
公益社団法人企業情報化協会
http://www.jiit.or.jp/

IT協会 検 索

参加費
(1名様・税込み)

区分 参加費

IT協会正会員
準会員(カスタマーサポート部門会員)

220,000円

会 員 外 242,000円

※ 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165,000円（税込）、一般198,000円（税込）となります。
※ 現地見学会参加に係る交通費は各自ご負担となります。

第2期 デジタル技術実践研究会 参加申込書
開催期日： 2022年12月～2023年3月 （全5回）

会員区分

□企業情報化協会正会員

□準会員（カスタマーサポート部門会員）

□会員外

参加者人数 名

参加費合計 円

ふりがな

会社名

住 所
〒 －

所属/お役職

申込責任者 E-Mail

電話番号 Fax

ご要望記入欄 Pjt ．IL304

お問い合せ・お申込先 個人情報の取扱いについて 事務局使
用欄

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

Homepage：www.jiit.or.jp
E-Mail： entry＠jiit.or.jp

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。

ご参加者① E-Mail

所属/お役職

ご参加者② E-Mail

所属/お役職

※請求書と参加証は申込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。

株式会社インプレス
編集主幹 田口 潤

企画委員

一般社団法人
日本ディープラーニング協会
顧問
森 正弥

株式会社NTTデータ
代表取締役副社長執行役員
山口 重樹

ニッセイ情報テクノロジー株式会社
代表取締役社長
矢部 剛

委員長 副委員長 コーディネーター

開催期間 開催方法

2022年12月 ▶ 2023年3月
全5回開催

■SDG’ｓに貢献できるデジタル技術の今

■IT企業のGX実現のために今すべきこと
■仮想現実ビジネス活用の最前線

会場・オンライン併催（ハイブリッド開催）
オンライン ／会場 東京プリンスホテル 他

～サステナビリティの推進と
デジタル・AI技術による貢献～

■Well-Being実現にむけたデジタルの使命とその効果とは

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


開催のご案内

タイムスケジュール

企画委員

Well-Being実現にむけたデジタルの使命とその効果とは

SDGｓに貢献できるデジタル技術の今

AI活用の高度化とAI駆動型組織
（AI-fueled Organization）への進化

持続可能な開発目標（SDGｓ）の
視点から未来を考える

慶應義塾大学
政策・メディア研究科 特任講師
国連大学 リサーチコンサルタント

カトラミーズ ターレク氏

12月19日（月）

”大規模生産施設として
国内初の『ZEB（Net Zero Energy Building)』認定工場”から、

スマートファクトリーの未来を読み解く

現 地 見 学

沖電気工業株式会社 OKI本庄工場（埼玉県本庄市）

2月14日（火）

IT企業のGX実現のために今すべきこと

NTTコミュニケーションズが取り組むGX
～100年後の未来を創るGXとは～

STNetデータセンター「Powerico」における
SDGsへの取り組みについて

株式会社STNet
経営企画室 上席理事 経営企画室長

吉本 浩二 氏

3月3日（金）

“働きやすさ”から“働きがい”へ
～ Smart Work 2.0を支えるデジタルテクノロジー

日本電気株式会社
コーポレートトランスフォーメーション部門 DX戦略統括

オフィス ディレクター 小口 和弘 氏

ツヅキグループにおける『健康経営の実践』

都築電気株式会社
総務人事統括部 人事戦略室

奥野 洋子 氏

3月22日（水）

1月13日（金）

メタバースで企業と
生活者をつなぐコミュニティの構築

バーチャルオフィス活用による、
コロナ禍の組織マネジメント

仮想現実ビジネス活用の最前線
～バーチャルオフィス＆メタバース活用事例～

エン・ジャパン株式会社
人材プラットフォーム事業部 営業責任者

峯崎 直哉 氏

大日本印刷株式会社
ABセンター XRコミュニケーション事業開発ユニット

ビジネス推進部・部長 宮川 尚 氏

デロイト トーマツ コンサルティング 合同会社
執行役員・Deloitte AI Institute所長

森 正弥 氏

サステナビリティ社会実現に向けての取組は、現代社会の最大の課題ともいわれています。
政府は2050年カーボンニュートラル脱炭素社会の実現を打ち出し、トレーサビリティ、再生可能エネルギーの効率的な活用等、産業
界においてその対応が必須となっております。
また続可能な取り組みは、環境だけでなく、オフィスのワークスタイルにも大きな影響を及ぼします。
ビジネスの世界における生産性の向上や意欲・能力を存分に発揮できる環境作りによって、オフィスワーカーを取り巻く環境にプラス
の変化をもたらす機会ともなり得ます。
こうした情勢は企業のIT部門・デジタル推進部門におきましても今後、重要なミッションとなると思われます。
そこで小会では、サステナビリティ推進に向けて、IT・デジタル技術の活用や適用により、どのような支援・貢献が可能となるかを考え
る場を設けることといたしました。
本テーマに関心をお持ちの皆様のご参加をお願いいたします。

公益社団法人企業情報化協会会長
山内 雅喜

（ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問）

時 間 内 容

14：00 ～ 14：10 集合・コーディネーターによる問題提起

14：10 ～ 15：00 ゲストスピーカーによる講演・情報提供 ①

15：00 ～ 15：10 休憩

15：10 ～ 16：00 ゲストスピーカーによる講演・情報提供 ②

16：00 ～ 16：55 ディスカッション・情報交換・発表・質疑応答

16：55 ～ 17：00 コーディネーターによるまとめ
※第3回のプログラムは除く。

NTTコミュニケーションズ株式会社
ビジネスソリューション本部 ソリューションサービス

ICTイノベーション部門 イノベーションオフィサー 熊谷 彰斉 氏

委員長 矢部 剛 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役社長

副委員長 山口 重樹 株式会社NTTデータ 代表取締役副社長執行役員

副委員長 森 正弥 デロイトトーマツコンサルティング/一般社団法人日本ディープラーニング協会顧問 執行役員

コーディネーター 田口 潤 株式会社インプレス 編集主幹

アドバイザー 飯田 耕造 株式会社ディ・アイ・システム 社外監査役

委員

第1回

第2回

第5回

第4回

第3回

会場・オンライン併催
（ハイブリッド開催）

オンライン：
会場：東京プリンスホテル 他

※一部仮題含む

松田 一郎 株式会社IHIエスキューブ 取締役
デジタルソリューション事業部 事業部長

堺 勝信 アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部
AIグループ マネジング・ディレクター

水原 祥光 イツワ商事株式会社営業本部 システム部 執行役員 部長

饗庭 忍 株式会社インテージテクノスフィア 代表取締役社長

芝田 元 NRIシステムテクノ株式会社 常務取締役

中里 英則 NTTコムウェア株式会社 ビジネスインキュベーション本部
BI部デジタル推進部門 部門長

藤平 武巳 NTTコミュニケーションズ株式会社
コミュニケーション＆アプリケーションサービス部担当課長

谷中 一勝 株式会社NTTデータ ビジネスソリューション事業本部 事業本部長

椿 茂樹 株式会社NTTデータセキスイシステムズ代表取締役常務執行役員

山口 健 株式会社オージス総研 取締役常務執行役員技術統括 技術部長

山本 真 株式会社クニエ CIOサポート担当 パートナー

飯田 賢一郎 株式会社キューブシステム 常務執行役員

桐原 慎也 株式会社シグマクシス デジタルシェルパ IoT＆ロボティクス ディレクター

中島 雄一 株式会社JR東日本情報システム企画部 次長

後藤 孝宏 全日本空輸株式会社デジタル変革室 イノベーション推進部
業務イノベーションチーム リーダー

國井 康弘 株式会社中央コンピュータシステム システムソリューション部 部長

藤田 貴幸 東京ガスｉネット株式会社 IT推進部 課長

太田 浩輔 東京海上日動火災保険株式会社 IT企画部
ビジネスプロセスデザイングループ 課長

木村 英智 東京海上日動システムズ株式会社デジタルイノベーション本部
データ活用部 部長

武田 邦展 日本生命保険相互会社 IT統括部 課長

相田 竜介 株式会社日本総合研究所先端技術ラボ 部長

品川 輝 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 NISSAY ITアカデミー 部長

福井 紘彦 株式会社日本能率協会コンサルティング
ビジネスプロセスデザインセンター コンサルタント

市川 真大 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 総務部ICT推進室 室長

岡本 圭司 日本マイクロソフト株式会社 モビリティサービス事業本部 交通・物流営業
本部 本部 本部長

亀津 敦 株式会社野村総合研究所 DX生産革新本部 IT基盤技術戦略室
上級研究員

磯部 剛 株式会社バンダイナムコスタジオ コーポレート統括本部 コーポレート本部
開発推進部 ITサービス企画課 ITスペシャリスト

鶴田 泰史 株式会社プリマジェスト サービスデザイン統括部 統括部長

和田 睦 株式会社マネージビジネス R&D推進室執行役員推進室長

日下部 康仲みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 ビジネス企画部 次長

橋本 佑介 三井住友海上火災保険株式会社営業企画部営業IT推進室長

（敬称略・順不同）


