
■日時 
平成2８年８月４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3８回 
富士通行政情報システム 
研究会 
＜ご招待状＞ 
平成28年8月4日（木）13:00～ 

京葉銀行文化プラザ 

［ＪＲ千葉駅徒歩３分］ 

■申込方法  
 セミナーの参加お申込みは、インターネットでのお申込みとなっております。 
 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  
 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3８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 
 http://jp.fujitsu.com/events/38gyouseiken/ 

 ※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 
クリックテック・ジャパン株式会社 
公益情報システム株式会社 
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 
トレンドマイクロ株式会社 
富士電機ＩＴソリューション株式会社 
※五十音順・敬称略 



タイムスケジュール 

会場 欅Ⅰ 欅Ⅱ 欅Ⅲ 

内容 デモ・展示 講演・セミナー 

12：30 
13：00 

受付開始 

13：00 
13：15 

デモ・展示 

【C-1】セミナー１ 
13:00～14:00(60分) 
マイナンバー制度の本格運用開始に向けて 
 
公益情報システム株式会社 

【A-1】基調講演 
13:00～14:30(90分) 
地方創生を成功に導くノウハウと最新事例 
 
株式会社ノウハウバンク 
三科 公孝様 

13：15 
13：30 

13：30 
13：45 

13：45 
14：00 

14：00 
14：15 

【休憩】 
14:00～14:45(45分) 

14：15 
14：30 

14：30 
14：45 

【休憩】 
14:30～14:45(15分) 

14：45 
15：00 

【B-1】特別講演１ 
14:45～15:30(45分) 
自治体クラウドの動向と当社の取り組みについて  
～地域活性化のために～ 
 
富士通株式会社 

【B-3】特別講演３ 
14:45～15:30(45分) 
SNS活用による訪日外国人観光客のニーズ探索  
千葉県様事例紹介 
 
富士通株式会社 

15：00 
15：15 

15：15 
15：30 

15：30 
15：45 

【休憩】 
15:30～15:45(15分) 

【休憩】 
15:30～15:45(15分) 

15：45 
16：00 

【B-2】特別講演２ 
15:45～17:15(90分) 
自治体セキュリティのさらなる強化について 
 ～番号制度の本稼働に向けて～ 
 
富士通株式会社 

【C-2】セミナー２ 
15:45～16:30(45分) 
ストレスチェック支援サービス「eこころの健康診断」 
 
 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 

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、「地方創生」、「自治体クラウドへの推進」、「強靭性向上
モデル」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38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28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/特別講演 

基調講演 
 
 
 
 

【A-1 】基調講演   13:00～14:30（90分） 
 
講演： 地方創生を成功に導くノウハウと最新事例 
講師： 株式会社ノウハウバンク 三科 公孝様 
会場： 欅Ⅲ 
内容： 全国のまちが取り組む地方創生。成功モデルとして取り上げられるまちがある一方、思うように進まず悩ん 
           でいる自治体が数多く存在しているのも事実です。本セミナーでは、「成果を上げているまちと、苦悩 
      するまちの分かれ目」や「地方創生に成功しているまちの最新ノウハウ」、など事例を交え、ご紹介します。 
      ・成功する戦略、失敗する戦略（危険な全項目満点主義） 
      ・雇用創出、基幹産業再生モデル事例（工業、農業） 
      ・6次産業化と観光、成功のポイントとは 
      ・成果を上げるマネジメント術 
      ・移住者増加の4ステップ 
 

特別講演 
 
 
 

【B-1 】特別講演１  14:45～15:30（45分） 
 
講演： 自治体クラウドの動向と当社の取り組みについて ～地域活性化のために～ 
講師： 富士通株式会社 
会場： 欅Ⅱ 
内容： 本セミナーでは、国や自治体におけるクラウドへの取り組みや最新動向を、自治体行政分野のみならず、   
      文教、医療/ヘルスケア、農業分野などの事例を合わせて説明します。 
      また、富士通のこれまでの自治体クラウドへの取り組みや、新しいイノベーション創出に向けたＳｏＥ（デ 
           ジタル革新）やＳｏＲ（業務効率化）への取組みをご紹介します。 
  
 【B-２】特別講演２  15:45～17:15（90分） 
 
講演： 自治体セキュリティのさらなる強化について ～番号制度の本稼働に向けて～ 
講師： 富士通株式会社 
会場： 欅Ⅱ 
内容： 自治体では、番号関連システムの構築と併せて、情報セキュリティ対策の強化が求められています。 
      自治体情報セキュリティクラウドや強靭性向上モデルの整備にあたり、セキュリティ対策の見落としがないか、 
      CSIRT※1やPIA(プライバシー影響評価)のセキュリティ運用を迎えるにあたり、実施しておくべきことをご説 
           明します。 
        ※1 CSIRT（Computer Security Incident Response Team）：コンピュータセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織の総称。 

 

【B-３】特別講演３  14:45～15:30（45分） 
 
講演： SNS活用による訪日外国人観光客のニーズ探索 千葉県様事例紹介 
講師： 富士通株式会社 
会場： 欅Ⅲ 
内容： ２０２０大会をきっかけに訪日外国観光客の増加が見込まれる今、彼らのニーズや動向を知り、効果 
           のあるプロモーションや観光施策が求められています。外国人観光客の生の声を知るための効果的な方 
      法の１つに、海外ソーシャルメディアの活用・調査が挙げられます。昨年度千葉県様にて弊社が実施し 
      た事例を中心に、弊社ソリューションをご紹介します。   
 



セミナー/デモ・展示 

セミナー 
 
 
 

【C-２】セミナー２  15:45～16:30（45分） 
 
講演： ストレスチェック支援サービス「eこころの健康診断」 
講師： 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 
会場： 欅Ⅲ 
内容： 平成２７年１２月に施行した「改正労働安全衛生法」。職場における労働者の心理的負 
           担を理由とする労災認定が増加傾向にある昨今、休職者にかかる労働コストの損失や労災 
           による企業イメージの損失は大きな問題となっています。「eこころの健康診断」は、本制度に 
           おける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軽減します。   
 

【C-１】セミナー１  13:00～14:00（60分） 
 
講演： マイナンバー制度の本格運用開始に向けて 
講師： 公益情報システム株式会社 
会場： 欅Ⅱ 
内容： マイナンバー制度が本年1月より利用開始されました。各法人様におかれましても、収集を開 
      始されていると存じます。今回は、マイナンバー制度の関係事務に携わる実務担当者様（人 
           事・給与・経理）を対象に、年間スケジュールや取扱規程等の作成方法など、具体的にご 
           説明します。 
 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 
最新タブレットと富士通の強み「PCオーダメイドサービス」に 
ついて 
 
富士通の最新タブレットを展示します。 
・Q506:学びの場でも現場業務でも安心して使える 
      堅牢&防水タブレット。 
・R726:オフィスワーカーに必要なモビリティとパフォーマンスを持つ          
      スタイリッシュタブレット。6インチタブレット 
【参考出展】：片手で扱うフルWindows端末 
 
 
富士通株式会社 

オリンピックパラリンピック関連デモ（LED街路灯） 
 
LED街路灯に特定小電力無線通信モジュールを取り付けること
でネットワーク化し、マルチホップネットワークの通信方式により遠
隔監視や制御を実現します。明るさ、色合いを変え、情報通信
も可能とすることで、街路灯を防犯目的や、避難ルート誘導など
様々な用途に活用することができます。 
 
 
 
 
富士通株式会社 

高齢者見守りサービス リモートケアベース 
農作業従事者の安全管理 バイタルセンシングバンド 
 
人を中心とした様々なデータを高度なセンシング技術で収集解
析・分析を行い、お客様が求める価値の高いデータとして提供で
きるため、すぐに現場で活用することが可能です。 
・リモートケアベース：高齢者の様々な状態を把握し見守ります。 
・バイタルセンシングバンド：人の状態，環境，位置を遠隔から 
                 把握します。 
 
 
富士通株式会社 

LiveTalk 
 
 
聴覚障がい者参加型コミュニケーションツールです。音声認識技
術を用い、聴覚障がい者と健聴者の情報共有をリアルタイムに
実現します。 
 
 
 
 
 
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ   
 
 
 



デモ・展示 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 

避難行動要支援者名簿システム 
 
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 
 
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 

二要素認証＋統合ID基盤(IC21共通基盤 統合ID基盤)  
 
従来より団体内統合宛名システムや住民情報システム、庁内
の人事システムなどで、ID・パスワードが個別に運用、管理され
てきました。強靭化対策（二要素認証等）の導入により、ID
運用の工数はさらに増加します。 
統合ID基盤の導入により、各システムで個別管理していたIDの
統合管理が可能となり、年度切り替え時の人事異動処理など、
ID管理工数を大幅に削減することができます。 
 
 
富士通株式会社 
 

セキュアストレージによるセグメント間のデータ授受 
 
ネットワーク間にセキュアストレージを置くことにより、USBメモリな
どの可搬記憶媒体を使用せずに、データ交換を実現します。
Webブラウザを使った簡単な操作で利用可能で、形骸化しやす
い媒体運用ルールも必要なく、現場部門の負荷軽減が図れま
す。またウイルス対策も実施し、安心したデータ受け渡しを可能
とします。 
 
 
 
富士通株式会社 
 
 

VDI 型決め(BTOモデル) 
 
強靭化によるネットワーク分離によって、庁内から外部のインター
ネット接続(ブラウザ閲覧) が不可能となりますが、対応する手
段として仮想化(VDI) が注目を集めています。VDI 型決め
(BTOモデル) は、サーバに必要なOSや仮想化環境、お客様
固有情報などを予め設定してお客様に納入することにより、低コ
ストで、短期間での導入を可能にする、富士通ならではのVDI
ソリューションです。 
 
 
富士通株式会社 
 
 SYNCDOT シリーズによるメール無害化ソリューション 

 
強靱化によるネットワーク分離により、インターネットからのメール
を内部へ取り込むにあたり、セキュリティリスクを取り除く「メール無
害化」を行う必要があります。本ソリューションにより、下記を実現
します。 
・添付ファイルを分離し内部ネットワークへのウイルス侵入を防止 
・HTMLメールのタグを除去し、URLリンクによるなりすまし 
・サイトへのアクセスを抑制 
・外部への送信では、添付ファイル付メールの上司承認機能 
 
富士通株式会社 
 
 

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 
 
 
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 

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ことが
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 



デモ・展示 

デモ・展示 会場：欅Ⅰ 
 
 

災害対策ソリューション 
 
 
富士電機の停電対策最強コンビが、災害等の不測事態に備え
て、サーバのBCP対策を実現します。お客様の大切なシステムや
データを電源トラブルから守ると同時に、CO２の削減など地球
環境の改善に役立ちます。また、NetCommonsを利用した、
災害時の連絡手段も同時にご紹介します。 
 
 
 
 
富士電機ITソリューション株式会社 

Deep Discovery Inspectorで実現出来る、 
攻撃に備える管理・運用 
 
標的型サイバー攻撃が常態化した現在。狙われているのは特
殊な情報ではなく、一般に企業がビジネスで扱う知財や個人情
報です。いつどのように狙われるのかは予想がつかず、企業規
模・業種問わず予見が出来ません。 
トレンドマイクロは、気付くことが難しい標的型攻撃やゼロデイ攻
撃をネットワーク上の振る舞いから見つけ出し、早期に対処し被
害の深刻化を防ぐためのセンサーなど、最新の脅威に対する包
括的なソリューションを提供します。 
 
トレンドマイクロ株式会社 

Pepper向け導入支援サービス 
 
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。デモ展
示では、実際にPepperに触れながら、活用方法やマイアプリ開
発についてご紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 

投票環境向上方策などに関する研究会の最新動向について 
 
総務省が主催している「投票環境向上方策などに関する研究
会」において議論されたテーマのうち、「表示登録制度」、「期日
前投票時間の弾力化」、「共通投票所の設置」が、公選法改
正により実現しました。研究会では他のテーマについても議論さ
れており、最新動向についてご紹介します。また、共通投票所
対応版のデモンストレーションも実施します。 
 
 
 
行政システム株式会社 

必見！映像利用で住民サービス向上 
 

2020年に向けて、監視カメラ及び、映像関連のサービスは増
加の一途を辿ります。庁舎や街のあんしん・あんぜん、災害対策
など、自治体様やその管轄部門にも導入事案が増えています。
さらに今後は、住民サービスに映像を利用し、住民の満足度向
上が期待されます。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 

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受験とマークシート受験
の両方に対応し混在も可能です。受験結果は当社データセン
ターにて安全に保全されます。受験状況の把握、受験勧奨、
面接指導勧奨等、改正法対応は「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 

クラウド型ファイル共有サービス OMSB 
 
いまや当たり前になった「クラウドサービス｣。自治体様においても、
その要望は多く聞かれるようになってきました。弊社では、自社
所有のデータセンターにてクラウド型ファイル共有サービスを提供
しています。いつでも・どこでも・どれでもあらゆる端末から最新の
データを共有することができます。セキュアなクラウド型ファイル共
有サービスを様々な利用シーンでご紹介します。 
 
 
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング 

地方版総合戦略を動かす「見える化」と「KPI管理」 
革新的分析プラットフォーム QlikView（クリックビュー） 
 

都道府県、市区町村で「地方版総合戦略」が策定され、各地
域で具体的な取り組みが始まりましたが、実効性の高い取り組
みとするための仕組みはありますか？ 
地域の実情を詳細に把握・分析し（＝「見える化」）、各取り
組みの進捗や目標達成度を管理し（＝「KPI管理」 ※1）、
さらに、効果があがっていない取り組みに対して早期に改善アク
ションを実行する、そのために必要となる情報分析プラットフォー
ムをご紹介します。  ※1 KPI…重要業績評価指標。 
 
 
クリックテック・ジャパン株式会社 


