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都道府県CIOフォーラムは、各都道府県及び関係団体の情報化統括責任者
（CIO）または情報化推進担当責任者（役職等は問わない）をもって構成する任意
団体です。都道府県における情報化推進の責任者が、相互に密接な連携と協力
を深めることにより、住民本位の電子自治体の構築や情報通信技術（IT）を活用
した地域の活性化などの諸課題に関して情報の共有化を図り、各都道府県のIT
施策の推進に寄与することを目的として、2003年8月に設立されました。以来、全
米州政府CIO会議（NASCIO）の運営に倣い、官民の垣根を取り払った活発な議
論を展開して、自治体及び協賛各社から高い評価を得ています。

日経BP社は、会の設立当初より、各都道府県から選ばれた運営委員と共に活動
の一翼を担い、日経コンピュータ/日経BPガバメントテクノロジーを中核に、雑誌・
インターネット・イベントを連動させて電子自治体に関する実務情報を提供してい
ます。

47都道府県のCIOが一堂に会し、さらに彼らと実際に議論する場と機会は滅多に
ありません。企画趣旨をご理解頂き、是非この機会に、本フォーラムのご協賛をご
検討下さいますようお願い申し上げます。
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←議事

▼情報交換会

▲展示

※日経BPガバメントテクノロジーは、2011年3月からメディ
ア形態を変更しました。日経コンピュータへのBook in Book
形式となります。当該号のみ日経コンピュータ通常の読者
に加え、日経BPガバメントテクノロジーの読者約10000名
に送られます。

▲視察イベント

都道府県ＣＩＯフォーラム

春季会合/年次総会

雑誌及びインターネットへの展開
日経コンピュータ（Book in Book 日経BP
ガバメントテクノロジー※）および日経
xTECH 電子行政で 関連情報を掲載。
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初日 開場 13:30

13:30-14:00 Opening Networking

（名刺交換、展示会場ご案内）

14:00-14:10  会長挨拶

14:10-14:30 議事

14:30-15:10 主催者講演Ⅰ

15:10-15:55 協賛社ｾｯｼｮﾝⅠ （15分×3社）

15:55-16:10 ライトニングトークセッション（5分×3社）

16:10-16:40 休憩（名刺交換、展示会場ご案内）

16:40-17:20 主催者講演Ⅱ

17:20-18:30 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅠ（ﾃｰﾏ未定）

18:30-19:30 Reception（情報交換会）

※初日のReceptionおよび2日目のLunchは、立食ﾊﾟｰﾃｨの形式になります。

※プログラムは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

日 時： 2019年8月26日（月）～27日（火）
主 催： 都道府県CIOフォーラム（会長：島根県）

後 援： 総務省、全国知事会、J-LIS、APPLIC（予定）

会 場： ホテル一畑（松江市） https://www.ichibata.co.jp/hotel/
対 象： ４７都道府県のCIO・情報政策責任者（80-90名が出席見込み）

プログラム（予定）※事前に開催する運営委員会でディスカッションのテーマや手法などを決定します。

二日目 開場 9:00

09:00-09:15 Opening Networking

09:15- 9:30 初日の総括

09:30-10:10 主催者講演Ⅲ

10:10-11:00 ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝⅡ（ﾃｰﾏ未定）

11:00-11:20 休憩（名刺交換、展示会場ご案内）

11:20-12：05 協賛社ｾｯｼｮﾝⅡ （15分×3社）

12:05-12:20 ライトニングトークセッション（5分×3社）

12:20-13:20 Lunch（情報交換会）

13:25-14:40 主催者講演Ⅳ

14:50-15:20 CIOラウンドテーブル（ﾃｰﾏ未定）

15:20-15:30 総括＆閉会の挨拶
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●第16回春季会合（2019/02/5-2/6）東京

ディスカッション 1「電子申請・決裁の課題とデジタルファーストへ工程」

ディスカッション 2「行政事務効率化のため業改革と 「行政事務効率化のため業改革とARPA・OCR の活用策」

ディスカッション 3「パブリックラウドサービスの効用と安全な利活」

●第16回年次総会（2018/08/21-8/22）富山

ディスカッション1：「セキュリティ強じん化後の働き方改革とレワーク/モバイルワーク

ディスカッション2：「都道府県官民データ活用推進計画の策定プロセスと重点施策のあり方」

ディスカッション3：「都道府県システムの共同化・クラウド化の将来イメージ」

●第15回春季会合（2018/02/6-2/7）東京

ディスカッション 1「働き方改革の進捗と 「働き方改革の進捗と RPA 活用の可能性 」

ディスカッション 2「AI の適用領域、期待できる効果とデータ活・業務改革へ策」

●第15回年次総会（2017/08/24-8/25）北海道

ディスカッション1「自治体情報セキュリティクラウドと庁内ネットワーク強じん化の効果と今後の課題」

ディスカッション2「官民データ活用推進基本法に基づく都道府県計画のあり方」

ディスカッション3「電子行政サービスの新しい姿を考える」



※
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■ 講演枠を1枠ご提供（初日または2日目のいずれか15分間）

■ ディスカッションへの参加（発言権あり）：2名まで

■ディスカッションの聴講（発言権なし）：5名まで

■ 初日夕食時、2日目昼食時の情報交換会への参加：5名様まで

■ 会場内でのロゴ掲出

■ 参加者への資料配布：1社1点、重量制限あり

■ 当日配布のテキストに1ページの広告掲載（定型フォーム）及び表4にロゴ掲載

■簡易展示

会場ホワイエに設ける簡易展示コーナーにテーブルトップ展示（約1.8m×0.45m）を1小間ご用意します

*100V 2口コンセント（500W）*社名版（共通フォント、ロゴ使用不可、株式会社等の表記はなし）*インターネット回線は別途申込み（有料）

□ 日経コンピュータ9月30日発売（Book  in Book 日経BPガバメントテクノロジー※P.3参照）に
4色2ページの記事体広告を掲載 《1》（特別広報企画「都道府県CIOフォーラム・レビュー」内に掲載）

もしくは

日経xTECH Specialに4週間掲載 《2》 【《1》《2》両方とも実施の場合はプラス80万円。取材は8/23までに完了】

□ 日経ＢＰガバメントテクノロジー・メール5行ヘッダ広告3回
（通常価格60万円、14,833通/回。ご希望をお聞きした上、配信日は日経ＢＰ社で決定させていただきます）

▼都道府県CIOフォーラム運営委員会への参加（5月中旬～6月上旬に開催）
2019年5月中旬～6月上旬に開催する「運営委員会」へ参加することができます。運営委員会（会長、副会長県はじめ運営委員になっている団体のCIO、

十数名程度が出席。）では、2019年8月の都道府県CIOフォーラムで議論するテーマを決定します。



※

■ライトニングトーク1枠提供

時間5分、パワーポイントスライド上限4枚（アニメ、音楽、ビデオは使用不可）、資料集へのスライド収録ナシ

■ディスカッションの聴講（発言権なし）：3名まで

■ 初日夕食時、2日目昼食時の情報交換会への参加：3名様まで

■ 会場内でのロゴ掲出

■ 参加者への資料配布：1社1点、重量制限あり

■ 当日配布のテキストに1ページの広告掲載（定型フォーム）及び表4にロゴ掲載

■簡易展示

会場ホワイエに設ける簡易展示コーナーにテーブルトップ展示（約1.8m×0.45m）を1小間ご用意します

*100V 2口コンセント（500W）*社名版（共通フォント、ロゴ使用不可、株式会社等の表記はなし）*インターネット回線は別途申込み（有料）

□ 日経コンピュータ9月30日発売（Book  in Book 日経BPガバメントテクノロジー※P.3参照）に

4色2ページの記事体広告を掲載 《1》（特別広報企画「都道府県CIOフォーラム・レビュー」内に掲載）

もしくは

日経xTECH Specialに4週間掲載 《2》 【《1》《2》両方とも実施の場合はプラス80万円。取材は8/23までに完了】

□ 日経BPガバメントテクノロジー・メール5行ヘッダ広告2回

（通常価格40万円、14,833通/回。ご希望をお聞きした上、配信日は日経ＢＰ社で決定させていただきます）
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■ディスカッションの聴講（発言権なし）：2名まで

■ 初日夕食時、2日目昼食時の情報交換会への参加：2名様まで

■ 会場内でのロゴ掲出

■ 参加者への資料配布：1社1点、重量制限あり

■ 当日配布のテキストに1ページの広告掲載（定型フォーム）及び表4にロゴ掲載

■簡易展示

会場ホワイエに設ける簡易展示コーナーに
テーブルトップ展示（約1.8m×0.45m）を1小間ご用意します。
*100V 2口コンセント（500W）*社名版（共通フォント、ロゴ使用不可、株式会社等の表記はなし）*インターネット回線は別途申込み（有料）

□ 日経BPガバメントテクノロジー・メール5行ヘッダ広告1回
（通常価格40万円、14,833通/回。ご希望をお聞きした上、配信日は日経ＢＰ社で決定させていただきます）

※
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※協賛社数は会場の都合（ブース配置および情報交換会参加人数）上、全体で15社を上限とさせていただきます。

■オプション協賛カスタマイズメニュー（応相談）

ゴールドプラン以上では、ショールーム視察、ペーパーレス会議システムの導入、無線LAN提供など、カ
スタマイズメニューも承っております。お早めにご相談ください。



■ライトニングトーク（5分、スライド4枚）：展示している製品ソリューションの紹介 ※パワーポイントスライド上限4枚（アニメ、音楽、ビデオは使用不可）、資料集へのスライド収録ナシ

■講演や報告の聴講：2名まで

■ 昼食時の情報交換会への参加：2名様まで

■ 参加者への資料配布：1社1点、重量制限あり

■ 会場内スライドでのロゴ掲出

■ 会場内ホワイエ看板にロゴ掲載

■簡易展示

□ 日経xTECH Specialに4週間掲載 貴社製品・ソリューションを後日取材の上、掲載 掲載期間：6月中旬～7月下旬

□ 日経ＢＰガバメントテクノロジー・メール5行ヘッダ広告1回

■ 講演枠を1枠ご提供（15分間）※配布する資料集へのパワーポイントスライド収録あり

■ ディスカッションへの参加（発言権あり）：3名まで

■講演や報告の聴講：3名まで

■ 昼食時の情報交換会への参加：3名様まで

■ 参加者への資料配布：1社1点、重量制限あり

■ 会場内スライドでのロゴ掲出

■ 会場内ホワイエ看板にロゴを掲載

■簡易展示

□ 日経xTECH Specialに5週間掲載 貴社講演レビュー（もしくは貴社製品・ソリューション）を後日取材の上、掲載 掲載期間：6月中旬~7月下旬

□ 日経ＢＰガバメントテクノロジー・メール5行ヘッダ広告2回
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政令市・中核市・特別区CIOフォーラムとのセット料金プラン

セット料金：プラチナ通常820万円→656万円
ゴールド通常480万円→408万円

2019年5月20日開催

※政令市・中核市CIOフォーラム設立会合の
企画書を別途用意しております。ご請求ください。

政令市・中核市・特別区CIOフォーラム プラチナプラン：通常370万円

政令市・中核市・特別区CIOフォーラム ゴールドプラン：通常240万円



11

都道府県CIOフォーラム第16回年次総会 in 富山

日時：2018年8月21日（火） 13：30 ～18：00
18：20～19：20情報交換会

2018年8月22日（水）19：00 ～15：25
会場：ANAクラウンプラザホテル富山（富山県富山市大手町2-3）
主催：都道府県CIOフォーラム

後援：総務省、全国知事会、J-LIS、APPLIC

協賛：

日立製作所、ネットワンシステムズ、セールスフォース・ドットコム、

アマゾンウェブサービスジャパン、富士通、ニュータニックス・ジャパン、

テクマトリックス、A10ネットワークス、F5ネットワークスジャパン、

フォーティネットジャパン、NEC、NECネッツエスアイ、NTT西日本、

日本プルーフポイント、レッドハット、ソニックウォール・ジャパン、

トレンドマイクロ

出席者:
＜会員＞都道府県44団体107名（欠席自治体：山形、兵庫、岡山）

＜オブザーバー＞基礎自治体11団体18名
＜後援団体、その他＞8名 ＜協賛社＞53名



■ 申込締切：6月21日（金）

ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

◆本件に関するお問い合わせは下記まで

日経BP社
技術メディア広告部

TEL：03-6811-8025 FAX：050-3153-7275
E-mail：c-ad@nikkeibp.co.jp

12


	スライド番号 1
	企画趣旨
	都道府県CIOフォーラムのご紹介
	開催概要�
	前回のプログラム　（2019年2月5日-2月6実日施）�
	過去のディスカッションテーマ
	協賛メニュー�プラチナプラン：4,500,000円（税別）　　　　6社限定※
	協賛メニュー�　ゴールドプラン：2,400,000円（税別）　　　　　6社限定※
	協賛メニュー�　シルバープラン：1,500,000円（税別）　　　　8社限定※
	スライド番号 10
	実績1
	申込締切 ＆ お問い合わせ先

