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１．開催日 ： 平成2５年９月５日（木）・６日（金）

２．後援 ： 財団法人 地方自治情報センター（予定）

３．幹事団体 ： 青森県 企画政策部 情報システム課

４．開催場所 ： 青森国際ホテル 本館２Ｆ 春秋の間

住所：〒030-0801 青森市新町1-6-18 

TEL：017-722-4321（代表）
URL ：http://www.kokusai-hotel.co.jp/

５．受付時間（１日目） ： ９月５日（木）１２：３０

青森国際ホテル「春秋の間」前の受付へお越しください。
（地図：Ｐ．３）

６．集合時間（２日目） ： ９月６日（金） ９：００

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 ２Ｆ多目的ホール
へお集まりください。（地図：Ｐ．４）

（※2日目の会議は、初日とは別の施設となります。）

７．服装について

当日は軽装にてご参加ください

http://www.kokusai-hotel.co.jp/
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ＪＲ青森駅より徒歩5分

■アクセス情報
（１日目：青森国際ホテル）
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■アクセス情報
（２日目：青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸）

・ＪＲ青森駅より徒歩5分
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注．諸事情により講師・スケジュール等に変更のある場合があります。ご了承願います。

８．全体スケジュール

月日 時　間

12:30 受付開始

13:00～13:10

【幹事団体講演】

14:10～14:20

【事例紹介講演】

日本マイクロソフト㈱

15:20～15:30

【NEC講演】

16:10～16:20

【特別講演】

総務省　自治行政局　地域政策課

17:20～19:00

9/6
（金）

9:00

9:00～10:00

NEC　ソリューションプラットフォーム統括本部

10:00～11:00

NEC　第二官公ソリューション事業部

11:00～11:10

11:10～12:10

NEC　新事業推進部

12:10～12:50 施設内見学・解散

集合　（会場：　青函連絡船メモリアルシップ　八甲田丸　２Ｆ　多目的ホール）

公共データのオープン化と民間連携の取組　～「公共クラウドプラットフォーム」の活用～

社会保障・税番号制度に関する都道府県への影響について

セミナー③     次世代の農業経営に貢献！ 農業ICTソリューションのご紹介

休憩

NEC　公共ソリューション事業部

セミナー①     豊かな社会作りに向けたビッグデータ活用とは　～お客様が抱えている課題とＮＥＣの解決策～

セミナー②     情報セキュリティ対策の新たなステージ～生体認証と最新のセキュリティ対策～

内　　　容

愛媛県様におけるサーバ仮想化事例　～大規模災害に備えた庁内ＬＡＮシステムのＢＣＰ対策～

最新ＩＣＴトレンドセミナー

事　務　連　絡　・　情　報　交　換　会

14:20～15:20

9/5
（木）

事務連絡・幹事団体ご挨拶

13:10～14:10 緊急時における県民の情報力強化に関連する青森県の施策について

青森県　企画政策部　情報システム課　地域ＩＴ推進グループ　主幹　越前　美奈子　氏

休　　　憩(10分)

15:30～16:10

休　　　　　憩（10分）

16:20～17:20

休　　　　　憩（10分）
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９．おすすめの宿泊施設（ご参考）

開催会場の「青森国際ホテル」から徒歩5分以内のご宿泊先です。

◆青森国際ホテル（開催会場）
住所 ：青森市新町1丁目6-18 TEL ：017-722-4321
HP ：http://www.kokusai-hotel.co.jp/
場所 ：JR 青森駅より徒歩5分
料金 ：シングル 8,100 円～

◆青森グランドホテル
住所 ：青森県青森市新町1 丁目1-23 TEL ：017-723-1011
HP ：http://www.agh.co.jp/
場所 ：JR 青森駅より徒歩約2 分

開催会場（青森国際ホテル）より徒歩4 分
料金 ：シングル 6,500 円～

◆ホテルサンルート青森
住所 ：青森県青森市新町1丁目9-8 TEL ：017-775-2321
HP ：http://sunroute-aomori.com/
場所 ：JR 青森駅より徒歩約4 分

開催会場（青森国際ホテル）より徒歩4 分
料金 ：シングル 6,300 円～

（注）2日目の会議には、チェックアウトを済ませてからご参加ください。

10．お申込み （ＷＥＢ申込み）

研究会のホームページから、お申込みをお願いします。
受付は、8月５日（月）からとなります。

■お申込み締切 ： ８月２２日（木）

■お申込みはこちらから↓

https://www2.nec.co.jp/cgi-bin/seminar/130801jnua/index.cgi

11．お問合せ先

研究会についてのご不明点・ご質問等がございましたら、事務局までご連絡ください。

地方自治体情報システム研究会事務局
青木・松本
山口・椎名・出川・滝沢 （お問い合せ窓口）
TEL      03-3798-1443
E-mail user@fcs.jp.nec.com

http://www.kokusai-hotel.co.jp/
http://www.agh.co.jp/
http://sunroute-aomori.com/
https://www2.nec.co.jp/cgi-bin/seminar/130801jnua/index.cgi
mailto:E-mailuser@fcs.jp.nec.com


■講演概要（９月５日）

幹事団体講演

「緊急時における県民の情報力強化に関連する青森県の施策について」

青森県 情報システム課 地域ＩＴ推進グループ
主幹 越前 美奈子 氏

内容： 東日本大震災以降、青森県では緊急時の県民の情報発信力、情報活用力等の情報力強化に取り組
んでいます。
震災時には、ソーシャルメディア等のインターネットを活用した安否確認が行われ、ＩＣＴの活
用が被災者の支えとして一定の役割を果たしたと言われています。一方、情報の途絶や錯綜など
による混乱が見られたことから、青森県では、緊急時に、県民が安全・安心とコミュニケーショ
ンを確保するため、ＩＣＴを活かしてどのような対応をすればよいのか、指針となる考え方を取
りまとめています。
本講演では、その指針や指針に基づく取組の内容を紹介します。他県の皆様にとって災害対策の
一助となれば幸いです。

「愛媛県様におけるサーバ仮想化事例
～大規模災害に備えた庁内ＬＡＮシステムのＢＣＰ対策～ 」

日本マイクロソフト㈱

内容：愛媛県様は、四国の南沖にある南海トラフに沿って発生すると予想されている「南海トラフ巨大地
震」に備え、さまざまな対策を進められています。その対策の１つとして、庁内の各課に分散し
ているサーバをできる限り仮想化して集約することで、いざというときのシステム復旧を容易に
するとともに、設置場所を外部のデータセンターへ移設し、安全性を高めることを考えられまし
た。その検討の結果、「機能」「実績」「コストパフォーマンス」の様々な面からマイクロソフ
トの「Hyper-V」を採用されました。

本講演では、昨年度の本会合において、愛媛県様からご紹介頂いた「愛媛県 庁内ＬＡＮシステム
再構築事例」の中から、特にサーバ仮想化の取組に焦点を絞って事例をご紹介頂きます。ま
た、愛媛県様の取組を踏まえた、地方公共団体におけるサーバ仮想化のポイントについても
お話し頂きます。

事例紹介

7

「社会保障・税番号制度に関する都道府県への影響について」

ＮＥＣ 公共ソリューション事業部

内容：一昨年以降、本研究会でも番号制度について様々な切り口で講演を企画し、国の検討状況や、業
務への影響度の考察等を採り上げて参りました。
本講演では、特に都道府県における番号制度への対応に関して、対象となるシステムと改修のポ
イント、課題とその対応等についてお話しします。

※なお、内容につきましては、極力ご参加の皆様の状況を踏まえたものにしたいと考えております。
ＷＥＢ申込みフォームにアンケートがありますので、ご意見を頂けますようお願い致します。

NEC講演
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「公共データのオープン化と民間連携の取組
～「公共クラウドプラットフォーム」の活用～ 」

総務省 自治行政局 地域政策課

内容：平成２５年２月に日本経済の再生に向けて、地域の元気を創造し、地域活性化の視点から見た成
長戦略を構築するため、総務大臣を本部長とする「地域の元気創造本部」が設置されました。

今、この中のプロジェクトの１つとして「民間活力の土台となる地域活性化インフラ・プロジェ
クト」が進んでいます。これは、昨今の「公共データのオープン化」と「自治体システムのクラ
ウド化」の流れを汲んで、「民間活力を支援するための新たな官民共同型インフラ」（公共クラ
ウドプラットフォーム）を整備しようという取組です。既に今年度実証実験を行い、「公共
クラウドプラットフォーム」の利用に適している公共データについて検証を始めつつあります。

本講演では、この「公共クラウドプラットフォーム」についての解説と民間連携を通じた地
域活性化についての展望をお話し頂きます。

特別講演



9

「情報セキュリティ対策の新たなステージ ～生体認証と最新のセキュリティ対策～」

ＮＥＣ 第二官公ソリューション事業部

内容：なりすましや離席時の端末利用、外部からの攻撃による情報漏えい事件が相次いでおり、これら新
たなリスクに対する「備え」が地方公共団体にも求められています。また、スマートデバイスの業
務での活用なども進んでいく中で、これまで以上にセキュリティを意識しなくてはならない場面が
増えてきています。
本講演では、最近のセキュリティ動向、生体認証（顔認証、指ハイブリッド認証）、その他最新の
セキュリティ対策などについて、運用事例を交えてご説明します。セキュリティ対策を考えるとき
に大切な視点、押さえるべきポイントをお伝えしますので、庁内でのセキュリティ対策ご検討の参
考となれば幸いです。

セミナー②

「豊かな社会作りに向けたビッグデータ活用とは
～お客様が抱えている課題とＮＥＣの解決策～」

ＮＥＣ ソリューションプラットフォーム統括本部

内容：スマートフォンの普及、 SNS上に書き込まれるテキストデータ、様々なセンサーから収集され
るデータなど、地方公共団体/企業においては内外に流通するデータは爆発的に増加しています。
技術革新により、多種多様なデータのデータ収集や大容量データ処理が可能となってきた今、外
部環境の急速な変化への対応が求められる地方公共団体/企業にとって、内外にあふれる膨大な
データ「ビッグデータ」の活用が、競争力向上・新たなサービス創出に欠かせなくなると予想さ
れます。

本講演では、「地方公共団体において、新しい価値・サービス創出につながるデータ活用とは？」
を考えるにあたってのヒントとなるよう、様々な領域での「ビッグデータ」活用の事例をご紹介
します。

セミナー①

■講演概要（９月６日：最新ＩＣＴトレンドセミナー）

「次世代の農業経営に貢献！ 農業ＩＣＴソリューションのご紹介 」

ＮＥＣ 新事業推進本部

内容：今、農業に経営の視点を取り入れようという動きが活発化しています。より効率的・効果的な農業
経営に向けては、市場ニーズの把握と顧客満足度向上に向けた生産・輸送の実施が必要です。

NECでは、センサー技術やスマートフォン等の最新のICT技術を活用して、経験とカンに裏打ちさ
れたこれまでのノウハウを「見える化」し、安定した農業経営を実現するために「農業経営支援」
「安全品質トレーサビリティ」「直売所支援システム」等のソリューションを取り揃え、農業経営
をトータルでサポートします。

本講演では、農協様をはじめとした全国のお客様への導入事例も交えてご紹介します。各県におけ
る農業支援等の業務のご参考になれば幸いです。

セミナー③


