
会合スケジュール ｜ 予定

地方創生の国の方針、地域での取組事例のご紹介（仮）

基調講演１ 11：10 – 11：55 （45分）

※諸事情によりスケジュール・内容等に変更がある場合がございます。
予めご了承の程お願い申し上げます。

開会前に、展示コーナーの見学ができます。開会前のお時間なので、ゆっくりとご見学ができます。

システム展示 10：00 – 11：00

2015年度 新役員のご挨拶

開会の辞 11：00  – 11：10 （10分）

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官補佐（総括補佐） 大星 光弘 氏

地方創生の推進に向けての方針と、地方に活力を取り戻すにあたっての課題とその対応策についてお話し頂きます。

国内でモデルケースとなる優良事例とその成功の秘訣についても触れて頂きます。

久米島町「ICT街づくり事業」による地域活性化のご紹介

事例紹介１ 13：00 – 13：30 （30分）

久米島町 プロジェクト推進室

久米島町で実施したWi-Fi網を活用した「ICT街づくり事業」の紹介と地域活性化に向けた取組をご紹介頂きます。

また、久米島町が考える地域活性化とICTの役割について今後の展望をお話し頂きます。

政府のオープンデータの自治体への普及と利活用の推進に向けた取組

基調講演２ 13：50 – 14：35 （45分）

内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室

オープンデータの取組が国から自治体にも広がりつつある中、内閣官房は自治体に取組が普及するよう２月にガイド

ラインと手引書を公表しており、その内容や今後の利活用の推進に向けた取組についてお話し頂きます。

「群衆行動解析技術」を活用し、街の安心・安全を実現～豊島区様の取組のご紹介～

NEC講演１ 14：40 – 15：10 （30分）

ＮＥＣ

豊島区様では東日本大震災の際の経験を受け、災害時など、街なかで異常が発生した際の迅速な対応を目指し、

画像認識技術をベースにした「群衆行動解析技術」の利活用を始めています。画像データを匿名化して収集し、混雑

環境での事故の未然の防止にも役立てています。今回は、豊島区様の事例のほか、海外事例も交えて、データ分析

による街の安心・安全の実現例をご紹介します。

自治体に関連するマイナンバーの利用拡大(仮)

NEC講演２ 15：25 – 16：05 （30分）

ＮＥＣ 公共ソリューション事業部 マネージャー 岩田 孝一 氏

マイナンバー法の附則には、利用者の利便性の向上に向けた今後の方向性について記載されています。利便性向上

については、世界最先端ＩＴ国家創造宣言を軸に各所管省庁で検討されており、各自治体においては、現行制度への

対応が最終形でないことを念頭に、将来を意識して取組を行う必要があると考えられます。

今回は、今後のマイナンバー制度の利用拡大にフォーカスし、各所管省庁において検討されている内容のうち、自治体

に関係するものに絞って整理しご紹介します。

品川区におけるSDN活用事例 ～マイナンバー制度対応とセキュリティ強化～

事例紹介２ 16：15 – 16：45 （30分）

品川区 企画部 情報推進課

品川区では、庁内の機器の増設や複雑化するネットワークへの迅速に対応しながらも、職員の負荷増大を改善すること

を目的に、SDN（Software Defined Network）技術の活用を始めています。まもなく始まるマイナンバー制度へのセキュリ

ティ対策や、今後導入を予定しているプライベートクラウド構築に向けても万全に整えているところです。

今回は、導入までの流れや、新たな技術を採り入れるにあたり必要とされた事など、実際の経験を踏まえてお話し頂き

ます。

自治体に求められるセキュリティ対策 ～マイナンバー制度の影響～

特別講演 17：05 – 17：50 （45分）

東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 教授 佐々木 良一 氏

国や自治体を狙ったサイバー攻撃は年々増加しています。さらに今後は、マイナンバー制度開始により、従来以上にセ

キュリティ対策が重要になってきます。

今回は、マイナンバー制度導入に向けた個人情報保護及び情報連携に関する検討ＷＧの「情報連携基盤技術ワーキ

ンググループ」で座長を務められた東京電機大学 佐々木教授をお招きし、自治体（行政機関）を取り巻くセキュリティ脅

威、サイバー攻撃の動向や、今後自治体に必要なセキュリティ対策についてお話し頂きます。

ネットワーク・セキュリティソリューションのご紹介

NEC講演３ 16：45 – 17：00 （15分）

ＮＥＣ 公共ソリューション事業部 主任 山川 雅生 氏

マイナンバー制度対応に向けたおすすめのセキュリティソリューションを、デモンストレーション交えてご紹介します。

＜ 昼 食 ・ システム展示 ＞

＜ 休 憩 ・ システム展示 ＞

＜ 休 憩 ＞

＜ 休 憩 ・システム展示 ＞

＜ 休 憩 ・システム展示 ＞

＜ 休 憩 ＞

11：55 – 13：00 （65分）

13：30 – 13：50 （20分）

14：35 – 14：40 （5分）

15：10 – 15：25 （15分）

16：05 – 16：15 （15分）

17：00 – 17：05 （5分）



開催日程

2015年5月14日（木） 10:00 受付開始 ／ 11:00 会議開始

場所

東京コンファレンスセンター・品川 ５階（品川駅 港南口直結）
東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 （http://www.tokyo-cc.co.jp/access_shinagawa.html ）

以下のお申込みページよりお申込みください。

４月８日（水）からご登録可能です。お申込みの締切は、5月7日（木）です。

お申込み方法

５月７日(木)
締切

開催幹事

宮崎県 総合政策部 情報政策課

[お申込みページ]
http://jpn.nec.com/kokyo/info/h27_so_nonmenber.html

お問い合せ先（事務局）

ＮＥＣ 公共ソリューション事業部内

「地方自治体情報システム研究会 事務局」

担当者：椎名、滝沢、出川

ＴＥＬ ０３－３７９８－１４４３

Ｅ-mail     user@fcs.jp.nec.com

地方自治体情報システム研究会
2015年度総会開催のご案内

◆ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞは無法状態になっていませんか？◆

個人情報や機密情報を含む、膨大な数のドキュメントが保管

されるファイルサーバでは、より一層の情報管理・セキュリティ強
化が求められています。その一方で容量の急増、利用状況の未
把握、情報漏洩の懸念など課題にお悩みの管理者の方が多い
のではないでしょうか？
ファイルサーバの管理を適切に行う為のコツをご紹介します。 会場までのアクセス

システム展示

◆住民情報システム(COKAS-i)◆
NECが長年培ってきた行政情報システムのノウハウを活かし、
使いやすく分かりやすい操作性を重視したパッケージシステム
です。確実な行政支援はもちろんのこと、総合窓口やコンビニ
交付にも柔軟に対応します。また、共同利用やクラウドにも対応
し、全国で数多くのお客様にご利用いただいています。マイナン
バーをはじめとした新制度への確実な対応、次世代を見据えた
行政の情報化を支援します。

10:00-10:55 / 11:55-13:00 / 13:30-13:50
/ 14:35-14:40/ 15:10－15:25 / 16:05-16:15 

◆コンビニ交付システム◆

コンビニ交付サービスが全国的に普及し、現在99団体
（2015年2月時点）でサービスが行われています。時間や場所
の制約がなくなり、今後さらにニーズが増していくと考えられる
コンビニ交付。サービス開始をサポートするソリューションを
ご紹介します。

後援

地方公共団体情報システム機構（予定）

◆総合窓口システム◆

住民や職員にとって、分かりやすく快適な窓口を実現します。
住民のライフスタイルに合わせて、住民の来庁から帰るまでを
ICTでサポートし、より一層の住民サービス向上に寄与します。
職員の判断や処理もサポートし、職員の業務効率化にも繋げ
ることができます。

ＪＲ品川駅
港南口より
徒歩２分

◆マイナンバーで広がる
未来のＡＴＭの世界◆

マイナンバー制度施行後の少し先の未来にフォーカスを当て、
ＡＴＭ端末を利用したさまざまなサービスの可能性をご紹介し
ます。

◆生体認証ソリューション◆
住民情報の不正流出が発生し、社会問題化した事件がありま
した。また、マイナンバー導入に伴い、更なる情報セキュリティ
対策の強化が急務となっています。世界最高レベルの認証精
度を誇るＮＥＣの指ハイブリッド（指紋＋静脈）認証と顔認証技
術を活用し、業務端末環境のセキュリティ強化と利便性の確
保を実現するソリューションをご紹介します。

ｾｷｭﾘﾃｨ◆SNS分析ソリューション◆

ビッグデータ活用の一環で、ソーシャルメディアデータの活用が
盛んになっています。本ソリューションではTwitterやブログの
分析によって世の中の動きを見える化でき、直感的な操作で
本格的なレポートを作成することができます。効果測定や
リサーチにご活用いただけるソーシャルメディア分析です。

ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ

◆観光ARソリューション◆

AR（拡張現実）を使って、エアタグ（風景に仮想的に添付でき
る情報）、スタンプラリー、写真撮影等を実際にスマートフォン
を使って体験しています。「観光なび」（ICT活用した観光情報
配信アプリケーション）が提供する統合的なサービスにより、
観光客は楽しくゲーム感覚で、地域住民は便利に有効活用で
きます。久米島町で導入しているソリューションです。

地域活性化

◆ SDNを活用した
ｾｷｭﾘﾃｨ連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ◆

サイバー攻撃は業種を問わず年々と増加かつ高度化し、

自治体においても対策が重要となってきています。本ソリュー
ションはセキュリティ対策機器がサイバー攻撃を発見すると自
動的にネットワーク経路を制御し被害の拡大を最小限に抑える
と同時に、職員による休日深夜の運用負荷を低減します。

ｾｷｭﾘﾃｨ

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ

ご参考

http://www.tokyo-cc.co.jp/access_shinagawa.html
http://jpn.nec.com/kokyo/info/h27_so_nonmenber.html
mailto:user@fcs.jp.nec.com

