２０１４年 開 催 実 績 表
原 財 団 特 別 セミナー
2014 年 1 月 28 日（東京渋谷）
国立保健医療科学院 統括研究官（中医協「診療報酬調査専門組織・入院医療等の調査・評価
分科会」委員） 筒井 孝子 氏/公益社団法人日本看護協会 常任理事（中央社会保険医療協
議会 専門委員） 福井 トシ子 氏/国際医療福祉大学大学院 教授（中医協「診療報酬調査専
門組織・入院医療等の調査・評価分科会」会長） 武藤 正樹 氏
2014 年１月 31 日（東京新橋）
《医療・介護・健康分野のＩＣＴ化はどう進められるのか》
厚生労働省 政策統括官付 情報政策担当参事官室 室長補佐 北海道大学大学院 保健科
学研究院 客員准教授 中安 一幸 氏/総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室
室長 田邊 光男 氏/帝京大学 医療情報システム研究センター 教授 澤 智博 氏
2014 年 2 月 4 日（東京新橋）
《ビッグデータ活用を支える基盤技術の動向とデータアナリストの心得》
日本電気株式会社 NEC 事業イノベーション戦略本部 ビッグデータ戦略室

シニアマネージ

ャー 荒井 匡彦 氏/パナソニック株式会社 Ｒ＆Ｄ本部 クラウドソリューションセンター 理事
梶本 一夫 氏/株式会社Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ 取締役副社長 岡野原 大輔 氏/大阪
ガス株式会社 ビジネスアナリシスセンター所長 河本 薫
2014 年 2 月 24 日（東京新橋）
《国管理空港の民営化ビジネスの全容》
国土交通省 航空局 航空ネットワーク企画課 空港経営改革推進室 企画調整官 飯沼 宏規
氏/新関西国際空港株式会社 執行役員 コンセッション推進部長 岡田 信一郎 氏/デロイトト
ーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社 インフラ・ＰＰＰアドバイザリー シニアヴァイスプ
レジデント／公認会計士 手計 徹也 氏/株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔
氏
2014 年 3 月 11 日（東京渋谷）
《平成２６年度 消防・防災行政ＩＣＴ関連分野における今後の推進方策》
総務省 消防庁 総務課 理事官 勝目 康 氏/総務省 消防庁 消防技術政策室 課長補佐
千葉 周平 氏/総務省 消防庁 消防・救急課 救急企画室 課長補佐 併任 国民保護・防災
部 防災課 課長補佐 川本 栄太郎 氏/総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 防災
情報室 課長補佐 鳥枝 浩彰 氏/総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 災害対策官
館 圭輔 氏
2014 年 3 月 25 日（東京渋谷）
《番号制度導入に向けた企業・自治体の実際》
株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏/千葉市 総務局次長・情報
統括副管理者 三木 浩平 氏/川口市 企画財政部 情報政策課 課長 大山 水帆 氏
2014 年 4 月 18 日（東京新橋）
《ＩｏＴ ＷｏＴ国際標準進展とビジネスインパクト》
総務省 情報通信国際戦略局 通信規格課 課長補佐 中谷 純之 氏/富士通(株) ネットワー
クソリューション事業本部 ドコモ・ソリューション事業部 ソリューション企画開発部 シニアマネー
ジャ 松倉 隆一 氏/（株）ニューフォリア 取締役 最高技術責任者 羽田野 太巳 氏
2014 年 4 月 21 日（東京新橋）
《日本郵政グループのＩＴ計画》
日本郵政株式会社 執行役（システム部門副担当） 正村 勉 氏
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2014 年 4 月 22 日（東京平河町）
《平成２６年度 総務省ＩＣＴ関連政策の最前線》
総務省 大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 渡辺 克也 氏/総務省 情報流通行政局
情報流通振興課 企画官（オープンデータ戦略担当） 井幡 晃三 氏/総務省 情報流通行政
局 情報流通高度化推進室 室長 田邊 光男 氏/総務省 情報通信国際戦略局 技術政策
課 国際共同研究企画官 井上 淳 氏
2014 年 4 月 24 日（東京新橋）
《政府情報システムの改革に向けた取組について》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 大西 一禎 氏
2014 年 4 月 24 日（東京八重洲）
《自治体クラウド・番号制度への対応状況》
総務省 自治行政局 地域情報政策室 課長補佐 木村 恵太郎 氏/広島県 ＣＩＯ（情報化
統括責任者） 桑原 義幸 氏/埼玉県町村会 情報システム共同化推進室 参事兼室長 市瀬
英夫 氏
2014 年 5 月 13 日（東京新橋）
《車とＩＣＴ・最新政策/法制度見直しとホンダのビッグデータ活用》
国土交通省 自動車局 安全政策課 事故防止対策推進官 星 明彦 氏/本田技研工業株式
会社 役員待遇参事 グローバルテレマティクス部 今井 武 氏
2014 年 5 月 20 日（東京新橋）
《厚生労働省における医療ＩＣＴ化の最前線》
厚生労働省 医政局 研究開発振興課 医療技術情報推進室 室長補佐 情報政策担当参事
官室 室長補佐（兼任） 須賀 ひとみ 氏/厚生労働省 保険局 総務課 保険システム高度化
推進室 室長 佐久間 敦 氏
2014 年 5 月 21 日（東京新橋）
《防災・災害対策予算と重点施策》
内閣府 政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付 参事官補佐（広報・予算担当） 髙橋
英美 氏/気象庁 観測部 気象衛星課 課長補佐 島津 好男 氏/警察庁 情報通信局 通
信施設課 課長補佐 大塚 祥央 氏/文部科学省 文教施設企画部 施設企画課 防災推進
室長 富田 大志 氏
2014 年 5 月 23 日（東京京橋）
《基地局整備の推進方策／５Ｇ最新動向と３社の戦略》
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長 布施田 英生 氏/（株）ＮＴＴドコモ 取締役
常務執行役員 ネットワーク担当 ネットワーク部長 徳広 清志 氏/ＫＤＤＩ（株） 理事

技術

統括本部 技術企画本部 副本部長 山森 誠司 氏/ソフトバンクモバイル（株） モバイルネット
ワーク企画本部 本部長 関和 智弘 氏
2014 年 5 月 30 日（東京渋谷）
《平成２６年度 ６省庁のＩＴ関連重点施策》
警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 來山 信康 氏/総務省 情報通信国際戦略局 情報
通信政策課 課長補佐 扇 慎太郎 氏/文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 課長補
佐 降籏 友宏 氏/農林水産省 大臣官房 評価改善課 情報室 情報化推進班 課長補佐
中谷 康則 氏/経済産業省 商務情報政策局 情報政策課 課長補佐（政策企画委員） 若月
一泰 氏/国土交通省 総合政策局 情報政策課 企画室 室長 渡田 滋彦 氏/
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2014 年 6 月 18 日（東京渋谷）
《転換期の放送行政をめぐる課題と戦略》
総務省 大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 南 俊行 氏/総務省 情報流通行政局 情
報通信作品振興課長 湯本 博信 氏/総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課長 鈴木
信也 氏/総務省 情報流通行政局 地上放送課長 長塩 義樹 氏/総務省 情報流通行政局
放送技術課長 野崎 雅稔 氏/総務省 情報流通行政局 放送政策課長 秋本 芳德 氏
2014 年 6 月 24 日（東京新橋）
《内閣官房／総務省 情報・サイバーセキュリティ戦略》
内閣官房 内閣審議官 情報セキュリティセンター 副センター長 谷脇 康彦 氏/総務省 情報
流通行政局 情報セキュリティ対策室 室長 赤阪 晋介 氏
2014 年 6 月 25 日（東京新橋）
《２０２０年に向けたインフラシステム輸出戦略》
国土交通省 総合政策局 国際政策課 企画官 山本 英貴 氏/一般社団法人海外建設協会
研究理事 神山 敬次 氏/東京地下鉄（株） 経営企画本部 国際業務推進室長 兼 鉄道本
部 ハノイ市都市鉄道整備事業支援 プロジェクトチーム 担当部長 木村 直人 氏
2014 年 6 月 30 日（東京平河町）
《２０２０年に向けたＩＣＴ新事業創出戦略》
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 統括補佐 山田 協 氏/ＫＤＤＩ（株） 理事 技術
開発本部 本部長 宇佐見 正士 氏/日本放送協会 技術局 計画部 副部長 今井 亨 氏/
日本電信電話（株） 研究企画部門 チーフプロデューサー 後藤 達也 氏
2014 年 7 月 10 日（東京新橋）
《首都直下地震対策の最前線》
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（調査・企画担当）付 参事官補佐 田村 英之 氏/
内閣府 政策統括官（防災担当）付 参事官（防災計画担当）付 参事官補佐（基本計画担当）
城 麻実 氏
2014 年 7 月 11 日（東京渋谷）
《医療・介護総合確保推進法 病床機能報告制度と地域医療ビジョン》
厚生労働省 大臣官房審議官（医療保険、医療・介護連携、医政、歯科口腔保健推進担当） 神
田 裕二 氏/公益社団法人全日本病院協会 会長 西澤 寬俊 氏/奈良県知事 荒井 正吾
氏/東京大学 政策ビジョン研究センター 特任教授 尾形 裕也 氏
2014 年 7 月 18 日（東京銀座）
《マイナンバー制度と企業の実務対応》
厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付 情報政策担当参事官室 参事官補佐 川路 暢
仁 氏/（株）富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
2014 年 7 月 30 日（東京新橋）
《世界最先端ＩＴ国家創造宣言・工程表改定とパーソナルデータの利活用に関する制度改正》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 渡辺 知尚 氏/内閣官房 情報通信
技術（ＩＴ）総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室 参事官補佐 森田 哲也 氏
2014 年 8 月 26 日（東京紀尾井町）
《災害発生、各種インフラの復旧に向けて》
総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐 村上 理一 氏/一般社団法人日本ガ
ス協会 技術部 保安技術グループ 下茂 貴博 氏/株式会社ＮＴＴドコモ サービス運営部
災害対策室長 池田 正 氏/ジャパン ケーブルキャスト株式会社 プラットフォーム事業本部
メディア事業部 部長 徳永 慶一郎 氏
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2014 年 8 月 27 日（東京紀尾井町）
《２０２０年に向けたモバイルインフラの整備》
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 企画官 小川 久仁子 氏/モトローラソリュー
ションズ（株） 渉外統括部長 山崎 潤 氏/（株）ＮＴＴドコモ 理事 移動機開発部長 照沼 和
明 氏
2014 年 9 月 18 日（東京新橋）
《海洋産業の振興・創出政策と日本郵船のＬＮＧ船事業戦略》
内閣官房 総合海洋政策本部事務局 参事官補佐 織田 陽一 氏/日本郵船株式会社 エネ
ルギー輸送本部 ＬＮＧグループ ＬＮＧ船計画チーム チーム長 佐藤 秀彦 氏
2014 年 9 月 24 日（東京新橋）
《自動運転・安全運転支援の最前線》
国土交通省 自動車局 技術政策課 専門官 谷口 正信 氏/総務省 電波部 移動通信課
新世代移動通信システム推進室 室長補佐 上野 喬大 氏/(独)交通安全環境研究所 自動車
国際調和室 室長 成澤 和幸 氏/トヨタ自動車（株） 第１電子開発部 主査 金光 寛幸 氏
2014 年 9 月 30 日（東京内神田）
《平成２７年度 ５省庁のＩＴ関連重点施策》
総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課 統括補佐 飯嶋 威夫 氏/農林水産省 大
臣官房 評価改善課 情報室 課長補佐 中谷 康則 氏/経済産業省 商務情報政策局 情報
政策課 課長補佐 桑原 智隆 氏/文部科学省 生涯学習政策局 情報政策課 課長補佐 降
旗 友宏 氏/国土交通省 総合政策局 情報政策課 企画室長 渡田 滋彦 氏
2014 年 10 月 8 日（東京紀尾井町）
《ＳＩＭロック解除で激変するケータイ業界》
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課 企画官 片桐 義博 氏/総務省
総合通信基盤局 電気通信事業部/消費者行政課 電気通信利用者情報政策室 室長 飯倉
主税 氏/ＮＴＴコミュニケーションズ（株） ネットワークサービス部 オープンネットワークサービス
部門 担当部長 北村 和広 氏/（株）ＭＣＡ リサーチャー 天野 徳明 氏
2014 年 10 月 18 日（東京新橋）
《ＩＣＴが生み出す医療と介護の融合》
厚生労働省 老健局 老人保健課 課長補佐 鶴田 真也 氏/（株）野村総合研究所 コンサル
ティング事業本部 社会システムコンサルティング部 主任データサイエンティスト 工藤 憲一
氏
2014 年 10 月 23 日（東京愛宕）
《大規模災害時における通信の確保》
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課 課長補佐 篠澤 康夫 氏/（株）ＮＴＴドコモ 先進
技術研究所 研究推進グループ 主幹研究員 滝田 亘 氏
2014 年 10 月 29 日（東京内神田）
《２０２０年東京オリンピック・パラリンピック準備状況と今後》
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会企画財政局 企画部 企画
課長 森下 平 氏/内閣官房 ２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室 参事官 田
村 寿浩 氏/文部科学省 スポーツ・青少年局 競技スポーツ課長 坪田 知広 氏/シスコシス
テムズ合同会社 専務執行役員 シスココンサルティングサービス事業 鈴木 和洋 氏/アトスジ
ャパン（株） 代表 上村 達也 氏/ＢＴジャパン（株） ＣＴＯ フィリップ・モリス 氏
2014 年 10 月 31 日（東京愛宕）
《政府情報システムの整備と標準ガイドライン》
総務省 行政管理局 管理官 阿向 泰二郎 氏
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2014 年 11 月 18 日（東京新橋）
《医療ＩＣＴ化と遺伝子解析》
内閣官房 健康・医療戦略室 企画官 吉田 淳 氏/東京医科歯科大学 ゲノム応用医学研究
部門 教授 村松 正明 氏/（株）理研ジェネシス 代表取締役社長 塚原 祐輔 氏
2014 年 11 月 26 日（東京渋谷）
《平成２７年度 総務省ＩＣＴ関連政策の最前線》
総務省 政策統括官（情報通信担当） 南 俊行 氏/総務省 情報流通行政局 情報流通振興
課 企画官 井幡 晃三 氏/総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推
進室 室長 田邊 光男 氏/総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 小笠原 陽一
氏/総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課長 野崎 雅稔 氏/総務省 情報流通行政局
地域通信振興課長 今川 拓郎 氏
2014 年 11 月 27 日（東京愛宕）
《自動車関連ビッグデータ戦略》
国土交通省 自動車局 自動車情報課 専門官 松生 恒樹 氏/本田技研工業（株） 役員待
遇参事 グローバルテレマティクス部 今井 武 氏/国土交通省 道路交通管理課 ＩＴＳ推進室
企画専門官 西川 昌宏 氏
2014 年 12 月 12 日（東京平河町）
《２０２０年に向けた自動運転の最前線》
内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション政策担当）付 参事官（戦略的イノベーション創造
プログラム担当）付 企画官 田沼 知行 氏／マツダ（株） 常務執行役員 ビジネス戦略・商品・
デザイン・コスト革新担当 藤原 清志 氏
2014 年 12 月 12 日（東京紀尾井町）
《ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの取扱実務・社会保険の手続き詳説》
厚生労働省 政策統括官（社会保障担当）付 情報政策担当参事官室 参事官補佐 川路 暢
仁 氏／株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員 榎並 利博 氏
2014 年 12 月 17 日（東京内神田）
《ドローン（無人航空機）の最前線》
経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課長 飯田 陽一 氏／一般社団法人日本Ｕ
ＡＳ産業振興協議会（ＪＵＩＤＡ）理事長 東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻
教授 鈴木 真二 氏／（株）エンルート 代表取締役 伊豆 智幸 氏／ヤマハ発動機（株） 事
業開発本部 ＵＭＳ事業推進部長 石岡 修 氏
2014 年 12 月 18 日（東京紀尾井町）
《２０２０年東京オリパラに向けた観光ＩＣＴ》
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 課長補佐 御手洗 哲郎 氏／国土交通省 国土
政策局 国土情報課長 西澤 明 氏／（株）ナビタイムジャパン インバウンド事業部 部長 藤
澤 政志 氏／（株）ＮＴＴデータ経営研究所 特別理事 小田島 労 氏
2014 年 12 月 19 日（東京芝公園）
《造船産業発展に向けた施策と各社の展開》
国土交通省 海事局 船舶産業課 課長補佐 今井 新 氏/三菱重工業（株） 交通・輸送ドメイ
ン 船舶・海洋事業部 船海エンジニアリング部 カスタマーソリューションＧ グループ長 津村
健司 氏/川崎重工業（株） 船舶海洋カンパニー 技術本部 基本設計部 基本計画第二課長
野崎 拓海 氏/ジャパンマリンユナイテッド（株） 商船事業本部 営業部 液化ガス船・特殊船グ
ループ長 島田 幸尚 氏
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