「第11期 I T人材活性化研究会 」

参加申込書

IT人材活性化コンソーシアム

研究会へ参加をご希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてＩＴ協会までご送信ください。

参加費
（１名様・税込み）

区分

参加費

企業情報化協会会員
コンタクトセンター推進協議会会員

１９４，４００円

会員外

２１６，０００円

元気のあるIT部門、元気の出るIT職場作りのための具体施策研究

※ ２名以上申込み参加の場合は、追加１名につき会員１２９，６００円（税込）、一般１５１，２００円（税込）
となります。
※ 参加費には、当日の配布資料、研究会終了後の懇親会費用（２回分）が含まれています。

第11期 ＩＴ人材活性化研究会 参加申込書

会員区分

開催期日： 2018年9月～2019年1月 （全５回）

□企業情報化協会会員
□コンタクトセンター推進協議会会員
□会員外

研

参加者
人数

名

参加費
合計

円
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会社名
住

所
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－
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究
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ー

マ

デジタルトランスフォーメーション（DX）人材育成・確保
シニア人材活性化・育成
経営人材育成
HRTECH
働き方改革（テレワーク推進）

所属/お役職
派遣責任者

E-Mail

電話番号

ＦＡＸ

Ｐｊｔ № ＩC302

ご要望記入欄

※請求書と参加証は派遣責任者様宛てに送付致します。それ以外をご希望の方はご要望記入欄にご記入下さい。

ご参加者①

会 期 ・ 会場
2018年9月 ～ 2019年1月 （全5回）

東京・港区 日本能率協会ビル 研修室 ほか

E-Mail

第11期 IT人材活性化
コンソーシアム企画委員会委員長

参加対象
所属/お役職
ご参加者②

〇情報システム部門管理者
〇情報システム部門人事総務管理ご担当責任者
〇IT系企業の人事労務ご担当者
〇IT系職場の活性化や人材の活性化にご関心のある方

E-Mail

所属/お役職
お問い合せ・お申込先
公益社団法人企業情報化協会
TEL.03-3434-6677
FAX.03-3459-1704
〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-22
日本能率協会ﾋﾞﾙ 3F
Homepage： http://www.jiit.or.jp
E-Mail： entry＠jiit.or.jp

個人情報の取扱いについて
公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、個人情報の
保護に努めております。詳細は小会のプライバシーポリ
シーをご覧ください。
今回、ご記入いただきました皆様の個人情報は、本催し
（カンファレンス・セミナー・研究会）に関する確認・
連絡および各種諸手続きのため機密保護契約を締結した
業務委託先（事務局協力会社および郵便物発送業者）に
預託することがありますのであらかじめご承知おきくだ
さい。

事務局
使用欄

東京ガス株式会社
常務執行役員
笹山 晋一

公益社団法人企業情報化協会

http://www.jiit.or.jp/

〜 元気のあるIT部門、元気の出るIT職場作りのための具体的施策研究 〜

第11期 IT人材活性化研究会
開催にあたって

コーディネーター
第1回 ９月１９日 (水）

世界最先端IT国家へ向けITは成長戦略のコアであり、ITは我々の社会生活インフラの様々な局面で活用され、企業活動ひいては経済活
動を行っていく上で、欠くことが出来ない状況となっております。
ITの進展、企業内におけるIT活用の高まりにより、IT産業あるいは企業内情報システム部門の役割の重要性は日々増しています。近年、
クラウドコンピューティング、スマートデバイス、SNS、ビックデータなどの積極活用による情報の収集・活用、コミュニケーション、そして経営
戦略との融合や経営のスピード化などにITを活用する動きは、加速度的に増加しています。
また、サーバー攻撃、セキュリティ・個人情報保護、IFRSなどへの対応、システムの保守運用への業務量増大などから、IT部門の業務は増
加する傾向にあります。
さらに人口減少と少子高齢化の下にある我が国が再び力強い成長の歩みを取り戻すためには，女性の活躍こそ原動力であり，成長戦略
の中核になるといえます。 一方で、IT人材にかかるストレスは増加する傾向にあり、部門の品質や生産性を直接低下させる原因となるメン
タル不全者の増加を防ぐ施策は、早急に取り組むべき課題となっています。
本研究会では、ITに係る部門や人材に焦点を当て、メンタルバランスを保ち、活力あふれるIT職場を生み出し、元気あるIT部門とするため
の諸施策を検討することを目的として開催いたします。

第11期 IT人材活性化コンソーシアム企画委員一覧
委員長
副委員長

笹山 晋一
譲原 正昭

東京ガス株式会社 常務執行役員
株式会社日本能率協会総合研究所 代表取締役社長

委

橋本 匡弘
渡辺 浩三
西村 茂
山本 勝也
菊池 修
新徳 恒和
青木 謙一
安部 浩文
布井真実子
加藤真由美
増田浩一郎
勾田 勝久
中谷 裕一
長谷 真紀
小杉佳代子
小川 明子
大塚 友美
板橋 直樹
森 秀一
中道 卓志
大山 裕司
鈴木 常弘
内海 隆宏
高瀬 章弘
永田 朋之
平井 繁行
中村 素子
大島 貴明
宮原 大典
向井 孝明
池田 賢也
檜垣 一弥
中西 晶
井上 貴博

株式会社IIJエンジニアリング 執行役員 管理部 部長
株式会社アドバンストラフィックシステムズ 経営統括本部 経営管理部長
ANAシステムズ株式会社 WEBソリューション部 部長
SCSK株式会社 開発センター リソースマネジメント部 専門能力開発課長
NRIシステムテクノ株式会社 人事部長
NECネクサソリューションズ株式会社 営業ユニット エグゼクティブエキスパート
NECソリューションイノベータ株式会社 人財企画部 マネージャー
NTTコムソリューションズ株式会社 取締役 経営企画部長
株式会社NTTデータ 人事部 人事担当 課長
株式会社NTTデータ経営研究所 情報戦略事業本部 ビジネストランスフォーメーションユニット
株式会社NTTドコモ ダイバーシティ推進室 担当課長
株式会社オージス総研 人事部長
関電システムソリューションズ株式会社 取締役 コーポレート統括本部副本部長
株式会社キューブシステム コーポレートサービス本部 人材開発室 主査
小杉佳代子社会保険労務士事務所 代表
株式会社シーエーシー 経営統括本部 副本部長 兼 人事部長
株式会社ジェーエムエーシステムズ 管理部 人材育成グループ マネージャ
全日本空輸株式会社 業務プロセス改革室 主席部員
株式会社中央コンピュータシステム 人事部 人事課 兼 組織活性課 課長
株式会社テプコシステムズ 総務部長
株式会社デンソーITソリューションズ 経営管理部 部長
東京海上日動システムズ株式会社 人事部 アーキテクト
東京ガス株式会社 デジタルイノベーション戦略部 デジタルイノベーション企画グループマネージャー
東京ガスiネット株式会社 人事・総務部長
東日本電信電話株式会社 ITイノベーション部 営業系IT推進 担当部長
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 ヒューマンリソース部 人材開発グループ マネージャー
株式会社日本能率協会コンサルティング KIセンター センター長
株式日本総合研究所 開発推進部門 人材育成部 部長
株式会社野村総合研究所 人材開発部長
株式会社日立システムズ 人事総務本部 人財教育企画部 部長
FITEC株式会社 管理統括部 人事部 部長
三井E&Sシステム技研株式会社 企画管理本部 人事部長
明治大学 経営学部 教授
ヤマトコンタクトサービス株式会社 経営戦略部長
（社名50音順、敬称略）

各回の基本スケジュール
時間

内容

14:00～14:10

事務局長挨拶・コーディネーターによる課題提起

14:10～15:00

ゲストスピーカーによる講演 (1)

15:00～15:10

休憩

15:10～16:00

ゲストスピーカーによる講演 (2)

16:00～16:50

ディスカッション・情報交換・発表・質疑応答

16:50～17:00

コーディネーターによるまとめ

中西

晶氏

事例研究（1）

※第3回研究会は楽天株式会社（東京都世田谷区）
にて開催致します。
※基本スケジュールは開催回によって変更
される場合があります。

経営学部

教授

事例研究（2）

「 People Analyticsの活用と今後の展望 」

「JTの考えるDXと人材確保
… Be better,Be faster,and Be bolder …」

講師：パーソルホールディングス株式会社

講師：日本たばこ産業株式会社

グループ人事本部 タレントマネジメント部
タレントマネジメント企画室 室長 山崎 涼子 氏
第2回 １０月１７日 (水)

IT本部
磯野 伸幸 氏

DX人材のマネジメント・シニア人材育成
事例研究（2）

「デジタルビジネスの時代に
「ミドル社員 キャリア自律支援の取り組み 」
必要な人材マネジメント」
講師：デロイトトーマツコンサルティング合同会社

シニアマネージャー 田中 公康 氏
第3回 １１月２２日 （木）

講師：ソフトバンク株式会社

人事総務統括 未来人材推進室 次世代人材推進課
日下部 奈々 氏

先進企業ベンチマーク

（働き方改革）

視察企業：楽天株式会社
講演（1）「楽天技術研究所とそのイノベーションに向けた挑戦」

楽天技術研究所 代表 兼 楽天生命技術ラボ 所長 森

執行役員
正弥 氏

講演（2）「楽天の働き方改革への取り組み」

人事総務統括部 グローバル人事部 労務企画課
ヴァイスシニアマネージャー 小池 一馬 氏

第4回 １２月１９日 (水)

経営人材 ・ DX人材

事例研究（1）

事例研究（2）

「デジタルビジネスに
「日立におけるグローバル経営リーダーの育成」
対応するための人材育成」
講師：株式会社日立総合経営研修所

講師：ヤマトホールディングス株式会社

デジタルイノベーション推進室長 奥住 智洋 氏
第5回 １月２３日 (水)

取締役社長
兼 株式会社日立製作所
グローバル人財開発部長 兼 総合教育センタ長
迫田 雷蔵 氏

働き方改革事 ・ テレワーク推進
事例研究（2）

事例研究（1）

※第1回・第5回研究会終了後に参加者交流会（懇
親会）を開催致します。

明治大学

HRTECH ・ DX人材の育成と確保

事例研究（1）

研究会の具体的な研究項目・内容については、小会より委嘱されたIT人材活性化コンソーシアム企画委員会において検討を頂き、取りまとめて頂きました。

員

研究会プログラム

「会議効率化とテレワーク推進
「テレワークの活用で、従業員一人ひとり
で時間生産性をアップ」
に合わせた多様な働き方を実現」
講師：コニカミノルタ株式会社

講師：富士ソフト株式会社

人事部長 中村 誠治 氏

IT企画部
部長 橋本 信夫 氏

※プログラムにつきましては内容が変更となる場合がございます。プログラムテーマは一部仮題を含みます。

