情報システムに関する開発・運用支援等の実績

平成２５年３月末現在
（１／１４）

年度
平成６年度

平成７年度

平成８年度

平成９年度

平成１０年度

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

事業名
職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
ＣＤ－ＲＯＭ試作・研究事業
市町村ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
心身障害者扶養共済ｼｽﾃﾑ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ開発
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
市町村ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ開発
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
観光ＣＤ－ＲＯＭ製作
県議会議事録検索ｼｽﾃﾑ
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
市町村ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ開発
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ高度化支援事業
島津家文書CD-ROM等作成業務
公営住宅積算ｼｽﾃﾑ
市町村ﾊﾟｿｺﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ開発

システム形態
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

業務内容等
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ，製作
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ開発，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ，製作
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
ｼｽﾃﾑ開発，画像ﾃﾞｰﾀ入力，CD-ROM作成
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発

（２／１４）
年度

平成１０年度

平成１１年度

平成１２年度

No
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

事業名
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ高度化支援事業
島津家文書CD-ROM等作成業務
鹿児島県環境立地紹介CD-ROM制作
防災営農事務管理ｼｽﾃﾑ
地域情報化支援ｼｽﾃﾑ整備事業
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｿﾌﾄ高度化支援事業
島津家文書CD-ROM等作成業務
地域情報化支援ｼｽﾃﾑ整備事業
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成者研修管理ｼｽﾃﾑ
森林情報ｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
島津家文書CD-ROM等作成業務
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成者研修管理ｼｽﾃﾑ
森林情報ｼｽﾃﾑ
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ展示ｼｽﾃﾑ

システム形態
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ﾏﾙﾃｨﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
GISｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
業務ｼｽﾃﾑ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
GISｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ，ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

業務内容等
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
ｼｽﾃﾑ開発，画像ﾃﾞｰﾀ入力，CD-ROM作成
ｼｽﾃﾑ開発，CD-ROM作成
ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ提案，ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
ｼｽﾃﾑ開発，画像ﾃﾞｰﾀ入力，CD-ROM作成
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ入力
地図ﾃﾞｰﾀ入力
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発，画像ﾃﾞｰﾀ入力，CD-ROM作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ入力
地図ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ保守
企画，ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ，制作，ｼｽﾃﾑ保守

（３／１４）
年度
平成１２年度

平成１３年度

No
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

事業名
地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
県産品販路拡大支援ｼｽﾃﾑ
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ展示ｼｽﾃﾑ
地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
県産品販路拡大支援ｼｽﾃﾑ
県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ構築
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ再構築・運用支援
県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ開発技術支援
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ養成者研修修了者ﾃﾞｰﾀ入力
音声応答受注／顧客管理ｼｽﾃﾑ

システム形態
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ

業務内容等

業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ保守，ﾃﾞｰﾀ入力

ﾈｯﾄﾜｰｸ

構築支援，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ保守，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発支援
ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発

－
－
－

88 有明海八代海沿岸地域開発構想ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
平成１４年度
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ展示ｼｽﾃﾑ
地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
県産品販路拡大支援ｼｽﾃﾑ
県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ運用支援
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
100
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－

（４／１４）
年度

No

101
102
103
104
105
平成１４年度
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
平成１５年度 121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
平成１６年度
134

事業名

システム形態

財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
業務ｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
業務ｼｽﾃﾑ
県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ開発技術支援
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
森林情報ｼｽﾃﾑに係る森林簿ﾃﾞｰﾀ入力業務
GISｼｽﾃﾑ
電子申請ｼｽﾃﾑの共同ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ調査・研究業務業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
県営住宅管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ－ｼｽﾃﾑ変更業務
業務ｼｽﾃﾑ
県営住宅管理ｼｽﾃﾑ修正開発業務
業務ｼｽﾃﾑ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ変更開発
業務ｼｽﾃﾑ
森林情報ｼｽﾃﾑ
GISｼｽﾃﾑ
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾈｯﾄﾜｰｸ
かごしま産業支援ｾﾝﾀｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ維持管理業務 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
業務ｼｽﾃﾑ
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
－
ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
－
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾈｯﾄﾜｰｸ
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
ﾈｯﾄﾜｰｸ
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
業務ｼｽﾃﾑ
公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
業務ｼｽﾃﾑ
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
業務ｼｽﾃﾑ
県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ運用支援
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
黒潮文化の郷ｱﾏﾐﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ﾈｯﾄﾜｰｸ
国分市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
姶良中央合併協議会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ管理業務
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｸﾘｴｰﾀのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
－
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｸﾘｴｰﾀﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用業務
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
姶良中央合併協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用業務
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑの修正・機能追加
業務ｼｽﾃﾑ
電子申請共同運営システムの開発実証
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
工業技術ｾﾝﾀｰ技術ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ維持管理
業務ｼｽﾃﾑ
ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
－

業務内容等
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発支援
森林簿ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ開発
森林計画図ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
構築支援，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去，ｼｰﾙ剥離，ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ開発
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

（５／１４）
年度

No

事業名

135 ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
136 鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
137
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
138 財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
139 公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
140 企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
141 県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ運用支援
142 奄美ﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
143 地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
144 上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
145 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ管理業務
146 県内ｸﾘｴｰﾀｻｲﾄ維持管理業務
147 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成維持業務
148 電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
平成１６年度
149 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
150 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
151 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC）
152
電子入札ｼｽﾃﾑ基本設計業務
153 森林情報ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ入力業務
154 ｲﾝﾀｰﾈﾄﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ導入作業
155 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
156 漁業情報ｼｽﾃﾑ運用支援業務
157 遠隔学習実践講座「e-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ」に係る業務
158 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ等ﾃﾞｰﾀ消去業務
159 旅費管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ改修支援業務
160 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
161 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
162 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
163 奄美ﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
164 県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ運用支援
平成１７年度 165 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ管理業務
166 上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
167 企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援

システム形態
－

業務内容等

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

構築支援，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
－
－

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ調達，ｼｽﾃﾑ開発

GISｼｽﾃﾑ

森林計画図ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ導入
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ運用支援
教材作成・提供，運用支援
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
開発支援，ｼｽﾃﾑ維持運用
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守

－
－
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｺﾝﾃﾝﾂ
－
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ

（６／１４）
年度

No

事業名

168 財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
169 ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
170
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
171 地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
172 公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
173 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ管理業務
174 ﾊﾟｿｺﾝ内蔵ｿﾌﾄ維持管理業務
175 県内ｸﾘｴｰﾀｻｲﾄ維持管理業務
176 鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC）
177
電子入札ｼｽﾃﾑ基本設計業務
178 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成維持業務
179 森林情報ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ入力業務
平成１７年度
180 電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
181 土木行政総合ｼｽﾃﾑ用ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
182 遠隔学習実践講座「e-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ」に係る業務
183 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
184 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
185 霧島市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務
186 市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ
187 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
188 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
189 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
190 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
191 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務・OS設定
自動車二税申告情報及び納税者情報
192
適正化支援業務
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
193
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
194 鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
平成１８年度 195 ＯＡﾙｰﾑ維持管理業務
196 ﾊﾟｿｺﾝ管理業務
197 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ管理業務
198 上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務

システム形態
業務ｼｽﾃﾑ
－

業務内容等
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

構築支援，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
－
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ開発

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
GISｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
ｺﾝﾃﾝﾂ
－
－
ｺﾝﾃﾝﾂ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
－
－

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
森林計画図ﾃﾞｰﾀ入力
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
教材作成・提供，運用支援
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成・運用
ｼｽﾃﾑ開発（機能変更）
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去，OS再ｲﾝｽﾄｰﾙ

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

－
－
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

（７／１４）
年度

No

事業名

199 税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
200 財務会計ｼｽﾃﾑ運用支援
201 公営住宅管理ｼｽﾃﾑ運用支援
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
202
報適正化支援業務
203 奄美ﾊﾟｰｸ 情報検索ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ
204 地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
205 県内ｸﾘｴｰﾀｻｲﾄ維持管理業務
206 ﾛｸﾞ解析に係る業務委託
207 企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
208 県議会議会情報提供ｼｽﾃﾑ運用支援
209 電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
210 遠隔学習実践講座「e-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ」に係る業務
211 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
212 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
213 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC）
214
平成１８年度
電子入札ｼｽﾃﾑ詳細設計・導入業務
215 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸにおける処理装置
216
Y設備ｽﾙｰ化作業
217 防災情報提供装置接続機器設定業務
218 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成（ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ等ﾘﾆｭｰｱﾙ）業務
219 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
220 公報発行・事例検索用ﾊﾟｿｺﾝ保守
221 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
222 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
223 ｻｰﾊﾞ機ﾃﾞｰﾀ消去
224 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
225 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
226 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
227 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去業務
有明海・八代海沿岸地域開発構想ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更
228
新業務
229 業務用ｻｰﾊﾞ等ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去

システム形態

業務内容等

業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｺﾝﾃﾝﾂ
－
－
－

ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ﾛｸﾞ情報調査・解析
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
教材作成・提供，運用支援
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ開発

－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ保守

ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
－
－
－
－
－
－
－
－

ｼｽﾃﾑ保守
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑ保守
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ機ﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
-

ｻｰﾊﾞ機ﾃﾞｰﾀ消去

（８／１４）
年度

No

事業名

230
231
232
233

財務会計ｼｽﾃﾑに係る運用支援
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務
電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
公営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等業務
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
地域活性化支援用ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｼｽﾃﾑの運用管理
県内ｸﾘｴｰﾀｻｲﾄ維持管理業務
県議会議会会議録検索ｼｽﾃﾑ運用支援
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ保守
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
報適正化支援業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC)電子入
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務
市町村所得推計ｼｽﾃﾑの合併に伴う改修にか係
る業務
UIﾀｰﾝ情報登録用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成及び運用業務
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
税務総合ｼｽﾃﾑ電子収納対応機能運用維持管理
業務

234

平成１９年度

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

システム形態
業務ｼｽﾃﾑ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ
－

業務内容等
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

－
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ開発

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
－
－
－
－
－
－
－

ｼｽﾃﾑ開発，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

（９／１４）
年度

No
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

平成２０年度

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

平成２１年度 284
285
286
287
288
289

事業名
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
公営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等業務
税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務
財務会計ｼｽﾃﾑに係る運用支援
霧島商工会議所ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ維持管理業務
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC)電子入
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
報適正化支援業務
県議会議会会議録検索ｼｽﾃﾑ運用支援
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ保守
電子収納ｼｽﾃﾑにおける運用支援業務
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ改修
旧ﾘｱﾙﾀｲﾑ転送ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞのﾃﾞｰﾀ消去等に係る
業務委託
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
鹿児島県暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰWeb更新
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ保守
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC)電子入
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
報適正化支援業務
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務
県議会議会会議録検索ｼｽﾃﾑ運用支援
ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
公営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等業務

システム形態

業務内容等

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ
－
－
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発

－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

－
－
－
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
－
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾃﾞｰﾀ入力，ｻｰﾋﾞｽ提供
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

（１０／１４）
年度

No
290
291
292
293
294
295

296
297
298
299
平成２１年度 300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
平成２２年度 316
317
318
319
320
321

事業名
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
財務会計ｼｽﾃﾑ及び電子収納ｼｽﾃﾑに係る運用
支援
霧島商工会議所ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｽﾃﾑ維持管理業務
鹿児島県暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰWeb更新
緊急情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ(Em-net)保守点検業務
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
旧職員ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ用機器ﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
遠隔学習実践講座「e-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ」に係る業務
市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ改修
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
奄美ﾊﾟｰｸ展示用ﾊﾟｿｺﾝｼｽﾃﾑのｺﾝﾃﾝﾂ改修
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ移行に係る経費
企業誘致情報ｼｽﾃﾑのｻｰﾊﾞ入替業務委託
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ保守
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC)電子入
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
報適正化支援業務
かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務
県議会議会会議録検索ｼｽﾃﾑ運用支援
ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
企業誘致情報ｼｽﾃﾑ運用支援
公営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等業務

システム形態

業務内容等

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ開発，ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ
業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ機ﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
教材作成・提供，運用支援
ｼｽﾃﾑ開発
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ更新
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
－
－
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ﾃﾞｰﾀ入力，ｻｰﾋﾞｽ提供
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ﾃﾞｰﾀ入力，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守

－
－
－
－
－
ｺﾝﾃﾝﾂ
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
－

（１１／１４）
年度

No
322
323
324
325
326
327
328
329

平成２２年度

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

事業名
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
財務会計ｼｽﾃﾑ及び電子収納ｼｽﾃﾑに係る運用
支援
ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ経路制御器(ﾙｰﾀｰ)改修
ｼｽﾃﾑの操作説明及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新･修正及び
ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ修正
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
鹿児島県統計課「市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ改修
対応」
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
遠隔学習実践講座「e-ｱﾆﾒｰｼｮﾝ」に係る業務
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去

340 ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理業務
341
（住民基本台帳ﾈｯﾄﾜｰｸ，総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ等）
342 鹿児島県行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
343 ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
344 ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
345 電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの構築・運営業務
平成２３年度 346 公営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等業務
347 税務総合ｼｽﾃﾑ等の管理業務
348 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務
財務会計ｼｽﾃﾑ及び電子収納ｼｽﾃﾑに係る運用
349
支援
350 上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞﾈｯﾄﾜｰｸ維持管理業務
公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ（CALS/EC)電子入
351
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務

システム形態

業務内容等

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ保守

－
業務ｼｽﾃﾑ

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ開発

－
－
－
－
－
－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
教材作成・提供，運用支援
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

ｺﾝﾃﾝﾂ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ
－
－
業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

（１２／１４）
年度

No
352
353
354
355
356
357
358
359
360

平成２３年度 361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

事業名
自動車二税申告及び納税者情報並びに領収情
報適正化支援業務
県議会議会会議録検索ｼｽﾃﾑ運用支援
奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ保守
鹿児島県統計課「市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ改修
対応」
県政情報ｾﾝﾀｰ所蔵資料点検及び行政資料管理
ｼｽﾃﾑ導入業務
鹿児島県暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰWeb更新
花かごしま2011現場事務所OA環境整備・運用委
託業務
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「鹿児島黒牛」のﾘﾆｭｰｱﾙ
中核情報ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ維持管理に係る業
務委託
心身障害者扶養共済電算ｼｽﾃﾑの改修に伴う業
務委託
予算特別委員会時間表示ｼｽﾃﾑ開発設置業務
地域医療支援方策策定業務
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ，ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
旧CMSｻｰﾊﾞ等のﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ，ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝHDDﾃﾞｰﾀ消去

システム形態

業務内容等

業務ｼｽﾃﾑ

情報管理，登録・運用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

ﾃﾞｰﾀ入力，ｻｰﾋﾞｽ提供
ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ開発

業務ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｰﾀ移行，ｼｽﾃﾑ開発

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成，修正

業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ改修，ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ開発
議事録作成、製本
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ，ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞﾃﾞｰﾀ消去
ｻｰﾊﾞ，ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

（１３／１４）
年度

No
375
376
377
378
379
380

事業名
県内ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理に係る業務委託
行政情報ﾈｯﾄﾜｰｸの維持管理に係る業務委託
ＯＡﾙｰﾑの維持管理等に係る業務委託
ﾊﾟｿｺﾝ等管理業務委託
電子申請共同運営ｼｽﾃﾑの運営業務
平成２４年度税務総合ｼｽﾃﾑ管理業務委託

システム形態
ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾈｯﾄﾜｰｸ
－
－
業務ｼｽﾃﾑ
業務ｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

381 かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ情報ｼｽﾃﾑ維持管理業務 業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ，ｾｷｭﾘﾃｨ管理，情報資産管理
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守
ｼｽﾃﾑ管理業務，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

財務会計ｼｽﾃﾑ及び電子収納ｼｽﾃﾑに係る運用
業務ｼｽﾃﾑ
支援業務委託
平成２４年度上野原ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｻﾞの館内ﾈｯﾄﾜｰｸ
383
ﾈｯﾄﾜｰｸ
維持管理業務

382

384

業務内容等

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ
ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

公共事業支援統合情報ｼｽﾃﾑ(CALS/EC)電子入
業務ｼｽﾃﾑ
札ｼｽﾃﾑ運用調整業務委託

ｼｽﾃﾑ維持運用，ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ

385 鹿児島県議会会議録情報検索ｻｰﾋﾞｽ提供業務

業務ｼｽﾃﾑ

ｻｰﾋﾞｽ提供

386 県議会会議録検索ﾃﾞｰﾀ入力業務委託

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾃﾞｰﾀ入力

平成２４年度 387 鹿児島県奄美ﾊﾟｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ情報検索 業務ｼｽﾃﾑ
ﾎﾞｯｸｽｼｽﾃﾑ保守点検業務委託
388 県営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ保守等に係る業務委託
工業技術ｾﾝﾀｰ技術情報発信事業に係る業務委
389
託
390 県営住宅管理電算ｼｽﾃﾑ改修に係る業務委託
391 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ修正
392 農業環境協会ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業
393 保健医療福祉課ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業
394 市町村民所得推計ｼｽﾃﾑ改修業務委託
第30回国民文化祭・かごしま2015ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
395
業務委託
396 健康増進課ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去作業
397 鹿児島県防犯協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ
第30回国民文化祭・かごしま2015ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営
398
管理業務委託
399 ﾊﾟｿｺﾝﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾃﾞｰﾀ消去
400 経営金融課ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業

ｼｽﾃﾑ保守

業務ｼｽﾃﾑ

ｼｽﾃﾑ維持運用，ｼｽﾃﾑ保守

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成，ｼｽﾃﾑ開発，ﾃﾞｰﾀ移行

業務ｼｽﾃﾑ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｼｽﾃﾑ改修
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ改修

－
－
－
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成，ｼｽﾃﾑ開発

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ改修

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守
－
－

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

（１４／１４）
年度

No

401
402
403
404
平成２４年度 405
406
407
408
409
410
411
412

事業名
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業
行政資料管理ｼｽﾃﾑ保守業務
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去等に係る作業
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去に係る作業
ﾊｰﾄﾋﾟｱかごしま様ｻｰﾊﾞのﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去等に係る作業
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業
ﾊﾟｿｺﾝ等ﾃﾞｰﾀ消去作業

システム形態
－
業務ｼｽﾃﾑ
－
－
－
－
－
－
－

業務内容等
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ｼｽﾃﾑ保守
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去
ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ消去

