NPO 法人国際 CIO 学会会員の皆様
NPO 法人国際 CIO 学会常任理事
岩﨑尚子

□■■学会ニュース 2015 年第 3 号■■□
国際 CIO 学会創立 10 周年記念行事特集

創立 10 周年記念行事はいよいよ明後日となりました．
皆様の御参加をお待ちしております．

国際 CIO 学会創立 10 周年記念研究大会，評議員会，総会，講演会，祝賀会
■日
時■ 2015 年 3 月 20 日（金） 午前 10 時～午後 5 時 15 分
■場
所■早稲田大学本部キャンパス／リーガロイヤルホテル
キャンパスマップ：http://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2014/10/waseda-campus-map.pdf
■共
催■NPO 法人国際 CIO 学会，早稲田大学電子政府・自治体研究所
■後
援■一般社団法人情報サービス産業協会，一般社団法人 情報通信ネットワーク産業
協会，一般社団法人電気通信協会，一般社団法人日本情報システム・ユーザー協
会，日本 CISO 協会
■全体プログラム■
◇10:00~12:00：研究発表大会
：早稲田大学 26 号館 3 階会議室
◇12:15~13:00：評議員会（関係者のみ）
：早稲田大学 26 号館 3 階会議室
◇13:15~13:50：総会
：早稲田大学小野記念講堂
◇14:00~17:15：講演会“日本経済社会の未来”
：早稲田大学小野記念講堂
◇17:30~19:30：祝賀会
：リーガロイヤルホテル 2F
【春季研究発表大会プログラム】
開催場所：早稲田大学 26 号館 3 階 会議室Ａ，Ｂ
会場Ａ 座長 池上徹彦元会津大学学長，元文部科学省宇宙開発委員会委員
9:59
開会あいさつ 国際 CIO 学会世界会長 小尾敏夫（早稲田大学教授）
10:00~10:29
「CIO を支援する CIO 補佐官の変革・創造」
矢野淳士 独立行政法人国立印刷局 情報化統括責任者（CIO）補佐官
10:30~10:59
「経営層にみる，IT 及び情報セキュリティのガバナンス～ CISO Award 制
度導入を通した考察～」
伊藤由紀美 Y&I ジャパン代表
11:00~11:29
「情報通信関係 TPP 交渉に向けた日米の行動メカニズム」
藤野克 総務省情報流通行政局地上放送課長

11:30~11:59
「自治体での IT 調達における総合評価落札方式とあるべき姿」
戸沢義夫 産業技術大学院大学教授
会場Ｂ 座長 井手達夫 防衛大学准教授
9:59
開会あいさつ 学会常任理事 岩崎尚子（早稲田大学准教授）
10:00~10:29
「Facilitating G2G Adoption-An empirical study」
Ngoc Anh Nguyen ベトナム・ハイフォン市 IT 担当マネージャー
10:30~10:59
「The Role of Government Chief Information Officer (GCIO) in Fighting
Corruption」
Pingky Dezar Zulkarnain インドネシア政府会計検査院 IT 課長
11:00~11:29
「ICT を活用した地域における公共サービスの改善—住民参加による新たな
協同事例—」
楊瑶，礒山智美 畑谷京太郎 早稲田大学大学院政治学研究科
11:30～11:59
「オープンデータの推進において求められる行政 CIO の役割」
本田正美 東京大学大学院情報学環交流研究員
【総会議題】
第一号議案 2014 年度国内活動報告
第二号議案 2014 年度海外活動報告
第三号議案 2014 年度法人・個人・学生会員
第四号議案 2014 年度収支決算報告
第五号議案 NPO 法人新規約及び新役員人事
第六号議案 2015 年度活動計画
第七号議案 2015 年度予算
第八号議案 その他
【講演会プログラム】
14:00~15:30：セッション 1 「超高齢社会での女性の活躍と ICT 利活用」
モデレ－タ：早稲田大学准教授，学会常任理事
岩崎 尚子
パネリスト：財団法人 21 世紀職業財団会長，資生堂元副社長
岩田 喜美枝
パネリスト：インテル社長
江田 麻季子
パネリスト：参議院議員（自民党人口減少社会対策委員長/元少子化担当大臣）猪口 邦子
パネリスト：外務省経済局長
斎木 尚子
15:45~17:15：セッション 2 「ICT 産業の未来と地方創生・国際展開」
モデレ－タ：早稲田大学教授，学会世界会長
パネリスト：NTT データシニアアドバイザー／JISA 会長／学会理事長
パネリスト：総務省情報通信国際戦略局長
パネリスト：沖電気工業代表取締役社長
パネリスト：広島県 CIO（都道府県 CIO フォーラム前会長）
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【祝賀会式次第】
会場：リーガロイヤルホテル東京 ２Ｆサファイヤの間
共催：ＮＰＯ法人国際ＣＩＯ学会，早稲田大学電子政府・自治体研究所，
同アジア太平洋研究センター
後援：
（一社）情報通信ネットワーク産業協会 （一社）電気通信協会 （一社）情報サービ
ス産業協会 （一社）日本情報システム・ユーザー協会 日本 CISO 協会
式次第
開会の挨拶 小尾敏夫 国際 CIO 学会世界会長 早大電子政府・自治体研究所長
主催者挨拶 濱口友一 NPO 法人国際 CIO 学会理事長（一社）情報サービス産業協会会長
経済産業省祝辞 山際大志郎 経済産業副大臣
外務省祝辞 中山泰秀 外務副大臣
自民党祝辞 茂木敏充 選挙対策委員長 元経済産業大臣
猪口邦子
参議院議員 元少子化担当大臣
財務省祝辞 宮下一郎
財務副大臣
総務省祝辞 西銘恒三郎 総務副大臣
乾杯
小笠原倫明 日本 ITU 協会理事長 大和総研顧問 前総務省次官
～～～御歓談～～～
後援団体代表挨拶 大木一夫 （一社）情報通信ネットワーク産業協会専務理事
賛助会社代表挨拶 王剣峰 華為技術日本株式会社代表取締役社長
藤重貞慶ライオン株式会社代表取締役会長
理事会代表挨拶
須藤修 東京大学教授（前国際 CIO 学会会長）
祝電披露
山口俊一 内閣府特命担当大臣（IT 担当大臣）
岡村正
前日本商工会議所会頭
三浦惺
日本電信電話株式会社取締役会長
～～～御歓談～～～
中締め
神岡太郎 一橋大学教授（前国際 CIO 学会会長）
◆◆参加申し込み◆◆
多少まだ定員枠がございますので，役職，お名前を明記のうえ cio@academy-cio.org に至急
お申込み下さい．※なお祝賀会は招待者，今年会費納入者のみ．
2015 年学会ジャーナル（10 周年特別記念号）は 3 月 20 日（火）の総会で配布致します．
★会場のご案内★
◇研究発表大会◇
26 号館 3F（大隈記念タワー／16 階建ての茶色いビル 大隈講堂の道路を挟んだ横側 最寄り
のバス停：早稲田正門横，地下鉄東西線早稲田駅より徒歩 5 分）
◇総会／講演会◇
小野記念講堂，研究発表大会会場の斜め横

◇祝賀会◇
リーガロイヤルホテル 2F（大隈会館：早稲田大学本部棟の隣）サファイヤの間
□NPO 法人国際 CIO 学会 WEB サイト
http://cio-japan.waseda.ac.jp/
（文責 常任理事：岩崎尚子）

