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動作環境 
スタンドアロン運用 

ピア・ツー・ピアのホスト（親機） 
各利用形態のクライアント（子機） 

業務・Webサーバー 

OS 

Windows 10 Enterprise LTSC (32Bit/64Bit) *1 *3 *4 
Windows 10 Pro(SAC) (32Bit/64Bit) *1 *2 *3 *4 
Windows 8.1 (32Bit/64Bit) *1 *3 *5 
Windows 7 (32Bit/64Bit) *1 *3 *5 

Windows Server 2016 Standard *1 
Windows Server 2012 R2 Standard *1 
Windows Server 2012 Standard *1 
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard *1 
Windows Server 2008 SP2 Standard (32Bit/64Bit) *1 *3 

CPU 
上記 OSが稼働するパーソナルコンピューター 
Intel Core i3 以上推奨 

上記 OSが稼働するサーバー専用コンピューター 
Intel Xeon 以上推奨 

メモリ 
4GB以上推奨 8GB以上推奨 

※WCF モード動作時で業務サーバーと Web サーバーを同一サーバーで
運用する場合、16GB以上推奨 *8 

ハードディスク 

プログラム動作の必須空き容量 1GB以上 
スタンドアロン/ピア・ツー・ピアのホストの場合、データベース
ソフトウェアインストール・データ格納領域として別途 50GB 以上 
*6 

RAIDなどのフォールトトレランス構成の空き容量 500GB以上推奨 
プログラムインストールの必須空き容量 1GB以上 
データベースソフトウェアインストール・データ格納領域として別途 
50GB以上 *6 

ディスプレイ 1024×768以上必須 / 1280×768 以上推奨 1024×768以上必須 / 1280×768 以上推奨 

プリンタ 上記 OSに対応したプリンタ(受給者証印刷に両面印刷推奨) 上記 OSに対応したプリンタ(受給者証印刷に両面印刷推奨) 

データベース SQL Server 2012 SP4 / 2014 SP3 / 2016 SP2 / 2017 *1 *7 SQL Server 2012 SP4 / 2014 SP3 / 2016 SP2 / 2017 *1 

ソフトウェア 
本製品の動作には Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 が必須です。 
Microsoft Word/Excel 2010 SP2 / 2013 SP1 / 2016 / 2019が必要
です。 *1 

本製品の動作には Microsoft .NET Framework 3.5 SP1が必須です。 
 

*1 Microsoft 社の延長サポートが終了しているバージョンはサポート対象外となります。   *5 Professional エディションを推奨。 

*2 Windows 10 Pro エディションでは半期チャネル（SAC）[延長可能な日数を 180 日]と     *6 人口規模、使用システムに依存しますので、担当者にご相談ください。 

 して運用していただくことが必須。                          *7 サーバー運用時のクライアントには不要。 

*3 64Bit 版を推奨。                                   *8 WCF モードでの運用などを含め、担当者にご相談ください。 

*4 Windows 10 のサポート対象バージョンは、担当者にご相談ください。           ※その他、詳細につきましては、担当者にご確認ください。 

 

 

 

開発元 

ジー・トラスト・ツー 

台帳管理 

自立支援給付 

障がい児施設事業 

地域生活支援 

福祉医療 

手帳管理 

手当・助成管理  

自治体様の福祉事業に係る事務処理を 

充実のシステムラインナップでサポートします 

取り込み標準レイアウトを 

ご用意しています 

住基データホスト側 連携データ G-TrustⅡ 

ホストとの同期が可能になります 

デ ー タ 連 携  

運 用 形 態  

ピア・ツー・ピア運用 

（Windowsネットワーク） 

クライアント・サーバー運用 リッチクライアント型運用 

（WCFモード） 

Webサーバー 

業務サーバー 業務サーバー 

３台まで、パソコン同士の 

共有で運用可能 

４台以上の運用には、サーバー機が必要です。 

上記サーバー運用の詳細については、お問い合わせ下さい。 

※Microsoft、Windows、SQL Server、Windows Server、Terminal Service は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。 

※Intel、Xeon は Intel Corporation の商標または登録商標です。  ※その他、カタログ内の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。 

※バージョンアップのため予告なく仕様を変更することがあります。 

お問い合わせは・・・ 

TEL 087-804-8811  FAX 087-826-5010 



台帳システムとの連携 

窓口に来られる方には、お体の不自由な方

もいらっしゃいます。システムから、お名

前や住所などを差し込んだ状態で、申請書

を発行できますので、煩雑な申請書をご記

入いただく必要がありません。 

“優しい窓口“を実現しました。 

日々の業務で蓄積されたデータから、福祉

行政報告や給付事業報告書の出力が可能で

す。また、急な報告書の作成のため、各デ

ータは CSV（エクセル）出力が可能です。 

ご担当者様の目線に立ったシステム作りを

実現しています。 

G-TrustⅡは事務処理要領で定められた帳

票は完全対応しています。

帳票はシステムから出力でき、データは連

動性を持っているので二重入力の必要が

ありません。

報告書作成機能 業務の効率化 

充実のシステムラインナップ 

ジー・トラスト・ツー 

自治体様向けの福祉トータルシステムです 

サブシステムごとに個別導入も可能です

台

帳

管

理 

住民福祉台帳システム 

住基情報、税情報、年金、身体・療育・精神手帳、 

介護認定情報、難病などの福祉業務に必要な情報を 

一括管理できます。 

住基ホストとの連携や、更生指導台帳の出力も 

可能です。 

住民サービスの向上 操作画面の統一性 多様な差込印刷機能 

各サブシステムは住民福祉台帳システムと連動
しています。住基情報、税情報、年金、身体・
療育・精神手帳、介護認定情報、難病などの
情報を共有して運用することができます。 

サービス利用状況が一目瞭然です。 

G-TrustⅡは全システムの画面構成と操作方

法に統一性を持たせています。 

ご担当者様の不在時、異動による引継ぎ時な

どもスムーズに業務を行っていただけます。

操作マニュアルなしでも操作が可能です。 

オンラインマニュアルもご用意しています。 

G-TrustⅡの帳票はワード・エクセルへの差

込印刷で作成しております。

ご担当者様自身で、申請書・決定通知書など

ひな形変更なども簡単に行っていただけます

ので、導入後のコスト削減にもつながります。 

障がい福祉サービスシステム 

自立支援医療（更生医療）システム 

自立支援医療（精神通院医療）システム 

自立支援医療（育成医療）システム 

自立支援補装具システム 

障がい児通所サービスシステム 

障がい福祉サービス、自立支援医療費、補装具費支給、

障がい児通所事業の管理ができます。 

申請から受給者証発行、請求審査業務まで全ての業務

をカバーしています。 

また、障がい程度区分判定ソフトとの連携も行えます。 

地域生活支援事業管理 

障がい者手帳システム 

（身体障がい者手帳，療育手帳， 

精神障がい者保健福祉手帳） 

障がい者手帳の申請から進達/申達管理ができます。 

手帳情報は各システムと連携しており、業務の効率化が図れます。 

障がい者医療システム 

乳幼児医療システム 

ひとり親家庭医療システム 

老人医療システム（市町村単独事業） 

障がい者医療、乳幼児医療、ひとり親家庭医療などの申請から決定、医療費支

払業務までをトータルに管理できます。 

支払用ＦＤ作成も可能です。（全銀フォーマットに対応） 

※国保連合会・社会保険支払基金からの連名簿データの取得ができます。

（オプション）

地域生活支援サービスシステム 

国保連合会連携機能（オプション） 

地域生活支援 日常生活用具システム 

相談支援事業システム 

コミュニケーション支援事業システム

自動車免許取得費・改造費助成システム 

地域生活支援サービス、日常生活用具支給の申請から利用者証発行、 

給付券、請求審査業務までカバーしています。 

貴市町村の運用に合わせたサービスマスタの整備が可能です。 

障がい者手当システム 

児童扶養手当システム 

特別児童扶養手当システム 

特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当、児童扶養手当、特別児

童扶養手当などの申請から決定、台帳管理をトータルに管理できます。 

支払用ＦＤ作成も可能です。（全銀フォーマットに対応） 

有料道路 ETC 

障がい者割引システム 

NHK受信料 

障がい者免除システム 

心身障がい者扶養共済システム等 

放送受信料免除申請、有料道路 ETC割引申請、心身障がい者扶養共済の

管理ができます。台帳情報とリンクしており、スピーディでスムーズな

窓口を実現しています。 

避
難
支
援 

受給者証 

福祉医療管理 

手帳管理 

汎用事業管理 

その他福祉事務管理 

避難行動要支援者台帳システム 

地図連携オプション 

（ＺＥＮＲＩＮ） 

災害時の安否確認や、 

平時の見守り活動にも

ご利用頂けます。 

※個別パッケージ、避難支援システム『SQUARE-1 V2』もあります。

自立支援給付・障がい児支援事業管理 

利用者証 

Copyright（C） 

2011 ZENRIN CO.,LTD.（Z11KE 第 222 号） 

手当管理 

汎用台帳システム 

汎用手当システム 

 汎用台帳システムでは、管理項目を自由に設定することにより、 

各都道府県や市町村独自の事業を柔軟に管理できます。 

手当の支払い機能に特化したい場合には、汎用手当システムをご利

用いただけます。 
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