
自治体ネットワーク検討のポイント

シスコシステムズ合同会社
公共事業ビジネスディべロップメントマネージャー
林山耕寿
2022/10/25

未来志向の自治体ネットワーク
〜 ネットワーク見直しの最適解 〜
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シスコシステムズについて

従業員数:77,000名
パートナー企業: 6万社

1993年以降

200件以上の買収

日本における受賞歴
2018年 / 2021年
働きがいのある会社 大規模部門 第1位

2018年 / 2019年 / 2020年
work with Pride PRIDE指標 ゴールド認定

2015年
テレワーク推進企業 厚生労働大臣表彰優秀賞

2014年
日本テレワーク協会 テレワーク推進賞会長賞

R&D に

$6.3B を投資

23,000件

以上の特許

すべての人に
開かれた未来を

To Power an inclusive future for all

100 か国

480 拠点

77,000 名

6万パートナー

16位ブランド価値

第1位 SDブランチルーティング 58%
第1位 ワイヤレスLAN 44%
第1位 キャンパススイッチング 59%
第1位 ネットワークセキュリティ 25%
第1位 SaaS Web会議 44% CY2019
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シスコでの自治体事例
京都府 スマートシティ

2015年にスマートシティ実現に向けた包括提携を締結
“京都スマートシティ”実現に向けて持続的な取り組みを推進

東京都 スマートポール

「TOKYO Data Highway基本戦略」に位置づけられているス
マートポール先行・試行設置の協力事業者に選定

• 日本で初めて5Gと双方向サイネージを組み合わせた総
合スマートポール。

• ビデオ会議システムと動画一斉配信機能により、効率
的かつ状況に応じたきめ細かい双方向コミュニケー
ションが可能（コンシェルジェサービス、災害時の現
地状況把握・誘導などでの活用を想定）

• ネットワーク、コミュニケーション製品を中心とした
機器を組み込み、ソフトウェアの更新によってさまざ
まな新サービスを実装可能。

児童相談所

児童虐待の情報共有でテレビ会議を導入
児童相談所と区市町村との連携強化と業務効率化を推進

• 都内自治体と児童虐待に関する情報を共
有するため、都内18か所にテレビ会議シ
ステムを導入。

• 児相の虐待対応件数が急増するなか、専
門家や各拠点との情報連携を強化するこ
とで児童虐待への対応を迅速かつ正確に
行うチャレンジを進めている。

鳥取市 働き方改革

コミュニケーション環境の刷新で働き方を改革
住民サービスの向上にも大きな期待

• 新庁舎移転を機に「100 年間活用できる市役所
の実現」を目指して先進的な ICT 環境を構築。

• 無線 LAN でどこでもアクセスできる環境を実
現しつつ認証機能で安全性も強化。ペーパーレ
ス化も進み会議資料にまつわる業務負荷も軽
減。

• 電話だけでなくチャットやプレゼンス機能を活
用し、スムーズなコミュニケーションを実現。

• 世界各国でのスマートシ
ティの実績をもとに様々な
アイデアを提案。

• デジタルサイネージを通じ
て様々な情報を多言語で提
供することにより旅行者の
利便性を向上すると共に周
遊促進に貢献。新型コロナ
関連の情報発信にも利用。

ポイントデジタルサイネージやスマートライティングを合計１５箇所に設置 ポイント

ポイント

[参考] https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/katei/jidousoudanntaisei/dai2kaikentoukai.files/1shiryou1.pdf

ポイント
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自治体ネットワークの課題

庁内

個人番号利用事務系 LGWAN接続系 インターネット接続系

セキュリティ
クラウド

LGWAN
-ASP

ガバメント
クラウド

インターネット
一般Webサイト

インターネット
特定のパブリック

クラウド

住基NW等

LGWAN

WAN

プライベート
クラウド

（自治体DC）

• ガバメントクラウドへの接続要件
はどうなる？

• LGWAN接続系からパブリックク
ラウドへ接続してもよい？

• 通信フローや連携が複雑化

• 盗聴や不正アクセス、なりすまし
APは大丈夫？

• 安定して利用できることも大事
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自治体業務の根幹を支える
安定的なネットワーク
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本日のセッションのご紹介

13:10-13:50 自治体向けクラウド管理Wi-Fi
Merakiで実現するシンプルネットワークのご紹介

シスコシステムズ合同会社
Meraki事業
テクニカルソリューションアーキテクト

片山 智

13:50-14:30 自治体ニーズに柔軟に対応するための機能を備えた次世
代の広域ネットワークソリューション
Cisco SD-WANのご紹介

シスコシステムズ合同会社
東日本公共システムズエンジニアリング
システムズエンジニア

菅野 翔太
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セキュアな自治体ネットワーク環境を、未来のために
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地方自治情報化推進フェア2022 のご案内
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