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長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置長野県塩尻市の位置

古くから交通の要衝（高速道路、ＪＲ中央東線・中央西線・篠ノ井線の

分岐点、信州まつもと空港）。かなり長い分水嶺。



塩尻市の情報化施策塩尻市の情報化施策塩尻市の情報化施策塩尻市の情報化施策

●総務省所管「街中にぎわい創出事業等」

・２０００年 情報拠点「塩尻情報プラザ」（情報体験ギャラリー、研修室、ネットワーク管理設備）

・光ファイバーネットワーク（小中高等学校、支所、博物館、在宅介護施設、保育園、工業団地

など７２ヶ所を自前のギガビット光ファイバーで接続、現在光ファイバー総延長１３０Ｋｍ）

●市独自ＩＣＴ事業

・１９９６年 塩尻インターネット接続機構（会員１万人を超える全国初めての市営プロバイダ事

業）をオープンソースで展開（民間ベンダーの構築金額の高さに閉口）。

・全国初の行政ＪＰＮＩＣ会員・ＪＰＲＳ事業者（ドメイン割当、ＩＰアドレス割当）・通信事業者

●総務省所管「地域児童見守りシステムモデル事業」

・２００６年 市内全域の特定小電力アドホック無線網（単独市費合計中継機６４０台設置運用中）

●総務省所管「ＩＣＴ街づくり推進事業」

・２０１２年 特定小電力アドホック無線網を利用した「センサーネットワークによる減災情報提供

事業」を継続中（土石流情報、水位情報、鳥獣害情報、市内循環バス情報、見守り情報）
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これからこれからこれからこれからの街づくりの方向性（情報の複合的なの街づくりの方向性（情報の複合的なの街づくりの方向性（情報の複合的なの街づくりの方向性（情報の複合的な利用）利用）利用）利用）

・市内センサーネットワーク、民間から集められたビッグデータからの付加価値創出や公共サービス

の在り方、自治体の経費削減について、計画的・戦略的位置づけにより２４年度実施事業の延長線

として実施するもので、安心・安全を基本的なカテゴリとして、塩尻市が保有するＩＣＴ資源を戦略的

に活用し、複数のデータの時間情報と空間情報を有意義な情報として活用することで、住民が安心

して便利に暮らすことのできる街環境を創出します。

機構・組織・環境機構・組織・環境機構・組織・環境機構・組織・環境

塩尻インターネット接続機構（会員１万人を超える全国初めての市営プロバイダ事業）

全国初の行政ＪＰＮＩＣ会員・ＪＰＲＳ事業者（ドメイン割当、ＩＰアドレス割当）・通信事業者

機構・組織・環境機構・組織・環境機構・組織・環境機構・組織・環境

塩尻インターネット接続機構（会員１万人を超える全国初めての市営プロバイダ事業）

全国初の行政ＪＰＮＩＣ会員・ＪＰＲＳ事業者（ドメイン割当、ＩＰアドレス割当）・通信事業者

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤

総務省所管「街中にぎわい創出事業・地域イントラネット事業地域児童見守りシステムモデル事業」

・情報拠点「塩尻情報プラザ」（情報体験ギャラリー、研修室、ネットワーク管理設備）

・光ファイバーネットワーク（小中高等学校、支所、博物館、在宅介護施設、保育園、工業団地

など７２ヶ所をギガビット光ファイバーで接続、光ファイバー全延長１３０Ｋｍ）

・市内全域の特定小電力アドホック無線網（単独市費合計中継機６４０台設置運用中）

情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤

総務省所管「街中にぎわい創出事業・地域イントラネット事業地域児童見守りシステムモデル事業」

・情報拠点「塩尻情報プラザ」（情報体験ギャラリー、研修室、ネットワーク管理設備）

・光ファイバーネットワーク（小中高等学校、支所、博物館、在宅介護施設、保育園、工業団地

など７２ヶ所をギガビット光ファイバーで接続、光ファイバー全延長１３０Ｋｍ）

・市内全域の特定小電力アドホック無線網（単独市費合計中継機６４０台設置運用中）

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

２４年度「センサーネットワークによる減災情報提供事業」

・土石流情報、水位情報、鳥獣害情報、市内循環バス情報、見守り情報を運用・実証運用中

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

２４年度「センサーネットワークによる減災情報提供事業」

・土石流情報、水位情報、鳥獣害情報、市内循環バス情報、見守り情報を運用・実証運用中
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せ平常時も利用される有益なアプリケーションの開発「地域見守りシステム」高耐障害性中継機網と，児童・高齢者が持つ発信機の組み合わせ
（SCOPE 2007〜2008年)大規模災害が発生した時も生き残る情報通信インフラの開発・電源・ネットワーク等の有線インフラからの自立・自身の被災にも自律的に対応ICT技術を用いた安全・安心な街創りICT技術を用いた安全・安心な街創り

（SCOPE 2009〜2010年）災害発生時に有効に活用できるアプリケーションの開発平時から災害弱者を常に見守るシステム・児童見守りシステム・高齢者見守りシステム
ICT技術を用いた高耐障害性地域災害通信システムICT技術を用いた高耐障害性地域災害通信システム

被害状況をリアルタイムに把握するセンサネットワークの開発土砂崩れや河川の増水等をセンシングセンサ端末：安価、電池で長時間駆動
ICT技術を用いた地域全体の安全・安心の確保ICT技術を用いた地域全体の安全・安心の確保防災・減災システムの開発土石流，洪水氾濫の予知・検知 野生鳥獣センシングシステムの開発鳥獣の監視・通報

「地域児童見守りシステムモデル事業」（総務省，2008年)中継機を市内全域に敷設以後，塩尻市の独自事業として継続・2008年度中継機 413台， 発信機 375台・2009年度中継機 509台， 発信機 462台・2010年度中継機 640台， 発信機 502台世界最大規模Ad-Hocネットワーク実現運用中のシステム・児童見守りシステム・高齢者見守りシステム・火災報知システム・バスロケーションシステム・土砂災害監視システム・水位監視システム「センサーネットワークによる減災情報提供事業」運用中

ICTを活用した安全・安心な塩尻市の実現ICTを活用した安全・安心な塩尻市の実現

開発した土中水分量検出センサー端末
山中に設置したセンサー端末

事業化事業化
児童が持つ発信機開発した中継機

（SCOPE 2011〜2012年）
センサー情報と民間情報をビッグデータとして格納し、データサイエンス分析可能なセンサー情報と民間情報をビッグデータとして格納し、データサイエンス分析可能なセンサー情報と民間情報をビッグデータとして格納し、データサイエンス分析可能なセンサー情報と民間情報をビッグデータとして格納し、データサイエンス分析可能なDBへ、住民ポータへ、住民ポータへ、住民ポータへ、住民ポータ

ルサイトの構築、防災情報マネジメントで利用へルサイトの構築、防災情報マネジメントで利用へルサイトの構築、防災情報マネジメントで利用へルサイトの構築、防災情報マネジメントで利用へ

平成２４年度平成２４年度



アドホックネットワーク（既存）
携帯端末などから、通信エリアで情報を閲覧

光ファイバーネットワーク（既存）
（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、（新規センサー）ＧＰＳ子機、安否確認カード、鳥獣害ＧＰＳ、放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ放射能、橋梁振動、傾斜、気象、フィールドサーバ

インターネット携帯電話ネットワーク等

各種センサー情報をクラウドサーバーに送信
市内Wi-Fiフリースポットエリアワンセグ（既存）

緊急情報をメールで携帯端末に受信後、いつでもどこでも安全に情報を閲覧
中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台中継機（新規）５台

データ退避システム（新規）データ退避システム（新規）データ退避システム（新規）データ退避システム（新規）

域内携帯端末の動態情報をクラウドサーバーに蓄積
携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報携帯端末情報取得（新規）取得（新規）取得（新規）取得（新規）

（既存センサー）土中水分、水位、見守り、バス情報をクラウドサーバーに送信
時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）時空間プラットフォーム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、事象情報をいつでもどこでも情報を登録

天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報を処理 防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）防災情報マネジメントシステム（新規）Ｊ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディＪ－ＡＬＥＲＴ、気象庁警戒情報をマルチメディア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等にア変換して公共コモンズ、エリアメール等に情報配信情報配信情報配信情報配信認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）認証システム（新規）

携帯端末などから、時間、場所、天候情報をサーバーに蓄積 エリア内の携帯端末などにマルチキャスト通信で情報を提供

総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウドシステム（新規）総合クラウド

相互認証

ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）ビッグデータＤＢシステム（新規）他の自治体等時空間プラットフォーム・住民ポータルシステムをクラウドサービスとして利用
オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）オープンデータ提供システム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）情報表示プラットフォーム（新規）住民住民住民住民ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトプラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）プラットフォーム（新規）複雑な住民サービスを住民視点でわかりやすくセンサーや行政ビッグデータを活用した提案型個人サービスサイトを構築

公共公共公共公共Wi-Fiスポットスポットスポットスポット センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）センサー情報プラットフォーム（新規）蓄積データ気象情報気象気象気象気象データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）データ収集機能（新規）

ビッグデータビッグデータビッグデータビッグデータ
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クラウドシステムによる集中管理クラウドシステムによる集中管理

ビッグデータ

オープンデータ

ビッグデータ

オープンデータ

アドホックネットワーク＋光ネットワーク＋

インターネット

アドホックネットワーク＋光ネットワーク＋

インターネット

各種センサー・インターネット

土中水分
循環バス

水位
見守り 鳥獣害

ＷｉＦｉスポット

インターネット

ＷｉＦｉスポット

インターネット

公共情報コモンズ パソコン
携帯電話・メール

スマートフォン

安否

カード

放射能 橋梁

振動

傾斜 気象
フィールド

サーバー

域内携帯端末の動態情報 蓄積データウエザーニューズ気象情報天候、防犯、防災、政策、観光、歴史、文化、農業、健康、福祉等の情報

住民との情報共有住民との情報共有住民との情報共有住民との情報共有
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ビジネス発生ビジネス発生ビジネス発生ビジネス発生

ビジネスビジネスビジネスビジネス

発生発生発生発生

（継続するために）
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民間サービス民間サービス

パートナーシップ

によるサービス

パートナーシップ

によるサービス

行政サービス行政サービス

行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供行政主導の公共サービス提供

民間サービス民間サービス

パートナーシップによるサー

ビス

パートナーシップによるサー

ビス

行政サービス行政サービス

パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供パートナーシップによる公共サービス提供

拡大拡大拡大拡大 縮小縮小縮小縮小

住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで

公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張

住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで住民ポータルサイトプラットフォームで

公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張公共サービスとしての提供範囲が拡張

ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現ＩＣＴを活用した公共サービスで効率的に実現

ＩＣＴを活用ＩＣＴを活用

住民異動データ

から新しい転居

先の町内情報を

プッシュ

住民異動データ

から新しい転居

先の町内情報を

プッシュ

子供の定期

検診情報を

プッシュ

子供の定期

検診情報を

プッシュ

転居先に

塩尻市ふる

さと情報を

プッシュ

転居先に

塩尻市ふる

さと情報を

プッシュ
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・蓄積データを生かしたデータサイエンスが可能・蓄積データを生かしたデータサイエンスが可能・蓄積データを生かしたデータサイエンスが可能・蓄積データを生かしたデータサイエンスが可能

様々なデータから防災に役立つ情報を抽出して利用

•センサー情報や気象情報から実際の現象を把握、データサイエンス理論から政策へ

動態人口から人口集中を時間でシミュレーション

•人の居場所の人口動態を曜日、時間で把握し、人口集中エリアに早期に注目できる

•平時においても利用される有益なサービスの提供

•場所情報を元に近接した観光情報や歴史情報をリアルにまとめてサービス向上

•課題の共有や事業共有など住民と自治体が接することで互いの距離を近くできる

・蓄積データを自治体サービスに生かす・蓄積データを自治体サービスに生かす・蓄積データを自治体サービスに生かす・蓄積データを自治体サービスに生かす

住民に寄り添ったサービスの提供

・縦割りの窓口を共通化し、情報提供することで、サービスが向上する

・紙の情報提供をポータルサイト化することで、経費の削減が実現できる

本事業の実施により本事業の実施により本事業の実施により本事業の実施により

・継続的な発展への取り組み（地場産業の振興）・継続的な発展への取り組み（地場産業の振興）・継続的な発展への取り組み（地場産業の振興）・継続的な発展への取り組み（地場産業の振興）

オープンソースを多用した地域産業の振興

・オープンソース技術者と技術の集積が図られる

ソフトウエア産業を生かした産業活性化施策

・地場でのセンサー組込ソフトやスマホアプリの開発で産業振興が図られる



■敷地面積■建築面積■建 物■構 造■施 設■着工日■完成日■稼働開始
約２,８５０㎡約１,５４０㎡アヴァシス株式会社、塩尻市による区分所有鉄骨造３階建延床面積 約４,２１０㎡インキュベーションオフィス13室信州大学塩尻サテライトキャンパス長野工業高等専門学校地域共同テクノセンター分室アヴァシス㈱ 研究開発センター平成１８年 ６月平成１８年１１月平成１９年 １月

１０１ 入居者募集中１０２ ジオネット㈱１０３ 入居者募集中１０４ 信越ソフトウェアエンジニアリング㈱１０５ ㈱ラムズ１０６ ㈱インフォレストシステムズ１０７ ㈱ジービーエー１０８ ㈲トラストネットワークス１０９ ㈱サイコムテクノロジー１１０ コンピュータ・ハイテック㈱１１１ ㈱コミュニティ・クリエイション１１２ イーシーデザイン１１３ ㈱プロノハーツ

インキュベーションオフィス入居企業

施設概要

塩尻インキュベーションプラザ 施設概要

Ｈ２５年４月現在

組み込みソフト

ウェアを合言葉に



「「「「OSS」を活用した新たな産業振興」を活用した新たな産業振興」を活用した新たな産業振興」を活用した新たな産業振興

平成平成平成平成25年年年年9月月月月13日日日日

信州信州信州信州OSS推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会 設立設立設立設立



OSSを活用した産業振興

信州OSS推進協議会の設⽴趣旨
ソフトウェアの設計図にあたるソースコードが無償で公開され、誰にでも自由に改変

や再配付が可能なOSS（オープンソース・ソフトウエア）は、一定のライセンス条件の
下、誰でも商⽤利⽤が可能であり、多くの情報関連企業にビジネスチャンスの拡⼤をも
たらす⼀⽅、これを利⽤するユーザー企業・団体にとっても、システムの開発・運⽤コ
ストが抑制できるなどの効果がある。
近年、OSSは商用ソフトウェアに取って代わることが可能なほど成熟しており、オー
プンスタンダードに準拠したOSSの活⽤は、⺠⺠間、官⺠間、国・⾃治体間などにおけ
る情報システムの相互運用性を実現する上からも非常に効果的であることから、大企業
を含む多くの企業・団体でOSSに積極的に取り組む事例が増加している。
またOSSは企業の枠を超えて導入開発を進めることが可能なことから、企業の協業等

による新しいビジネス市場の拡大が期待できる。
そこで、OSSを活用できる技術者や情報関連企業の支援に取り組むとともに、OSS等

による情報システム導入の効果を県内のユーザー企業・団体等にも広く普及し、その成
果を、発信することにより、地域産業の振興や雇用の促進、地域活性化に繋げていくた
めの協働組織として、「信州OSS推進協議会」を設⽴する。



目的：
当講座は、地域のICTの未来を担う中高生が、初心者にもわかりやすく学習しやすい日本発
のプログラミング言語であるRubyのプログラミングやアプリケーション制作について学び、
同世代の仲間との出会いや地域での体験活動を通じて、将来の目的意識や⾃⽴⼼の育成に役
⽴ててもらうもの。

■中高生国際Rubyプログラミングコンテスト（U-18の部）
2011 優秀賞 岡谷工業高等学校

奨励賞 東京都市大学塩尻高等学校
2012 最優秀賞 松本工業高等学校

奨励賞 岡谷工業高等学校

中高生向けRubyプログラミング講座（H22〜）



Copyright(c) 2008  SIP. All Rights Reserved.

地域のこども達とともに

■小学生向け科学探検団

・飛行船制御プログラム

音響読み込みによるリアルタイ

ムＵＮＩＸを使った飛行船制御

技術

（with 信州大学）

・電波時計の組立

（with 総務省）

■中学生向け科学探検団NEXT



中高生Rubyプログラミング講座

第１回第１回第１回第１回 中高生国際中高生国際中高生国際中高生国際Rubyプログラミングコンテストにおいてプログラミングコンテストにおいてプログラミングコンテストにおいてプログラミングコンテストにおいて

U-１８部門１８部門１８部門１８部門 優秀賞・奨励賞を獲得！優秀賞・奨励賞を獲得！優秀賞・奨励賞を獲得！優秀賞・奨励賞を獲得！

まつもとまつもとまつもとまつもとゆきひろさんと記念撮影ゆきひろさんと記念撮影ゆきひろさんと記念撮影ゆきひろさんと記念撮影

第２回第２回第２回第２回 「中高生国際「中高生国際「中高生国際「中高生国際Rubyプログラミングコンテスト」プログラミングコンテスト」プログラミングコンテスト」プログラミングコンテスト」 最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 受賞受賞受賞受賞

2012年年年年12月月月月1日日日日


