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《《中中国国情情報報通通信信懇懇談談会会／／地地域域情情報報化化・・ココンンテテンンツツ部部会会事事業業》》  

「「自自治治体体フフェェアア 22001100」」開開催催ののごご案案内内  

中国情報通信懇談会は、株式会社中国サンネット、日本電気株式会社及び情報通信月間推進協議会と共催

により「自治体フェア２０１０」を開催します。 

セミナーとして、総務省施策や先進自治体の取組み等の最新情報や今後の地方公共団体で取り組むべき内

容等をご紹介します。 

また、地方公共団体におけるトレンドソリューションのシステムを展示、提案することで、地方公共団体

の業務の改善等に役立てていただくこととします。 

セミナーの内容及びシステム展示の内容は、別紙のとおりです。 

なお、この行事は、平成２２年度情報通信月間参加行事として開催します。 

１ 開催日時 平成２２年７月２１日（水） １０：３０～１８：００ 

平成２２年７月２２日（木） １０：００～１７：００ 

２ 場所   広島市まちづくり市民交流プラザ（住所：広島県広島市中区袋町６－３６） 

http://www.hitomachi.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

セミナー   北棟６階マルチメディアスタジオ 

システム展示 北棟４階ギャラリー 

３ 内容   セミナー   別紙１のとおり 

       システム展示 別紙２のとおり 

４ 対象者  各セミナー １２０名程度（主に地方公共団体職員向けの内容ですが、他分野からのご参加

もお待ちしています。） 

５ 参加費  無料 

６ 主催等 

（１）主催 中国情報通信懇談会、株式会社中国サンネット、日本電気株式会社、情報通信月間推進協議会 

（２）後援 総務省中国総合通信局、財団法人全国地域情報化協議会 

（３）協賛 財団法人電気通信普及財団 

７ 参加申込方法 

別紙３の「申込書」に必要事項をご記入の上、７月７日（水）までにＦＡＸにてフェア事務局までお申

し込みください。 

なお、会場収容人数の都合上、お申し込み者多数の場合は、抽選とさせていただきます。 

展示見学のみのお客様も事前のお申し込みにご協力ください。 

８ お問合せ先・参加申込み先 

株式会社中国サンネット フェア事務局 濱田 

TEL 082-248-7781 FAX 082-247-8020 

http://www.csunnet.co.jp/solution/public/event/index.html 
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セミナー１ 総務省における電子自治体構築に向けた取り組みについて 

 

 地方公共団体に係る総務省の施策をご紹介いただき、その中で将来的な自治体クラウドのあり方など国の

方針及び今後地方公共団体に期待することなどご説明頂きます。 

また４月に発表された総務省の新たな成長戦略についても触れて頂きます。 

 

【時間：平成２２年７月２１日（水） １１：００～１２：００（６０分）】 

【講師：総務省 自治行政局 地域力創造グループ 地域情報政策室 課長補佐 西潟 暢央 氏】 

 

 

セミナー２ 自治体クラウド開発実証事業の取り組み状況について 

 

 自治体クラウド実証実験における取り組みについて、共同利用するシステムの考え方、問題点や佐賀県、

宮崎県と共同で行っている実証実験について現在の状況をご説明頂きます。 

 

【時間：平成２２年７月２１日（水） １３：３０～１４：３０（６０分）】 

【講師：大分県 商工労働部 情報政策課 電子自治体推進班 副主幹 工藤 修二 氏】 

 

 

セミナー３ マイクロソフトのクラウド戦略と Windows Azure の概要 

 

 クラウドコンピューティングの盛り上がりは、単なる期待から、より具体的、そして現実的な流れへとシ

フトしてきています。 

マイクロソフトは、１９９４年よりコンシューマーサービスのための大規模データセンタ運営を開始し、

最近では、そのデータセンタを活用したビジネスユーザー向けのクラウドサービスも開始しています。本セ

ッションでは、クラウドコンピューティングに対する市場の動きをとらえつつ、マイクロソフトがビジネス

ユーザー向けに提供するクラウドサービスはどのようなものか、Windows Azure を中心にご紹介します。 

ビジネスユーザー向けクラウドコンピューティングの方向性、並びに、その基盤としてのWindows Azure を

ご理解頂く 

ようご説明頂きます。 

 

【時間：平成２２年７月２１日（水） １５：３０～１６：３０（６０分）】 

【講師：マイクロソフト株式会社 デベロッパー＆プラットフォーム統括本部 

プラットフォームストラテジスト 関田 文雄  氏】 

自治体フェア２０１０セミナーのご案内 
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セミナー４ コンビニにおける証明書等の交付（コンビニ交付）について 

 

 本年２月より一部地方公共団体にて証明書のコンビニ交付が新たにスタートし、新聞、ニュースなどマス

コミにも多く採り上げられて、新たな住民サービスの形態として現在大変関心を集めております。 

本サービスは、住民がコンビニエンスストアのキオスク端末により、住民カードを利用して本人確認を行

いその場で交付手数料を支払い、証明書を入手する新たな交付方法です。 

今回は本事業を推進している（財）地方自治情報センターから講師を招聘し、事業概要やねらい、先進団

体の状況や新たに見えてきた課題と成功のポイントなどを分かり易くご説明頂きます。 

 

【時間：平成２２年７月２２日（木） １０：３０～１１：３０（６０分）】 

【講師：財団法人 地方自治情報センター 研究開発部 上席研究員 井上 賀博 氏】 

 

 

セミナー５ 外国人住民に係る住民基本台帳法改正とシステム対応について 

 

 「住基法改正法」及び「入管法等改正法」の成立により、地方公共団体におかれましてはそこに居住する

外国人住民を把握する制度が変更されることとなり既存住基システムの改修や窓口事務の変更が必要となっ

て参ります。 

こうした制度変更の概要や、制度導入に伴う運用・システム等の影響範囲と対応等についてご説明頂きま

す。 

 

【時間：平成２２年７月２２日（木） １３：３０～１４：３０（６０分）】 

【講師：日本電気株式会社 公共ソリューション事業部 ＧＰＲＩＭＥソリューション部 

 マネージャー 松本 太郎  氏】 

 



 
 

 

 

 

 

 

住民情報システム 

確定申告支援システム 

滞納整理支援システム 

期日前( 不在者) 投票システム 

議案書・告示書作成支援システム 

福祉総合システム 

学齢簿システム・就学援助システム・就園奨励システム 

上下水道料金システム 

公営企業会計システム 

 

 

 

総合行政支援システム～総合証明交付ソリューション～ 

・証明書自動交付機 

・庁内電子申請システム 

・コンビニ交付システム 

 

 

 

AdWindowシステム 

自治体メール配信サービス 

学校メール配信サービス 

 

 

 

 

エネパネル PC 

 

 

 

 

 

 

 

自治体フェア 2010 システム展示のご案内 

業務効率向上 ～新しい事務処理環境に適した情報活用ソリューションのご紹介～ 

総合窓口でのワンストップサービスの実現を支援するソリューションのご紹介 

地域情報発信ツール ～タイムリーな情報を迅速に配信できるツール～ 

省エネオフィスサービス 

～CO2削減目標に応じて PC の消費電力を自動的にコントロール～ 

別紙２ 



 

 

 

 

財務会計システム 

複式簿記サブシステム 

文書管理システム 

庶務事務システム 

契約業者管理システム 

行政評価システム 

人事給与システム 

自治体専用総合文書情報ネットワークシステム 

庶務管理システム 

 

 

 

事件・事故未然防止システム 

 

 

 

『Web からの脅威』への対策 

『情報漏えい』への対策 

『ぜい弱性』への対策 

生体認証システム 

資産管理＆セキュリティ対策 

シンクライアントソリューション 

 

 

 

Microsoft Office 2010 

 

電子自治体・統合内部システム 

～共通プラットフォーム化の図れる統合型内部ソリューションのご紹介～ 

情報共有を行い事件・事故を未然に防止するソリューションのご紹介 

情報漏えい対策システム ～最適な情報漏えい対策ツールのご紹介～ 

～ Microsoft Office 2010 のご紹介～ 



フ リガナ

貴団体名

フ リガナ

〒

ＴＥＬ（ ） ＦＡＸ（ ）

ご住 所

ご芳名

フリガナ

ご所属 お役職

ｅ-mail

●ご来場の希望をお聞かせください。

ご希望の項目（セミナー受講、展示見学、希望日）を で囲んでください

ご

来

場

者

個人情報の取扱について：
ご記入頂きました個人情報は、自治体フェア２０１０に関するご連絡の他、ご来場の確認に利用させて頂きます。
ご記入頂きました個人情報については、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステムの規定に基づき適切な
管理を行ない、第三者への提供及び委託は致しません。
ご来場者名をご記入頂きました方には当日名札を準備させて頂きます。

ご提供頂きました個人情報の開示、訂正等のお求めに関しては、下記窓口宛にご連絡下さい。

＜個人情報保護管理責任者兼問合せ窓口＞
株式会社中国サンネット
公共事業部 公共営業部
部長 谷上 正敏
TEL：０８２－２４８－７７８１

※ FAXでの受け付けのため、楷書でご記入をお願いいたします。

・セミナー受講【 7月21日（水）・ 7月22日（木）】
【受講を希望されるセミナーの□に✔をご記入ください。】

７月２１日（水）（□セミナー１ □セミナー２ □セミナー３）

７月２２日（木）（□セミナー４ □セミナー５）

（要事前申込）

・展 示 見 学【 7月21日（水）・ 7月22日（木）】
【興味のある展示システムの□に✔をご記入ください。】

□住民情報システム（COKAS-R/ADⅡ）
□確定申告支援システム（The 確定申告）
□滞納整理支援システム
□期日前（不在者）投票システム
□議案書・告示書作成システム（あらかじめ）
□福祉総合システム(SWAN)
□就学援助システム(すく・すく～る)
□上下水道利用金システム（SUIBIZ）
□企業会計システム
□総合行政支援システムSeriolaEnterprise
□AdWindow Select SX
□自治体メール配信サービス
□学校メール配信サービス
□エネパネルPC

□Microsoft Office 2010

□財務会計システム(FINASN)
□複式簿記サブシステム(PPP)
□文書管理システム
□庶務事務システム
□契約業者管理システム
□行政評価システム
□人事給与システム
□自治体専用総合文書情報ネットワークシステム(文庁)
□庶務管理システム(電庶ばと)
□事件・事故未然防止システム(ヒヤリハッと)
□情報漏えい対策システム
□生体認証システム
□資産管理&セキュリティ対策(SecureSeed)
□シンクライアントソリューション

※お申し込み多数の場合は、この用紙をコピーしてお使いください。

※ご来場者の個人情報については下記「個人情報の取扱について」をご確認頂き、ご同意頂ける場合ご記入下さい。
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