
 
 
 

平成１９年度 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業 事業企画書 

 

Ⅰ．実施概要 

１．実施団体 

実施希望 

市区町村名 
南砺市 

代表 

市区町村長名 
 南砺市長 溝口 進 住 所

〒939－1596 

 富山県南砺市苗島 4880 

 

２．事業名 

 地域産業の国際展開と定住促進に向けた対面型情報ネットワークによる高度連携基盤形成事業 

 

３．解決すべき課題 

 わが国経済の発展と経済のグローバル化により、経済活動の中で対面コミュニケーションの重要性が高

くなっている。対面接触のための近接立地の必要性が大都市圏への産業の集中を生み、そこに生み出され

る多様な雇用を求めて地方からの若者の流入が続いている。この結果、若者が流出する地方では、人口の

希薄化と高齢化によって産業や地域の活力が衰退し、また行政サービスの効率性も低下してきている。こ

れらの根本的な原因は対面接触にある。 

 

１ 事業所立地の集中と都市の成長 

昭和 40 年代まで、製造事業所の立地は都市の成長や活力に重要な役割を果たしていた。しかし、国際

競争の激化に伴って製造事業所の雇用吸収力が低下したことなどにより、工場等の都市成長における役

割が低下し、商業・サービス業やオフィス事業所の役割が大きくなった。 

オフィス活動は、オフィス外の相手との対面コミュニケーションの必要性が高いことから、オフィス

事業所は、交通条件がよく、他のオフィスや事業所と時間的に近い場所に立地するメリットが高い。こ

のため、地理的な中心にあるなど、交通利便性の高い大都市圏の中心都市やブロック中心都市等への本

社機能、支店機能等のオフィス機能の集中が生じる。また、これらオフィスを対象とする対事業所サー

ビス事業所も都市に集積する。さらに製造事業所もゆるやかにではあるが、対面コミュニケーションに

よって立地が規定される。 

 

２ 地方における若い世代の流出 

大都市圏では、オフィスや多様な対事業所サービス事業所や製造事業所等が集積する結果、多様な職

業・職種が集中し、若者の職業選択の自由度が上昇する。一方、地方圏では職業選択の余地が小さいた

め、意欲ある若者の地方から大都市への流出を促進し、地方の過疎、高齢化の原因となっている。 

富山県(推計)では、約 1万人の高校卒業生のうち大学等への進学者は 51％、専修学校等進学者が 27％、

就職者その他が 22％であるが、大学卒業時点の年齢では、このうちの 33％が県外に流出している。中で

も、高校卒業時就職者では県外への流出が 6％に過ぎないのに対して、大学等進学者では 46％に達する

など、学歴が高くなるほど流出率が高くなっている。 

若者が職業生活上の自己実現を追求する場合には、都市において高地価、通勤負担、低自然の環境に

耐える必要がある。一方、自然や生まれ育った環境や家族とのつながりを重視する場合には、地方にお

いて、職業生活上の自己実現をある程度あきらめるといった、二者択一の選択をせざるを得ないという



状況にある。 

 

３ 若い世代の流出によって引き起こされる地方の課題 

過疎は、単なる人口の減少ではなく若い世代のみが流出し、高齢世代が地方に残ることによって生じ

ており、急速な高齢化と密接不可分である。そして、過疎と高齢化は様々な課題を地域に起こしている。

本事業では、この中の根元である産業の振興に関する戦略的な課題に対応しようとするものである。 

若い意欲のある人材の流出が地方産業の活力の衰退を引き起こし、それがさらに若者の流出を促すと

いう循環的構造がある。また、人口が少ないために、魅力ある商業・サービス業が立地できず、消費生

活の多様性も限られるため、さらに商業・サービス機能の衰退につながるという循環的な課題がある。

これは、わが国の産業が対面接触を重要とする構造であることに根元的な原因がある。 

このため、産業における対面接触に関する課題に取り組み、地域産業の活性化と若者の定住対策を進
める必要がある。 

 

４．平成１９年度事業内容 

富山県において、全国に先駆けてテレビ会議システム等の対面型情報通信手段の活用条件を改善し、活用

を普及させるため、 

（１）利用者にとっての使いやすさ、ユーザーインターフェイスの改善 

（２）利用に関する知識の普及や企業間接続のための環境づくりに係るシステムの構築 

（３）ネットワークとして自律的に普及するレベルまでの普及密度の意識的な向上を図るための核となる

２つのプロジェクト 

① 北東アジア地域等のオフショア企業との密接な連携による低コスト化と国際競争力の強化 

   （国際競争力強化のためのオフショア企業等との国際連携拠点の形成） 

② 大都市圏企業と連携した豊かな市場の多様なニーズに応じた高付加価値の製品づくり（企画開発）

   （国際連携拠点形成の直接的基盤となる製品企画・開発機能の基盤強化）  

に取り組み、対面型情報通信手段を活用した濃密な事業所間等の連携ネットワークを形成し、魅力あ

る地域産業の形成、若者の就業の場を作り出す。 

なお、平成 19 年度は、テレビ会議システム等の基礎的機能を開発するとともに、核となる２つのプロジ

ェクトにおいてテレビ会議システム等をモデル的に配置し、そのデータを基にシステムの機能性・安全性

を高めるとともに、ネットワーク形成の基盤づくりを行う。また、平成 20 年度以降は、機能性・効率性等

の向上のためのシステム開発を行うほか、県内経済団体等と一層の連携を図り、テレビ会議システム等の

普及を推進し対面型情報ネットワークの形成を図る。 

 

１ 国際競争力強化のためのオフショア企業等との国際連携拠点形成プロジェクト 

（１）IPv6 オフショア開発環境の形成 

オフショア開発など遠隔地にあるオフィスと協働作業を行うには、文書ファイル等をセキュリティを

保ちながら共有し、相互に修正できる仕組みが必要となる。一方、IPv6 を活用することで、全ての端末

がユニークに識別可能なアドレスを持つことになり、お互いのネットワーク環境に依存せず、協働のた

めのピア・ツー・ピア・アプリケーションをより簡単に動作させることが可能となる。これにより、対

面型情報システムを通じて得られた成果を、端末の画面を共有しながら、その場で反映させてメンバー

の合意をとるなど、効率的・生産的な共同作業が可能となる。また、IPv6 を活用することで、この特徴

と IPsec を組み合わせることで、なりすまし行為が不可能なネットワークが構築できるなど、これまで

以上に柔軟にセキュアな環境で遠隔地同士の接続することが可能となる。 

このため、IPv6 に対応したオフショア開発支援のためのシステムをいち早く構築し、その利活用を多

方面に拡大し、国際競争力を強化する。 

 

（２）オフショア企業と富山県内の企業間連携による効率化、事業活動の高付加価値化 

オフショア企業と富山県内の企業間さらには大都市圏企業間とを対面型情報ネットワークで結び、密

接な連携による濃密な対面の打ち合わせによって、先進工業国である我が国の大都市圏等の豊かな市場



が求める高度で多様なニーズに即応する付加価値の高い製品の企画、開発、製造を県内企業が分担する

とともに、低コストに係わる観点から製造や開発に関するオフショア企業との連携に係る機能を県内企

業が分担することで、付加価値が高くかつ低コストの製品づくりを可能とする仕組みを構築し、国際競

争力を備えた地域産業づくりに取り組む。 

なお、平成 19 年度は、オフショア開発拠点を２拠点（県内×１、海外（中国等）×１）整備すること

とし、その後は、段階的に拠点を増やしていくとともに、ＩＣＴ分野を中心としつつ同様の枠組みを他

の産業分野にも拡張していく。 

 

２ 国際連携拠点の直接的基盤となる製品企画・開発機能の基盤強化 

（１）大学連携型製品開発インキュベーション 

 富山県立大学では、文部科学省現代ＧＰ選定事業「地域連結型『知の結集』工学教育プログラム」に

おいて、企業から学部学生の卒論テーマの提案を受ける「卒論テーマ募集事業」や、大学院修士論文研

究テーマを企業に提案し、企業と研究コンソーシアムを形成し、共同研究する人材を受け入れる「講座

横断型修士論文研究テーマ提案事業」を実施している。 

対面型情報ネットワークを活用し、理論的な視点から研究や指導を行う大学の研究室と現場の実践で

裏付けられた中小企業間等の連携をより密接にすることで、中小企業等の製品開発や大学研究の高付加

価値化を推進するとともに、研究に基づいた新製品の実用化を促進する。 

なお、平成 19 年度は、パソコンを活用した対面型情報通信設備を富山県立大学に 5台、共同研究等実

施企業に 10 台程度整備する。 

 

（２）インキュベーション機能の強化 

南砺市の南砺市起業家支援センターのインキュベーション施設に、共同利用の対面型情報ネットワー

クを整備するとともに、入居企業へのパソコン型テレビ会議システムの導入を促進することで、取引先

企業や関係企業等との密接な連携や産学連携を容易に行えるような環境を形成し、製品企画開発機能の

向上などインキュベーション機能の充実を図る。 

なお、平成 19 年度は、パソコンを活用した対面型情報通信設備を南砺市起業家支援センターに 4台整

備する。 

 

（３）大都市圏オフィス活動関連業務のプロビンシャル受注 

対面型情報ネットワークの活用（大都市圏の発注者が対応することを前提とするが）により、東京等

の大都市圏のオフィスの仕事（の一部）を発注元と密接な連携の下で、富山で行う取り組みを質的、量

的に拡大していく（オフショア企業との連携がないタイプで、オフショア連携のベースとなる）。 

 

（４）企業事業所のオフィス間連携による効率化、事業活動の高付加価値化 

企業の事業所と、密接な連携を必要とする相手事業所を対面型情報ネットワークで結ぶことで、電話、

あるいはファクシミリやメールなどの文書情報によるコミュニケーション及び頻度の低い面談に加え

て、対面型情報通信手段による高頻度の口頭、対面の打ち合わせ等を行うことができるようにする。 

これにより、産学連携や富山県の産業集積内の受発注関係に係わる企業間の濃密な連携作業を可能に

することで、高度の産学連携と高質のオフィス活動・生産活動等を効率的に行えるようにし、国際競争

力の向上を図る。実施に当たっては、取り組む企業を公募し、密接な連携先のある企業、活用の意義の

高い企業を選定し、導入を進める。その導入企業の活用・取組み状況をシーズとして、また、活用の実

績、活用のノウハウや取り組みで得られた事例の公開などにより、普及啓発、研修などを進め、自発的

導入企業の拡大を組織的に推進する。 

なお、平成 19 年度は、パソコンを活用した対面型情報通信設備を県内外の企業に 126 台、常時接続テ

レビ会議専用システムを 2台整備する 

 

３ 対面型情報ネットワーク（高質なテレワーク等）による質の高い人材等の育成と定住できる地域づくり

対面型情報ネットワークを活用した、若者等に多様な職を提供できる産業の育成、豊かな自然環境の



中で、子育て・介護等のライフステージに応じた就業形態で勤務を継続でき、キャリアの連続性と職業

能力の継続的な向上が図れる仕組みの形成、大都市圏でキャリアを積み能力を高めた人材を、積み上げ

たキャリアや能力、大都市圏での職業上の人的関係を切断することなくＵターンできる環境等の形成。

 

（１）在宅勤務 

常時接続型の対面型情報ネットワークを活用することで、孤独感問題の解消、オフィスとの密接な協

働連携、ＯＪＴ対策に対応した在宅勤務を促進する。さらに、ＯＪＴの強化を図るために、「富山インタ

ーネット市民塾」等と連携して、テレワーカーの社員研修・職業教育の環境を醸成する。 

  なお、平成 19 年度は、パソコンを活用した対面型情報通信設備をテレワーカーに 5台整備する。 

 

（２）サテライトオフィス・テレワークセンター 

企業のサテライトオフィス機能やＳＯＨＯ事業者のインキュベーション施設的機能を持つサテライト

オフィス・テレワークセンターを、南砺市の「南砺市起業家支援センター」内の空きスペースを活用し、

共用の会議室型テレビ会議システムや各入居者へのパソコン型のテレビ会議システムを整備する。 

また、ＳＯＨＯ事業者のインキュベーション機能強化のため、共同受注の仕組みを形成するほか、サ

テライトオフィスとして、セキュリティを確保し、対面型情報通信手段による孤独感問題の解消やモチ

ベーションの強化、勤務管理機能等に配慮した職場環境を提供する。（例：遠隔地の事業所に勤務する社

員が、子育てや介護等の一定期間、自宅に近い同一法人の事業所の一室で勤務すること等を想定。） 

なお、平成 19 年度は、パソコンを活用した対面型情報通信設備をサテライトオフィス・テレワークセ

ンターに 4台（インキュベーション機能と共用）、テレビ会議専用システムを 1台整備する。 

 

（３）職業教育やＯＪＴの充実強化 

高質な人材を効率的に育成する対面型情報ネットワークを活用した職業教育等の仕組みの形成。 

① インターネット市民塾等と連携した職業教育、ＯＪＴの充実等 

インターネット市民塾等では、産学官が連携し、インターネットを活用した在宅学習講座（地域の

人材の発掘・育成、地域の活性化講座等）が開講されている。また、ニートや子育て中の女性、Ｕタ

ーン希望者等を対象とした、再チャレンジのための学習支援に取り組む機関等もある。 

こうした取り組みと連携協力し、ＩＴを含めた産業・職業に関する一般教育や就業者向けの研修、

テレワーカー・ＳＯＨＯ事業者向けのＯＪＴ等による人材の育成を支援する。 
 
② 高志塾等と連携した次世代リーダーの育成 

慶応義塾大学との連携によるテレビ会議システムを活用した次世代のリーダー・起業家の育成のた

めの教育講座等を実施する高志塾と連携し、同講座への参加を促進するとともに、企業内や系列企業

内等におけるテレビ会議システムを活用した社員研修・職業教育等を推進する。 
 
③ 大学・試験研究機関と連携した企業の技術者・研究者の育成 

  大学・試験研究機関と企業間の共同研究時に限らず、テレビ会議システムを活用した定期的な遠隔

講習の開催や技術指導等を行うことで、企業の技術者・研究者の能力向上を図る。 
 
④ 高度技術の研修・セミナーサービス 

地方では、特にＩＴ技術者にとって高度な研修の機会が少ない。このため、高度技術の研修・セミ

ナーを定期的に対面型情報ネットワークを通じて開催する。 

 

 

 



５．事業概要図 

 

６．取組の達成目標及び指標  

１ 取組の達成目標 

対面型情報通信手段の高密度の普及と活用によって、地域内企業間の高密度連携を強化するとともに、

ＩＣＴ産業をはじめとする地域産業の国際連携や大都市圏企業との連携を強めることで、地域産業の製品

企画開発力（付加価値に係わる製品競争力）及び海外企業とのオフショア製造連携（低コスト競争力）を

強め、若者の多様な雇用を地域に創出する。これにより、若者の大都市圏への流出を抑制し、過疎、高齢

化を抑止するなど地域の活性化を図る。 

また、対面型情報通信手段の活用によるテレワークを効果的に活用することなどで、ライフステージに

応じた多様な働き方の選択肢を提供する。これにより、潜在的に優れたポテンシャルを持つ女性などのキ

ャリアを、出産、子育てなどで断絶させず、継続的に能力を向上させ得る環境を形成し、地域の製品企画

開発力の向上等を図るとともに、魅力ある就業環境と自然豊かな生活環境の両立を実現し、より優れた人

材の定着やＵターンの促進を進める。 

 

２ 指  標 

（１）対面型情報通信手段の普及が進むことは、活用され効果を上げているものと考えることができる。対

  面型情報ネットワークには多面的な効果があることから、共通的な指標として、（パソコン上で使用す

  る）テレビ会議システムの普及状況及びオフショア開発プロジェクトの実施状況を指標として設定す

る。（平成 19 年度にこの事業の事業費で導入する約 150 台を核に、平成 20 年度以降、テレビ会議シス

テムの普及とオフショア開発プロジェクト等の普及を図る。） 

 

（２）県内に若者等の雇用を創出することが目標であることから就業者数を指標の一つとする。事業の対象

は情報サービス業の一部に限られているが、事業対象企業を核にこの分野全体に波及効果が生じると考

え、就業者の拡大があると考える。ただし、この事業の 終的な目標は情報サービス分野に限らない。

全国と比較することも考えられるが、同じ地方圏の特性を持ち、人口規模も近い隣県(石川県)をベン

チマークとして、当面の目標としておおむね 10 年後に情報サービス産業就業者数（経済産業省：特定

サービス産業実態調査結果）で隣県（石川県）とほぼ同水準となることを目標とする。 

 

年度 目標（定性的） 数値目標（指標） 

１９年度 

①テレビ会議システム普及数 

②テレビ会議システム活用のオフショア開発件数 

③情報サービス産業就業者数対隣県（石川県）比 

① 150 システム 

② 1 プロジェクト 

③ 75％ 



２０年度 〃 

① 300 システム 

② 2 プロジェクト 

③ 76％ 

２１年度 〃 

① 500 システム 

② 3 プロジェクト 

③ 78％ 

２２年度 〃 

① 700 システム 

② 6 プロジェクト 

③ 80％ 

２３年度 〃 

① 800 システム 

② 11 プロジェクト 

③ 85％ 

 

７．解決課題の他地域への応用方策 

１ 対面型情報ネットワークの高密度普及による実用化実証の応用可能性 

対面型情報ネットワークが有効に活用されれば、対面接触の必要が引き起こす様々な問題を部分的に

せよ解決することが可能となると考えられ、その影響は富山県にとどまらない。 

 

（１）国土構造、都市体系の変化と地方経済の活性化 

頻繁な対面接触を必要とするオフィス業務等は、従来、大都市の都心部等に立地する事業所や部門が

行ってきたが、対面型情報ネットワークにより対面接触の一部を代替することができれば、その業務の

一部を地方において行うことが可能となる。 

具体的には、地方企業と大都市圏企業との濃密な企業間連携が実現することによって、企業間あるい

は企業内組織間で密接な連携を必要とする高質な業務が地方に部分的に移転できると考えられる。この

ことは、わが国企業の国際的な競争力の強化にも寄与すると考えられる。 

この結果、相対的には地方におけるオフィス立地が拡大し、地方の地域経済の活性化に寄与する。 

また、地方と大都市との関係では、地方からの人材の流出が抑制され、過疎の緩和につながり、過疎

地域のコミュニティが維持され、地域の活力が維持される。 

 

（２）オフィス活動の効率化・オフィスコストの低減 

対面接触の部分的な代替によって、移動コストが節減され、効率的なオフィス活動が可能になる。ま

た、これまで、移動コストの制約のため対面接触の頻度が制約されていたものが、頻繁な接触が可能と

なることにより業務の質が向上できる。 

さらに、従来は同一建物内に置くことが効率的だった部門の一部を、都心部の同一オフィスから郊外

等へ分離設置することが可能となり、オフィスコストの低減が可能となる。 

この結果、大都市圏内においても、都心部への集中化の動きが緩和され、地価やテナント料の上昇の

抑制などが図れる。 

 

（３）ゆとりのある豊かなライフスタイルと職業上の自己実現の両立 

対面接触を中心とする業務が地方でも実施可能となれば、これは、 

・第一に、地域の経済活性化に寄与する。 

・第二に、地方に住む若者等に多様な職種を提供することにつながり、地方における若者の職業選択

の自由度が向上する。 

これにより、地方の豊かな自然や低地価の環境の中でゆとりある生活をしながら、職業面でも自己実

現を図れる環境が形成される。すなわち職業上の自己実現と豊かなライフスタイルの両立が可能となる。



一方、大都市圏の都市内部においても、都心へのオフィスの集中が相対的に緩和され、土地利用もよ

りゆとりあるものとなり、生活環境が改善され、住宅の取得価格等も相対的に低下し、通勤負担が軽減

される方向性が生じることも想定される。 

 

（４）ライフステージに応じた多様なワークスタイルの選択 

メール、ファイルの共有等を中心とした文書型情報通信手段中心のネットワークによるテレワークで

は、大部屋主義のメリットである協働作業のための連携、ＯＪＴや孤独感の解消などに問題があるが、

対面型情報ネットワークを常時接続することなどにより、こうした問題の一部を解決することができ、

社会の広範な職種、多様なレベルの職業にテレワークを幅広く導入することを可能にすると考えられる。

これにより、出産、子育て、介護あるいは青壮年期から老年期といったライフステージに応じた多様

な就業形態に関わる選択肢が広がり、住む場所の自由度も高くなる。こうしたことなどにより、豊かで

充実したワークスタイルを実現する。 

また、これは、長期的に減少することが予想される高質の労働力人口確保にもプラスの影響を与える。

 

２ 魅力ある多様な職を提供するための産業振興への応用可能性 

国際連携面で同様の状況にある他の道府県でも応用可能であり、そうした条件にない道府県であって

も、対面型情報ネットワークの活用による大都市圏との連携や地域内での密接な事業所間連携、テレワ

ークやサテライトオフィスなどへの応用が可能である。 

 

８．市区町村の政策体系との関係 

平成 19 年度が初年度となる「南砺市総合計画」（さきがけて 緑の里から 世界へ）において、産業活

性化及び地域情報化に係る施策の推進を掲げている。 

（１）「いきいきとした活力あるまちづくり」 

① 地域の特性を活かした商店街の賑わいの創出や中小企業等の活性化 

② 企業誘致と起業（家）支援・新産業の創出による地元経済の活性化や雇用機会の拡大 

・本市産業への経済的・技術的波及効果の高い企業誘致の推進 

・起業家・ベンチャー企業の育成支援 

・産業間や異業種間の情報交流・産学官連携強化等による新産業の創出や就業・雇用の確保など

③ 年齢に関わらず、就業・雇用機会が確保され、若者やＩＪＵターン者の定住者の増加にむけた雇

用環境の整備 

（２）「安全で快適なまちづくり」 

ユビキタス社会の実現を目指し、地域情報格差の是正やブロードバンド環境を拡大充実し、ＩＣＴの

一層の利活用を促進。 

 

９．事業の先進性 

１ 対面型情報ネットワークによって多面的な地域課題の解決を図る取り組み 

通信コストの劇的な低下を踏まえて、対面型情報通信手段による対面接触の代替性に着目し、これを

活用して、若者の流出が対面接触の不利にあるという地方の本質的な問題にこたえ、若者の就業の場を

はじめ、地域の多面的な課題に取り組む。 

 

２ 意識的に対面型情報通信手段の普及密度を上げる取り組み 

対面型情報通信手段の効果的な利活用を図るために、一定地域内で意識的にこうした通信手段の普及

密度を上げることは、先例がない取り組みと考える。 

 



３ IPv6 によるセキュリティの高いオフショア開発支援システムの構築 

次世代インターネット技術である IPv6 を用い、セキュリティの高いオフショア開発環境を実現するこ

とは、「IT 新改革戦略/重点計画」、「セキュアジャパン 2006」で示された政府の IPv6 導入指針にいち早

く対応するだけでなく、世界的に見ても先進的な取り組みと言える。 

 

４ ユーザービリティ（ユーザーインターフェイス）に関する体系的な取り組み 

同一団体・同一企業内だけでなく、団体・企業間や個人間の利活用の促進、普及の観点から、所属組

織を超えたネットワーク形成を図るなどのユーザーインターフェイスの向上に取り組む。 

 

１０．取組スケジュール（平成１９年度）            

実施内容 
H19 

6 月 

 

7 月 

 

8 月 

 

9 月 

 

10 月

 

11 月

 

12 月

H20 

1 月 

 

2 月 

 

3 月 

協議会等設立・
準備会合 

          

推進協議会及び 
部会等の開催 

△
協議会
部 会

（連絡会） （連絡会）
△ 

部 会
（連絡会）

△ 
協議会
部 会

（連絡会） △ 
部 会 

（連絡会）
△ 

協議会
部 会

システム構成の
検討・決定 

          

システム構築に
係る競争入札 

          

システム設計 
          

機器調達・設定 
          

システム稼働 
          

先進技術・ニー
ズ等調査 

          

報告書作成           

 



Ⅱ．情報通信システム概要 

１．構築する情報通信システムの内容 

情報通信 

システム

の機能 

１ オフショア開発支援システム 

オフショア開発を安全かつ円滑に行っていくには、利用者に負担をかけないセキュアな協

働環境が必要となる。 

本システムは、オフショア開発プロジェクト単位に独立の仮想閉域網を構築し、直接相手

と協働のためのアプリケーションをより簡単に動作させることが出来る環境を提供するも

のである。本システムの導入により、利用者は特別なセキュリティのための設定やスキルを

必要とせず、情報システムを通じて得られた成果を、その場で反映させてメンバーの合意を

得るなど、セキュリティが保たれた環境で、効率的・生産的な共同作業が可能となる。 

なお、本事業で構築するシステムは、既存の企業内のネットワーク同士を接続する企業間

ネットワークであり、利用する端末等は IPv6 が利用可能なものとする。 

また、本事業で利用するコンテンツは、プロジェクト管理システムで扱われるスケジュー

ルや進捗管理、共通意識を持つために必要な各種情報であるが、これらの情報は、プロジェ

クトの進捗に合わせて更新される。 

 

（１）機能性 

本システムは、プロジェクトに参加する利用者端末の認証機能と IPv6VPN 接続管理機能を

利用することで、オフショア開発プロジェクト単位に独立の仮想閉域網を構築し、直接相手

と協働のためのアプリケーションをより安全に動作させることができる環境を提供するも

のである。これにより利用者は、オフショア開発を安全かつ円滑に行っていくために必要な

セキュアな共働環境を利用することができるようになる。 

 

（２）信頼性 

本システムは、今後インターネットの標準となる IPv6 技術を中心としたシステムであり、

使用する規格や手法等は今後も継続的に利用されるものを採用している。また、機能や性能

の維持は、今後の IPv6 技術者の増加とともに、ますます容易になるものと思われる。 

 

（３）使用性 

従来、Web を使ったファイル共有や、メールへのファイル添付によるファイルの共有など

が一般的に使われていたが、重要なファイルが暗号化されずに送信されたり、同時にファイ

ル変更作業してしまうことにより一方の作業が無駄になるなど、安全性、効率性の面で問題

が多かった。本システムの導入により、利用者は特別なセキュリティのための設定やスキル

を必要とせず、情報システムを通じて得られた成果を、端末の画面を共有しながら、その場

で反映させてメンバーの合意をとるなど、セキュリティが保たれた環境で、効率的・生産的

な共同作業が可能となる。 

 

（４）効率性 

全体計画の初年度であり、オフショア開発に必要なベース環境の構築と、次年度以降の機

能追加に向けて、機能やサービスに関するニーズ調査を実施する。ベース環境の構築は、セ

キュアな通信網の構築が主であり、次年度以降の機能追加に向けた機能やサービスに関する

ニーズ調査を実施するために必要な機能に止めている。 

 

（５）保守性 

本事業では、海外にも機器の設置を行う予定であり、設定変更等の方法が課題となる。本

システムでは、セキュリティレベルやセキュリティ内容の変更を想定した設計を行い、稼動



後の設定変更は、サーバ側で設定変更のみでシステム全体の変更が完了するようにし、でき

るだけ端末等の変更が必要ないようにする。 

 

（６）汎用性 

本システムは、お互いのインターネット環境に依存せず、オフショア開発プロジェクト単

位に独立の仮想閉域網を構築するものであり、協働のために必要な各種システム等の導入

は、本システムを意識することなく可能である。 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

遠隔地の離れたオフィスにいる利用者同士が、同一オフィスにいる場合と同様の業務を遂

行するためには、対面型情報システムによるコミュニケーションの高度化とともに業務に直

結しかつコミュニケーションシステムと連動したシステム（コンテンツ）の利用が不可欠で

ある。 

また、コミュニケーションシステムは必ず相手があるものであり、本システムの利用の浸

透にはある程度の普及率が求められる。普及率が上がるためには、利用者のリテラシーの高

さをあまり必要としない操作性のよいシステムであることが必要である。 

なお、異なる企業間をまたいで実施する業務を不便なく実現するには、既存の企業内ネッ

トワークをそのまま利用して乗り入れ、接続できることが望ましく、本システムでは既存ネ

ットワーク設備に影響を与えずにインターネット経由で安全に乗り入れすることができる。

 

（１）機能性 

本システムは、音声・映像・データを利用者のパソコン相互間で共有するしくみで、パソ

コン以外にテレビ会議専用端末も混在したコミュニケーション方法を提供する。 

また、既存の企業内ネットワークにほとんど影響を与えずに、異なる企業間をインターネ

ット経由で安全に接続する機能を提供する。具体的には、次のようなシステムを構築する。

① センター設備 

・テレビ会議・テレビ電話の呼制御を行う『ＳＩＰサーバ』 

・テレビ会議のための音声や映像の合成処理を担う『多地点会議装置』 

・インターネット経由でＳＩＰサーバや多地点会議装置接続のための『ＳＩＰ－ＧＷ』 

・利便性の高い操作性及び認証などの役割を担う『ＡＰサーバ』 

・センター設備を不正なアクセスから守る『ファイヤーウォール』 

・センター設備を接続するための『ＮＷ装置』 

 

② 大学連携型製品開発 

富山県立大学内の既存のパソコンに、カメラやヘッドセットを接続すると共に、アプリケ

ーション共有の機能をサポートしたソフトフォンをインストールする。共同研究等の企業の

パソコンと富山県立大学内のパソコンとの間では音声通話、対面型のテレビ電話、同じ資料

を編集しながらの会話が可能となる。これにより、産学間で効率的なコミュニケーションを

図ることができ、より濃密な産学連携に寄与できる。 

 

③ 企業内外の事務所間連携 

富山県内の複数事業所を持つ企業等を核に、企業や事業所間等に合計 150 台のパソコンに

ソフトフォンをインストールする。それぞれの企業について、インターネット経由でセンタ

ー設備に接続するためのＳＩＰ－ＧＷも配置する。これにより、企業内の事業所間はもちろ

ん、企業間や産学間の音声通話、対面型のテレビ電話、資料共有が可能となる。また、２事

業所にウェブカメラを設置し、電話をかけた相手の事業所にあるこのカメラの映像を簡単な

操作で閲覧できる環境を整え、相手の事業所の雰囲気を掴むことが可能となる。 

 



④ 在宅勤務 

おおむね５企業に、インターネット経由で安全に在宅勤務が可能なＶＰＮを構築する。企

業毎にＶＰＮ集約装置を１台、各企業１名分の在宅用小型ＶＰＮ装置を配置し、ソフトフォ

ンを導入したパソコンと組み合わせて利用することにより、オフィスの環境をそのまま自宅

に持ち帰ることができ、就業形態の多様化を促進する。また、すべての在宅環境にウェブカ

メラを設置し、あたかも職場で仕事をしているような感覚を作り出し、孤独感の解消や、オ

フィスとの密接な連携を助ける。 

 

⑤ サテライトオフィス・テレワークセンター 

南砺市にサテライトオフィス・テレワークセンターを整備し、合計４社がテレワークセン

ターをサテライトオフィスとして、あるいはＳＯＨＯ事務所として使用することを可能とす

る。これにより、遠方の事業所ではなく、近隣の施設で勤務するという形態の選択肢を実現

する。 

このサテライトオフィスにはウェブカメラを設置し、オフィスとの密接な連携を助ける。

また、テレビ会議専用端末を備えた共用テレビ会議室を整備し、必要に応じてどの企業の方

でも利用できるようにする。ここで整備するテレビ会議専用端末は、パソコンのソフトフォ

ンと混在してテレビ会議を実施することが可能であり、簡単で便利なコミュニケーション手

段を確立する。また、利用者の使い勝手を向上させるための運用管理システムについて、次

の機能を実現する。 

 

⑥ コミュニケーションと業務が融合したポータルウェブサイト 

各組織の利用者は、一般的なウェブブラウザを用いてサイトを開き、ＩＤおよびパスワー

ドを入力してシステムにログインする。ログイン後の画面は一人一人がある程度自由に構成

を変更可能とし、さまざまな使い勝手に対するニーズに応える。システムでは、インテリジ

ェント電話帳のほか、プレゼンス機能、メッセージ機能、スケジュール機能、業務遂行機能

などの中から、好きなものを組み合わせて利用できるものとする。 

【インテリジェント電話帳】 

インテリジェント電話帳では、自動的に頻繁に電話をかける相手を上の方に表示させる

機能や、自らカスタマイズして特定の相手を上の方に表示させる機能など、利便性を重視

した機能を複数盛り込む。また、プレゼンス機能も表示させる相手をカスタマイズし、よ

く電話をかける相手上位５人を優先的に表示させる機能を有する。また、既存の電話帳・

グループウェアやディレクトリとの有機的な連携を行う機能により、本システムで実現す

る電話帳機能の初期登録作業を軽減し、メンテナンスを容易にする仕組みを提供する。 

【スケジュール機能】 

スケジュール機能では、テレビ会議を実施したい時間を、電話帳から招集したい相手を

それぞれ選択するとテレビ会議を予約し、かつ招集する相手に会議招集のメッセージを残

すことが可能となる。そして、予約時間になればシステム側から自動的に参加者を呼び出

し、簡単に会議を開始できる環境を提供する。 

【管理機能】 

ユーザ向け管理機能として、加入者自身がパスワードの変更を行う機能を提供する。ま

た、通話履歴のアカウンティング情報を参照・集計できる仕組みを提供する。管理者向け

管理機能として、ユーザの追加・削除やユーザ情報の設定・変更、ユーザのパスワード初

期化・変更を行う機能を提供する。また、テレビ会議予約の強制的な変更やテレビ会議の

強制召集・強制中断を行う機能を提供する。 

【業務遂行機能】 

文書管理機能として、ポータルサイトと連動した利用者管理により参照・更新権限に応

じた文書管理機能を提供する。また、会議予約と連動して会議の間だけ会議参加者が共有

できるデータ空間を提供する。 



なお、平成 19 年度は、コミュニケーションの基本機能（インテリジェント電話帳、ス

ケジュール、管理機能）を開発することとし、業務遂行機能や事業化に向けて必要となる

課金機能等については、平成 20 度以降に開発し整備する。 

 

（２）信頼性 

信頼性を確保する上で重要であるセンター機器については、全て予備機を保有する。 

また、センター機器の設置場所も信頼性の高いデータセンター内に設置する。センターの

インターネット接続についても、マルチホーミングで接続することで信頼性を向上する。 

 

（３）使用性 

コミュニケーション及び業務遂行に必要な機能が、同一のユーザーインタフェースで同一

のユーザ環境で利用可能である。異なる企業間を結ぶものであり、利用するプロジェクト単

位で共通のしくみを提供する。 

 

（４）効率性 

センター設備については、今後の利用者増に耐えられる能力を有するものとし、ポータル

システムとしては、平成 19 年度は、本システムの有効性を検証することを優先し、本格的

な事業化に向けて必要な業務遂行機能や課金機能等の整備、幅広い業種・業務等への拡大は、

平成 20 年度以降に整備する。 

 

（５）保守性 

企業間の接続は全てセンターを経由し折り返すこととし、障害時監視や障害発生時の対応

を柔軟に行える構成とする。ポータルシステムはＷｅｂベースとしセンターサーバで一括し

て保守が可能となる構成とする。 

 

（６）汎用性 

利用する端末は、企業で広く普及しているＷｉｎｄｏｗｓパソコンを前提としているた

め、ほとんどの企業での利用が可能である。また、ネットワークも企業で通常利用されてい

るインターネット接続をそのまま利用することが可能である。このことは、対面型情報通信

ネットワークを普及する上で、特に重要な要件である。 

活用する 

ネット 

ワーク 

種別・ 

伝送速度 

１ オフショア開発支援システム 

IPv4(あるいは IPv6)インターネット接続環境 

・ネットワーク種別 ADSL,CATV,FTTH 等 

・伝送速度：10Mbps 以上 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

インターネットを活用し、大学・企業・ＳＯＨＯ・在宅環境からセンター設備に接続する

形態をとる。組織内については、既設の Ethernet 網を活用、もしくは新規の Ethernet 網

を構築してＳＩＰ－ＧＷを設置する。音声・映像の双方向通信をストレスなく行うため、Ｓ

ＯＨＯや在宅環境においても、アクセスラインの伝送速度は上り・下り共に 1Mbps 以上の

回線を対象とする。 

利用端末 

１ オフショア開発支援システム 

・IPv6 セキュリティ管理サーバ … 1 台 

・IPv6 セキュリティ管理装置  … 2 台（2拠点×1台） 

・プロジェクト管理用サーバ  … 1 台 

 

 



２ 対面型オフィス間連携システム 

① 既存のパソコンにカメラ・ヘッドセットのデバイスを加えたもの 

・富山県立大学等             …   ５台 

・富山県内企業等             … １３６台（産学連携関係を含む） 

・在宅勤務                …   ５台（就業支援関係を含む） 

・サテライトオフィス・テレワークセンター …   ４台        

② テレビ会議専用端末 

・サテライトオフィス・テレワークセンター …   １台        

③ 常時接続テレビウィンドウ端末 

・富山県内企業              …   ２台       

想定する

利用者の

属性及び

人数 

１ オフショア開発支援システム 

オフショア開発支援システム：SE、プロジェクトマネージャー（5～10 名程度） 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

・当初     富山県民もしくは富山県内に勤務する者 … 約 １５０人 

・概ね５年後         同上             約 ８００人 

 

２．既存の情報通信システムとの関係性 

関連する

既存の情

報通信シ

ステムと

の連携可

能性 

１ オフショア開発支援システム 

オフショア開発支援システムは、利用者側のスキルやネットワーク環境に依存することな

く、安全で円滑な連携を行う事が出来る環境を提供できる、という特徴から、多方面の業務

システム連携に活用できる可能性がある。また、2006 年の「IT 新改革戦略」では、原則と

して 2008 年までに電子政府システムの IPv6 対応を図ることが示されており、これに合わせ

て既存の情報通信システムの IPv6 対応が図られていくと考えられる。2008 年は、地域 ICT

利活用モデルの実施期間内に訪れるため、いち早く IPv6 に対応した本システムは、政府方

針に連動し、他の情報通信システムとの連携の可能性が高いといえる。 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

対面型情報通信手段と従来の文書型情報通信手段（メール、ファイル共有など）や電話は、

補完的な関係にあるが、システム的な連携は基本的には必要なく、利用者が双方を補完的に

活用する。 

しかし、それを利用者にとってより使いやすい、ユーザービリティの高い統合的な情報通

信手段に発展させていくには、それらの通信システム間のシームレス性をより高めていく必

要がある。 

このシステムは、利用者間の意思疎通を蜜に連係することができるため、既存情報システ

ムと組み合わせることにより、高い付加価値を生み出す可能性を持っている。またＴＶ会議

端末やソフトフォンを接続（呼制御）する技術の SIP プロトコルは、NGN や多数の IP 電話

システムでも採用されているように、利用者間を接続する仕組みとして広く浸透しており、

このプロトコルを採用していることで、将来の他のシステムとの連係の可能性も高い。 

地域情報

プラット

フォーム

への準拠

可能性 

１ オフショア開発支援システム 

地域情報プラットフォーム基本説明書では、各業務システムが繋がり、自治体内システ 

ムの連携、自治体間システムの連携、官民連携によるワンストップサービスを実現するため

には、現在のネットワーク環境における制約への考慮の必要があると指摘されている。  

この制約には、自治体によって設定されたポリシー面の制約に加え、技術的実現性、スキ

ル面、実現コストの高さによるものもあげられる。本システムは、これらの制約のうち、技



術的実現性、スキル面への制約を考慮している。つまり、本来連携する必要があり、ネット

ワークに関するポリシー面の制約がないにもかかわらず、連携できなかったシステムや組織

を、安全、円滑に連携させるものであり、地域情報プラットフォームが目指す、様々な業務

システムが利用できる共通基盤の一つとして活用できるものと考えられる。 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

対面型情報ネットワークシステムは通信基盤に近く、既存の情報システムとの関係が比較

的疎である。 

このため、地域情報プラットフォームとのインターフェイスも定義しやすい。本システム

は、特に運用管理システムの多くのメニュー画面（電話帳等）を Web サービスとして開発

することを前提としており、地域情報プラットフォームへの対応も容易と考える。なお、地

域情報プラットフォームと、こうした対面型情報ネットワークシステムなどの通信基盤的シ

ステムとの関係の整理も、今後改めて検討が必要とも考えられる。 

 



Ⅲ．運用に際しての留意事項 

１．セキュリティ確保への配慮 

システム

設計上の

配慮 

１ オフショア開発支援システム 

サーバ等を管理するオフショア開発支援センター（仮称）の外部との接続点にはファイ

ヤーウオール等のセキュリティ機器を設置し、外部からの進入を防止する。また、オフシ

ョア開発支援センター（仮称）のサーバ管理機能を IPv6 対応しているデータセンターに設

置することで、物理的攻撃やネットワーク経由の攻撃に対しても万全なセキュリティレベ

ルを確保する。 

 

２ 対面型オフィス間連携システム 

センター設備の外部との接続点にはファイヤーウォールを設置し、通常レベルの外部か

らの進入を防止する。また、ファイヤーウォールと並列にＳＩＰ－ＧＷを設置し、ＳＩＰ

プロトコルのみを安全に透過させる。各企業側の外部との接続には、既にファイヤーウォ

ール等のセキュリティ装置が設置済みであることを前提に、新たにＳＩＰ－ＧＷをファイ

ヤーウォールと並列に設置し、ＳＩＰプロトコルのみを安全に透過させる。センター設備

は、物理的なセキュリティ対策として、安全なデータセンターに設置する。 

運用上の

配慮 

システムの構築事業者及び運営事業者の選択に際しては、ISMS やプライバシーマーク等の

セキュリティ要件を満たしている事業者を選択基準にする。 

また、契約時においては、セキュリティポリシーの遵守状況を確認し、不足している内容

や未実施の項目については改善を求めていく。利用者に対しては、利用条件（セキュリティ

ポリシー等）を示し、遵守することを求める。 

さらに、必要に応じて遵守状況を確認し、遵守されていない場合には、指導を行うと共に、

指導によって改善されない場合には、利用停止の措置をとる事を利用条件に明記する。 

 

 

２．住民の参画への配慮 

対面型情報ネットワークが必ずしも普及していない原因を踏まえて、その活用を進めるため、普及密度

そのものをある範囲で意識的に向上させ、利用者にとっての使いやすさ、ユーザー・インターフェイスの

改善を図り、利用に関する知識を普及し、それに係わる文化を形成する取り組みを組織的に進める。 

 

１ 普及密度の意識的な向上 

対面型情報ネットワークの活用により地域の多面的な活性化を図るためには、その普及が自律的に進

むような水準まで普及率を人為的に上げる必要がある。 

このため、次の方策を中心に、地域内の効果的な普及密度の向上を図る。 

① 参加者の協力を得て、密接な連携があって導入効果が高いと考えられる行政、団体、企業の組織間

に対面型情報ネットワークを形成する。 

② そうした普及推進の中心（あるいはシーズ）として、核となるプロジェクトを設定し、当該プロジ

ェクト関連分野に濃密な対面型情報通信手段の配備を進める。これにより、重点的な利活用を行う組

織では、活用ノウハウの先導的蓄積のため、原則として１事業所に１つの会議室型テレビ会議システ

ム、密接な連携先がある１課室に１つの常時接続テレビウィンドウ、１人１台のＰＣによるテレビ会

議システムのセット導入を図る。これにより、一定範囲で普及率の高い対面型情報ネットワーク環境

を意識的に形成する。 

③ 啓発普及活動により、対面型情報ネットワーク参加者の募集を進め、普及の拡大を図る。 

④ 利活用を促進するため、利用方法や利用の考え方等について、対面型情報ネットワークの特性と活

用の意義を踏まえた組織的な研修及び普及啓発活動を行う。 



⑤ 参加者には、利活用の実績、課題の抽出などの報告を行ってもらい、より効果的な利活用方法の普

及や活用支援や効率化のためのソフトウエア技術の改善にフィードバックする仕組みを形成する。 

⑥ 核プロジェクト単位で、導入結果、課題、改善事項などを抽出し、利活用及び普及推進のための改

善を図るとともに、ノウハウの蓄積を行う組織づくりを行う。 

⑦ プロジェクト間の情報共有を図り、相互に知見を活用するために全体推進組織を設置する。 

 

２ 利用に関する知識を普及や対面型情報ネットワーク形成のための環境づくり 

普及しない理由として、知識がない新しい慣れないものに対する抵抗感があると考えられる。また、

従来の仕事の進め方に対して、こうした新しい仕組みを組み入れた仕事の進め方を定着させていくため

に、組織的に研修を行い、普及啓発を進め、新しい利用文化の形成に努めていく。 

 【主な具体策】 

① 県・市の広報やホームページ等により事業を周知するとともに、商工会議所・商工会・中小企業

団体中央会や各産業分野の関係団体等を通じた各会員等への周知や、テレビ会議システムの導入に

よる効果が見込まれる団体・企業等への働きかけを行う。 

   （例） 

・中国等の海外に進出又は進出を予定している企業 

・研究開発関連の企業、大手企業等の系列会社や下請け企業 

・大学や専修学校等の教育機関 

・病院、老人福祉施設（老人ホーム、ディサービスセンター等）、障害者福祉施設 

・各産業分野の団体（商工会議所・商工会、農協・森林組合・漁協、ＳＯＨＯ、市民塾等） 

  ② 県・市主催の各種会議での説明や大学等の研究発表、商工団体や各種組合等の会議や研修会等で

の説明。 

  

 



Ⅳ．実施体制 

１．協議会等の概要   

協議会等の 

設置について 
  既存の協議会等を活用      協議会等を新設    ※いずれかに○ 

名 称 富山県における対面型情報ネットワーク推進協議会（仮称） 

取組状況 

１ 目  的 

対面型情報通信手段等を活用して、大都市圏や海外等の遠隔地の企業等との緊密な

連携を図り、企業の企画・開発機能の強化や生産の効率化・低コスト化等の基盤強化

やオフィス機能等の誘致を推進するとともに、テレワーク等の新たな就業環境の普及

により、若者等の定住人口の増加や技術者・専門家等の転入を促進させ、もって地域

の活性化を図るため、事業内容に地域等の意向を十分反映させ、構築したモデルの継

続的な運営方策等を検討する。 

 

２ 組  織 

全体会議の「富山県における対面型情報ネットワーク推進協議会（仮称）」の下に事

業内容等を具体的に検討する「部会（大都市圏・海外等の企業間連携部会（仮称）、テ

レワーク部会（仮称））」を設置することとし、組織体制・委員構成については関係団体

において協議し、既に合意を得ている。 

また、委員は「富山県高度情報通信ネットワーク社会（e-Toyama）推進協議会」や経

済団体、SOHO、南砺市・関係団体等で組織し、平成 19 年 6 月下旬頃に設置・開催を予

定している。 

 

２．実施体制       

委託

 設置

（発注・入札） （各事業毎に検討・協議）

連携

富山県インターネット市民塾

南砺市、富山県、e-Toyama推進協議会
（㈳富山県情報産業協会、㈱インテック等）

　連携

e-Toyama
推進協議会

（事務局等） テレワーク
プロジェクト

（富山県が設置）

連　携
富山県におけるテレワーク推進に関する

調査検討委員会（仮称）

連携・協力

富　　山　　県

受注企業

対面型情報ネットワーク形成の
システム構築業務等

（意見等を反映）

総務省

南砺市

（事業推進に必要な事項を検討・協議）
富山県高度情報通信ネットワーク社会推進

協議会（e-Toyama推進協議会）連携・協力
富山県における対面型情報

ネットワーク推進協議会（仮称）

富山県における対面型情報
ネットワーク推進部会（仮称）

大都市圏・海外等の
企業間連携 部会

テレワーク 部会



３．各主体の役割     

NO 氏名・団体名 役   割 

1 南砺市 事業実施主体 

2 
富山県における対面型情報ネットワ

ーク推進協議会（仮称） 

全体推進組織（下部に２部会）、基本方針、全体計画・スケジュ

ール、全体の調整、組織的な研修、啓発普及等 

3 大都市圏・海外等の企業間連携部会 

国際競争力強化のためのオフショア企業等との国際連携拠点形

成と国際連携拠点形成の直接的基盤となる製品企画・開発機能の

基盤強化の推進のための部会 

4 テレワーク部会 
対面型情報ネットワーク（高質なテレワーク等）による質の高い人

材等の育成と定住できる地域づくりの推進のための部会 

5 

富山県高度情報通信ネットワーク社

会推進協議会（e-Toyama 推進協議会）

（会員：㈳富山県情報産業協会、㈱イン

テック等） 

全県レベルでの産学官連携による事業の推進や、情報分野等の専

門性を活かした協議会・部会等への参加 

6 富山県立大学等 産学官の連携推進の拠点 

7 

経済団体（富山経済同友会、富山県商工

会議所連合会、富山県商工会連合会、富

山県中小企業団体中央会等） 

国際連携拠点形成の直接的基盤となる製品企画・開発機能の基盤

強化を推進するための企業の広範な参加の促進 

8 富山インターネット市民塾 職業教育、ＯＪＴの充実など人材育成の推進 

9 
富山県におけるテレワーク推進に関

する調査検討委員会（仮称） 

テレワークの推進に関する理論面等での連携 

 

４．プロジェクト・リーダーについて   

氏  名（ふりがな） 備考 

中野愼夫（なかのしずお） 富山県立大学工学部情報システム工学科主任教授 

 

 

 



５．委託事業終了後の継続的な運営体制 

取組の 

運営体制 

「富山県における対面型情報ネットワーク推進協議会（仮称）」を発展的に解消し、法人

化（又は、既存の情報関係団体（例：㈳富山県情報産業協会等）と移管・合併等）し、会

費（ＮＰＯ法人の場合）又はセンター使用料（株式会社の場合）、関係主要企業、関係地方

公共団体の負担金で運営費を措置することを想定。 

情報通信 

システム 

の所有・ 

運営主体 

オフショア国際連携拠点関係及びオフィス間連携、テレワーク関係に係るセンター設備

については、「富山県における対面型情報ネットワーク推進協議会（仮称）」を発展的に解

消等した法人等が所有し運営する。 

また、南砺市に設置するサテライトオフィス・テレワークセンターの設備については、

市が所有運営する。 

なお、各テレビ会議システムについては、使用する企業、団体、行政組織等が所有・運

営する。 

情報通信 

システム 

の維持管 

理経費と 

その負担 

主体 

オフショア・オフィス間連携・テレワークに係るセンターシステム 

・維持管理経費  約 74,000 千円／年 

・負担主体    システムを管理する「富山県における対面型情報ネットワーク推進

協議会（仮称）」を発展的に解消等した法人等が負担する。 

・経費は、接続するテレビ会議システムの数に応じて徴収する会費又

は使用料により措置。 

・センターに係わる回線使用料の一部は、県が将来民間開放を視野に

見直しを予定している、県域情報スーパーハイウエイ「とやまマル

チネット」の活用による低減を検討する。 

ただし、この低減分は、上記経費の見積りには反映させていない。

 

 

 

 

 

 



Ⅴ．予算計画 

１．年度別収支計画 

（１）収入（千円） 

区 分 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

国庫委託費 68,000,000 80,000,000 80,000,000

会費・システム

利用料 
0 7,185,195 13,520,270 73,458,105 74,856,431

   

   

計 68,000,000 87,185,195 93,520,270 73,458,105 74,856,431

 

 

（２）支出（千円） 

区 分 H19 年度 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 

イニシャル 35,096,600 23,485,000 24,534,000  7,335,000  8,557,000

システム構

築経費 
22,304,600 21,300,000 20,500,000   420,000    420,000

 

設置工事費 12,792,000 2,185,000 4,034,000 6,915,000 8,137,000

ランニング 32,903,400 63,700,195 68,986,270 66,123,105 66,299,431

機器類リー

ス費 
8,594,862 18,022,608 20,007,483 14,285,558 7,934,750

保守費  8,947,000 25,878,587 27,310,787 29,422,547 31,889,681 

その他 15,361,538 19,799,000 21,668,000 22,415,000 26,475,000

計 68,000,000 87,185,195 93,520,270 73,485,105 74,856,431

 


