
平成30年8⽉27⽇（⽉） 9：30〜16：00
⻑野県⾃治会館 2階 ⼤会議室「セミナー・展⽰」 第1特別会議室「講演」

⻑野県市町村⾃治振興組合
⻑野県後   援

主   催

 ⻑野県内の⾃治体の情報化の推進を図るため、⻑野県⾃治体情報化推進フェア2018では、
「ICTで始める"⽣産性⾰命″ "⼈づくり⾰命" "働き⽅改⾰″」をテーマとし、⾏政の情報化に向
けて、情報担当者様をはじめ、さまざまな業務に携わる職員様にも参加いただける講演、セミ
ナー、展⽰を⽤意します。
 講演では、各分野の第⼀線で活躍されている講師をお迎えし、講演いただきます。
また、セミナーでは、ベンダー数社からの最新の情報提供とシステム紹介、展⽰ブースでは、
企画、防災、観光、農政、建設、教育、福祉、⼦育てなど様々な分野の各社、特⾊ある優れた
技術や製品をご覧いただけます。
 複数のベンダーと直接⾔葉を交わしながら、最新の技術に触れる貴重な機会ですので、⼤勢
の皆様のご来場をお待ちしております。

⽇   時
場   所

         ⻑野県⻑野市⼤字⻄⻑野字加茂北143-8  TEL:026-232-4923

講演会場

展示コーナー

セミナー会場



講演Ⅰ 開始 終了
10:30 11:45 演題：教育の情報化と教員の働き⽅改⾰

講師：森下 孟（もりした たけし）
   信州⼤学教育学部附属次世代型学び研究開発センター 准教授

講演Ⅱ 開始 終了
14:30 15:45 演題：ICTで始める「働き⽅改⾰」 ⾃治体はどう変⾰するか

   〜リノベーションへの⽣産性改⾰と⼈づくり改⾰〜
講師：後藤 省⼆（ごとう しょうじ）
   (株)地域情報化研究所  代表取締役
   地⽅公共団体情報システム機構 理事（⾮常勤）

昭和53年4⽉ 東京都三鷹市⼊庁

         代表取締役社⻑へ就任

基調講演プログラム

平成21年4⽉ 信州⼤学学務部学務課 専⾨職員

平成30年2⽉〜現職

        同 教育学部特任助教を経て、
平成25年4⽉ ⿅児島⼤学教育学部 講師
平成27年4⽉ 信州⼤学教育学部 助教

平成11年7⽉ 同 企画部情報化対策室⻑（課⻑）
その後、同市市⺠部調整担当部⻑、同市企画部地域情報化担当部⻑等を歴任され、

平成26年10⽉〜 三鷹市を定年退職後、（株）地域情報化研究所を設⽴

平成28年4⽉ ⽂京区情報公開制度及び個⼈情報保護制度運営審議会委員
平成30年4⽉ 地⽅公共団体情報システム機構 理事（⾮常勤）
等の委員を務めると共に、国等の研究会等にも、多数参加をされている。

学校における働き方改革は急を要しています。OECD国際教員指導環境調査（TALIS）や教員

勤務実態調査を通じて働き過ぎている教師の勤務実態が明らかとなり、業務改善、勤務時間に関

する意識改革など、これまでの学校業務を見直す動きが加速化しています。本講演では、教育の

情報化の観点から学校業務の負担軽減を図るために、どのようにICTを導入したらよいか、今回

行われた長野県小中学校統合型校務支援システムの調達に触れながら紹介いたします。

AIやRPAに代表されるICTの活用が自治体にも広がろうとしています。いくつかの事例を紹介

しながら、これらの導入で職員の皆さんの働き方をどう改革できるのか、考えてみましょう。

また、「働き方改革」の目的のひとつであるイノベーション・リノベーションの実現に向けて、

生産性改革や人づくり改革の方向性を考えましょう。

その上で、総務省2040研究会や第32次地域制度調査会の方向性を読み解き、次の20年間で

の自治体の方向性とそのための改革、そこでのICT活用等のポイントを確認します。



【セミナーⅣ】
株式会社ドコモCS ⻑野⽀
店

１２：３０〜１３：１０
「ドコモの地⽅創⽣における取組み（健康に関する取組み）」

【セミナーⅤ】
富⼠通株式会社

【セミナーⅠ】
トレンドマイクロ株式会社

１０：００〜１０：４０
「セキュリティクラウド接続後に、
 各⾃治体様が考えるべきセキュリティ対策について」

【セミナーⅡ】
ソフトバンク株式会社

１０：５０〜１１：３０
「働き⽅改⾰におけるRPA/AIをテーマとしたご案内」

【セミナーⅢ】
株式会社TKC

１１：４０〜１２：２０
「税業務の効率化－地⽅税共通納税への対応」
平成30年3⽉の地⽅税法の改正を受け、市町村には平成31年10⽉稼働の地⽅税共通納税シ
ステムへの対応が求められます。 eLTAXを起点とした税業務効率化に加え、地⽅税共通納
税システムとのオンライン連携の⽅法をご紹介します。

１３：２０〜１４：００
「⾃治体における新技術活⽤」
富⼠通のRPA・AIといった新技術の⾃治体導⼊事例を広くご紹介し、実際
の⾃治体でのご活⽤イメージに役⽴てていただけます。

【セミナーⅥ】
株式会社アズム

１４：１０〜１４：５０
「国内メーカーYAMAHAがお届けする簡単安⼼⾃治体向けソリューショ
ン）」
 1. ⾒える化で複雑なネットワークを簡単管理
 2. LTE回線を利⽤した⾃治体向け簡単ネットワークソリューション
 3. 既存有線ネットワークを置き換えるVLAN対応VPNソリューション

セミナープログラム

事業者名 セミナー内容



対象部署

財務・会計・
管財・税務・
住⺠

管財・財政・
住⺠・福祉

企画・情報・
総務

企画・情報・
管財・総務

NTT東⽇本

1.ロボコネクト Sota（そーた）君
・AIを活⽤した窓⼝案内業務をお任せできるコミュニケーション
ロボット
2.スマートスタディ
・テレビ会議、ドキュメント管理、社員研修、アンケートなど多
機能で低コストなクラウドサービス
3.標的型攻撃メール訓練サービス（H30.7.31提供開始）
・職員⼀⼈ひとりが『標的型攻撃メールを体験する』ことで情報
セキュリティ意識を向上させ「⼈」起因の事故が起こるリスクを
減らすことができるサービス

株式会社BSNアイネット

1.新世代基幹系システム 「新総合⾏政システム」
2. タブレットＰＣ活⽤ 簡単窓⼝証明発⾏システム 「ゆ
びナビ」
3. 空き家管理システム
4. RPA（Robotic Process Automation）による業務改善
「WinActor」
5. iNET Cloud Gateway for LG（Local Govermment）
サービス

株式会社⻑野協同データセン
ター

情報システムの展⽰
・公有財産管理システム
・公有財産GIS
・霊園管理システム
・健康維持増進システム（Weldy Cloud）
・公会計活⽤システム（創⽣）

株式会社ＴＫＣ

1.システム展⽰
・財務会計関連ソリューション
・公共施設予約・案内システム
・課税資料イメージ管理サービス
・かんたん窓⼝システム
2.システム説明
・証明書コンビニ交付システム（通常版・廉価版）
・地⽅税共通納税システム

展⽰事業者

事業者名 展⽰ブース内容



対象部署

企画・情報・
総務

情報・企画

住⺠・企画・
総務

建設・観光・
情報・防災

事業者名

1.無線インフラソリューション
・次世代型「無線バックホール」屋外⽤SHARP製アクセス
ポイント
2.セキュリティ インフラ ソリューション
・ファイルサーバ、DB サーバ向け⾃動暗号化/アクセス制
御ソリューション 『Vormetric Data Security 』
3.効率化ソリューション
・ファイルサーバ内のファイルを整理『⽂書管理ツール』

株式会社電算
富⼠ゼロックスシステムサー
ビス株式会社

富⼠通株式会社 ⻑野⽀社

・RPA適⽤事例紹介
・シェリングハブ基盤
 （アクティブシニアボランティアマッチング）
・ロボット＋AIの紹介

展⽰ブース内容

菱洋エレクトロ株式会社
松本⽀店

・データセンター活⽤共同利⽤型コンビニ交付サービス、
 廉価版コンビニ交付サービス
 富⼠ゼロックスシステムサービス(株)と共同出展
・Dugong(Webワークフローシステム)
 ※決済･承認時間の短縮やペーパーレス、業務の効率化を
実現します(働き⽅改⾰対応)。

株式会社small systems

・下⽔道処理施設台帳システム
（施設台帳、設備台帳、固定資産台帳）
・観光案内所窓⼝システム
（宿泊や体験の予約受付、⼿数料請求、ガイドの報酬と源
泉徴収計算、クレーム管理、統計）
・メールやサーバーを使った統計集計システム
（統計ファイルの⾃動送信、⾃動受信、⾃動チェック、⾃
動集計）
・消防設備点検費⽤計算システム（国⼟交通省単価使⽤）



対象部署

総務・企画・
情報

企画・情報・
総務・防災

企画・情報・
総務

・Pepperを⽤いて性別・年齢・感情の要素で最適な本をお
勧めするソリューション「Qlip（クリップ）」
・RPAツール
・SDNソリューション
・⾃治体防災情報システム

展⽰ブース内容事業者名

ソフトバンク株式会社

1.RPA
・ソフトウエアロボットが業務を⾃動化するRPAソリュー
ションです。処理⼿順を登録するだけで、単純な事務作業や
膨⼤な書類業務などを⾃動化し、業務の効率化、スピード
アップ、コスト削減を実現します。
2.AI
・AIと連携し県⺠サービスの向上をご提案いたします。県⺠
向け業務及び、県内業務に対し、総合的なご提案させて頂き
ます。
3.ペーパーレス議会システム＋iPad
・議会や、定例会議等で利⽤できるシステムと、iPad、タブ
レット端末によるペーパーレス会議のご提案となります。⾏
政実務や議会運営のための機能や⾼度なセキュリティを備
え、信頼できるシステムとして全国の⾃治体で採⽤されてお
り、ご導⼊事例とともに、ご案内させて頂きます。
4.セキュリティ対策＋AI
・進化する標的型攻撃に合わせて対策製品も、最新の技術を
検討する必要が有ると考えられます。弊社最新のセキュリ
ティサービスをご案内させて頂きます。

株式会社アズム 松本⽀店

1.AZMゼロクライアントソリューション
・働き⽅改⾰（テレワーク）、カードとゼロクライアント
で利⽤者を加害者にしない鉄壁のセキュリティ環境を実
現。
2.YAMAHAネットワークソリューション
・ネットワークを可視化して単⼀のWeb画⾯から簡単設
定。
3.SophosアップグレードしたInterseptX
・次世代型、AIを活⽤したマルウエア対策、ランサムウェ
ア対策

株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ



対象部署

企画・情報・
総務

総務・企画

総務・福祉・
教育委員会

情報・企画

企画・防災・
情報・住⺠・
福祉

教育委員会・
企画・情報

株式会社NTTデータ信越

１．RPA（Windows操作ロボット ＷｉｎＡｃｔｏｒ）
２．防災（減災コミュニケーションシステム）
３．健康（健康リテラシー⽀援システム NavBEE）
４．セキュリティ（ワンタイムパスワード）

株式会社EDUCOM

1.統合型校務⽀援システム
「EDUCOMマネージャーＣ４ｔｈ」
スマートスクール構想。
教員の働き⽅改⾰。
次世代の情報セキュリティポリシーへの対応。
統合型校務⽀援システムを⽤いた、新しい教育の在り⽅を
ご提案します。

エプソン販売株式会社
・⾼速ラインインクジェットプリンターで実現する、⽣産
性⾰命と働き⽅改⾰

キッセイコムテック株式会社

・ペーパーレス会議システム
・地域包括ケア⽀援システム
・学校のおしごと Secure Box
・みんなの議会

トレンドマイクロ株式会社
セキュリティクラウド接続後に考えるべきセキュリティ対
策

株式会社ドコモCS ⻑野⽀店

1.AI運⾏バス
・⾃動運⾏時代を⾒据えた新たな交通⼿段

2.gacco
・研修内製化に向けたオンライン研修

事業者名 展⽰ブース内容


