイントである。

パターン
再構築事業

備考
準備 システム再構築 運用

本来の
再構築

・データ調査，整
備や削除は，シ
ステム再構築の
前に実施するこ
とが望ましい。

一般的な
再構築

・事前データ未整
備のまま再構築
となるケースが
多い。
・データ品質を早
期に把握するた
めに，データ移
行作業の早期着
手が重要。

トラブル
が多い
再構築

データ調査・整備

パ

データ検証・
修正

運用
テスト

データ調査・整備（修正）

パッケージ適用

データ検証・
修正

データ移行・検証
運用
テスト

新システム運用

新システム運用

パッケージ適用 新システム運用

データ検証・修正データ修正

データ移行・検証
運用
テスト機能

テスト

▼本稼働

▼本稼働

▼本稼働

パッケージ適用

データ移行・検証

実質的なデータ移行期間

実質的なデータ移行期間

実質的なデータ移行期間 ・システム機能確
認 を 優 先し，
データ移行が
遅れ，本稼働
直前にデータ
検証や修正の
作業ピークが
発生する。

 図-3　データ移行期間の比較
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● 再構築期間の短縮と複数団体の同時適用
MISALIOの適用実績では，5か月から21か月で
あるが，基幹システムでカスタマイズが激減した
現在でも，団体ごとの丁寧な仕様確認や，主管課
要求重視，機能志向など，従来型の適用スタイル
が残っている。しかし今後，自治体クラウドの複
数団体の同時適用では，1団体あたり小都市で4か
月から6か月，中都市で6か月から12か月に，更な
る短縮が必要となる。これには2004年度の市町村
合併のシステム統合や，2007年度の後期高齢者医
療制度などの一斉稼働ノウハウが活用可能であり，
番号制度契機の再構築も同様の体制で臨むべきで
ある。なお，複数団体の同時適用を前提とすると，
事前調査，仕様統一，素材活用，検証・確認など
で更なる作業効率化が見込まれる。
● 運用・保守フェーズの顧客満足度向上
中小都市の基幹システム調達は，要求事項の増
加と提案コンペによるコスト圧縮を続けてきたが，
運用・保守サービスの拡大や無理な長期契約で，
新たなベンダーロックインの危険性も指摘されて
いる。（4）また，コストインパクトによる標準化の反
動で，運用・保守フェーズで機能・品質面の課題
が新たに浮上することがある。特に，自治体クラ
ウドでは，顧客とベンダー（特にSE）との接点は
大幅に減少する。

MISALIOが成長・継続するには，開発元で死角
になりがちな，運用・保守の評価が重要となる。パッ
ケージ適用時の要望や指摘と比べて，運用・保守
フェーズでは件数は減少するが，住民サービスや
事務効率化の面で具体的かつ有効なものが含まれ
る。このため，稼働後の団体を中心に地域拠点会
社と共同で積極的なフォローが必要と考えている。

む　　す　　び

MISALIOは企画当初，小都市はノンカスタマイ
ズで中都市はカスタマイズを前提とする方針案も
検討したが，中都市の再構築もコスト重視が主流
となることが確実であったため，2010年度のエン
ハンスでは，小都市・中都市ともにノンカスタマ
イズ方針を貫くこととした。

む　　す　　び

その結果，この4年間で以下のような成果が出て
いる。
（1） 中小都市のパッケージ資産を統一
（2） 全国的な要件を標準機能として反映
（3） カスタマイズ型では表面化しない障害をパッ
ケージに吸収（全体の品質強化）

（4） 中都市の複雑な再構築パターンの蓄積
（5） 小都市にも有効な機能の拡充
これらは採用団体や地域拠点会社の理解と協力が
あっての結果であり，長年利用するシステムとし
て，採用団体と共同で成長させる機運も出ている。
現在MISALIOは，番号制度への対応，新たな運
用サービスの追加，最新の仮想化・集約技術を生
かした製品展開などを行いながら，標準システム
としての更なる成長を目指している。
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