
■日時 
平成29年８月3日（木） 
13時00分～17時15分 
（12時30分から受付・開場） 
 
■場所 
京葉銀行文化プラザ  ６Ｆ 
〒260-0015 千葉市中央区富士見1丁目3-2 
TEL：043-202-0800 
 
■交通 
 ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 
  
 [電車] 
 ・ＪＲ千葉駅東口から徒歩３分 
 [車] 
 京葉道路 「穴川インターチェンジ」から約１０分 
 地下駐車場１１９台有（有料１００円/１５分） 

 

第39回 
富士通行政情報システム 
研究会 
＜ご招待状＞ 
平成29年8月3日（木）13:00～ 

京葉銀行文化プラザ 

［ＪＲ千葉駅東口徒歩３分］ 

■申込方法  
 基調講演・特別講演は、インターネットでの事前申込制となっております。 
 下記の手順に沿ってお申込みくださるよう、お願いいたします。 
 インターネットからのお申込みに不都合のある場合は、 
 担当営業または弊社事務局までご連絡願います。 
  
 【お問い合わせ】 
 富士通株式会社 千葉支社  
 富士通行政情報システム研究会事務局(担当：須藤・板倉) 
 TEL：043 (238) 7026 
 E-mail：chiba-gyouseiken@ml.css.fujitsu.com 
 
 【アクセス方法１】 
 富士通のホームページへアクセス http://jp.fujitsu.com 
  ①ページ右下 お知らせ 「イベント・セミナー」をクリック 
  ②「開催地区で探す」から、「栃木県/茨城県/群馬県/千葉県開催」をクリック 
  ③「第39回富士通行政情報システム研究会」をクリック 
 【アクセス方法２】 
 ・下記URLより直接アクセス 
  https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5577 
 

 ※自治体様・特別地方公共団体様以外のご来場をお断りする場合がございます。 
 ※セミナー内容は、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

【主催】 
富士通株式会社 千葉支社 
 
【出展】 
株式会社内田洋行 
株式会社ＮＴＴデータ・エム・シー・エス 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
行政システム株式会社 
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 
富士電機ＩＴソリューション株式会社 
富士通エフ・オー・エム株式会社 
株式会社富士通エフサス 
富士通クライアントコンピューティング株式会社 
株式会社富士通マーケティング 
※五十音順・敬称略 

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5577
https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5577


タイムスケジュール 

会場 欅Ⅲ 欅Ⅱ 欅Ⅰ 

内容 講 演 デモ・展示 

12：30 
13：00 

受付開始 

13：00 
13：15 

【A-1】基調講演 
13:00～14:30(90分) 
 
なぜ今、働き方改革が必要か  
株式会社ワーク・ライフバランス 
松尾 羽衣子様 

デモ・展示 

13：15 
13：30 

13：30 
13：45 

13：45 
14：00 

14：00 
14：15 

14：15 
14：30 

14：30 
14：45 

14：45 
15：00 

【Ａ-2】特別講演1 
14:45～15:30(45分) 
 
「働き方改革」の実現に向けた富士通の取り組み 
富士通株式会社 
 

【B-1】特別講演3 
14:45～15:30（45分） 
 
3Dセンシングで実現する新しいスポーツの世界 
富士通株式会社  
 

15：00 
15：15 

15：15 
15：30 

15：30 
15：45 

15：45 
16：00 

【A-3】特別講演2 
15:45～16:30（45分） 
 
セキュリティ強靭化対策後の運用課題に取り組む 
～安全性確保と運用効率化の両立を目指して！～ 
株式会社富士通エフサス 

【B-2】特別講演4 
15:45～17:15（90分） 
 
マイナンバー制度の利活用の今後 
デジタル革新による利用者中心の行政サービス改革へ 
富士通株式会社  
 
 

 
 

 

16：00 
16：15 

16：15 
16：30 

16：30 
16：45 

16：45 
17：00 

17：00 
17：15 

ごあいさつ 
 
 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
  
 自治体様におかれましては、複雑化する社会情勢のなか、「働き方改革」、「強靭性向上モデル」、「東京オリンピッ 
ク・パラリンピック」などの国の施策による環境の変化や課題に直面し、その対応についてご検討されていることと存じます。 
  昨今の自治体様が抱えるこのような課題を解決するために、このたび最新の事例や技術利用動向を踏まえた講演 
及びデモンストレーションを行う「第39回富士通行政情報システム研究会」を開催いたします。 
 
 是非ともご来場賜り、情報収集の場としてご活用頂きたく、皆様のご参加を心からお待ちしております。 
 

     平成29年７月吉日 
                                                  富士通株式会社 千葉支社 

支社長 上田 剛史 
                                                    



基調講演 
 
 
 
 

【A-1 】基調講演   13:00～14:30（90分） 
 
講演： なぜ今、働き方改革が必要か 
講師： 株式会社ワーク・ライフバランス 松尾 羽衣子様 
会場： 欅Ⅲ 
内容： 連日ニュースや新聞で取り上げられている「働き方改革」が、国を挙げての動きとなっています。 
      企業だけでなく、行政にとっても必要な働き方改革。 
           働き方改革はなぜ必要なのか、どう進めれば良いのか、を具体的にお伝えします。 
      ・ワークライフバランスとは何か  
      ・働き方改革が必要な背景 
      ・働き方改革の進め方  
      ・働き方改革成果の事例  

特別講演 
 
 
 

【A-3】特別講演2  15:45～16:30（45分） 
 
講演： セキュリティ強靭化対策後の運用課題に取り組む 
    ～安全性確保と運用効率化の両立を目指して！～ 
講師： 株式会社富士通エフサス 
会場： 欅Ⅲ 
内容： 昨年、全国一斉に実施されたシステム強靭化向上対策にて安全性が強化された一方、職員様の 
      利便性や運用性の低下といった課題も生じています。  
      セミナーでは、ネットワーク分離後のシステム運用課題を中心に、LGWANの活用からランサム 
      ウェア対策まで幅広く解決方法をご紹介します。 

【A-2】特別講演1  14:45～15:30（45分） 
 
講演： 「働き方改革」の実現に向けた富士通の取り組み 
講師： 富士通株式会社 
会場： 欅Ⅲ 
内容： 一億総活躍社会を目指す政府の取組として「働き方改革」が国家戦略のひとつに位置付けられ、 
      各自治体様におかれましてもご検討を進められていることと存じます。 
      本セミナーでは、「働き方改革」の動向及びその実現に向け富士通が考える進め方について、 
      当社の実践事例や総務省が示すセキュリティ要件に対するソリューションなどについてご説明します。 

【B-1】特別講演3  14:45～15:30（45分） 
 
講演： 3Dセンシングで実現する新しいスポーツの世界 
講師： 富士通株式会社  
会場： 欅Ⅱ 
内容： 今後日本で連続する国際スポーツイベントを見据えて富士通が考えるスポーツ×ICTの取り組みに 
      ついて講演いたします。 
      メディアで取り上げられ、話題となっている体操競技の自動採点システムなど、最新の取り組み事例を 
      中心に今後の展望をお伝えします。 
  
 

基調講演/特別講演 



デモ・展示 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 
働き方改革をご支援する IPKNOWLEDGE 
 
国・社会の動向で働き方改革やワークライフバランスへ注目が
集まっています。 
弊社内部情報ソリューションIPKNOWLEDGEでは、職員の就
業情報の管理、分析による「適正勤務管理」、オフィス改革・
個人ワークスタイル変革推進の第一歩となる「ペーパーレス促
進」、タブレット利用での遠隔承認･決裁など働き方を変える「モ
バイルワーク」の観点で様々な機能を提供し、内部事務として
の働き方改革をご支援します。 
 
 
 
富士通株式会社 

特別講演 
 
 
 

登降園管理システム・児童クラブ安全・安心メールシステムの
ご紹介と実演 
登降園管理システムでは、ICカード等を活用し、保育園・認定
こども園等の登降園の時刻管理、一時預かり管理、メール送
受信、職員の出退勤までカバーしており、現場の事務負担の軽
減に寄与します。 
また、単独施設から複数施設、自己導入型、クラウド型での導
入も可能です。児童クラブ安全安心メールシステムも、登降園
管理システムと同様の機能を有し、児童がカードをタッチすること
により日々の通所・帰宅時のメール送信のほか、一斉メール、グ
ループメール、個別メール送信等、保護者の方の安心感、信頼
感向上に寄与します。                    
 
株式会社内田洋行 

避難行動要支援者名簿システムのご紹介と実演 
 
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、市町村
におかれましては、災害発生時に避難等の支援を要する方の
名簿づくりが義務付けられました。 
避難行動要支援者名簿システムは、名簿作成における各業
務（住基連携による対象者の自動抽出、通知書作成、名簿
およびマップ作成、個別計画作成、安否確認など）の効率化
に寄与するパッケージシステムです。 
 
 
 
 
株式会社内田洋行 

マイナンバーカード対応マルチ記帳台のご紹介と実演 
 
個人番号カードをかざすと、記帳台が情報を読み取り、基本情
報が入力された申請書が出力されます。あとはサインをするだけ
で、申請書作成が完了します。 
申請書の様式追加、変更も簡単に行えます。個人番号を活
用して、住民の利便性を向上する、住民の”あったらいいな”を
形にした、全く新しいコンセプトの記帳台です。 
 
 
 
 
 
株式会社内田洋行 
 

【B-2】特別講演4   15:45～17:15（90分） 
 
講演： マイナンバー制度の利活用の今後 
      デジタル革新による利用者中心の行政サービス改革へ  
講師： 富士通株式会社 
会場： 欅Ⅱ 
内容： マイナンバー制度の情報連携の本格運用が始まります。「デジタルガバメント推進方針」、「デジタルファー 
      スト・アクションプラン」で「マイナンバー制度の徹底活用」が示されました。「デジタル技術を徹底活用した 
      利用者中心の行政サービス改革」に向けたマイナンバー制度の利活用の展開についてご紹介します。 



デモ・展示 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 

固定資産税 概要調書作成システム ／ 住民税 課税状況
調べ作成システム 
 
固定資産税「概要調書」作成システム、住民税「課税状況調
べ」作成システムは集計処理から端数処理までをパソコンで行い、
総務省から送付された電子調査表へのデータ転送を行う事がで
き、毎年の税制改正に適応しています。 
 
 
 
 
株式会社NTTデータ・エム・シー・エス 
 
ストレスチェック支援サービス「eこころの健康診断」 
 
ストレスチェックに関わる実施者、実施事務従事者の業務負担
を大幅に軽減、大量のデータを安全かつシンプルに運用可能と
するSaaS型の支援サービスです。WEB受検とマークシート受
検の両方に対応し混在も可能です。受検結果は当社データセ
ンターにて安全に保全されます。 
受検状況の把握、受検勧奨、面接指導勧奨等、ストレス
チェック業務は「ｅこころの健康診断」にお任せください。 
 
 
 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 

セキュリティソリューション「Trend Micro Deep security」 
 
ウイルス対策を中心とした従来のサーバセキュリティでは対応出
来ないサーバーへの攻撃が増加しています。Deep Securityは
サーバのセキュリティ課題を複数のセキュリティ機能で仮想化・ク
ラウド・物理環境にまたがってトータルに解決します。 
導入に伴いネットワークの構成変更はなく、必要なサーバに必
要な数だけ導入することができます。今サーバーがさらされている
脅威から、必要なセキュリティ機能をオールインワンでご提供致し
ます。 
 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 

システムと映像連携で実現する、あんぜんあんしんな街づくり 
 
近年の異常気象や、隣国からの危険行動などにより、自治体
様では防災対策・都市監視を重要視されているのではないで
しょうか。 
市民の安全確保においては、映像による安全安心に期待が集
まっておりシステムとの連携は欠かせません。 
これらを解決すべく、キヤノン映像ソリューションをご紹介いたしま
す。キヤノンの映像ソリューションを、ぜひご覧ください。 
 
 
 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

Pepperを活用した主権者教育など 
 
昨年６月施行の改正公職選挙法で選挙権年齢が18歳に引
下げられました。 
当社は「主権者教育」に向けて選挙啓発に係る講演や、小中
学校向けに教育効果と興味を高める目的で「選挙啓発
Pepper」を開発しました。 
また、今年４月から大和市様にて稼動している市町村窓口案
内Pepperや、AI技術との連携で実現する窓口案内ソリュー
ション等もご紹介します。 
 
 
行政システム株式会社 

選挙制度改正における国の最新動向と先行団体の事例紹
介 
～共通投票所管理システムやマイナンバー制度の活用等～ 
平成26年度開催の「投票環境向上方策等に関する研究会」
のテーマが、翌年以降、次々と制度化され、共通投票所制度
の創設においては、共通投票所の設置を検討されている団体
様から多くの問合せをいただいております。 
また、総務省はマイナポータルを介した選挙事務の調査研究を
行っており、マイナンバー制度を活用した選挙事務が増加すると
想定されます。 
上記、共通投票所管理システムや国の最新動向等をご紹介
します。 
行政システム株式会社 

Pepperがお手伝い イベント支援サービス 
 
接客・受付・データ収集等、Pepperにやってもらいたい「お仕
事」を、地方公共団体様の職場に合わせて実現します。 
また、デモ展示では、実際にPepperに触れていただきながら、
活用方法やマイアプリ開発、短期間のご利用に対応したイベン
ト支援サービスについて紹介します。 
 
 
 
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 

BCPをサポートする電源ソリューション 
 
ITシステムのBCP対策に高効率ミニUPSとコンパクト発電装置
を組合わせた長時間(24時間以上)電源バックアップ等、トータ
ルな電源ソリューションをご提案します。 
 
 
 
 
 
富士電機ITソリューション株式会社 



デモ・展示 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 

自治体様の「働き方改革」「強靭化対応」を実現する富士通
のPC・タブレット 
 
自治体様の業務改善・課題解決をサポートする最新の富士通
PC・タブレットを展示します。 
 ・働き方改革を実現するモバイル端末  
 ・強固なセキュリティを実現する行政セキュリティPC 
 ・その他最新モデルPC・タブレット 
 
 
 
富士通クライアントコンピューティング株式会社 

セキュリティクラウド接続後に考えなければならないセキュリ
ティ 
 
セキュリティクラウド上にFW、IPS/IDSや振る舞い検知が実装
されていたとしても、通常のメールやWebの通信経路を通してそ
れらのセキュリティ製品をすり抜けて各市町村のクライアントに届
いてしまう可能性があります。 
すり抜けた脅威に気付き、対処するための仕組みをご紹介致し
ます。 
 
 
株式会社富士通エフサス 
 

最新のセキュリティソリューション「BSTS 標的型攻撃対策 
FFRI yarai」 
 
近年、新種のウイルスは増え続け、現在では一日に数十万のウ
イルスが新たに出回り、これまでの対策では、セキュリティ脅威か
ら情報資産を守りきれなくなっています。 
「BSTS 標的型攻撃対策 FFRI yarai」は新種のウイルスに強
く、標的型攻撃対策分野国内No.1の実績を誇ります。 
社内の端末を強力に防御します。 
 
 
株式会社富士通マーケティング 
 
 

急増する標的型攻撃メールに備える「標的型メール攻撃訓練
サービス」 
 
標的型サイバー攻撃の中でも特に利用されることの多い「電子
メール」による攻撃を疑似体験するサービスです。 
セキュリティ脅威を疑似体験することで、危機意識を高め、不審
なメールに対する注意力の向上・判断ができるようになります。 
 
 
 
 
株式会社富士通マーケティング 
 
 

～AIを活用した多言語翻訳ツール～ 
FUJITSU Software LiveTalkご紹介 
 
発話者の発言を音声認識し、即座に複数の端末にテキスト表
示する「LiveTalk」。 
今回、新たに19言語の音声認識、AIを活用した自動翻訳に
対応し、即座に翻訳内容をテキスト表示する機能を実装。 
外国人向け案内支援等、様々な言語間でのリアルタイムな 
コミュニケーションをご支援します。 
 
 
富士通エフ・オー・エム株式会社 
 


