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●ホームページからお申込みいただくか、当申込書に必要事項をご記入の上、下記あてご送付ください。
折り返し、郵送にて参加証、請求書、会場案内図をお送りいたします。

●Web・FAXによる申込もお受けします。

企業情報化協会　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（直通）

検索 https://www.jiit.or.jpIT協会

（　　　　　　）

（　　　　　　）

IT協会正会員 528,000円
会員外 572,000円

個人情報の取り扱いについて
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。

注：会員とは「IT協会会員」準会員「カスタマーサポート部門」を指します。
※参加費には消費税10％を加算しております。
※2名以上申込み参加の場合は、追加１名につき会員 385,000円（税込）、
　会員外462,000円（税込）となります。
　

参加費用
（1名あたり・消費税込）

参加申込方法

第６期

メール配信　　希望　　□する　　□しない

メール配信　　希望　　□する　　□しない

メール配信　　希望　　□する　　□しない

□IT 協会会員　　　　　□一般

□準会員（カスタマーサポート部門）

電話番号（市外局番からご記入ください）

FAX番号（市外局番からご記入ください）

FAX番号（市外局番からご記入ください）

電話番号（市外局番からご記入ください）

FAX番号（市外局番からご記入ください）

電話番号（市外局番からご記入ください）

参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
参加申込後にキャンセルされる場合は、下記によりキャンセル料を申し受けますので、ご了承ください。
開催10日前～前々日…参加料の30％
開催前日および当日…参加料の全額（万一キャンセルの場合は必ずご連絡ください。）

キャンセル規定

Eメール 必須＊

Eメール 必須＊

Eメール 必須＊

公益社団法人企業情報化協会 https://www.jiit.or.jp

第6期
経営とITの融合を実現するための

２０２1年7月～12月 全８回
東京プリンスホテル（他　都区内会議室）
【オンライン併催、オンライン開催の場合があります】

経営幹部として活躍が期待される方（本部長・事業部長・部課長クラスの方）
25名

会　　期

会　　場

参加対象

定　　員

企業にイノベーションを起こさせる次世代ITリーダーの育成

ManagementIT

グループIT戦略と
それに向けたIT部門のあり方

鴫谷 あゆみ 氏

東京ガスiネット株式会社
代表取締役 社長執行役員

（東京ガス株式会社 常務執行役員）

3

CIOの資質とは？　
次世代経営者へのメッセージ

矢島 孝應 氏

特定非営利活動法人
CIO Lounge 理事長

5

デジタル変革（DX）への挑戦
～ イノベーションとリーダーシップ ～

西畑 智博 氏

日本航空株式会社
常務執行役員

デジタルイノベーション本部長

2

エンジニアがリードする
事業共創と産業再構成

松橋 正明 氏

株式会社セブン銀行
専務執行役員 セブン・ラボ

4

日産自動車のデジタル戦略と
グローバルガバナンス
～ 成果と今後 ～

能丸 実 氏

日産自動車株式会社
グローバル情報システム本部　理事

1

株式会社インプレス 編集主幹
モデレータ

田口 潤 氏

ニューノーマル時代の革新的働き方の実践と
これからの経営戦略

牧野 司 氏

慶應義塾大学大学院 理工学研究科 訪問教授
東京大学大学院 情報理工系研究科 非常勤講師
筑波大学システム情報工学研究科  客員教授

ワークショップ session

CIO session

デジタル・リーダーシップ

小縣 方樹 氏

東日本旅客鉄道株式会社
常勤顧問

（公益社団法人企業情報化協会 会長）

特別講演

顧客価値リ・インベンション戦略と実践
～デジタルサクセスのためにリーダーは何をすべきか～

山口 重樹 氏

株式会社NTTデータ
代表取締役副社長執行役員

  （公益社団法人企業情報化協会 副会長）

基調講演



～企業にイノベーションを起こさせる次世代ITリーダーの育成～次世代経営幹部養成コース
経営とITの融合を実現するための

第6期

公益社団法人企業情報化協会　会長　小縣 方樹

熾烈な競争が繰り返されるビジネス環境にあって、スピード経営、リアルタイム経営の重要性が叫ばれる中、ITを効果的に活用することによってこれらを実現し、
競争社会に打ち勝つ戦略の立案と実現が求められています。
一方で、 loT（Internet of Things） 、ビッグデータ、人工知能 （AI） 、ロボティクス、モバイル等、ITを取り巻く技術やトレンドも日進月歩で進化・普及する昨今、
これらをいかに効果的に適用し、競争力の源泉としていくべきか、これからの経営幹部に求められる必須のアイテムとなってまいりました。本コースでは、多くの経験
やノウハウを有する実務家の方 と々、より高度な議論を展開し、企業にイノベーションを起こすことのできる次世代幹部としての素養を体得いただきます。
ぜひ本コースヘの積極的な参加および参加者のご派遣をお願いいたします。

参加者の声

システムメタボ排除など、苦労話はとても
参考になる
情報システム ・課長

既存人財のスキル開発に新たな発見が
ありました
メーカー・部長

他社の取り組みを知るだけではなく他の参
加者と価値感を共有できる良い機会だった
情報システム ・課長

チャンスを与えられ成長し続けている人材は
辞めることがない～考えさせられる事項だ
金融・部長

自ら変革を実践しているリーダーの生の
声はやはり迫力！ 地に足の着いたイノ
ベーションに共感しています
金融・部長

業界トップ経営者の失敗談を含めた取り組み
事例とアドバイスはすぐに実践できる内容だ
情報システム ・課長

ＩＴをけん引する企業トップが実践する組織改
革・意識改革をこの距離感で聴けたのは目から
鱗、行動力が桁違い！！ 
情報システム ・課長

講義と議論を通じて経営者の視点と覚悟、
変化の時代の対処法、これからのCIOの在
り方について、日々悩んでいる事項に対する
ヒントを数多く頂くことができ感謝しています
金融 ・部長

リーダーシップ発揮の仕方とマネジメントの
勘所について気づかされます
損保・課長

多様なチャレンジの仕方を教えて頂き、自社
の現状をどのように打破していくかヒントを
もらいました
情報システム ・課長

最大のライバルは顧客ニーズの変化！
損保 ・課長

感動の先に幸せがあるという言葉が印象に
メー カー ・部長

異なる業界、立場のメンバーが集まっており
大いなる刺激を受けた
情報システム ・部長

デジタル化の加速度的進展、またウイズコロナの時代にあたり、ビジネスと働き
方をどう変えなければいけないか、どのようにイノベーションを生み出していくべ
きかを、最新の理論と実例紹介、ワークを通じて考察する。

ニューノーマル時代の
革新的働き方の実践と
これからの経営戦略

さらに進化するデジタル社会では、大企業群が属する巨大な産業間ですら、
統合が起きると予想されます。
例として、Mobility、Smart City、Smart Office/Homeという産業カテゴ
リー間の統合があげられます。
これからは、その文脈で、企業アライアンス、新たなエコシステムを考えるこ
とも重要です。
そうした時代の「デジタル・リーダーシップとは何か？」について、考察します。

デジタル・リーダーシップ

牧野 司 氏
慶應義塾大学大学院 理工学研究科 訪問教授
東京大学大学院 情報理工系研究科 非常勤講師
筑波大学システム情報工学研究科  客員教授
●1981年慶應義塾大学経済学部卒（計量経済学）
●慶應義塾大学大学院 理工学研究科 訪問教授
●東京大学大学院 情報理工系研究科 非常勤講師
●筑波大学システム情報工学研究科 客員教授
●EFMAシニアアドバイザー
●日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）主席研究員
●日本損害保険代理業協会 アドバイザー
●元・東京海上日動火災保険業務企画部 • IT企画部兼務 • 元・東京海上研究所・主席研究員
●2016年7月シンギュラリティ大学・エグゼクティブ・プログラム卒業

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

小縣 方樹 氏
東日本旅客鉄道株式会社
常勤顧問
（公益社団法人企業情報化協会 会長）

1952年生まれ。1974年東京大学工学部卒業、旧日本国有鉄道入社。
1987年、国鉄分割民営化により発足したJR東日本に入社以来、安全、輸送、車両メンテナンス
をはじめ、サービス、マーケティング、Suica、設備投資、広報、人事勤労、国際など幅広い分野を
経て、2008年、代表取締役副社長 鉄道事業本部長に就任。副社長として、鉄道ネットワークの
運営全般とともに、Suicaの運営全般を担当。2011年、取締役副会長に就任。お客さまの安全
と安定輸送のさらなる向上など、事業の品質と多様性を高めるため、経営と技術のオープン・イ
ノベーションとオープン・グローバリゼーションを推進。
2020年6月、常勤顧問に就任。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

ごあいさつ（参加のお勧め）

主に現役の経営者との直接講話により、経営幹
部としての素養と知識を習得します。

多くの経験と知識を有する専門家と長時間にわた
り高度な議論を展開していくことで気づきを啓発
し、イノベーションを展開する次世代経営幹部とし
ての素養を習得します。

自己への気づきから組織と社会をつき動かす
「経営感覚と覚悟」を見据え、自己を磨き直し組織を
牽引する行動力と未来への構想を描きます。

同じ立場の参加者同士の交流を推進することで
今後の社外ネットワーク構築の一助とします。

企画の
ねらい

●信頼とデジタル（顧客価値をいかに再創造するか）
 　三品 和広　山口 重樹（共著）発行：ダイヤモンド社

●経営者になるためのノート   
 　桝井 正（著） 発行：PHP研究所

●技術者よ、経営トップを目指せ！   
 　五十嵐 弘司（著） 発行：日経BP社

※上記タイムテーブルは講師や当日の進行により変更することがございます。

※状況によりオンライン開催になる場合がございます。
※情報交換会は社会情勢により開催判断します。

※各回の詳細（会場・スケジュール等）は、開催日の1週間前に参加者ヘメール
　で通知いたします。

標準的タイムテーブル

14:00～14:10
14:10～15:00
15:00～16:00
16:00～17:00
17:00～18:00

オリエンテーション・参加者紹介
講演（ゲスト・スピーカー）
グループディスカッション
発表・総合質疑応答
情報交換会

時　間 内　容推  薦  図  書 本コース受講に際し事前に購読されることをお勧めします。

デジタルはこれまでとは異なる新たな経済原理を創り出すため、今ま
での事業の延長線ではデジタルビジネスを成功に導くことはできま
せん。デジタルビジネスを成功させるために求められる組織マネジメ
ントや、デジタル人財をどのように育成していくか、そのあり方とリー
ダーが実践すべきことを、デジタル先進企業の事例や自身の取組を
交えてご説明します。

顧客価値リ・インベンション戦略と実践
～デジタルサクセスのためにリーダーは何をすべきか～ 山口 重樹 氏

株式会社NTTデータ
代表取締役副社長執行役員
（公益社団法人企業情報化協会 副会長）  

1984年日本電信電話公社入社。
製造業、小売・流通・サービス業でのシステム開発、新規事業創出に従事し、特にコンサル
ティング、ERP、Eコマース、オムニチャネル、ペイメントの拡大に注力。
近年は中国・APAC地域での事業拡大、デジタル社会の実現に向けたソーシャルデザインの
取組も推進。
2018年6月より現職。
公共・社会基盤分野、法人・ソリューション分野、中国・APAC分野、ソーシャルデザイン担当。
共著書に『デジタルエコノミーと経営の未来』(2019年)、『信頼とデジタル』(2020年)。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

基調講演2021/７.9（金）

１００年に一度という大きな変革期にある自動車業界。自動運転、セキュ
リティへの取り組みをはじめCASEへの対応は加速度的に進展していま
す。今回は日産自動車のデジタル戦略とグローバルガバナンス を題材
に、情報システム部門の自己改革と 経営に貢献できるIS/ITを をグロー
バル視点から議論します。

日産自動車のデジタル戦略と
グローバルガバナンス
～ 成果と今後 ～ 

能丸 実 氏
日産自動車株式会社　
グローバル情報システム本部 理事

生産技術開発部門にて、新しい自動化設備の開発と導入に従事。その後、IS/IT部門
で、システム開発、サービスマネジメント、企画統括等の担当を経て現在は、Nissan 
Global IS/IT 中期戦略「 Nissan Digital Next」の策定、実行をリードし、デジタ
ルトランスフォーメーションによる新しいビジネス価値創造に挑戦中。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

CIO session❶2021/10.8（金）

50年ぶりに旅客基幹システムを全面刷新し、DX推進に向けてJALイノ
ベーションラボやイノベーションファンドなど社内外を巻き込む「場」を
創り、顧客サービスや業務改革に寄与するイノベーションを推進する 
JAL。デジタル変革を推進する上での勘所と人財の育成手法について
考える。

デジタル変革（DX）への挑戦
  ～ イノベーションとリーダーシップ ～ 西畑 智博 氏

日本航空株式会社 
常務執行役員 デジタルイノベーション本部長

1984年東京大学工学部卒業、日本航空入社。商品開発部 eビジネス推進チーム・マネージャー、
国内営業部長、Web販売部長等を経て、2014年より執行役員。
JALの旅客基幹システムを50年ぶりに刷新するSAKURAプロジェクトを担当しサービスイン。
2018年執行役員イノベーション推進本部長就任、2019年常務執行役員。
JALイノベ ーションラボやイノベーションファンド等のプラットフォームを構築し、イノベーションと新
規事業創造を推進。2021年よりデジタル変革(DX)と次世代エアモビリティ等の新たな事業創造
をミッションとするデジタルイノベーション本部へ拡大し、現職。SAKURAプロジェクトとDXの取り
組みは、2018年度IT Japan Award「グランプリ受賞」、2019年度IT協会「IT最優秀賞受賞」。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

CIO session❷2021/10.２8（木）

長らく規制産業であった電力・ガス業界は、小売全面自由化による
競争激化に加え、脱炭素の流れを受け大変革期にある。
事業・組織への変化にスピーディーにあるいは先行して対応する
グループIT戦略はどうあるべきか、IT部門はどう関わるべきかについて、
過去の変遷も含めた事例を紹介し、あり方の方向性を考える。

グループIT戦略と
それに向けたIT部門のあり方

鴫谷 あゆみ 氏
東京ガスiネット株式会社 
代表取締役 社長執行役員
（東京ガス株式会社 常務執行役員）

1988年3月東京工業大学 理工学研究科 経営工学専攻 修士修了。
略歴：
1988年4月東京ガス株式会社 入社。
2013年4月リビング本部 業務革新プロジェクト部長。
2014年4月リビング本部 お客さまサービス部長。
2016年4月執行役員 IT 本部 業務改革検討プロジェクト部長。
2017年4月執行役員 IT 本部 CIS 推進部長。
2018年4月常務執行役員 デジタルイノベーション本部 CIRIUS プロジェクト部長。
東京ガスｉネット株式会社代表取締役社長執行役員。現在に至る。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

CIO session❸2021/11.1２（金）

先進的ITを駆使して事業革新と成長を加速するセブン銀行。その革
新的取り組み事例からエンジニアがリードする事業共創と産業の再
構成について考えます。

エンジニアがリードする
事業共創と産業再構成

松橋 正明 氏
株式会社セブン銀行
専務執行役員 セブン・ラボ

同社のサービス/システム企画・開発・運営をデザインするIT＆ビジネスアーキテクト。
ATM事業の推進者として、IT技術を駆使し、従来のATMをデジタルトランスフォーメー
ション、現在のコンビニATMの事業モデルを確立。現在は新規事業探索のセブン・ラボ
を率い、スタートアップ企業とのオープンイノベーションや産学連携による新規事業創出
に挑戦。流通グループに相応しい新しいスタイルの銀行サービスの創造を目指し全社イ
ノベーションを推進。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

CIO session❹2021/11.25（木）

経営者とのコミュニケーション、ベンダー企業との距離感をはじめ各企
業が持つコンピテンシーを 生かすために必要なもの、課題を探求す
る。プロフェッショナル経営者として経験と実績を蓄積してきた先駆者
として次代のCIOにメッセージを送る。

CIOの資質とは？
次世代経営者へのメッセージ

矢島 孝應 氏
特定非営利活動法人
CIO Lounge 理事長

昭和54年4月松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社。平成9年～アメリカ松
下電器株式会社 MIS ジェネラルマネージャー。平成17年～松下電器産業株式会社本社 理
事 情報企画部長。 • 松下システムソフト株式会社 取締役。 • M&Cビジネスシステムズ株
式会社 取締役。 • 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）審議委員 • 社団法人日本情報
システム • ユーザー協会（JUAS）IT部門経営フォーラム関西 座長。平成22年～三洋電機
株式会社 執行役員 ITシステム本部長。 • NTTデータ三洋株式会社 代表取締役社長。 • 
三洋IT ソリューションズ株式会社 代表取締役社長。平成25年～ヤンマー株式会社 執行役
員 ビジネスシステム部長。 平成30年ヤンマー株式会社 取締役。
令和２年６月より、特定非営利活動法人 CIO Lounge 理事長。現在に至る。

Guest speaker
ゲスト・スピーカー

CIO session❺2021/１２.１４（火）

特別講演2021/９.10（金）

第 1回

ワークショップ session2021/8.26（木） 第 2回

第3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

第 8回


