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」創刊にあたり

を制定
関わる人すべてが一致団結 できる「言葉」

薩摩富士と言われる開聞岳（鹿児島県）

シフトプラスのブランドプロミス

あなたの力は、日本の力だ

自分の故郷と思いを名刺に

シフトプラスの名刺は、自分の故郷のシル
エットがデザインされ、思いと色を選べるよ
うになっています。業種・職種の壁を超え、
個性を理解して前へと進む。
地域社会でも同じだと考えます。

人間は、ひとそれぞれ全く違う力を持っているように、
日本の地域も、個性豊かな力を持っています。

私たちシフトプラスは、ふるさと納税システムの開発をはじめ、

地域に宿る潜在能力を、人と IT の力で再発見し活性化してきました。

もっと日本を好きになりたい

日本にも世界にも、まだまだ潜在能力を秘めた国や地域がたくさんあります。

シフトプラスは、これからますます栄えていく

地域と人のエネルギーになりたいと考えています。

ひとりひとりの力が繋がれば、きっと様々な課題や困難を乗り越えられる。

そして、地域社会の新しい時代をつくることができる。
あなたの力を、日本の力に。

さあ、私たちと一緒に、ワクワクするような未来へ。

名刺の裏面デザイン

日々入ってくる情報は断片的でネガティブ
なニュースばかり。批判のみだと世の中は
前へと進みません。
SHIFT PRESS は、その「まち」の 個 性、
担当者さまの思い、現在進行中のアクショ
ンなどリアリティのある情報をお届けする
ことを目的に創刊されました。

VOICE

●面積／
426.32km²

官民連携による
新たな人材育成のスタート

人
26,000

新石川営業所オープン

2015 年に弊社初の出張所としてスタートした石川営業所が、同県輪

島市マリンタウンに移転オープンしました。今回の移転は石川県様及

び輪島市様が創設されたサテライトオフィス誘致支援制度を適用した

もので、弊社が適用第１号。移転と同時に輪島市様と包括連携協定

を結び、地元での雇用創出や輪島市様の抱える課題に対し、IT 面で

の解決方法を共同で探る地域の情報化や、若者に向けプログラミン

グ教室や IT セミナーを開催し、IT エンジニアの人材育成を図りたい

と考えています。

今後は、双方が有する人的資源の交流と知的・物的資源の有効活
用を図りながら輪島市様と共同し、地域社会の発展と双方の人材育
成の推進を図ります。

新たな輪島市に向けて

輪島市 市長 梶文秋様

シフトプラスと協定を結んだ理由を教えて下さい

「地元で働きたい」
と言うシフトプラス社員の声を聞き、地元で事

務所を設立したという話を聞きました。「この会社であれば何か
変えてくれる」
と大変興味を持ちました。

輪島市内での IT 効率化や情報発信は急務です。人材も不足し

ています。南さつま市さんや都城市さんの取り組みをお伺いして

「新しい輪島市を創っていける」
、そう確信しました。

企業誘致・協定にあたり目指す姿はありますか？

都心部だけでなく、地方などの遠隔地でも事務所が持てる、そ

こで人が育つ。これまでの輪島市にないような実践型の IT 技術

を官民連携により地元の若者が受け止めて広がっていく可能性
はあると思っています。

調印式の様子 ( 輪島市 梶文秋市長と弊社代表 中尾）
INFORMATION

シフトプラス石川営業所

●所長：弥郡直信（やごおり なおのぶ） ●スタッフ数：４名

●主な業務：LedgHOME クラウドの開発・保守、ふるまどの開発・保守など
●住所：石川県輪島市マリンタウン 4-55

●電話番号：0768-23-4776

ドラマ放映などの効果で観光産業も活性化している。●人口／約
TV

地元での雇用創出やプログラミング教室などのチャレンジへ

シフトプラス石川営業所新社屋

CHECK POINT:

子ども対象プログラミング教室を開き実践型の人材育成へ
自治体業務効率化「LGSTA（レジスタ）」の推進
ふるさと納税事業の推進

石川県輪島市（いしかわけんわじまし） 石川県北部に位置し、能登の核となる市。輪島塗や朝市、世界農業遺産に認定された自然や文化が豊富。また、漁業も盛んで輪島港の水揚げ 高は県内一である。北陸新幹線開業、

SHIFT PLUS NEWS | 石川県輪島市
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、鹿児島市から東北東約 90km
の宮崎県の南西端に位置する。市の北部から西部、南部にかけては鹿児島県に接しており、宮崎と鹿児島の中
50km
人 ●面積／ 653.3km²
間地点にあたる主要都市である。かつて薩摩藩領であったため鹿児島弁に極めて近い諸県弁を話すなど、薩摩の文化を色濃く残している。●人口／約 160,000

宮崎県都城市（みやざきけんみやこのじょうし） 宮崎市から西南西約

あたらしいふるさと納税 | 宮崎県都城市

都城市ふるさと納税特設サイトとLINE公式アカウント

24 時間・365 日チャットボットによる問合せ対応で利便性が向上

LINEを活用した寄附者対応の効率化
問い合わせ業務を軽減し、
寄附者満足度の向上を目指す

VOICE

オムニチャネル業務自動化「anybot（エニーボット）」
と連携し、コミュ
ニケーションアプリLINE 上からふるさと納税の寄附履歴や配送状況

を確認できるサービスを開始しました。第 1 弾として宮崎県都城市に

て導入をスタートします。

このサービスにより、普段多くの時間を割かれる寄附者からの問い合

わせを軽減し、ふるさと納税業務の効率化を図ります。更に問い合
わせ窓口の受付時間に関わらず問い合わせが可能となることで、寄
附者満足度の向上を目指します。

今後、現行の問い合わせ機能に加えて、寄附受付や各種申請の変
更手続き、謝礼品情報の変更などの機能も拡充する予定です。

LedgHOME＆LINEでCX（顧客体験）の向上

都城市役所 ふるさと産業推進局 主幹 小岩屋芳郎様

寄附者の問い合わせ窓口について教えて下さい

これまで、寄附者様からの問い合わせは、電話やメール等
で対応していましたが、シフトプラスさんからの提案もあり、
より気軽に寄附者様がご利用いただける窓口としてLINE
を選定しました。

LINEではどの様な対応が可能ですか？

オムニチャネル業務自動化
「anybot」
と連携しLedgHOMEの寄附管理情報が
LINE 上で確認可能に。

問い合わせの多い内容は FAQ で参照したり、配送状況や
寄附情報照会など、24 時間いつでも知りたい情報がその場
で確認出来るので、自治体側の負担も減りますし、何より寄
附者様にとってもメリットがあります。

今後の活用方法について教えて下さい

●都城市ふるさと納税 LINEアカウント

都城市ではふるさと納税専用の LINE アカウン
トを作成し、イチオシの特産品や特集の配信

も開始。寄附者への情報発信ツールとしても
活用されている。

定期的に行っているメルマガ配信で、ふるさと納税 LINE
サービスの案内を始めて2 ヶ月程経ちますが、現在約 900
名の方に登録していただいています
（2020 年 8 月現在）。
イチオシの特産品の紹介や特集等の配信も始めたので、今
後はサービスの利用だけでなく、寄附にもつながるように楽
しんで見ていただける内容作りをしていきたいです。

CHECK POINT:

寄附履歴情報も LINE から手軽に確認
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●自治体ソリューション事業部

みぞぶちなおき

溝渕直城

連絡先（都城営業所 TEL : 0986-57-0311）

LINE から特設サイトで直接寄附が可能に

休日の不在電話も IVR ＆ LINE でカバー

ワンストップ特例申請をWEBで受付「motiONE」
寄附者が WEB 上で入力
作業時間軽減と入力ミスを削減

VOICE

ふるさと納税のワンストップ特例申請受付から、寄附者の居住自治

人
97,000

体への通知書作成までを一貫して行うシステム
「motiONE（モーショ

ン）」のサービスを開始しました。

大きな特徴として、motiONE では従来の紙申請に加えてWEB 申請
職員様が手入力でデータを作成していた作業を、寄附者が直接マイ
間の短縮と入力ミスの削減を可能にしています。

申請に必要な添付資料は、スマートフォンで撮影した画像をそのまま

アップロードして提出完了となるため、自治体様が保管する添付書類
の件数も軽減できます。法的な制約については総務省を通して確認

を行い、許容される範囲の機能を検討して開発を行っています。また、
データは LGWAN 環境に保持されるため、セキュリティ面も安全です。

for 寄附者

for 自治体

スマホで登録・確認
書類をアップロード

寄附者

ワンストップ特例

寄附データ同期

申請書を出力・郵送

※個人番号を除く

いかがわしゅんいち

motiONEを導入して現場の事務作業は
変わりましたか？

WEB 申請については画面上で添付書類の確認を行い、マ
イナンバーを転記する必要がなくなったため、作業時間だけ
でなく添付書類の紙の量も軽減されました。

motiONE は届いた申請書をバーコードで読み取り、WEB
申請者と従来の紙申請者を自動で振り分けてくれます。画
面に表示されるフロー図に合わせて手元の書類を仕分けす
るだけなので非常に簡単です。LedgHOMEと連携してい
るからこそできる仕組みだと思います。

今後の運用について教えて下さい。

寄附データ同期

受理を受付

宗像市役所 財政課 主事 久保絵里奈様

WEB 申請と紙申請が混在してしまい、
管理が大変では？

※データは一切保持しない

LGWAN

業務繁忙期をmotiONEで乗り越える

●自治体ソリューション事業部 五 十 川 俊 一 連絡先（大阪本社 TEL : 06-6441-1155）

motiONEのメリットとして、複数人が同時に作業できること
が挙げられます。繁忙期に向けて処理する箇所を分担し、更
なる効率化を進めていきたいです。

CHECK POINT:
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119.94km²

ナンバー等の情報をWEB 上で入力・申請できます。これらが作業時

●面積／

を可能にすることで、これまで申請書の内容を確認しながら自治体

福岡県宗像市（ふくおかけんむなかたし） 宗像市は北九州市と福岡市の両政令指定都市の中間に位置し、北を除く 方向を山に囲まれ、玄界灘に大島、地島、沖ノ島、勝島を有しています。二大都市への交通アクセスが

WEB申請で入力作業を軽減 !!

充実し、生活環境や都市基盤が整備され、教育や文化、子育て支援などが充実している。●人口／約

あたらしいふるさと納税 | 福岡県宗像市

作業時間と添付書類の紙資料を軽減
LedgHOME との連携で管理も容易

複数人の作業で更なる効率化

4

岐阜県七宗町（ぎふけんひちそうちょう） 七宗町は、町の約 ％を占める山林に囲まれ、その山間を縫うように、飛騨川・神渕川が流れる山紫水明の地。町内にある飛水峡（ひすいきょう）
は七宗から白川に至る約

の渓谷で、神秘的な大彫刻の趣を見せる奇石・怪石、変化に富んだ景観はまさに絶景。●人口／

90

人
3,700
●面積／
90.47km²

12km
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あたらしいふるさと納税 | 岐阜県七宗町
80を超える自治体様が利用！

ワンストップ受付状況がひと目で分かる「ふるまど」
ワンストップ申請書の印刷から
受付状況の確認までが可能に

VOICE

ワンストップ特例申請の受付状況問い合わせは、ふるさと納税繁忙期

に向けて増加し、多くの自治体様にとって悩みの種でした。そこで、

受付状況の確認や申請書の印刷を寄附者自身で行うことができる専

用サイト
「ふるまど」をスタートし、既に80 を超える自治体様にご利用
いただいています。

寄附者は自治体様に問い合わせることなく、ご自身でワンストップ受
付状況を確認することができ、自治体様の事務削減を図ることに加

え、ご自身の申請が受け付けられているかの不安も解消できます。

また、受領証明書の再発行もご自身で行うことができます。

今後は、ワンストップ申請書の受付通知メール配信や返礼品の配送
状況が確認できる機能の提供を予定しています。

寄附者自身で

通常業務

ダウンロード印刷で

別作業不要

業務負荷大幅軽減

データ提携

寄附者

受領証明書・

印刷・郵送費を

ワンスト申請書の
郵送不要！

大幅削減可能

受領証明書
ワンスト申請書

標準機能

開 発中

ワンストップ特例申請書ダウンロード
ワンストップ特例申請受付状況確認
受領証明書ダウンロード

七宗町役場 企画課 主事 武井一晃様

七宗町のふるさと納税への取り組み状況を教えてください。

平成 28 年からふるさと納税への取り組みが本格的にスター
トし、返礼品も一番多いときは約 1,200 品と全国的にも多
い自治体でした。返礼品競争が過熱する中で総務省のルー
ル化により2019 年時点で180 種類程度となりましたが、今
も色々と模索しながら取り組んでいます。

ふるさと納税の機運が盛り上がる中、
課題や負担はありましたか？

自治体

ふるまど

課題解決から寄附者満足度の向上へ

謝礼品配送状況確認
寄附情報詳細確認

謝礼品配送先変更依頼
印刷物送付先変更依頼

年末が近づくに従い、ふるさと納税の申し込みは日を増し
て増えてきます。その中でワンストップの受付や証明書発行
作業、問い合わせへの対応で1 日の業務が終わってしまうこ
ともあり、本来行いたい企画業務ができませんでした。

「ふるまど」は課題や負担を解決するものになりましたか？

「ふるまど」
を使い寄附者様にお知らせすることによってご自
身でワンストップの受付状況を確認したり受領証明書の印刷
を行うことができます。リアルタイムで解決できることも寄附
者満足度の向上につながりました。

CHECK POINT:

問い合わせに関する事務を軽減

やごおりなおのぶ

● ITソリューション事業部 弥郡直信 連絡先（石川営業所 TEL : 0768-23-4776）

気になる情報をリアルタイムで解決し寄附者満足度 UP！
返礼品の配送状況など更なる機能を追加予定

返礼品情報を一括管理「Ledg Box」
複数サイトの管理で
生じる問題を解決！

VOICE

ふるさと納税ポータルサイトを複数運営される自治体様に向けて、画

像管理や在庫管理などを一括管理できる
「LedgBox（レジボックス）」

の本格運用に向けて、試験運用を開始しました。LedgBox は、楽

天ふるさと納税の商品情報連携や他ポータルサイトと連動した一括管

理システムで、日々の煩雑な返礼品画像の登録作業や在庫管理運用

事務は減らす。
寄附者との接点は増やす。
都農町役場 財政課 課長補佐兼係長 徳永幸生様

LedgBoxを導入するきっかけを教えて下さい。

API

在庫状況
謝礼品の登録
在庫更新

ポータルA
（在庫管理有）

在庫減少アラート
謝礼品の登録
謝礼品画像作成
業務委託先

WEBSITE

謝礼品の登録

ポータルB
（在庫管理無）

LedgBoxを体験いただき、良かった部分はなんですか？

在庫切れは単純に機会損失になりますので、在庫アラート
機能についてはとても便利に感じています。その他一括して
情報が見られるので、複数のポータルサイトの管理画面にロ
グインし直す時間と手間が圧倒的に減りました。
今後、LedgBoxに求めるものはありますか？
さらなる複数のポータルサイトとの連携などができればと
思っています。

CHECK POINT:

102.1km²

謝礼品一括
管理システム

在庫減少アラート

WEBSITE

●面積／

A町役場

謝礼品の登録
謝礼品画像作成

人
10,000

在庫アラート
機能あり！

複数のポータルサイトを運営していると、返礼品登録や在
庫調整の時間に手を取られていることが多く悩んでいました。
ポータルサイトや登録される返礼品の情報が多いほど、寄
附者様との接点は増えますが、事務も比例して増えていく、
事務も増えれば管理も煩雑になる。
この悪循環を解消するシステムとしてLedgBox はうまく機能
するのではと思いました。

周年を迎えた。●人口／約
100

作業の手間を減らし、本来注力すべき業務に専念できます。

宮崎県都農町（みやざきけんつのちょう） 都農町は県都宮崎市と工都延岡市の中間に位置し、東に日向灘、西は尾鈴の山並みが連なり、西高東低の丘陵性台地による平坦地が広がっています。日本の滝百選に選ばれた矢

煩雑な返礼品画像・在庫管理におさらば！

年に町制施行
研の滝や、ぶどうや梨などの生産が盛んなことから
「山と滝とくだもののまち」
が町のキャッチフレーズ。 2020

あたらしいふるさと納税 | 宮崎県都農町

返礼品の登録や在庫管理の作業時間を削減

ひらたゆうすけ

●ITソリューション事業部 平田佑輔 連絡先（大阪本社 TEL : 06-6441-1155）

在庫アラート機能で機会損失を未然に防ぐ

連携するポータルサイトを増やし、寄附者接点拡大を狙う

6

人
66,000

福岡県福津市（ふくおかけんふくつし） 福岡県の北部の宗像地方に位置し、福岡市と北九州市の中間に位置する。平成

カフェや海の幸を扱う飲食店が多く立ち並ぶ。鯛が名産。うどんのウェストの発祥（ 号店）
の地。●人口／約

1

52.76km²

年に旧福間町と旧津屋崎町が合併。福津市が誕生。
「西の湘南」
とも呼ばれ、海岸通りには、

●面積／

17

アフターコロナのまちづくり | 福岡県福津市
電子クーポンを利用し、消込作業を効率化

コロナで低迷する飲食店を支援「まちめし」
コロナで低迷する飲食店を支援

VOICE

コロナ禍で苦しい環境に置かれている飲食店を支援するため、店舗

紹介・商品予約を可能にするサービス
「まちめし」
をスタートしました。
当初は需要が増えたテイクアウト店舗の紹介をメインに進めていまし

たが、withコロナも見据え、地域内外からの流入増や、その自治体

の需要や熱い想いに特化した飲食店情報サイトとしてリリース。

今後は商店街のイベントや席予約、混雑状況の配信などの機能を自

治体様と検討しながら追加し、まち全体での情報配信サイトを目指し

ます。

知る
「きっかけ」
と
継続できる仕組みを構築したい

福津市役所 地域振興課 上川祥也様

まちめしを採用したきっかけは何ですか？

まちめしサービス前に始まった「# 福津エール飯」。

これをきっかけにお店を知ることができたという方も。

| 福津市

https://machimeshi.jp/fukutsu/

まち独自の見せ方でお店を紹介する「まちめし」。
参加自治体さまを募集中です

コロナ禍で飲食店の売上が落ち込む中、市ではテイクアウト
やデリバリーの情報をまとめた
「＃福津エール飯」
をはじめま
した。
その中で必要なのは、市と店舗の
「情報発信」
。コロナが落
ち着いてもそこは変わりません。
福津市で経済活性化する手段の一つとして、「情報発信」の
仕組みをこのタイミングで整備していきたいと考えました。

「# 福津エール飯」で感じたことはありましたか？

福津市は移住世代も多く
「福津エール飯で新しいお店を知る
きっかけになった」
という声を多くいただきました。
経済活性化はもちろんですが、福津市民の方々や近隣住民
の方々に
「まずはお店を知ってもらい足を運んでもらい、好
きになってもらうこと」
。
飲食店のみならず観光や物産もそこからの拡がりを信じて、
取り組みを進めていきたいと思っています。

CHECK POINT:

自治体と民間企業が一体となった情報発信（観光・物産）

7

● IT ソリューション事業部

やまもとしょうへい

山本翔平

連絡先（福岡営業所 TEL : 092-461-1155）

予約システムなど、with コロナを見据えた情報提供
スタンプラリーなど、まちのイベント連携

VOICE

急遽、全国の自治体様で対応が必要となった特別定額給付金事業。
弊社ではふるさと納税を運営するノウハウと仕組みを活かし、自治体
様のサポートをさせて頂きました。

20

宮崎県都城市様では市民に発送する申請書の封入封緘業務、山梨

県富士吉田市様では申請書の印刷業務を受け、いずれもふるさと

納税寄附受領書発行業務に使用する仕組みを用いて実施しています。

スの軽減を図りました。

高い信頼性で不安も解消

阪南市役所 新型コロナ給付支援対策室 主幹 池田尚平様

自治体

住民基本データ
外字データ

業務委託への不安はありましたか？

情報共有の部分です。市民に対してリアルタイムで進捗を把
握しての情報発信が必須、且つスピーディな進行が必要で
した。

給付データ

不安の解消を含め、
メリットを感じたのはどの部分でしたか？

申請書
決定通知書
印刷

申請書
返送

寄附者
てらだけいいちろう

●自治体ソリューション事業部 寺田圭一朗 連絡先（佐賀営業所 TEL : 0955-58-9992）

ふるさと納税事業のノウハウをベースに構築された仕組みで、高い
信頼性がありました。また、AI-OCRで紙の申請情報は全てデータ
化され、システムで一元管理・即共有していただきました。受付から
給付の事務は、申請情報の内容確認や不備連絡など最も負担が大
きい部分ですが、
ヒューマンエラーは最小限にとどまり、迅速な給付
に繋がったと感じています。

CHECK POINT:

36.17km²

降って湧いた事業にとにかく焦っていました。そこに、相談
してすぐ全業務をフルパッケージでご提案いただき、即決し
ました。外字対応等の柔軟なシステム運用が可能なことも
決め手の一つです。

●面積／

導入のきっかけを教えて下さい。

人
53,000

また、大阪府阪南市様では AI-OCR を用いて申請書の情報をスキャ

ン・データ化し、手入力することなく内容を確認。事務時間と入力ミ

20

分、和歌山市から約 分のところに位置する、大阪府で一番南の市。北は大阪湾、南は和泉山脈に接し、海・山を中心とした豊かな自

ふるさと納税事業の
ノウハウを生かした取り組み

40

分、関西国際空港から約

定額給付金事務支援「Ledg Payment」

大阪府阪南市（おおさかふはんなんし） 大阪市から約

培ったノウハウと仕組みを流用

然環境に恵まれ、地酒造りなどの地場産業や歴史的なまち並みなど、多彩な歴史・文化的地域資源を有するまち。●人口／約

アフターコロナのまちづくり | 大阪府阪南市

ふるさと納税事業のノウハウを新たなサービスへ
紙情報をデータ化し一元管理

自治体様の負担軽減のため更なる活用を狙う

8

人
3,500
●面積／
4.2km²

鳥取県日吉津村（とっとりけんひえづそん） 日吉津村は、中国山地を源とする一級河川日野川の下流右岸に位置し、北は日本海に面し、東に秀峰大山を仰ぎ見る箕蚊屋平野の一角にあるまち。都市近郊にあって、交通の

利便性に恵まれ、住環境の利点が大きい村。日本で６番目に面積が小さい自治体。●人口／約

アフターコロナのまちづくり | 鳥取県日吉津村
音声認識AIソリューションを活用

「eRex」
AIを活用した議事録作成支援システム
会議等の音声データの
文字起こし作業を省力化！

時代の変化と共に、自治体の皆様に求められる業務も変化し、それ

ら業務の一部を省力化・自動化する必要があると言われてます。現

在多くの自治体様で行われている議事録の作成業務では、ICレコー

ダーなどで録音した音声を繰り返し再生しながら文字起こしを行い、
多くの時間と貴重な人員を割いています。

この文字起こしの作業軽減を目指し、録音した音声をブラウザからアッ
プロードするだけで自動的にAI が音声認識を行いテキストを作成す

るサービス
「eRex（イーレックス）」の開発に着手。LGWAN 環境下に

て実運用可能なサービスとして、2020 年 8 月末のリリースを目指して

きました。

2020 年 7 月中旬、鳥取県日吉津村様にて国の
「地域 IoT 実装・共同

利用推進事業」
として同様のシステム開発が採択され、その後、事業
者募集プロポーザルを実施。弊社として上記サービスを提案させて頂

き、結果、弊社サービスの採用が決定しました。現在、同村と連携

し実装・共同利用の推進を行っています。
膨大な

会議等

会議等

手間が

発生

音声を繰り返し聞きながら
テキストデータ化

日吉津村役場 総合政策課 主任 本庄珠理恵様

行政事務を行う中での課題を教えて下さい。

日吉津村の正規職員は４４人と限られた職員数で行政事務
を行っていますが、人口規模も小さいためなんとか人力で
対応できてしまう。そのため、アナログ作業が多く、ＩＣＴ化
が進んでいないことが課題です。
職場へのＩＣＴ導入が急務であると感じ、まずは会議の文字
起こし作業を軽減するため、「eRex」の導入を検討しました。

データ化

ＡＩ

いかがわしゅんいち

ICTの導入で職員の働き方を改革

その中で改善したいことは？

音声ファイル
アップロード

デジタルデータ

9

VOICE

さらなる事務の効率化を図るために、
どのような展望をお持ちですか？

村民との情報の共有を図るため、会議録等を積極的に公開
しています。「eRex」を導入することで職員の業務改善だけ
ではなく、情報共有の迅速化も期待しています。また、ＩＣ
Ｔの導入等により生み出される人的リソースを、より必要性
の高い業務に投入し、住民サービスの向上を図りたいと考
えています。

CHECK POINT:
データ化

●自治体ソリューション事業部 五 十 川 俊 一 連絡先（大阪本社 TEL : 06-6441-1155）

令和2年度中に、共同利用自治体での検証、展開完了

令和3年度中の、鳥取県を含む県下自治体への導入が目標
令和3年度、全国自治体への導入を目指す

行政の業務効率化 職員出退管理システム
「AMS」
教育現場の働き方改革を推進

VOICE

2017 年に鹿児島県南さつま市と弊社の間で包括協定を締結。まち

の課題をヒアリングする中、教育現場で働き方改革を推進している
が、教員の勤務時間を正確に把握できていない問題があることが分

かり、市内にある16 の小・中・義務教育学校で教員出退管理アプリ

「AMSlite」を導入。出退時間をPC やスマートフォン、ICカードで打
刻することでブラウザ上で管理し、残業時間の計算も可能に。

また、教員だけでなく、南さつま市職員用の出退管理アプリを開発
中であり、出退勤だけでなく、各種休暇や時間外勤務、週休日振替
などの申請から承認までのシステム化を目指します。

ペーパーレスで作業時間と負担を軽減

南さつま市役所 総務課 係長 春口剛様

これまでの勤怠管理はどのように行われてきましたか？

個人ごとの紙の出勤簿に毎日各自で押印を行っていました。

ICカード打刻の運用でどのような変化がありましたか？

人 ●面積／
33,000

今後のAMSに期待することは？

283.59km²

これまでの管理方法では勤務時間が不明確でしたが、出勤
／退勤時刻が正確に記録されることで、勤務時間の見える
化ができるようになっています。教職員の働き方改革の第一
歩だと考えています。

・打刻は IC カード打刻

・休暇申請等は各自 LGWAN 端末から行い、設定した決裁フローにそって承認が
進んで、決裁されたら出勤簿に反映

・給与担当者は、給与システムに取込可能なデータを出力することができるので、
時間外勤務等の集計／入力作業が軽減できる

教職員の出退勤の管理だけではなく、現在市役所において、
紙ベースで行われている休暇や時間外勤務等の申請をシス
テム化することでペーパーレス化が実現できます。
また、運用
が定着すれば素早い決裁が期待できます。
将来はAMSから休暇や時間外勤務等のデータを出力し、給
与システムに取り込むことになれば、入力作業が削減できる
などの事務負担軽減に大いに期待しています。

CHECK POINT:

勤務時間の見える化で働き方改革の推進

いかがわしゅんいち

●自治体ソリューション事業部 五 十 川 俊 一 連絡先（大阪本社 TEL : 06-6441-1155）

素早い決裁とペーパーレス化の実現

システム化により給与担当者の事務負担軽減

鹿児島県南さつま市（かごしまけんみなみさつまし） 南さつま市は、薩摩半島の南西部に位置し、北は鹿児島市・日置市、東は枕崎市・南九州市に隣接し、南側及び西側は東シナ海に面している。海岸線の北西部は砂丘地帯

ICカードで出退管理

を形成し、南西部は変化に富んだリアス式海岸が続いており、国の名勝
『坊津』
及び坊野間県立自然公園の指定を受けた景勝地を有している。●人口／約

アフターコロナのまちづくり | 鹿児島県南さつま市

10

【スタッフ紹介】

Staff
Q1 仕事への想い

サポートしてくれる
会社へ全力貢献！

1つ1つ丁寧に、
大事に対応します！

シフトプラスがメインスポンサーとしてサ

大分市、久留米市のサポート室メンバーと

Q1

Q2

して、ふるさと納税のポータルサイト管理、

午前はサッカーチームでの活動、午後から

ます。自治体様や事業者様、寄附者様の声

メールでのお問合せ対応を行っています。

るよう日々勉強中です。名前を覚えてもら

に来てくれます。沢山のサポートをいただい

です! 担当自治体様のサポートをさせてい

北海道営業所

を聞きながら、満足いただける対応ができ

試合の日には都城営業所のスタッフが応援

い、対応させていただくことがすごく嬉しい

ただき、沢山の発見がありとてもやりがい
を感じる事ができるので、日々楽しく仕事が

りたいです！

できています。

地元（都城）に地域貢献
できる人材を目指す！

ふるさと納税のポータルサイト管理を担当し

コミュニティセンター施設の指定管理（人員

実物を手に取ることがない特産品もあるの

理、自主事業）を担当しています。また、総

Q1

坂元

愛

2020 年入社

温水

真義

Q1

石川営業所

Q2

Q2

岐阜営業所

ています。ふるさと納税では、お届けまで

の配置、施設のメンテナンス、利用料の管

で、正確な情報・より多くの情報を掲載し

務省関連事業で
『デジタル活用支援員推進

事業』も担当。デジタル支援員（学生）を育

けるページ作りを心掛けています。この仕

愛知営業所

て、寄附者様が安心してお申し込みいただ

成し、地域の高齢者に対してICT 技術向上

事を通して、知識が増えたり、地域の色々

のためのイベントを行います。事業終了後

な特産品を知ることができて楽しいです！事

は、コミュニティセンター自主事業として継

業者様にもご協力いただいて、しっかりと

続。他にも一時預かり保育のシステム要件

のヒアリングをお手伝いしています。

いきたいです！

宮崎営業所

Mail:furusato@shiftplus.co.jp

都城営業所
鹿児島営業所

編

TAKEFREE¥ 0

都城市

都城営業所スタッフお薦め

ご当地グルメ

うまい もん

チキン南蛮

『今日、唐揚げにする？
それともチキン南蛮にする？』

チキン南蛮は、宮崎県では唐揚げに負

けない人気のご当地料理です。 油で揚

げた鶏肉を甘酢に浸し、タルタルソー

スをかけて食べます。ジューシーな肉

にソースの甘みと酸味が絶妙なおいし

さ。 こちらのお店では、定番のタルタ

ルソースにパルミジャーノチーズ、大

葉、ミョウガなどをトッピングして自

スタや煮込み料理などに万能なトマト

分 好 み の 味 を 楽 し め ま す！ ま た、 パ

ソース「 EASY SAUCE
」を製造・販売。
都城市ふるさと納税返礼品としても取

扱い中です。 都城市にお越しの際は、

レッツチキン南蛮！

都城

佐賀営業所

茉穂香

福岡営業所

魅力をお届け出来るページ作りを目指して

大阪府大阪市西区江戸堀 2 丁目 1-1 江戸堀センタービル 8 階 Tel:06-6441-1155

地域の特産品を皆さんに
もっと知って欲しいです！

2020 年入社

山梨営業所

将馬

〒 550-0002

分に出来ることや知識を増やせるよう頑張

千葉営業所

ている会社へ少しでも貢献できるよう、自

吉原

シフトプラス株式会社

電話・メールでのお問合せ対応を行ってい

ふるさと納税のポータルサイト管理、電話・

2017 年入社

大阪本社

ポートしているサッカーチームの活動と並行

して働いています。

編集・発行所

Q2

鈴木

当社には、多様なバックグラウンドを持つ
プロフェッショナルが集まっています。
今回は都城営業所のスタッフをご紹介します !

Q2 仕事の内容

Q1

2019 年入社

都城営業所

