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本日のOverView

LotusNotes≒グループウェア

鳥取県では全職員が自由にシステムを構築で
きる共通プラットフォームとして活用

約５，０００のDB＝アプリケーションが稼働

事例紹介

職員のDB開発を支援

小さく産んで、大きく育てた

Notes/Domino安定稼働のハードル



鳥取県庁の情報システムの現況
全職員（知事部局、各種委員会事務局、県立学校事務
局、警察本部・警察署（一部）、非常勤職員含む）が庁
内LAN接続PCを利用（約５０００ユーザー）

本庁－各総合事務所間は鳥取情報HW（自設線、岡山
情報HWと相互接続）を利用し高速接続（２０Gbps）

単独地方機関も民間事業者の回線を利用してほぼブ
ロードバンド環境を実現

基幹系業務システムとネットワーク運用・保守は（株）鳥
取県情報センターへアウトソーシング

全庁で利用するグループウェア／共通プラットフォームと
してLotusNotes及びJIMICO社の台帳管理システムを活
用し職員が手作りでシステム開発



鳥取県庁の業務システム（主なもの）
基幹系業務システム 情報系システム

・財務会計電算処理

・税務事務総合電算処
理

・給与事務

（知事部局、県教委、

企業局、中央病院、

厚生病院）

Web Notes/台帳管理 CS、スタンドアロン

県
庁
内
全
庁
向
け

・職員申請

・職員名簿（内部）

・年末調整入力

・公務能率評定

・執務姿勢診断

・履歴閲覧 など

・電子決裁

・総合文書管理

・時間外勤務管理

・休暇申請、承認

・勤務時間管理

・新旅費システム

・臨職、非常勤管理 など

県
庁
特
定
部
署
向
け

・工事進行管理

・高校授業料（新）

・電子調達

・物品電子調達

・農業近代化資金

・周産期医療情報

・例規データベース

・港湾ＥＤＩシステム など

・昇給事務

・建設資材集計システム

・皆成学園情報交換システム

・公有財産台帳

・准看護師台帳

・看護修学資金管理台帳

・都市計画情報台帳

など

・人事、履歴管理

・土木設計積算

・人事給与統計

・グリーン購入調達実績集計

・退職金手当支給支援事務

・児童扶養手当

・職員採用試験

・県営住宅管理 など

県
民
向
け

・職員名簿（公開）

・電子申請

・施設予約システムなど

・県民の声データベース

・県政参画電子アンケート

など



鳥取県庁情報システムフレームワーク
アプリケーション Legacy Web Notes C/S

PC WindowsXP Professional→7 Professional （’11～）、InternetExplorer8、MS 
OFFICE2003→2010 （’11～）、一太郎2008、Notes6.5→8.5（’11～）、TrendMicro 
VirusBaster、AdobeReader9、指紋認証

PLATFORM Lotus Notes/DOMINO6.5→8.5（’11～）、JIMCO 台帳管理システム、SONZ i-Site Portal（CMS）、
IBM WebSphere

MIDDLEWARE LEI、MQ、HULFT、ActiveDirectory、MetaFrame、VirusPatternUpdate、LAM-SEC

SERVEROS Zos、AIX、UNIX、LINUX、OS400、SOLARIS、WINDOWS2003/2008SERVER

SERVER IBM（Z10、p、X、AS400）、SUN、HITACHI、NEC、
FUJITSU、HP

TIC PUBLIC CLOUD SERVICE

LAN 基幹/フロアSWITCH（CISCO1G）、HUB（etc10/100M）

WAN 鳥取情報ハイウェー（20G）、CATVNetwork（～30M）、NTT地域IP網/専用線（Flets（100M）、ADSL
（8M）、DA（128K）、ISDN（64K））、MEGAEGG（V-LAN（100M））,KDDI3GMOBILE（7.8M）、LGWAN

INTERNET IIJ（40M/guaranteed）



グループウェアとは？
企業など組織内のコンピュータネットワークを活
用した情報共有のためのシステムソフトウェアで
ある。ネットワークに接続されたコンピュータ（の
ユーザー）同士で情報の交換や共有ができるよ
うになっており、業務の効率化を目指したもので
ある。一般的に組織の外部からはアクセスでき
ない。様々な機能が一つのシステムに統合され
ており、それらが有機的に結合しながらユーザに
サービスを提供する。

（出典:Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ）



共通プラットフォームとしてのNotes活用

鳥取県ではLotusNotesを庁内LAN整備の一環で導
入（‘96～）

業務効率化による生産性の向上のため、必要なシス
テムを現場の職員が開発（5,000近いDBが稼動）

柔軟かつ強固なアクセス制御、ロール制御ができる
ので、所属固有の業務･情報共有にも使用

doc、xls、ppt、pdf、jpg等様々な形式のデータを登
録・保存し、展開して表示できるので、情報共有だけ
でなくワークフローにも活用

DMZ上のサーバにDBのレプリカを作成するだけで
Web公開できるので、行政情報を積極的に公開



共通プラットフォームがないと

アクセスやエクセルで作成

共有できる範囲が限定

アクセス制御が脆弱

同時アクセスできない

基幹システムと連携できない

個別システム開発

予算化が必要・・・○○万円

予算要求から執行まで半年～1年遅れ

操作系の違い



システム間連携で広がる利用

基幹系業務システム同士のバッチによるデータ連
携だけでなく

基幹系業務システムとNotes/Dominoの（ほぼ）リ
アルタイムなデータ連携を実現

ワークフローの電子化に大きく寄与

共通連携基盤は未導入（職員ディレクトリのみ）

ある意味、力技の連携が多い



システム間連携の例（財務会計システム）

NO システム名
システ
ム
形態

連携対
象サブ
システ
ム

連携方法
連携サ
イクル

連携手順の概要 備考

1 新旅費システム ノーツ 歳出
LEI(ノーツ
ポン
プ)→CICS

随時

①ノーツ→連携DB(LEI/約5分間隔で自動連
携)
②連携DB→財務登録(CICS/約10秒間隔で自
動連携)

職員旅費の支払に
関する連携

2
臨職・非常勤
賃金報酬支払
データーベース

ノーツ
歳出
歳入

LEI(ノーツ
ポンプ)→
バッチ

毎月・
年１回

①ノーツ→連携DB(LEI/手動で連携)
②連携DB→財務登録(バッチ)

臨職・非常勤賃金の
報酬支払に関する連
携（毎月）
雇用保険料の収入更
正（年１回）

3 電子決裁システム ノーツ
歳出
物品

・ORS
・MQ→CICS 随時

<財務データを電子決裁に引用>
①CICS画面→連携ＤＢ(リアルタイム)
②連携ＤＢ→ノーツ(ORS/リアルタイム）
<電子決裁結果の財務反映>
①ノーツ→MQ(MQ)
②MQ→財務登録(ほぼリアルタイム）

支出負担行為、物品
購入事務にする連携

4
公共料金口座振替
データーベース

ノーツ 歳出
LEI(ノーツ
ポンプ)→
バッチ

毎月
①ノーツ→連携DB(LEI/手動で連携)
②連携DB→財務登録(バッチ)

公共料金口座振替分
の支払に関する連携

5
競争入札参加資格
者名簿
データーベース

ノーツ 物品
LEI(ノーツ
ポンプ)

毎月 ①財務ＤＢ→ノーツ(LEI/手動で連携) 業者登録情報の連携

6
定例調定（＆口座
振替）
入力データベース

ノーツ 歳入
LEI(ノーツ
ポンプ)

毎月
①ノーツ→連携DB(LEI/手動で連携)
②連携DB→財務登録(バッチ)

定例調定情報及び口
座振替情報に関する
連携



Notesによるシステム事例

ごく一部をご紹介します



ワークフロー系

決裁処理が必要なシステムを数多くNotesで
実現

権限によりアクションボタンや見え方を制御

LEI（ノーツポンプ）等により基幹システムと連
携するシステムも多い（電子決裁、旅費、時間
外等）

大規模なシステムは外注が多い

簡単なものはワークフローテンプレートを使用
して自主開発



電子決裁システム



電子決裁システムの概要

決裁電子化のメリットを最大限に活用し、待ち時間
やスタンプラリー決裁等の無駄を一掃

職員の無駄な作業を排除
印刷する、配布する、綴り込んで保管する、探す、持ち運ぶ、上司を待つ

時間、場所の制限を排除
業務を中断することなく、空いた時間を活用可能
出張先でも業務可能

職員間で同時に情報を共有
常に最新の情報を取得可能、過去の情報も
早い段階で上司の指示が得られる

財務会計システム、物品管理システム上のデータも
決裁可能
処理が終わったデータは処理能力の低いサーバに移
してアーカイブ



旅費システム



旅費システムの概要

職員の出張について、一貫処理するシステム

旅行伺（出張申請）

旅行命令

復命（出張報告）

旅費計算（市販エンジン（駅すぱーと）利用）

旅費支払い（財務会計システムと連携）

海外、研修等定型外の旅費は専門職員が集
中処理

実績は勤務簿へ反映



時間外勤務管理システム



時間外勤務管理システム

職員の時間外勤務について、一貫して処理す
るシステム

事前申請・承認

実績入力

実績集計

時間外勤務手当計算・支出（財務会計システムと
連携）

勤務日振替･代休承認

実績は勤務簿へ反映



その他ワークフロー

休暇承認

会議室予約（本庁、各総合事務所）

公用車予約

モバイルパソコン予約

情報ハイウェーNOC/POP入室申請

インターネット放送局

NotesDB開発改修相談申込み ほか多数



情報共有/ディスカッション系

NotesDBの大部分を占める

時間や場所を越えた情報共有やディスカッショ
ンが可能

Notesの特徴を活かして職員が自在に作成し、

全職員が利用するデータベース

外部への情報公開を前提としたデータベース

アクセスに厳しい制限を設けた個人情報を含む
データベース

等、数多くのデータベースが作成されている



予算要求データベース



予算要求データベースの概要

もともと、予算要求･査定作業のペーパーレス
化を目的に財政課職員が作成（’01/6～）

全職員が使用するNotesの電子会議室（ディ
スカッション）機能をそのまま利用

原課からの要求書・資料、財政課と原課のや
り取り、財政課査定内容等一連の流れを管理

Notes/Dominoの標準機能（※）を利用して、
予算編成過程をWebで情報公開→日本初
※Domino内部サーバ上のデータベースを外部公開

サーバにレプリケーション



Webで見ると



予算要求の風景

知事室横の応接室を改造



議会質問関係データベース



議会質問関係データベースの概要

職員が走り回って情報を入手→紙の書類をス
キャンして電子的に共有（財政課職員作成）

議員からの質問通告内容を情報共有

議員から入手した質問原稿を情報共有

質問項目の整理→印刷して知事等手持ち

その他、議会日程や議運等議会内部会議の
情報共有



提案事項の対応状況データベース



提案事項の対応状況データベースの概要

知事等が議会本会議において議員から提案
を受け、答弁で約束した事項について整理
（財政課作成）

担当部局はテープで起こした質問及び答弁を
入力、さらに部局としての対応方針を入力

毎定例会後に幹部会議で進捗管理

予算要求DBと同様Webで公開

議員にとっては有権者にアピールする良いツール



防災・危機管理情報データベース



防災・危機管理情報データベースの概要

災害情報を一元管理するデータベース（危機
管理局職員が作成）

インシデントごとに、関係部局が随時自らの収
集した情報や対応について入力し、職員全体
で情報共有

防災関係の各種計画、マニュアルも登録され
ている



その他、情報共有/ディスカッション
データベース

各所属別/プロジェクトチーム電子会議室

行事予定表（幹部、各部管理職、各所属）

県民の声（公開）

ISO14000シリーズ文書

通知文書/照会文書（内部向け）

将来ビジョン工程表管理

議会調査依頼データベース



身上報告（履歴等申告）

業務管理･キャリア開発シート（業務目標管
理）

県庁内図書室ポータル

ノーマイカー運動参加

人事異動情報

おくやみ

各種ヘルプ/Q&A/FAQ/Wiki

職員向けアンケート



情報共有／ディスカッション系ＤＢの類型と効果

ディスカッション

時間や場所を問わず意見交換できる（会議減）

意見交換やその資料を残すことができる（書類減）

Ex.各所属電子会議室、ＰＴ会議室…

集計

入力した値をそのまま集計できる（集計不要）

Ex.ノーマイカーデー運動、○○研修参加者…

情報集積

過去の情報を知識の集積として活用できる（保存不要）

Ex.通知文書ＤＢ、○○マニュアル、○○Ｑ＆Ａ集

目に見えにくいが内部事務は確実に簡素化



情報政策課の役割

開発･改修相談

調達ガイドラインによる誘導

需要に耐えるだけの環境整備



職員向けDB開発支援
テンプレートの提供

各所属用電子会議室、行事予定表…
Q&Aデータベース

開発中に不明な点を書き込めば、習熟した職員
から回答が寄せられる

Web上におけるTipsが少なくなっており、DB上にコ
ピーして保存

開発・改修相談（7,800千円／年で委託）
毎週水曜日、NotesDBに熟達したSE1名を情報
政策課に常駐させ、職員だけでは解決しないDB
の設計を補助



開発･改修相談申込ＤＢ



ガイドラインの規定

 

１ 企画書案の作成 

項 目 検 討 内 容 

１.目的 

 

 システム化が必要となった背景、およびそれらを解決するために、システム化により何をする必要がある

のか、それによってどのような効果が期待できるのか、できるだけ具体的に記述すること。 

２.代替手段の検討結

果 

 

システム開発以外の方法で目的を達成することができないか以下の視点で検討し、その結果を記載する。 

・アウトソーシングや市町村等へ権限委譲できないか 

・システム化の対象となる業務そのものをやめられないか 

・業務プロセスを見直すことでシステム化を回避できないか 

 ・ロータスノーツを利用し、自らシステムを構築できないか 

３. サービス対象者の

定義 

・サービス対象の範囲 

・利用者総数 

・利用者属性（職種、年齢など） 

４.ニーズ調査及び結

果 

 課題・問題点や目的とサービス対象者のニーズとの間に乖離がないか聞き取り調査や、必要に応じてアン

ケート調査を実施し、その結果を記載する。明らかに効果が低いことが判明した時点で企画検討を中止する

か、あるいは再調査を行う。 

５.システム概要 システムの概要を簡単に記述する。なお、システム概要の作成に当たっては、下記事項について考慮し決定

すること。 

・サーバの共同利用   → 新たにサーバを必要とする場合、既存システムのサーバ更新をする場合

のいずれにおいても、原則、個別サーバを整備せず、情報政策課が指定するサーバを利用すること。 

 ・パッケージソフトでの導入が可能か検討すること。 

※パッケージソフトは担当者の開発時の負担を大幅に軽減できるが、カスタマイズ経費が多額になる場合

が多いので、業務をパッケ 

ージソフトに合わせるなど、カスタマイズが最小とできるか、慎重に検討すること。 

６.概算費用  想定概算費用で可。 

７.概算費用対効果 正式な費用対効果分析は、「Ⅳ費用対効果分析」で行うので、情報収集結果をふまえた想定で可。 

８.スケジュール 最終企画書案作成スケジュールおよび実際の開発スケジュールについて記載する。 

情報システム調達ガイドライン（企画編）H22.5.10



でも、管理は大変です



PZZZS01
DominoR8.5

Server

Dominoノード1
IBM System p550 AIX5L

ノーツクラスタ

PZZZS05
DominoR8.5

Server

PZZZS04
DominoR8.5

Server

バックアップノード

IBM p520 AIX５L

バックアップ
テープ装置

TSM
Server

PZZZS07
DominoR8.5

Server
（MTA）

メールGWノード

IBM BLADE HS21
Windows2003

PZZZS35
DominoR8.5

Server

PZZZS34
DominoR8.5

Server PZZZS02
DominoR8.5

Server

アーカイブサーバ

IBM p520 AIX５L

外部ディスク装置（DS4700） 外部ディスク装置（ DS4700 ）

PZZZS06
DominoR8.5

Server

アウトソースサーバ
IBM IBM BLADE HS21 
Windows2003

PZZZS11
DominoR8.5

Server

PZZZS00
DominoR8.5

Server

PZZZS10
DominoR8.5

Server PZZZS09
DominoR8.5

Server

Host連携サーバ

IBM ｐ520 AIX５L

PZZZS03
DominoR8.5

Server

電子決裁専用サーバ
IBM ｐ550 55A AIX５L

ノーツクラスタ

Dominoノード2
IBM System p550 AIX5L

※バックアップ以外に、ストレージ管理、仮想管理を行います。

Dominoサーバ群

年間使用料
４６百万円／年
（保守費込み）

（株）鳥取県情報センターの資産を利用



サーバ利用状況

H23年8月 データベース容量一覧

（１）ディレクトリ毎容量
領域 データベース数（個） 容量（MB)

root 65 18022
db0/* 70 151735
db1/* 722 96254
db1/yosan/* 484 122568
db2/* 2191 692556
db3/* 70 152294
TEST/* 832 13559
archive/ 660 586740
db/ 57 36492

5151 1870221



サーバ負荷状況
H23年8月 ノーツサーバ負荷状況

（１）サーバ毎の状況（月計）
Minutes Reads Writes KBytes Transactions

PZZZS00 3,919,530 2,552,827 1,674,467 179,672,946 26,568,209
PZZZS01 6,540,697 4,218,700 3,007,283 300,090,159 52,719,325
PZZZS10 3,584,006 1,608,487 3,034,092 224,360,374 33,672,310
PZZZS11 3,475,261 1,675,800 3,682,186 297,989,703 49,831,759
PZZZS04 2,438,802 10,648,858 6,796,347 505,768,671 51,573,047
PZZZS05 4,177,772 6,684,757 4,225,505 600,536,168 67,760,595
PZZZS34 3,531,879 1,065,410 1,225,863 416,385,388 38,035,672
PZZZS35 1,962,025 1,427,992 140,655 228,744,629 24,399,071
PZZZS02 4,633,993 915,950 184,091 415,831,635 25,418,321
PZZZS06 35,714 18,476 574,131 10,109,707 1,713,290
PZZZS03 9,805,458 2,748,650 3,275,151 260,147,933 34,678,362
Minutes：　クライアントからサーバへの総接続時間（秒）
Reads：　サーバへの読込み回数
Writes：　サーバへの書き込み回数
Kbytes：　ネットワーク使用状況（転送済み KB 数）
Transactions：　クライアントからサーバーへのデータベース要求



なぜ使われるようになったのか？

データベースは、日々雪だるま式に増えている

なぜ増える？

職員がNotesアプリケーションに慣れている

なぜ慣れた？

必ずNotesを使わなければならない業務がある

なぜ必ず使う？

全庁に影響力を持つ課が積極的に使っている
（財政課、人事企画課、危機管理局、議会事務局・・・）



きっかけは・・・

知事の鶴の一声
平成１３年２月定例会におけるゴミの減量化に関する答弁で

「予算編成過程で大量の紙を消費するので、
次の補正予算からペーパーレス化したい」

目の前にあったツール＝Notesを使わざる
を得ない状況だった

財政課では電子会議室が日常的に使用さ
れていた



で、効果は？
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いずれも知事部局のみ
過去５年間で定数約１０％減、時間外も増えたがＨ２３／Ｈ２１半減予定



ご清聴ありがとうございました

Website:http://www.pref.tottori.lg.jp
Email:morimotohr@pref.tottori.jp
Facebook:http://facebook.com/hiroshim928s4
Twitter:@hiroshim928s4


