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2021 年 11 月 24 日 

日本 ATM 株式会社 

 

預貯金照会デジタルソリューション   の    

導入状況についてのお知らせ 

～28 都道県の 186 行政機関(224 部署)が採用～ 

 

 

日本 ATM 株式会社（代表取締役社長：中野 裕、以下「当社」）が提供する預貯金等の照会をデジタル化する

サービス「DAIS」を 28 都道県の 186 行政機関（224 部署）（注 2）にご採用いただいたことをお知らせいたします。 

当社は、金融機関、行政機関の双方にとって事務負担の大きい預貯金等の照会・回答業務をデジタル化すること

で、行政の DX 化を推進し、「デジタル・ガバメント実行計画」の早期実現を目指してまいります。 

 

（注１）日本 ATM の登録商標。Deposit Account Inquiry System の略称 

（注２）186 の行政機関のうち、生活保護制度を運用する部署や滞納整理を行う部署及び広域連合等の組織など複数部署での導入数 

 

都道県別導入機関 

地区 都道県 行政機関名(導入準備中含む) *複数部署導入 

北海道 

東北 

北海道 札幌市 上富良野町 中標津町 

宮城県 宮城県* 仙台市* 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 多賀城市  

岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 蔵王町 大河原町 村田町 川崎町 

亘理町 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村 色麻町 加美町  

涌谷町 美里町 

秋田県 1 機関 

山形県 山形市 酒田市 寒河江市 南陽市 

関東 栃木県 小山市 

群馬県 前橋市 高崎市 伊勢崎市 沼田市 

千葉県 千葉県 千葉市 船橋市 柏市 

東京都 港区 目黒区 荒川区 江戸川区 八王子市 三鷹市 調布市 他 1 機関 

神奈川県 伊勢原市 他 1 機関 

中部 富山県 富山県 富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市 砺波市 南砺市 射水市 

上市町 立山町 

石川県 石川県 金沢市 七尾市 小松市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 

能美市 野々市市 川北町 津幡町 内灘町 志賀町 宝達志水町* 中能登町 

（注１） 

https://www.atmj-g.com/dais/
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地区 都道県 行政機関名(導入準備中含む) *複数部署導入 

中部 福井県 福井県 福井市 敦賀市 大野市 勝山市 あわら市 越前市 高浜町 若狭町 

山梨県 山梨県  

静岡県 静岡市 長泉町 

愛知県 名古屋市 

近畿 滋賀県 高島市 

兵庫県 尼崎市 豊岡市 

和歌山県 橋本市 

中国 

四国 

鳥取県 鳥取県* 鳥取市 米子市* 倉吉市 岩美町 若桜町 智頭町 八頭町 琴浦町 

北栄町 南部町 

島根県 浜田市 出雲市* 大田市 奥出雲町 飯南町 隠岐の島町* 

徳島県 徳島市 吉野川市 

香川県 香川県 高松市 丸亀市 坂出市* 善通寺市 観音寺市* 三豊市 まんのう町  

中讃広域行政事務組合 

愛媛県 愛媛県 松山市* 今治市* 宇和島市* 八幡浜市* 新居浜市* 西条市 大洲市 

伊予市 四国中央市* 西予市 東温市 上島町 久万高原町 砥部町 内子町 

伊方町 愛南町 愛媛地方税滞納整理機構 

高知県 高知県 高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 

四万十市 香南市 いの町 中土佐町 日高村 大月町 南国・香南・香美租税機構 

九州 

沖縄 

福岡県 1 機関 

熊本県 熊本市 荒尾市 山鹿市 宇城市 

鹿児島県 鹿児島市 指宿市 霧島市 奄美市 

沖縄県 沖縄県 那覇市* 宜野湾市 石垣市* 名護市* 糸満市* 沖縄市* 豊見城市 

宮古島市 南城市* 本部町 座間味村 竹富町 沖縄県介護保険広域連合 
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■日本 ATM 株式会社 

本社所在地 ：東京都港区浜松町 1-30-5 浜松町スクエア 8 階 

代表者 ：代表取締役社長 中野 裕 

URL  ：https://www.atmj-g.com 

 

■DAIS に関するお問合せ先 

日本 ATM 株式会社 ソフトウェアソリューション事業本部 事業推進部  

TEL  ：03-3513-4066  

E-mail ：mlj_dais@atmj.co.jp 

URL  ：https://www.atmj-g.com/dais/ 

 

■本プレスリリースに関する報道機関からのお問合せ先 

日本 ATM 株式会社 人事総務本部 

TEL  ：03-5405-1262   

 

※リリースの記載内容は発表日現在のものです。 

その後予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承下さい。 

 

https://www.atmj-g.com/dais/

