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原 財 団 特 別 セミナー
2018 年 1 月 30 日（東京紀尾井町）
《世界的なＥＶ転換と電池、給電・充電の未来》
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティ部 統括研究員 蓄電
技術開発室長 細井 敬 氏/東京大学 大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー
工学専攻 教授 堀 洋一 氏/（一社）チャデモ協議会 事務局長 日産自動車（株） 渉外
部 部長／技術渉外部 主管／技術企画室 主管 吉田 誠 氏/（株）ＦＯＭＭ 代表取締
役ＣＥＯ 鶴巻 日出夫 氏
2018 年 2 月 7 日（東京新橋）
《造船施策とデジタライゼーション》
国土交通省 海事局 船舶産業課 総括課長補佐 井田 充彦 氏/（株）ＭＴＩ 船舶技術
グループ 海技ＩＴチーム長 柴田 隼吾 氏
2018 年 2 月 16 日（東京新橋）
《ドロ―ン利活用の最新動向》
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/（国研）農業・
食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 環境情報基盤研究領域 農業
空間情報解析ユニット 上級研究員 石塚 直樹 氏/楽天（株） 新サービス開発カンパニ
ー事業企画部ジェネラルマネージャー 兼 ドローン事業部 ジェネラルマネージャー 楽天
ＡｉｒＭａｐ（株） 代表取締役ＣＥＯ 向井 秀明 氏/（株）日立製作所 ＩｏＴ推進本部 担当
本部長 飯野 隆之 氏
2018 年 2 月 21 日、2 月 22 日（東京駿河台）
《医療介護障害トリプル改定の全貌》
厚生労働省 老健局 老人保健課 介護保険データ分析室長 西嶋 康浩 氏/医療法人
博愛会・和香会、社会福祉法人優和会 理事長 江澤 和彦 氏/厚生労働省 社会・援護
局 障害保健福祉部 障害福祉課長補佐 照井 直樹 氏/一般社団法人Ｃ．Ｃ．Ｎｅｔ 専務
理事・チーフアドバイザー 横浜みなと介護福祉事業協同組合 事務局長 馬場 博 氏/
一般社団法人アースエンジェルケアサポート 理事長 内山 将克 氏
2018 年 2 月 27 日（東京永田町）
《平成３０年度 人工知能の重点政策と予算》
内閣府 参事官（重要課題達成担当） 新田 隆夫 氏/総務省 国際戦略局 技術政策課
研究推進室 室長 田沼 知行 氏/文部科学省 研究振興局 参事官（情報担当）付 専
門官 邉田 憲 氏/経済産業省 製造産業局 研究開発課 産業技術プロジェクト推進室
室長補佐 小宮 恵理子 氏
2018 年 3 月 9 日（東京新橋）
《平成２９年度補正・３０年度予算案とＩＣＴ施策》
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 統括補佐 恩賀 一 氏/経済産業省 商務情
報政策局 総務課 総括係長 田口 周平 氏
2018 年 3 月 12 日（東京新橋）
《防衛装備庁の重点施策と平成３０年度予算案》
防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 総括班長 下 幸蔵 氏
2018 年 3 月 16 日（東京紀尾井）
《平成３０年度 宇宙関連重点施策と予算》
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 参事官補佐 長宗 豊和 氏/総務省 国際戦略局
宇宙通信政策課 衛星開発推進官 中谷 純之 氏/文部科学省 研究開発局 宇宙開発
利用課長補佐 渡邉 陽平 氏/経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 宇宙
産業室 室長補佐（総括） 國澤 朋久 氏/防衛省 防衛政策局 戦略企画課 宇宙・海洋

政策班長 永田 洋介 氏
2018 年 3 月 19 日（東京永田町）
《航空機産業最新動向と新規参入への挑戦》
東京大学公共政策大学院 特任准教授／航空イノベーション総括寄附講座 特任准教授
渋武 容 氏/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
/三菱重工業（株） 民間機セグメント企画管理部 マネージング・エキスパート 伊藤 一彦
氏/（株）武蔵情報開発 代表／産業アナリスト 杉山 勝彦 氏
2018 年 3 月 20 日（東京永田町）
《平成３０年度 消防庁の重点施策とＩＣＴ活用》
総務省 消防庁 総務課 理事官 滝川 聡史 氏/総務省 消防庁 総務課 消防技術専
門官 守谷 謙一 氏/総務省 消防庁 救急企画室 理事官 大嶋 文彦 氏/総務省 消
防庁 防災課 防災情報室 課長補佐 鈴木 健志 氏/総務省 消防庁 国民保護･防災
部 防災課 災害対策官 光永 祐子 氏/総務省 消防庁 国民保護・防災部 防災課 地
域防災室 課長補佐 森 麻理子 氏
2018 年 3 月 26 日（東京紀尾井）
《一般道完全自動運転とモビリティ製造の新潮流》
愛知県 産業労働部 産業振興課 自動車産業グループ 担当官 氏/名古屋大学 未来
社会創造機構 知能化モビリティ研究部門 特任教授 （株）ティアフォー 取締役 二宮 芳
樹 氏/アイサンテクノロジー（株） 取締役／ＭＭＳ事業本部 本部長 佐藤 直人 氏/
（株）カブク 代表取締役 CEO 稲田 雅彦 氏
2018 年 4 月 13 日（東京紀尾井）
《デジタルガバメントとマイナンバーデータ連携》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 内閣参事官 奥田 直彦 氏/内閣官房 番号
制度推進室 内閣参事官（兼）内閣府 大臣官房 番号制度担当室 参事官 長谷川 孝
氏/浦安市 市民税課 税制係 係長 小泉 和久 氏/（株）富士通総研 経済研究所 主
席研究員／電子自治体推進パートナーズ 副会長 榎並 利博 氏
2018 年 4 月 18 日（東京永田町）
《防災・減災に向けた政策最新動向》
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 中川 勝博 氏/
国土交通省 水管理・国土保全局防災課 大規模地震対策推進室 室長 川村 謙一 氏/
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波部基幹・衛星移動通信課 重要無線室 室長 村
上 聡 氏/文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課 担当官（調整中）/経済産業省
産業保安グループ 保安課 課長補佐（防災・危機管理兼法令担当） 郷原 遼 氏
2018 年 4 月 24 日（東京新橋）
《防衛省の情報セキュリティの契約制度と管理策》
防衛装備庁 長官官房 総務官付情報システム管理室 室長補佐 佐藤 健一 氏

2018 年 5 月 30 日（東京飯田橋）
《総務省ＩＣＴ利活用政策の最前線》
総務省 大臣官房総括審議官（情報通信担当） 吉田 眞人 氏／総務省 情報流通行政
局 情報通信政策課長 今川 拓郎 氏 ／総務省 情報流通行政局 情報通信政策課
企画官 飯倉 主税 氏／総務省 情報流通行政局 情報活用支援室長 田村 卓也 氏
／総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官 赤阪 晋介 氏／総務省 情報
流通行政局 地域通信振興課長 加藤 主税 氏 ／総務省 情報流通行政局 地方情報
化推進室長 松田 昇剛 氏
2018 年 5 月 31 日（東京新橋）
《ＭａａＳ、自動運転の最新動向と事業機会》
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 新世代移動通信システム推進室 室長
中里 学 氏／東京大学 名誉教授／（公財）豊田都市交通研究所 所長 太田 勝敏 氏
／（株）ローランド・ベルガー パートナー 貝瀬 斉 氏／東日本旅客鉄道（株） ＪＲ東日本
研究開発センターフロンティアサービス研究所 情報デザイングループ 研究員 日高 洋
祐 氏／ＳＢドライブ（株） シニアプロジェクトマネージャー 大澤 定夫 氏／（株）ＮＴＴデ
ータ経営研究所 社会システムデザインユニット エグゼクティブ・コンサルタント 小田島
労 氏
2018 年 6 月 2 日（東京新橋）
《医療機関における働き方改革》
厚生労働省 医政局 医療経営支援課 医療勤務環境改善推進室 室長補佐 西井 章浩 氏
2018 年 6 月 14 日（東京永田町）
《空の移動革命～空飛ぶ車を目指して》
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/経済産業省
製造産業局 航空機武器宇宙産業課 総括補佐 海老原 史明 /（国研）宇宙航空研究開
発機構 航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ エミッションフリー航空機技術チー
ム長 西沢 啓 氏/国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課長 甲田 俊博 氏
2018 年 6 月 20 日（東京新橋）
《ＡＩの研究開発最新動向と今後の活用展望》
総務省 情報通信政策研究所長 井上 知義 氏/日本電信電話（株） ＮＴＴメディアインテリジ
ェンス研究所 所長 小澤 英昭 氏/楽天（株） 執行役員／楽天技術研究所 代表 森 正弥
氏
2018 年 6 月 29 日（東京平河町）
《総務省・電波政策の最前線》
総務省 総合通信基盤局 電波部長 竹内 芳明 氏／総務省 総合通信基盤局 電波政策課
長 野崎 雅稔 氏／総務省 総合通信基盤局 基幹・衛星移動通信課長 高地 圭輔 氏／
総務省 総合通信基盤局 移動通信課長 杉野 勲 氏／総務省 総合通信基盤局 基幹通信
室長 長嶺 行信 氏／総務省 総合通信基盤局 電波環境課長 近藤 玲子 氏
2018 年 7 月 5 日（東京紀尾井）
《水素発電、アンモニア利用の可能性と事業動向》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(ＳＩＰ) 「エネルギーキャリア」 サブプログラム・
ディレクター 住友化学（株） 主幹 塩沢 文朗 氏/中国電力（株） エネルギア総合研究
所 総合エネルギー技術グループ マネージャー(主席研究員) 谷川 博昭 氏/三菱日立
パワーシステムズ(株） ターボマシナリー本部 ガスタービン技術総括部 大型ガスタービン
技術部 技監・主幹技師 谷村 聡 氏/（株）ＩＨＩ 資源・エネルギー・環境事業領域 事業
開発部 技術部統括グループ 主幹 須田 俊之 氏/（株）トヨタエナジーソリューションズ
代表取締役社長 等 哲郎 氏

2018 年 7 月 26 日（東京新橋）
《海上保安庁の海洋情報一元化への取組み》
海上保安庁 海洋情報部 海洋情報課 海洋空間情報室長 古川 博康 氏
2018 年 7 月 31 日（東京新橋）
《物流政策と新たな技術・サービスの活用》
国土交通省 総合政策局 物流政策課 課長補佐 澤田 道雄 氏/経済産業省 商務・サ
ービスグループ 物流企画室 室長補佐 三藤 慧介 氏/日本郵便株式会社 郵便・物流
事業企画部 担当部長 加藤 哲 氏/京王電鉄株式会社 戦略推進本部 総括担当課長
嶌田 智仁 氏
2018 年 7 月 31 日（東京御茶ノ水）
《放送の未来像を見据えた政策展開》
総務省 大臣官房審議官（情報流通行政局担当） 奈良 俊哉 氏/総務省 情報流通行政
局 放送政策課長 湯本 博信 氏/総務省 情報流通行政局 放送技術課長 坂中 靖志
氏/総務省 情報流通行政局 地上放送課長 三田 一博 氏/総務省 情報流通行政局
衛星・地域放送課長 井幡 晃三 氏/総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課長
豊嶋 基暢 氏
2018 年 8 月 2 日（東京紀尾井）
《ＧＤＰＲの個人情報保護法との相違点、法務》
個人情報保護委員会事務局 参事官補佐・弁護士 北山 昇 氏/森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士 経済産業省 ＡＩ・データ契約ガイドライン検討会 委員 岡田 淳 氏
2018 年 8 月 7 日（東京渋谷）
《ＩＴＳ・自動運転・コネクテッドカー最前線》
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 参事官補佐 大嶋 宏明 氏/ 内閣府 政策
統括官（科学技術・イノベーション担当）付 参事官（社会システム基盤担当）付 政策調査
員 ＳＩＰ自動走行システム担当 杉江 薫 氏/警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐
上原 雄二郎 氏/総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 新世代移動通信シス
テム推進室 室長 中里 学 氏/日産自動車（株） コネクティドカー＆サービス開発部 テ
レマティクス開発グループ兼 ＡＤ＆ＡＤＡＳ先行技術開発部 ＨＤマップ開発グループ兼
コネクティドカー＆自動運転事業本部 モノづくりグループ 主管 村松 寿郎 氏/（株）本
田技術研究所 四輪Ｒ＆Ｄセンター 統合制御開発室 上席研究員 （一社）日本自動車工
業会 自動運転検討会 主査 横山 利夫 氏
2018 年 8 月 28 日（東京神田）
《ＣＮＦ関連施策と自動車への活用展望》
経済産業省 製造産業局 素材産業課 革新素材室 課長補佐 岸 智之 氏/環境省 地
球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 室長補佐 河田 陽平 氏/京都
大学生存圏研究所 生物機能材料分野 特任教授 臼杵 有光 氏
2018 年 8 月 31 日（東京新橋）
《行政におけるＡＩ・ＲＰＡの活用動向と展望》
（一社）行政情報システム研究所 調査普及部長 主席研究員 狩野 英司 氏/和歌山県
企画部 企画政策局 情報政策課 企画員 田村 成準 氏/大阪府 総務部 ＩＴ・業務改
革課 総括主査 金島 陽介 氏/富士通（株） 関西支社 第一営業部 部長 古橋 宏次
氏/横浜市 資源循環局 政策調整部 ３Ｒ推進課 課長 江口 洋人 氏/（株）ＮＴＴドコモ
イノベーション統括部 クラウドソリューション担当 小林 拓也 氏/千葉大学 社会科学研究
院 准教授 横田 明美 氏

2018 年 9 月 7 日（東京永田町）
《キャッシュレス最新動向》
経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 係長 小暮
千賀明 氏/株式会社トライアルホールディングス 取締役副会長 グループＣＩＯ 西川 晋
二 氏/６００株式会社 代表取締役 久保 渓 氏/株式会社富士通総研 経済研究所 上
級研究員 趙 瑋琳 氏
2018 年 10 月 9 日（東京新橋）
《平成３１年度ＩＣＴ関連重点施策》
総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 統括補佐 向井 ちほみ 氏/警察庁 交通局
交通企画課 課長補佐 泉本 央 氏/文部科学省 生涯学習政策局 情報教育課 課長
補佐 佐藤 有正 氏/経済産業省 商務情報政策局 総務課 係長 小倉 政貴 氏
2018 年 10 月 17 日（東京永田町）
《衛星データをビジネスに活用する》
総務省 国際戦略局 宇宙通信政策課 国際係長 川﨑 祥子 氏／日本電気株式会社
宇宙システム事業部 主席システム主幹 三好 弘晃 氏／株式会社パスコ 衛星事業部シ
ステム技術部 副部長 洲濱 智幸 氏
2018 年 11 月 20 日（東京新橋）
《水素関連政策と活用の取組み・事業展望》
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 次世代電池・水素部 燃料電
池・水素グループ 統括研究員 大平 英二 氏/福島県 商工労働部 産業創出課 主幹
栗花 信介 氏/周南市 商工振興課 企業活動戦略室 室長 村林 康彦 氏/（株）野村
総合研究所 コンサルティング事業本部 プリンシパル 金子 哲也 氏
2018 年 11 月 20 日（東京新橋）
《国土強靭化施策と防災・災害対策》
内閣官房 国土強靱化推進室 参事官 井上 伸夫 氏/総務省 消防庁 国民保護・防災
部 防災課 災害対策官 外囿 暖 氏/国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 大規
模地震対策推進室 室長 原田 昌直 氏/日産自動車株式会社 渉外部 主管 永澤 実
氏/日本電信電話株式会社 技術企画部門 ビジネスプロセス戦略担当 災害対策室長
花石 啓介 氏
2018 年 11 月 22 日（東京新橋）
《平成３１年度 ドローン関連政策と最新動向》
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/総務省 総
合通信基盤局 電波部 移動通信課 課長補佐 石黒 丈博 氏/国土交通省 航空局 安
全部 安全企画課 無人航空機企画調整官 徳永 博樹 氏/経済産業省 製造産業局 産
業機械課 ロボット政策室 課長補佐（ドローン・技術担当） 小林 寛 氏
2018 年 12 月 13 日（大阪）
《近畿におけるＩＣＴ関連施策と事業動向》
総務省 近畿総合通信局 情報通信部長 小野寺 昭彦 氏/経済産業省 近畿経済産業
局 地域経済部 次世代産業・情報政策課 地域中核企業支援係長 浅野 晃司 氏/西日
本電信電話（株） 資材調達センタ所長 齊藤 隆裕 氏

