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学会ニュース 2017 年度 第 1 号
1.

NPO 法人国際 CIO 学会第 12 回理事会・評議員会・総会が終了致しました．

2.

研究大会が終了致しました

3.

第 12 号学会ジャーナル発行

4.

第 12 回年次世界総会のご案内―モスクワ

5.

理事役員体制が変わりました．

拝啓 時下益々御盛栄の段大慶に存じます．
平素より NPO 法人国際 CIO 学会に御支援御協力を賜り衷心より御礼申し上げます．
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１．

NPO 法人国際 CIO 学会第 12 回理事会・評議員会・総会が終了致しました

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3 月 14 日（火）に早稲田大学で開催しました第 12 回理事会・評議員会合同会議ならび
に総会は，根来早稲田大学教授が議長を務め，無事終了致しました．
全 7 号議案すべてご承認頂くことができました．
第 1 号議案：国内及び海外活動報告
第 2 号議案：2016 年度法人，個人，学生会員
第 3 号議案：2016 年度決算報告及び監査報告
第 4 号議案：2017 年度活動，新理事・評議員人事案
第 5 号議案：2017 年度活動計画案
第 6 号議案：2017 年度予算案
第 7 号議案：その他
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
２．

研究大会が終了しました．

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

14：10～15：50 まで，早稲田大学 19 号館 710 教室で研究発表大会が開催されました．
戸沢産業技術大学院大学教授の座長のもとで 5 名の方が研究発表を行いました．今年は，
PHR や電子政府，マーケティング，オープンデータ，高齢社会問題など ICT を取り巻く様々

なテーマに基づき発表が行われ，活発な意見交換が行われました．発表論文は第 12 号ジャ
ーナルに掲載しております．
座長：戸沢 義夫 産業技術大学院大学教授（学会評議員）
発表順

発表テーマ

発表者

14:10~14:30

諸外国における PHR の取り組みと現

株式会社 NTT データ経営研究所

状

シニアコンサルタント

早稲田大学世界電子政府ランキング

学会世界会長，早稲田大学電子政府自治体研究

13 年間から判明した日本の電子政府

所所長，APEC 電子政府研究センター所長，総

の問題点

務省電子政府推進協議会会長

近未来のマーケティング組織(CMO

Y&I ジャパン代表

14:30~14:50

14:50~15:10

岸本純子

小尾敏夫

伊藤由紀美

他)～ 顧客体験やデジタル等の新し
い価値軸から考える～
15:10~15:30

政府 CIO とオープンデータの推進

島根大学 戦略研究推進センター
特任助教

15:30~15:50

本田正美

自治体による高齢者対策への ICT 活

早稲田大学大学院

用の日中比較

クラスー

政治学研究科

何婧, 趙羅佳, 周星源

電子政府
白盛嘉, 工

藤誠哉
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3. 第 12 号学会ジャーナル発行
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第 12 号学会ジャーナルが 3 月 14 日に発行されました．会員の皆様には，4 月を目途に順次発
送させて頂きます．もうしばらくお待ちください．
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4. 第 12 回年次世界総会のご案内―モスクワ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
開催日：2017 年 9 月 28 日～30 日

開催場所：モスクワ

テーマ：「電子政府，ICT の世界新潮流にどう対応するか」
共催：ロシア CIO 協会，ロシア・サイバーセキュリティ協会，ロシア連邦経済大学
国際 CIO 学会世界連合会は 2017 年 9 月 28 日（木）～30 日（土）に，モスクワの RANEPA（連
邦 IT 経営大学）にて第 12 回年次総会兼フォーラムを開催します．昨年（ミラノ大会）同様，
約 10 名 を 派 遣 し た い と 思 い ま す ． お 問 い 合 わ せ は

学会事務局

渡邉まで

（obi_waseda@yahoo.co.jp ）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

5. 理事役員体制が変わりました．
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2017 年度の新理事・評議員人事については，次のようになりました．2014 年から会長，理
事長として学会の運営に御尽力を賜りました浜口友一様が 3 月 14 日の総会をもって，御退
任されました．浜口様には，会の発足当時から大変な御支援御協力を賜り，これまで当学
会の歴史を築くことができました．改めまして御礼申し上げたいと思います．今後益々の
ご活躍ご健勝を祈念申し上げます．

【新理事体制】
顧

問：浜口 友一

理 事 長：岩崎 尚子
常任理事：水越 尚子
理

事：小尾 敏夫，須藤

修，藤原 遠

【新評議員】
1.

富士通株式会社執行役員／CIO

松本 雅義

2.

東日本電信電話株式会社代表取締役副社長

井伊 基之

3.

沖電気工業株式会社代表取締役会長

川崎 秀一

4.

都道府県 CIO フォーラム会長（北海道総合政策部情報統計局長）近藤 晃司

【新監査体制】
1.

一社電気通信協会専務理事（3 月 31 日～）

祖父江 和夫

2.

一社日本情報システム・ユーザー協会専務理事

菊川 裕幸

NPO 国 際 CIO 学 会 2017 年 度

役員（理事・評議員・監事）総会後新体制
≪敬称略≫

役

職

氏

名

所

属

顧問

浜口 友一

当学会 直前理事長

理事長

(昇任)岩崎 尚子

早稲田大学教授（直前副理事長）

常任理事

(昇任)水越 尚子

エンデバー法律事務所弁護士

理事

小尾 敏夫

早大教授（学会世界会長），電子政府・自治体研究所所長

理事

須藤 修

東京大学教授（元会長）

理事

(新)藤原 遠

NTT データ執行役員 第一金融事業本部長

評議員

(新)井伊 基之

東日本電信電話株式会社 代表取締役副社長

評議員

飯島 淳一

東京工業大学・大学院教授

評議員

池上 徹彦

文部科学省宇宙開発委員会元委員長

評議員

大澤 隆男

株日立製作所 IT 統括本部 エグゼクティブ IT アドバイザー

評議員

大山 永昭

東京工業大学教授

評議員

片山 泰祥

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事

評議員

神岡 太郎

一橋大学教授（元会長）

評議員

(新)川崎 秀一

沖電気工業株式会社 代表取締役会長

評議員

(新)木村 正治

日本 CIO 協会 副会長（真瀬宏司会長 総会後退任予定）

評議員

工藤 裕子

中央大学教授

評議員

桑原 義幸

広島県 CIO

評議員

國領 二郎

慶應義塾大学常任理事・教授

評議員

座間 敏如

財務省 CIO 補佐官，総務省行政管理局技術顧問

評議員

戸沢 義夫

産業技術大学院大学教授

評議員

根来 龍之

早稲田大学教授，IT 戦略研究所所長

評議員

橋本 裕一

アンリツ株式会社代表取締役社長

評議員

(新)松本 雅義

富士通株式会社 執行役員 CIO（故秋草直之氏の後任）

評議員

近藤晃司

次期都道府県 CIO フォーラム会長（北海道情報統計局長）

監事

(新)菊川 裕幸

一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会専務理事
（金修氏 総会後 退任）

監事

(新)祖父江 和夫

一般社団法人電気通信協会特別参与（3 月 31 日から専務理事）
（児玉雅俊氏 総会後 退任）
以上
（文責：渡邉事務局長）

