
自治体DX推進セミナー 全国各地の自治体に向けてDX推進に関するセミナーを配信できます！ 
■聴講者：地方自治体、官公庁、地方への貢献を考える企業 など
■セミナー形式：オンデマンド配信
（ 地域 ×Tech Online Webサイトにて貴社セミナー動画を約１ヶ月間
 にわたりオンデマンド配信いたします ）

▪新技術・サービスの提案   ▪地域課題のヒアリング
▪自治体の事業計画、予算規模の把握  ▪自治体職員とのリレーション構築　　　　　
▪新技術・サービスの提案   ▪地域課題のヒアリング
▪自治体の事業計画、予算規模の把握  ▪自治体職員とのリレーション構築　　　　　

オンラインで
地域課題解決！

全国自治体に向けてアピールと商談ができます全国自治体に向けてアピールと商談ができます

地方自治体
地域課題を抱えている

企 業
地域に貢献したい

参加企業募集のご案内

2021年4月12日（月）～5月14日（金）〔予定〕2021年4月12日（月）～5月14日（金）〔予定〕オンラインセミナー配信期間 :
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料金・特典

▶▶https://online.localtech.jp

自治体DX推進セミナー
地域×Tech Online

〈注意事項〉
※1. 商談までの具体的な流れや、オンライン商談に使用するアプリ・手順等は別途ご説明いたします。
※2.オンライン商談はセミナー配信期間中の9:30～18:00で設定致します。
※3. オンライン商談のご料金に関しましては、事務局が設定したオンライン商談数に応じて請求書を発行いたします。
※4.やむを得ない事象により、商談スケジュールが変更・取消になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

オンライン商談 日本全国の自治体とオンラインで商談、打ち合わせができます！
■事務局が日本各地の自治体へ参加企業の技術・サービスの情報をご案内します。
　その中で、企業に興味を持った自治体との間でオンライン商談を設定致します。

基本料金

商談料金

特典・サービス

■地方自治体との1オンライン商談につき　   35,000円（税別）
■地域密着SIerとの1オンライン商談につき 10,000円（税別）
※ 1オンライン商談あたり30分。貴社のソリューションに興味を持った自治体・地域密着SIerとのアポイントを事務局が設定します。

■セミナー (15分）×1枠：250,000円（税別）　■セミナー (15分）×2枠：400,000円（税別） 
※セミナー１枠につき2オンライン商談まで無料。3 オンライン商談目より下記料金が発生致します。

■地域 ×Tech Online ウェブサイトへの
 紹介動画掲載（1分 30秒以内）
■全国の自治体へのセミナー告知メール

■ウェブサイト トップページバナー広告
■セミナー聴講登録者のデータ提供
■オンラインセミナー特設ページへの詳細事項掲載

「自治体ＤＸ推進に向けて　～人口6500人 徳島県美波町の事例から～」
    株式会社あわえ 代表 吉田 基晴

・内閣官房「未来技術×地方創生検討会」委員
・地方公共団体情報システム機構 経営審議委員会委員
・美波町 参与（政策アドバイザー）　・四国大学 特認教授

〈参考〉「自治体DX推進セミナー」では下記講演も同時配信いたします。

著書：「本社は田舎に限る」（講談社） ※映画「波乗りオフィスへようこそ」原案本 
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地域×Tech 事務局（株式会社あわえ 東京オフィス内）　TEL：03-3266-5910／ FAX：03-5206-5706 
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-46 9F　　　　　Email：info@localtech.jp参加申込・お問合せ

地域×Tech Online は、全国各地の自治体と企業の架け橋となっています。
＜ 参加地方自治体 実績例 ＞
•旭川市 行政改革課（北海道）　•岩見沢市 企業立地情報化推進室（北海道）　•恵庭市 総務部 基地・防災課（北海道）　•江別市 情報推進課（北海道）
•小樽市 情報システム課（北海道）　•滝川市 情報推進係（北海道）　•函館市 国際観光課（北海道）　•北海道 観光局（北海道）
•室蘭市 企画課（北海道）　•余市町 企画政策課（北海道）　•一戸町 商工観光課（岩手県）　•岩手町 総務課（岩手県）　•釡石市 商業観光課（岩手県） 
•釡石市 新市庁舎建設推進室（岩手県）　•軽米町 再生可能エネルギー推進室（岩手県）　•久慈市 観光交流課（岩手県）　
•久慈市 企業立地港湾課（岩手県） •久慈市 消防防災課（岩手県）　•久慈市 地域づくり振興課（岩手県）　•葛巻町 農林環境エネルギー課（岩手県）
•雫石町 防災課（岩手県）　•紫波町 財政課（岩手県）　•滝沢市 企画政策課（岩手県）　•遠野市 総務課（岩手県）　
•野田村 未来づくり推進課（岩手県）　•八幡平市 商工観光課（岩手県）　•八幡平市 防災安全課（岩手県）　•花巻市 スポーツ振興課（岩手県）
•花巻市 定住推進課（岩手県）　•盛岡市 ものづくり推進課（岩手県）　•盛岡市 情報企画課（岩手県）　•矢巾町 企画財政課（岩手県）　
•矢巾町 産業観光課（岩手県）　•加美町 ひと・しごと推進課（宮城県）　•川崎町 地域振興課（宮城県）　•気仙沼市 産業再生戦略課（宮城県）
•仙台市 プロジェクト推進課（宮城県）　•仙台市 産業振興課（宮城県）　•富谷市 産業観光課（宮城県）　•宮城県 新産業振興課（宮城県）
•宮城県 地域復興支援課（宮城県）　•利府町 産業振興課（宮城県）　•利府町 生活安全課（宮城県）　•尾花沢市 総務課（山形県）　
•酒田市 情報企画課（山形県）　•酒田市 危機管理課（山形県）　•戸沢村 危機管理室（山形県）　•長井市 産業活力推進課（山形県）　
•西川町 政策推進課（山形県）　•村山市 総務課（山形県）　•山形県 防災危機管理課（山形県）　•遊佐町 総務課（山形県）　
•秋田県 企業立地事務所（秋田県）　•秋田県 総合防災課（秋田県）　•小坂町 総務課（秋田県）　•仙北市 地方創生･総合戦略室（秋田県）　
•大仙市 ICT 推進課（秋田県）　•大仙市 企業商工課（秋田県）　•美郷町 企画財政課（秋田県）　•由利本荘市 総合政策課（秋田県）
•横手市 企業誘致課（秋田県）　•会津美里町 総務課（福島県）　•会津若松市 企画政策部（福島県）　•石川町 企画商工課（福島県）
•北塩原村 総務企画課（福島県）　•白河市 商工課（福島県）　•西郷村 防災課（福島県）　•塙町 まち振興課（福島県）　•磐梯町 （福島県）　
•広野町 復興企画課（福島県）　•福島県 災害対策課（福島県）　•福島県 東京事務所（福島県）　•福島県 復興・総合計画課（福島県）　
•柳津町 総務課（福島県）　•湯川村 総務課（福島県）　•笠間市 企画政策課（茨城県）　•神栖市 政策企画課（茨城県）　•東海村 企画経営課（茨城県）
•日立市 商工振興課（茨城県）　•羽生市 まちづくり政策課（埼玉県）　•美里町 住民福祉課（埼玉県）　•美里町 総合政策課（埼玉県）　
•身延町 企画政策課（山梨県）　•市原市 経済部（千葉県）　•栄町 企画政策課（千葉県）　•豊川市 企画政策課（愛知県）　
•揖斐川町 観光文化戦略課（岐阜県）　•土岐市 政策推進課（岐阜県）　•美濃市 総合政策課（岐阜県）　•越前市 窓口改革推進室（新潟県）
•柏崎市 企画政策課（新潟県）　•三条市 環境課（新潟県）　•三条市 地域経営課（新潟県）　•津南町 総務課（新潟県）　•十日町市 総務課（新潟県）
•長岡市 産業立地課（新潟県）　•南魚沼市 情報管理室（新潟県）　•南魚沼市 総務課（新潟県）　•妙高市 企画政策課（新潟県）　
•湯沢町 総務課（新潟県）　•小山町 フロンティア推進課（静岡県）　•小山町 企業誘致担当課（静岡県）　•静岡県 企業立地推進課（静岡県）
•静岡県 経済産業部（静岡県）　•静岡県 総合政策課（静岡県）　•松崎町 企画観光課（静岡県）　•七尾市 商工観光課（石川県）　
•輪島市 農林水産課（石川県）　•飯山市 雇用ビジネス推進課（長野県）　•伊那市 地域創造課（長野県）　•小諸市 商工観光課（長野県）　
•長野市 危機管理防災課（長野県）　•長野市 商工労働課（長野県）　•富山県 移住・UIJターン促進課（富山県）　•滑川市 企画政策課（富山県）
•菰野町 総務課（三重県）　•鳥羽市 総務課（三重県）　•松阪市 市政改革課（三重県）　•阪南市 まちの活力創造課（大阪府）　
•三郷町 まちづくり推進課（奈良県）　•三郷町 企画財政課（奈良県）　•奈良県 奥大和移住・交流推進室（奈良県）　•奈良市 産業政策課（奈良県）
•神戸市 企画調整局医療・新産業本部（兵庫県）　•佐用町 企画防災課（兵庫県）　　•田辺市 防災まちづくり課（和歌山県）　
•和歌山市 企画課（和歌山県）　•和歌山市 政策調整課（和歌山県）　•倉敷市 商工課（岡山県）　•真庭市 産業観光部（岡山県）
•真庭市 産業政策課（岡山県）　•安芸太田町 総務課（広島県）　•北広島町 総務課（広島県）　•北広島町 危機管理課（広島県）　
•熊野町 政策企画課（広島県）　•神石高原町 政策企画課（広島県）　•東広島市 情報政策課（広島県）　•広島県 東京事務所（広島県）
•福山市 ICT 推進課（広島県）　•福山市 企画政策課（広島県）　•府中市 情報政策室（広島県）　•三次市 情報政策課（広島県）　
•三次市 地域振興課（広島県）　•岩国市 行政経営改革課（山口県）　•岩国市 商工課（山口県）　•岩国市 情報統計課（山口県）　
•平生町 地域振興課（山口県）　•防府市 庁舎建設室（山口県）　•防府市 防災危機管理課（山口県）　•江府町 総務課企画財政担当課（鳥取県）
•鳥取市 経済・雇用戦略課（鳥取県）　•大田市 危機管理課（島根県）　•大田市 政策企画課（島根県）　•大田市 財政課（島根県）　
•邑南町 地域みらい課（島根県）　•島根県 企業立地課（島根県）　•松江市 国際観光課（島根県）　•松江市 政策部（島根県）
•松江市 農業委員会事務局（島根県）　•伊予市 総務課（愛媛県）　•愛媛県 立地・移住促進課（愛媛県）　　•上島町 商工観光課（愛媛県）
•四国中央市 情報政策課（愛媛県）　•新居浜市 産業振興課（愛媛県）　•善通寺市 （香川県）　•高知県 情報政策課（高知県）　
•四万十市 企画広報課（高知県）　•中土佐町 企画課（高知県）　•徳島県 南部総合県民局（徳島県）　•美波町 政策推進課（徳島県）　
•都農町 財政課（宮崎県）　•都城市 総合政策課（宮崎県）　•熊本市 東京事務所（熊本県）　•熊本市 清水総合出張所（熊本県）　
•錦町 企画観光課（熊本県）　•伊万里市 情報政策課（佐賀県）　•嬉野市 広報・広聴課（佐賀県）　•鹿島市 企画財政課（佐賀県）　
•佐賀市 循環型社会推進課（佐賀県）　•西之表市 経済観光課（鹿児島県）　•飯塚市 総務部（福岡県）　•春日市 総務課（福岡県）　
•嘉麻市 防災対策課（福岡県）　•福岡県 新事業支援課（福岡県）　•宮若市 まちづくり推進課（福岡県）・・・

•（株）ITID　•ａｃｔｕａｒｉｓｅ（株）　•（株）アスマーク　•アドソル日進（株）　•（株）アドリブワークス　•（株）afterFIT　•（株）アメグミ
•石川NB／Fundingサポート•（株）イマクリエ　•（株）IMAGICA Lab. 　•（株）インターテック　•（株）エー・アンド・ディ　•（株）エクセルシア
•エコエナジー（株）　•（株）NTTデータ関西 •FXC（株）　•オーキット（株） 　•（株）オークネット　•（株）華人Channel Japan　
•北日本コンピューターサービス（株）　•（株）CUVEYES　•クラマト（同）　•KCCSモバイルエンジニアリング（株）　•KDDI（株）　
•（株）構造計画研究所　•（株）GoQSystem　•（株）コンカー　•（株）サードウェーブソリューションズ　•（株）ジーシーシー　
•ジェイズ・コミュニケーション（株）　•（有）ジャパンマグネット　•シン・エナジー（株）　•（株）Spectee　•（株）スマートエナジー　
•ソリマチ（株）　•（株） 第一広告社　•（株）タイミー　•ためま（株）　•中央コンピューターサービス（株）　•ディヴォートソリューション （株）
•（株）デージーネット　•テクマトリックス（株）　•（株）デジタル・ウント・メア　•（株）ドゥファイン　•transcosmos online communications （株）
•（株）日新システムズ　•（株）ハイウェル　•（株）ハウスプロデュース　•（株）パスコ　•（株）ピクトリープ　•ピツニーボウズジャパン（株）
•フェリカポケットマーケティング（株）　•（株）フォレストシー　•（株）富士通四国インフォテック　•（株）フューチャーリンクネットワーク　
•ベル・データ（株）　•（株）MAKOTO WILL　•（株）MILIZE　•ユミルリンク（株）　•（株）ライフブリッジ　•（株）両備システムズ　•READYFOR（株）・・・

＜ 参加企業 実績例 ＞

〈参考〉地域×Tech Online 参加実績


