参加申込要領

会員制度のご案内
公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、法人を対象とした会員制度を
設け、セミナー参加料割引をはじめ各種サービスを提供しております。
会員外の方はこの機会に是非ご入会ください。
資料請求先 ： 顧客ネットワークセンター TEL 03-3434-6677

◆参加費用（※1名あたり・禅回開催・消費税込み）
区 分

申し込み参加費（消費税込み）

企業情報化協会会員

１４０,４００円

一般

１６２,０００円

個人情報の取扱いについて

第2回・第4回現地開催について、開催地までの往復の移動交通費
は、貴社にてご負担を頂きます。

複数申込割引費用（2名以上申込み参加の場合、追加
1名につき下記参加費用となります。
区 分

申し込み参加費（消費税込み）

企業情報化協会会員

９０,７２０円

一般

１１３,４００円

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。

参加対象

お問い合わせ・お申し込み先
公益社団法人企業情報化協会（IT協会）
ITマネジメント推進センター 研究会事務局
〒105-0011
東京都港区芝公園3-1-22 日本能率協会ビル 3階
TEL:03-3434-6677 FAX:03-3459-1704
mail：info@jiit.or.jp

◆参加申込方法
本申込書に必要事項をご記入の上、上記あてご送信ください。
折り返し、郵送にて参加証と請求書をお送りいたします。

201９年１月〜３月（期間中4回開催）

会 場

 第１回・第３回
TKP新橋カンファレンスセンター （東京都港区）
 第２回・第４回
現地視察（第2回：横浜市、第4回：大阪市）

http://www.jiit.or.jp

請求書が届き次第、指定銀行の口座にお振込ください。
お支払は、原則として開催日前日までにお願い申し上げます。

CIO、IT部門長など企業の情報戦略担当責任者
情報戦略子会社における情報企画担当責任者
経営企画部門情報戦略担当責任者
SI企業・情報戦略担当責任者

会 期

Webページからもお申込みできます

◆参加料支払方法






（ただし貴社の規定による、開催後のお支払も可能といたします。）

第1期研究会研究対象企業
1)積水化学工業株式会社
ふりがな

ふりがな

会社名
（正式名称）

事業所名

該当欄へチェックを入れてください

□ 企業情報化協会会員

□ 一般
電話番号（市外局番からご記入ください）

ふりがな

所属役職名

派遣責任者

（

）

FAX番号（市外局番からご記入ください）
Eメール

メール配信

ふりがな

〒

）

電話

ふりがな

メール配信

（

）

FAX

（

）

□ 希望する □ 希望しない

〒

電話

※派遣責任者と異なる場合のみご記入ください。

メール配信

平成29年度IT総合賞受賞
テーマ：「自らを再定義するデジタル変革の取り組み
～ FinTech時代のオープンプラットフォーム『Open Banking API Gateway』～」

平成29年度ITマネジメント賞受賞
テーマ：「レガシーシステムからの完全脱却とお客様サービス向上の施策推進」
（

）

FAX

（

）

6)大阪ガス株式会社

Eメール

所在地

平成29年度IT総合賞受賞、平成30年度情報化月間経済産業大臣表彰受賞
テーマ：「180システムを7割超削減、40年使い続けたメインフレームを撤廃した
『レガシーシステム終了プロジェクト』」

5)野村ホールディングス株式会社

所属
役職名

氏名

3)日清食品ホールディングス株式会社

4) 株式会社みずほフィナンシャルグループ

Eメール

所在地
※派遣責任者と異なる場合のみご記入ください。

参
加
者
2

（

所属
役職名

氏名
参
加
者
1

□ 希望する □ 希望しない

2)日本生命保険相互会社
平成29年度ITマネジメント賞受賞
テーマ： 「RPAを活用した銀行窓販保険事務の効率化」

〒
所在地

平成26年度IT総合賞受賞、平成27年度情報化月間経済産業大臣表彰受賞
テーマ：「全社情報基盤Smileの革新」

□ 希望する □ 希望しない

平成27年度IT総合賞受賞、平成28年度情報化月間経済産業大臣表彰受賞
テーマ：「日本型の『分析力を武器とする企業』を目指す ～IT部門にデータ分析専門組織を設ける～」

通信欄

公益社団法人企業情報化協会

～IT先進企業の主要成功要因（KSF：Key Success Factor）と将来戦略を探る～

研究会

第1期

研究討議テーマ・内容

※プログラム内容・テーマは変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

第１回 2019年1月29日(火)
講演２

講演１

『全社情報基盤Smileの革新』

開催の目的
小会では1983年より「情報化優秀企業・機関・事業所等表彰制度に則って創設された「OA賞」（平成13年度
からIT賞と名称変更）をもとに、“ITを高度に活用したビジネス革新”に顕著な努力を払い成果を挙げたと認めう
る企業・団体等を表彰し、その成果を広く社会に公表してまいりました。
またIT賞を受賞した企業の中からは、数多くの企業が政府主導の情報化月間における「経済産業大臣表彰」を受賞
するに至っております。
こうしたIT先端優秀企業には業種業態を超えて、IT推進担当者の弛まない努力と研究の積み重ねのもとに、多くの
ノウハウや打ち手が隠されております。
小会ではこうしたIT先進企業のノウハウや成功要因を探り、ベンチマークを行うことにより、自社IT推進の高度化
に多くの参考となる情報が得られるものと考えました。
そこで、本研究会ではIT賞受賞企業を実際に訪問し、各社のCIOやIT担当責任者よりIT賞受賞時の内容やその後の
展開について情報提供を行っていただき、IT戦略の強化やビジネス革新をもたらす主要成功要因について研究討議
を行います。
同時に、本研究会へ集われる高い関心と強い問題意識をお持ちの方々との交流を通じて、自社における有効な活
用方法について有益な情報収集と交流の場として参りたいと考えております。
つきましては、自社IT推進における課題について日々腐心され現状打破のヒントを探りたいとお考えの方々、また
次年度以降にIT賞応募の検討をいただいておられる方々の本研究会へ積極的なご参加をいただきますようお願いい
たします。

『ＲＰＡを活用した銀行窓販保険事務の
効率化』

平成26年度 IT総合賞受賞
平成27年度情報化月間 経済産業大臣表彰受賞

積水化学工業株式会社

平成29年度I Tマネジメント賞受賞

コーポレート情報システムグループ長
理事 原 和哉 氏

サービス企画部・金融法人契約部

日本生命保険相互会社

第２回 2019年2月20日(水) －現地見学＆講演－
施設見学
『ものづくり製造体験（チキンラーメンファクトリーでの手作り体験）』
現地講演

『180システムを7割超削減、40年使い続けた
メインフレームを撤廃した【レガシーシステム終
了プロジェクト】』

研究会研究項目
1. 経営幹部のITガバナンス（ステアリングコミッティ、CIOのポジション、経営幹部のITに対する姿

平成29年度 IT総合賞受賞
平成30年度情報化月間 経済産業大臣賞受賞

カップヌードルミュージアム 横浜 （神奈川県横浜市）

日清食品ホールディングス株式会社
情報企画部次長 中野 啓太 氏

勢、IT部門の幹部に対する姿勢など）

2. IT総予算の策定、管理（権限者・執行者・評価、起案・調整・執行・個別案件決裁・評価のプロセ
スなど）

3. 事業戦略との関係性（中期経営計画などでの位置付け、新規事業展開での役割など）
4. 新規投資案件の意思決定、事後評価（起案者、経営幹部の関与、ユーザーの関与、評価な
ど）

5. インフラ整備、メンテナンスのポリシー（判断基準、予算、優先順位、着手時期など）
6. IT/IS部門の組織体制（社内でのポジション、IT企画、開発、運用、アウトソーシング、パートナー

第３回 2019年3月8日(金)
講演１

講演２

『自らを再定義するデジタル変革の取り組み
～ FinTech時代のオープンプラットフォーム
【Open Banking API Gateway】～』

『レガシーシステムからの完全脱却とお客
様サービス向上の施策推進』

戦略など）

7. ユーザー部門との調整、コミュニケーションなどの関係性、組織態勢（ユー
ザーの関与・体制、IT部門からの実務への関与、利害調整、定常的なコミュニケーションなど）

8. 人材育成（幹部・リーダー・専門職、キャリアパス、ダイバーシティ、ローテーション、各種手法や標
準の活用など）

平成29年度 IT総合賞受賞

平成29年度 ITマネジメント賞受賞

株式会社みずほフィナンシャルグループ

野村ホールディングス株式会社

専門役員 加藤 昌彦 氏

執行役員 IT統括責任者 沼田 薫 氏

第４回 2019年3月19日(火) －現地見学＆講演－

第1期研究会基本スケジュール（案）
▼第1回・3回 基本スケジュール（案）

施設見学

『IoTを活用した新たな付加価値サービス』

▼第2回・4回 現地研究会 スケジュール（案）

14：00

集合・主催者挨拶・コーディネータ課題
提起

14：10～15：00

講演１

15：10～16：00

講演２

16：00～16：50

Buzz Session

16：50～17：00

コーディネーターによるまとめ

13：45

現地集合

14:00～15:00

現地見学

15:00～16:00

講演

16：00～17：00

Buzz Session

現地講演

『日本型の「分析力を武器とする企業」を目指
す～IT部門にデータ分析専門組織を設ける～』
平成27年度 IT総合賞受賞
平成28年度情報化月間 経済産業大臣賞受賞

大阪ガス株式会社

※詳細スケジュールは、ご参加者に別途開催の2週間前までにご連絡いたします。

研究会コーディネータ
公益社団法人企業情報化協会 シニアコンサルタント 髙橋 淳

大阪ガスハグミュージアム （大阪市大正区）

情報通信部ビジネスアナリシスセンター所長
岡村 智仁 氏

