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第三公共事業部は、知的財産（特
許庁特実審査業務システム等）/司
法 /法務（法務省地図情報システム
等）の各領域における中核システム
の開発を通した長年にわたるお客様
とのリレーションシップの下、信頼
される ITパートナーとして活動し
てきた。
お客様のニーズが「業務の電子化、
効率化」から「社会課題の解決」に
シフトする中、第三公共事業部は、
お客様の“なりたい姿”を共に考え、
実現し、顧客価値を最大化させるこ

とで、真のビジネスパートナーとな
る事をその意義としている。
「顧客価値の最大化」の実現に向
けて、社員には目利き力、デザイン
力、DX技術力などの様々なスキル
が求められる。
我々はお客様のみならず、社員
個々についても“なりたい姿”を描
き、これを実現させるための育成や
ジョブ・アサインを実施することで、
自己実現によるパフォーマンスを最
大化し、組織全体としての強みに昇
華させることで、お客様の期待を超
える提案と実現を行っている（図 1）。

以下に、当事業部の強みの源泉と

なる社員（人財）の育成と、成果と
しての具体的な社会解決の事例を紹
介する。

事業部メンバ個々人には将来目指
す「なりたい自分」の姿を、キャリ
アデザインシートの作成を通じてブ
ラッシュアップしてもらった。さら
に、その「なりたい自分」と現在の
自分とのギャップを埋めるため、事
業部長と事業部の全社員が面談を実
施しながらキャリア・ステップの意
識のすり合わせを行った。そして、
そこでやりとりした社員の希望を実
際にジョブ・アサインに反映する取
り組みを実施している。案件やポス

電子化は目的から手段となり、お客様のニーズは「社会の持続的な成長の実現」へと変化している。我々が IT パートナ
ーからビジネスパートナーへ変革するために必要なのは、ビジョンとソリューション。お客様と社員と組織、それぞれの

“なりたい姿”を常にデザインし、追求し、叶える事。それが第三公共事業部の使命である。
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図 1　第三公共事業部人財育成施策説明資料

「なりたい自分」を目指し、
組織力向上へ
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トがまだ少ないプロジェクトに多数
希望があった場合は、より「なりた
い自分」に向かって努力している社
員を優先してアサインすることに
よって、社員の自己研磨に対するイ
ンセンティブとしている。
これにより、社員は「やりたい仕
事を通じて『なりたい自分』へのス
テップを踏むことができる」、組織は
「今まで対応できなかったような超上
流や先進技術の案件が受託でき、か
つモチベーションの高い社員によっ
て生産性が向上する」というメリッ
トが生まれ、社員と組織が互いにポ
ジティブな影響を与え合い成長し続
けることができると考えている。
その具体例が後述する国庫金
キャッシュレスサービス「KOKO  

PASS」である（図 2）。本サービス
は「OpenCanvas for Government®」
の SaaSサービス第一号であるが、「な
りたい自分」でDX案件への熱意を
語った社員が営業開発双方において、
コンサルテーションやサービスデザ
イン、アーキテクチャ設計等をチー
ムの中心となって実施している。
また、第三公共事業部ではなりた
い自分を語ったメン
バのステップをサ
ポートする取り組み
も行っている。例え
ば、ビジネス力を向
上させるために事業
部内でビジネスコン
テストを定期的に実
施したり、DX力を
向上させるため部活
動形式で互いに DX

関連の知識を深めあ
う場をセッティング
したり、お客様の

た運用設計が必要
■ 中央省庁が定める、高いセキュ
リティーレベルが確保されたシス
テムが求められること

■ 国民の利便性向上のため複数の
キャッシュレス決済に対応するに
は、クレジットカード会社、電子
マネーの事業者および金融機関
等、多岐にわたる関係事業者との
調整・契約が発生すること

■ 前述の通り必要となる複数関係
システムとの連携開発を各省庁が
単独で実施するには、システム投
資がかさむこと
これらの課題を解決し、国庫金の
キャッシュレス決済を実現したのが
国庫金キャッシュレスサービス
「KOKO PASS」である。

「KOKO PASS」は、各省庁が共
通して利用できるよう、NTTデー
タがキャッシュレス決済に必要な機
能をクラウドサービスとして提供す
る SaaS型のサービスである（図 3）。
また、クレジットカード会社等付随

業務知識を高めるためのセミナーや
様々な営業や技術に関するノウハウ
共有する会を開催したりしている。　
また、第三公共事業部では経験者
採用を積極的に実施している。新し
い人財を事業部外から招き入れるこ
とにより、事業部人財のダイバーシ
ティ向上を目指している。

社会的にキャッシュレス決済が普
及している中、中央省庁の国庫金窓
口申請では、申請人が窓口で収入紙
等を現金で購入し、紙の申請書に印
紙を貼り付けして提出する必要が
あった。
国庫金のキャッシュレス決済の需
要が高まる中、以下の 4つの課題
が壁となっていた。
■ 国庫金納付においてキャッシュ
レスを実現するためには複数の関
係システム（歳入金電子納付シス
テム、官庁会計システムおよび金
融機関と官公庁を結ぶネットワー
ク等との連携や、各省庁を結ぶネ
ットワーク等）の会計処理に応じ

国庫金
キャッシュレスサービス

凡例 
既存システム

基幹業務 
システム 

金融機関

クレジットカード会社
電子マネー事業者 

納付情報 
連携 

決済 

業務端末 

窓口決済
オンライン決済

日銀別段口座への即時入金
（代理納付）

窓口申請/オンライン申請

データ 
連携 

当社 
口座 

日銀
別段口座

窓口/オンラインの
共通仕様

国庫金キャッシュレス
サービス（SaaS）

 
マルチ決済端末 

職員様 

窓口申請者 

オンライン申請者 
クレジットカード

クレジットカード/電子マネー（交通系カード）

納付情報 
連携 

図 2　「KOKO PASS」サービスの全体像
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して必要となる関係事業者との調
整・契約等も、一括して NTTデー
タが代行する。
本サービスを導入することによ
り、各省庁は短期間かつ最小限のコ
ストで国庫金のキャッシュレス決済
を実現することができる。

本サービスには主に 3つの特長
がある。
■ 高信頼・高可用性のクラウド基盤
本サービスは、高いセキュリ
ティーレベルが担保された NTT

データの公共機関向けクラウド基盤
「OpenCanvas for Government」を利
用している。これにより、各省庁の
管理レベルに準じた決済情報等を管
理すると同時に、短期間・低コスト
でのキャッシュレス化の実現を可能
にしている。
■ 業務要件に応じた柔軟性
各省庁では、取り扱っている手続
きの内容や手数料等が異なってい
る。本サービスでは各省庁の共通部
分のサービスを提供するだけでな
く、これらの差異の部分に関しても

各省庁の個別の要望に合わせて柔軟
に対応することができる。
■ 決済代行、決裁手数料生産、立
替納付および決済端末提供等を含
めたトータルサービス
クレジットカードや交通系 IC決

済等、様々なキャッシュレス決済に
対応するためには、個別の調整・契
約、決済手数料精算、さらに決済代
行（オーソリ・売上処理）、立替納
付（各省庁から委託を受け国庫に納
付すること）を個別に実施する必要
がある。本サービスではこれらの個
別調整を NTTデータが一括して代
行する。また、その他必要となる決
済端末提供、基盤運用・監視および
ヘルプデスク等のキャッシュレス決
済導入に付随する各種サービスにつ
いて提供するため、サービス開始ま
でにかかるお客様の負担を大幅に削
減することができる。

本サービスの立ち上げには前述し
た「なりたい自分」を語った社員が
多く活躍している。「なりたい自分」

として「開発だけでなく、上流の提
案・コンサルにより顧客ビジネスに
貢献し、事業パートナーとして頼ら
れる存在」を挙げ、そのためのステッ
プとして、DX関連の新規ビジネス
立ち上げに携わりたい旨を事業部長
面談で伝えた社員、同じく「なりた
い自分」へのステップとしてサービ
スデザインに携わりたいと伝えた社
員、などがそれぞれ当プロジェクト
にアサインされ、「なりたい自分」
につなげるべく高いモチベーション
で様々な DXスキルを自己研鑽にて
拡充しながらプロジェクトで大活躍
している。また、経験者採用で入社
した社員も本サービスの立ち上げに
参加している。その社員は専門知識
が豊富であり、その知見や組織外の
新しい意見を存分に発信してくれた
おかげで、複雑に絡み合った業務知
識の課題を分析しサービス成功に貢
献してくれた。
これからも第三公共事業部は「な
りたい自分」を軸に社員と組織が互
いに良い影響を与え合い、さらに成
長し、お客様から頼られる事業パー
トナーとなれるよう取り組んでいく。
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図 3　「KOKO PASS」省庁共通サービス

国庫金キャッシュレスサービス
「KOKO PASS」の特長
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