5 月 18 日（水）
Ａ-1

10：30 〜 11：30

ウェルカムスピーチ

まち・ひと・しごと創生（地方創生）に
おける「ひとの創生」
とは
（一財）地域活性化センター
理事長 椎川 忍 氏

Ａ-2

12：00 〜 13：00

地域の稼ぎを生むゼロカーボンシティ
〜地域経済循環の仕組みを作るエネルギーの地産地消〜
たんたんエナジー㈱
代表取締役 木原 浩貴 氏
福知山市
産業政策部エネルギー・環境戦略課長 谷口 智広 氏
モデレーター：
（一社）ローカルグッド創成支援機構
事務局長 稲垣 憲治 氏

Ａ-3

11：00 〜 12：00

スマートシティ施策の最新動向について

科学技術・イノベーション推進事務局
B-2

15：00 〜 16：30

地域創生人材の創出と活用の実例
〜地域プロジェクトマネージャー、
地域活性化起業人等の可能性〜
■基調講演

大谷

明 氏・ひたちなか市長

■パネルディスカッション
コーディネーター：
地域活性コンサルタント 高橋 恒夫 氏
コメンテーター：
事業構想大学大学院事業構想研究所 教授 河村 昌美 氏
ひたちなか市長
大谷 明 氏
奈義町ブランディング専門官（㈱博報堂DYメディアパートナーズ） 荒井 祥男 氏
葛尾村移住・定住センター 地域プロジェクトマネージャー 成田 朱実 氏

サービスデザイナー／（一社）Deep
Care Lab 理事／奈良県生駒市職員（複業）

田島 瑞希 氏

さいたま市教育委員会
GIGA スクール構想プロジェクト
IT スペシャリスト プロジェクトマネージャー

モデレーター：
（一社）行政情報システム研究所
主席研究員 狩野 英司 氏

B-3

経済産業省

14：00 〜 15：30

参加者に聞く！オンライン市役所の活用術
〜地域や所属を超え、
全国の公務員の知見を集める場づくり〜

地域経済産業グループ

地域企業高度化推進課

12：30 〜 13：30

リスクマネジメントのグレート・リセット
〜SDGs時代の企業に求められるリスク
管理・BCP〜
森総合研究所代表／
ＷＯＴＡ㈱
ＢＢ.univ 学長 森 健 氏

C-3

14：00 〜 14：30
スマートシティパビリオン特別セミナー

都市機能の目となるネットワークカメラが
貢献するスマートシティソリューション
アクシスコミュニケーションズ㈱
カスタマーサクセス営業部
シニアキーアカウントマネージャー 大部 信 氏

C-4

15：00 〜 16：30
ワーキングイノベーション 2022 特別企画

富山市

企画調整課

屋敷 昌範 氏

オンライン市役所 ご参加者（予定）

B-4

16：00 〜 16：50

激甚化する水害からどのようにして
命と暮らしを守るのか
〜近年の豪雨災害による住民、社会福祉
施設、市役所等の被害を踏まえて〜
東京大学大学院工学系研究科 教授

池内 幸司 氏

ワーケーション、やってたら勝手に
イノベーションになっちゃった秘訣を聞く！
登壇・パネリスト：
公務部門ワークスタイル改革研究会 研究主幹／
（一財）地域活性化センター シニアフェロー

箕浦 龍一 氏

㈱ふろしきや

代表取締役 田村 英彦 氏

ファシリテーター：
（一社）日本テレワーク協会
主席研究員

大沢 彰 氏

自治体限定 プレゼンテーションセミナー

11：30〜12：00

㈱ナカノアイシステム D-2

地図で業務を効率化しませんか？
「統合型ＧＩＳ ＧｅＤＡ」

13：00〜13：30

㈱ＢＳＮアイネット D-3

行政の現場のニーズから生まれた課題解決型の
オンライン申請ソリューション「ゆびナビぷらす」

統合型ＧＩＳ ＧｅＤＡは初心者・熟練者問わず快適に操作で
き、幅広い自治体業務に対応するシステムです。
部署単位から全庁までカバーしており、本セミナーでは各種
機能及び活用事例についてご紹介いたします。

行政システム構築ベンダが電子化効果を最大化した本当に使
えるオンライン申請ソリューションを提供。バックヤードの
事務処理や申請者の利便性が格段に向上し、場所や時間にと
らわれることのない行政を実現。

石塚 知亜希 氏

下越 淳平 氏

㈱ナカノアイシステム
ＩＣＴセンター

D-4

今後の地域経済産業政策について

C-2

地域 DX を加速する
自治体 × 複業人材の共創

＜特別協力：学校法人先端教育機構社会構想大学院大学＞

D-1

11：00 〜 11：40

12：30 〜 13：30

山本 修平 氏

荒井 聡 氏

C-1

内閣府

13：30 〜 14：30

好事例から考える / ガバメントクラウ
ドファンディングの訴求ポイント
㈱トラストバンク
寄付文化デザイン部 GCF/ 災害支援チーム

Ａ-4

B-1

カンファレンス

15：00〜15：30

WOTA㈱

ＳＤＧｓ時代の防災・ＢＣＰ
〜防災・ＢＣＰの多角点総点検〜
気候変動、地震活動の活発化 、パンデミックによる劇的な環
境変化を踏まえ、新たな時代の自治体の防災・ＢCＰ再点検の
ポイントを 、県庁・市役所また民間企業の防災・ＢCＰ、パ
ンデミック対応等の経験から解説。

ＷＯＴＡ㈱

ＢＢ.univ 学長

森 健氏

㈱ＢＳＮアイネット
事業戦略担当 シニアチーフ

14：00〜14：30

㈱エーティーエルシステムズ

自治体ＤＸソリューション
「港区役所での
データ利活用（ＥＢＰＭ）のお取り組み」

港区役所様をお招きし、弊社製品「行政情報分析基盤 for Ｌ
ＧＷＡＮ−ＡＳＰ」の具体的な利活用事例についてご紹介頂
きます。あなたの地域に潜む課題の解決方法が見つかるかも
しれません。是非ご参加下さい。

港区役所

企画経営部

企画課

ご担当者様

Ｄ−１〜１４は、
申込者を自治体に限定したセミナーのため、
自治体職員以外の方の申し込みがあっても
当日聴講はできませんので、ご了承ください。
※Ｄ−３、９、１１は
自治体職員以外の聴講も可能です。

テーマ・内容・時間・講師は、公務の都合などにより予告なく変更・中止となる場合があります。

。

5 月 19 日（木）
Ａ-5

B-5

10：30 〜 11：30

自治体 DX の推進について

12：00 〜 12：30

時代に合わせた窓口業務に！
自治体がキャッシュレスにする理由と
上手な運用方法
三鷹市

Ａ-7

市民部市民課

青木 涼子 氏

13：00 〜 14：30

自治体ＤＸ白書からひも解く！
自治体 DX 実践者のホンネ
自治体 DX 白書 共同編集長／
磐梯町 CDO（最高デジタル責任者）

菅原 直敏 氏

自治体 DX 白書 共同編集長／
㈱電通 シニアコンサルタント

西嶌 公基 氏

Ａ-8

不確実な時代を勝ち残る共創・公民連携のヒント
〜SDGs志向の地方自治体と民間団体の関係性〜

自治体首長（予定）

■パネルディスカッション
コーディネーター：
関東学院大学准教授・
社会構想大学院大学特任教授 牧瀬 稔 氏

パネリスト：
（一社）シェアリングエコノミー協会事務局
次長 鏡 晋吾 氏
アソビュー㈱
彦坂 真依子 氏

自治体ゲスト（予定）

＜特別協力：関東学院大学地域創生実践研究所＞

D-5

大内山 浩 氏

B-6

12：00 〜 13：00

都市と連動したメタバースによる
新たなまちづくりの可能性
ーバーチャル渋谷の事例から学ぶー
（一社）渋谷未来デザイン
理事 / 事務局長 長田 新子 氏
KDDI ㈱
事業創造本部 副本部長 兼 ビジネス開発
部長
中馬 和彦 氏

B-7

13：30 〜 14：30

大阪府四條畷市

元副市長 林 有理 氏

エン・ジャパン㈱
ソーシャルインパクト採用プロジェクト
プロジェクトリーダー 水野 美優 氏

B-8

15：30 〜 16：30

スマートシティで実現する
「地域らしいまちづくり」

11：00 〜 12：00

コロナ禍における
これからのオフィスのあり方
〜ファシリティ・マネジメントの視点から〜
（公社）日本ファシリティマネジメント協会
専務理事 成田 一郎 氏

C-6

12：30 〜 13：30

住みたい地方ベストランキングの紹介と
ベストワンに輝いた秋田暮らしを紐解く
登壇・パネリスト：
㈱宝島社
田舎暮らしの本 編集長 柳 順一 氏
秋田県 移住・定住促進課
ファシリテーター：
（一社）日本テレワーク協会
主席研究員 大沢 彰 氏

C-7

14：00 〜 14：30
スマートシティパビリオン特別セミナー

都市機能の目となるネットワークカメラが
貢献するスマートシティソリューション
アクシスコミュニケーションズ㈱
カスタマーサクセス営業部
シニアキーアカウントマネージャー 大部 信 氏

C-8

14：50 〜 15：20
スマートシティパビリオン特別セミナー

部品メーカーの新たな挑戦。位置情報
活用を中心とした自治体様向け新サービス
㈱アイシン ビジネスプロモーション部

加藤 博巳 氏 他

C-9

15：40 〜 16：40

農業 ×SDGs＝新たな価値創造！
テクノロジーで生まれる新たな取り組み
①山梨県における４パーミル・イニシア
チブの取り組み

山梨県

ＮＥＣ
スーパーシティ事業推進本部
上席事業主幹 西岡 満代 氏

農政部

農業技術課

②次世代農業で SDGs ！大船渡市との
アクアポニックスプラントとは
㈱プラントフォーム
代表取締役 CEO 山本 祐二 氏

自治体限定 プレゼンテーションセミナー
11：30〜12：00

明豊ファシリティワークス㈱

地方公共団体での建設事業におけるデザインビル
ド +CM 方式を活用した発注者支援事例を紹介

国土交通省からも「ピュア型 CM 方式活用ガイドライン」
、
「CM 方式活用事例集」が公表されました。円滑な事業推進に
有効なデザインビルド +CM 方式の活用事例について明豊
ファシリティワークスが紹介します。

明豊ファシリティワークス㈱
執行役員

D-8

インテル㈱
公共・スマートシティ事業推進部
事業開発部長 新堀 公章 氏
インテル㈱
APJ データセンター・グループ・セールス
AI テクニカルソリューション スペシャリスト

自治体で広がる「民間人材公募」

15：00 〜 16：30

■基調講演

C-5

10：30 〜 11：30

スマートシティで変わる教育分野
〜STEAM教育から専門学校・大学の取り組み〜

総務省
自治行政局 地域力創造グループ
地域情報化企画室長 小牧 兼太郎 氏

Ａ-6

カンファレンス

15：00〜15：30

古田 穣 氏

㈱ＢＳＮアイネット

行政の現場のニーズから生まれた課題解決型の
オンライン申請ソリューション「ゆびナビぷらす」
行政システム構築ベンダが電子化効果を最大化した本当に使
えるオンライン申請ソリューションを提供。バックヤードの
事務処理や申請者の利便性が格段に向上し、場所や時間にと
らわれることのない行政を実現。

㈱ＢＳＮアイネット
事業戦略担当 シニアチーフ

下越 淳平 氏

D-6

㈱ミライエ D-7 14：00〜14：30
テクノ・マインド㈱
自治体 DX の足掛かりとなる
TMC クラウドソリューションのご紹介

13：00〜13：30

防災無線放送を自動録音し、ＬＩＮＥ・電話自
動応答等に配信するシステム

防災無線放送を戸別受信機経由で自動録音し、音声と音声認
識結果をＬＩＮＥに配信するシステムを、実機によるデモで
ご案内。電話の自動応答、インターネット版戸別受信機（開
発中）にも配信。無料貸出制度もご紹介。

㈱ミライエ

D-9

代表取締役社長

16：00〜16：30

小幡 進 氏

地方自治体の業務効率化を推進する「消防団管理システム」
、
「電子入札システム」と地域協働型のまちづくりを実現する「情
報発信ツール ふるさとアプリ 」をご紹介します。

テクノ・マインド㈱

㈱エーティーエルシステムズ

自治体ＤＸ推進とセキュリティの両立 〜ファイ
ル無害化 for ＬＧＷＡＮ−ＡＳＰの活用〜

自治体ＤＸとセキュリティの両立について、自治体ＣＩＯ補佐
官の経験がある川口弘行氏が講演します。
（映像出演）
「ファイ
ル無害化 for ＬＧＷＡＮ−ＡＳＰ」のＤＸ推進における活用方
法についてもご紹介します。

川口弘行合同会社

代表社員

川口 弘行 氏

テーマ・内容・時間・講師は、公務の都合などにより予告なく変更・中止となる場合があります。

。

5 月 20 日（金）
Ａ-9

B-9

10：30 〜 11：30

自治体でのサービスデザイン実践事例
（一社）行政情報システム研究所
主任研究員
デジタル庁 デザインコミュニティ
マネージャー

増田 睦子 氏

Ａ-10

（一社）ロボットデリバリー協会

城 譲氏

13：00 〜 14：30

委員長：
東海大学

文化社会学部
教授 河井 孝仁 氏
（シティプロモーションアワード実行委員長）
＜受賞登壇団体＞

アワード受賞団体／アワード実行委員

尾野 充彦 氏

C-10

人気 YouTube
「 BUZZ MAFF（ば ず ま ふ）」で 農 業 の
面白さを伝えると、何が変わったのか

B-11

環境 × 経済の好循環を創造する！
これからの未来を担う人づくり・
地域づくり

これからのトレンドを学ぶ！
DX 時代に乗り遅れない企業立地
（一財）日本立地センター

C-11

牧瀬 稔 氏

藤田 成裕 氏

12：30 〜 13：30

三井不動産が取り組むワーキングイノベー
ションとワークスタイリングについて
〜 COLORFUL WORK PROJECT 〜
三井不動産㈱ ビルディング本部
ワークスタイル推進部長 高波 英明 氏

広報室

松本 純子 氏
C-12

14：00 〜 15：30

市民の参画で地域の課題を解決する議会
登壇・パネリスト :
福島県会津若松市議会議員
岐阜県可児市議会議員

目黒 章三郎 氏
川上 文浩 氏

14：00 〜 14：30
スマートシティパビリオン特別セミナー

＜全国地方議会サミット 2022 連携企画＞

スマートモビリティへの取り組み
- AI デマンド交通の現在 ㈱未来シェア

C-13

代表取締役

松館 渉 氏

15:00 〜 15：30
スマートシティパビリオン特別セミナー

中村 健 氏

都市機能の目となるネットワークカメラが
貢献するスマートシティソリューション

コンピュータ、セキュリティ、ネットワーク
のおもしろ技術習得・研究開発方法
〜自治体でも ICT 技術革新を起こそう〜

アクシスコミュニケーションズ㈱
カスタマーサクセス営業部
シニアキーアカウントマネージャー 大部 信 氏

B-12

パネリスト：
（一社）Green innovation
代表理事 菅原 聡 氏
（一社）ゼロ・ウェイスト・ジャパン
代表理事 坂野 晶 氏
モデレーター：
関東学院大学准教授／
社会構想大学院大学特任教授

11：00 〜 12：00

ワーキングイノベーション 2022
12：30 〜 13：30

モデレーター：
早稲田大学マニフェスト研究所事務局長

15：00 〜 16：30
公務能率研究会議

15：50 〜 16：40

（独）情報処理推進機構 産業サイバー
セキュリティセンターサイバー技術研究室長／
ソフトイーサ㈱ 代表取締役／
筑波大学 産学連携准教授

登 大遊 氏

C-14

15：50 〜 16：50

官民連携ビジネスの始め方、拡げ方
㈱ LG ブレイクスルー
代表取締役

古田 智子 氏

自治体限定 プレゼンテーションセミナー
特別企画

10：30〜12：00

自治体の課題と伴奏する
観光 DX・地域テック セミナー
（一社）トラベルテック協会
理事 中村 健太郎 氏
エスビージャパン㈱／
Straup Tribe 代表取締役 中元 英機 氏
Vpon JAPAN ㈱
ディレクター 鮎澤 貴 氏他

D-13

㈱ J&J 事業創造
開発本部 マネージャー

農林水産省

アワード受賞者と語る！
地域への意欲を高める
「説明できるシティプロモーション」

D-10

地域視点で考える
メタバースと NFT の使い方
〜ご当地アトム NFT の開発からみる可能性〜

B-10

シティプロモーションアワード特別企画

Ａ-12

11：00 〜 12：00

12：00 〜 12：30

利便性・安全性を備えたロボット
デリバリーの社会実装を目指して

Ａ-11

カンファレンス

15：00〜15：30

㈱ＢＳＮアイネット

行政の現場のニーズから生まれた課題解決型の
オンライン申請ソリューション「ゆびナビぷらす」
行政システム構築ベンダが電子化効果を最大化した本当に使
えるオンライン申請ソリューションを提供。バックヤードの
事務処理や申請者の利便性が格段に向上し、場所や時間にと
らわれることのない行政を実現。

㈱ＢＳＮアイネット
事業戦略担当 シニアチーフ

下越 淳平 氏

D-11

13：00〜13：30

ＴＱコネクト㈱ D-12

サービスへの先進技術導入における
デジタルデバイドへの対応について
行政サービスのデジタル化、ＤＸの推進などにあたり、必ずと
言ってよい課題は、デジタルデバイドの解消。「全ての人がイ
ンターネットにつながる社会を実現する」を企業理念とする
ＴＱコネクトの取り組みを紹介します。

ＴＱコネクト㈱

D-14

代表取締役社長

16：00〜16：30

五木 公明 氏

14：00〜14：30

Ｍｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ コンソーシアム

Ｍｙ Ｃｉ
ｔｙＲｅｐｏｒ
ｔのご紹介

市民と自治体が協働して町の課題に取り組むことができるス
マートフォンアプリ市民協働投稿サービスと車載したスマート
フォンが、正確かつスピーディーな道路損傷個所検出を行う道路
損傷検出サービスのご紹介。

ＭｙＣｉ
ｔ
ｙＲｅｐｏ
ｒ
ｔコンソーシアム 事務局
角田 明宝 氏／藤井 政登 氏／前田 紘弥 氏

朝日放送グループホールディングス㈱

放送局グループが始めた地域課題解決、関係
人口 UP ！交流人口 UP ！の取組について

朝日放送グループ各社で進めている地域課題解決のお役に立てる様々
な 取 組 の 中 か ら 放 送 局 初！ふ る さ と 納 税 サ ー ビ ス「ふ る ラ ボ」や
NO.1 歴史雑誌「歴史人」を活用した取組など、ユニークな事、新し
い事を常に考えている放送局ならではの事例をご紹介させて頂きます。
朝日放送テレビ㈱ 営業局 ビジネスイノベーション部 部長 三田晃生 氏
㈱ ABC アーク 取締役
野村歩 氏
朝日放送グループホールディングス㈱
ビジネス開発局 ビジネスプロデュース部 部長 井上修作 氏

テーマ・内容・時間・講師は、公務の都合などにより予告なく変更・中止となる場合があります。

