2021 年 4 月 2 日
NPO 法人国際 CIO 学会
会員各位様
NPO 法人国際 CIO 学会理事長
岩﨑尚子（早稲田大学教授）

学会ニュース 2021 年度 第 1 号
拝啓 時下益々御盛栄の段大慶に存じます．平素より皆様方の御支援御協力を賜り，衷心より
御礼申し上げます．学会ニュース第 1 号を発行いたします．
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1. 【御報告】2020 年度学会総会／評議員会 終了 全議案承認
2021 年 3 月 24 日（火）に，下記の通り 2020 年度学会評議員会／総会がオンラインも併用で
開催され，全議案が承認されましたことを御報告申し上げます．
【日時】2021 年 3 月 24 日（水）午前 11 時～12 時
【場所】早稲田大学 19 号館 315 教室
＠議題
第 1 号議案：2020 年度国内外活動報告
第 2 号議案：2020 年度決算報告
第 3 号議案：2020／ 21 年度会員・役員
第 4 号議案：2021 年度活動計画・予算案

すでに新宿区区役所 NPO 法人課には事業報告を終了しております．
2021 年度も御指導御鞭撻賜りますよう，宜しくお願い申し上げます．
2. 【ご案内】2021／2022 年度学会役員体制
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2021／2022 年度

役員（理事・評議員・監事）体制
≪敬称略・2021 年 3 月 24 日 現在≫

役 職

氏 名

所 属

顧問

浜口 友一

JISA 前会長（前学会理事長）

理事長

岩崎 尚子

早稲田大学教授

副理事長

水越 尚子

レフトライト国際法律事務所弁護士

理事

小尾 敏夫

早稲田大学名誉教授，学会世界名誉会長

理事

須藤 修

中央大学国際情報学部教授（元学会会長）

理事

藤原 遠

株式会社 NTT データ代表取締役副社長

評議員

井伊 基之

株式会社 NTT ドコモ代表取締役社長

評議員

飯島 淳一

東京理科大学経営学部教授

評議員

池上 徹彦

文部科学省客員研究官（元会津大学学長）

評議員

占部 浩一郎

国際情報化協力センター専務理事

評議員

岡 政秀

日立製作所執行役員

評議員

大山 永昭

東京工業大学特命教授，厚労省検討会座長

評議員

今井 正道

情報通信ネットワーク産業協会常務理事

評議員

杉田 俊一

アンリツ株式会社 理事 経営企画室長

評議員

神岡 太郎

一橋大学経営管理研究科教授（元学会会長）

評議員

川崎 秀一

沖電気工業株式会社 会長

評議員

木村 正治

日本 CIO 協会 副会長

評議員

工藤 裕子

中央大学法学部教授

評議員

桑原 義幸

広島県総務局 総括官(情報戦略)（CISSP）,元金融庁 CIO 補佐官

評議員

國領 二郎

慶應義塾大学総合政策学部教授・前常任理事

評議員

座間 敏如

政府 CIO 上席補佐官，総務省行政管理局技術顧問

評議員

田辺 博

東日本電信電話代表取締役副社長デジタル革新本部長

評議員

戸沢 義夫

東京都立産業技術大学院大学名誉教授

評議員

根来 龍之

早稲田大学大学院経営管理研究科教授

評議員

半田 嘉正

都道府県 CIO フォーラム会長（富山県情報企画監）

評議員

福田 譲

富士通株式会社 執行役員常務（CIO/CDXO 補佐）

監事

菊川 裕幸

日本情報システム・ユーザー協会専務理事

監事

祖父江 和夫

電気通信協会専務理事

3. 【御紹介】学会ジャーナル第 15 号（創立 15 周年記念号）発行
NPO 法人国際 CIO 学会ジャーナル 15 号（創立 15 周年記念号）が 3 月末に発行されました．
今年は 15 周年記念ということで，これまでの 15 年の歩みに加え，この間学会講演会，国際会
議等に御登壇頂いたスピーカーの皆様を御紹介しております．
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4. 【御紹介】国連ホームページに当学会／国連共催の SDGs セミナーが掲載されました
前回の学会ニュースでお知らせしました通り，第 59 回国連 SDGs オンラインセミナーを，
2021 年 2 月 12 日（金）NY 時間 午前 8:30~10:00（日本時間同日午後 10 時 30 分~12 時）に
開催しましたが，国連 SDGs 参加事業で優秀なフォーラムと認定され、国連 WEB サイトに掲
載されております．是非ご高覧頂ければ幸いです．
★アドレス：
https://unsdn.org/2021/03/31/digital-technologies-for-the-healthy-ageing-in-covid-19/
SDGs セミナーのテーマは，Lessons Learned from the Usage of Digital Technologies for
the Healthy Ageing in the COVID-19 で，コロナ禍で，デジタル技術の重要性が再考される
なか，国連の SDGs の達成に向けたデジタルテクノロジーの機能横断的なパラダイム転換の必
要性について議論するため，日本，米国，中国，インドネシア，シンガポール，タイの世界的
に著名な技術専門家をスピーカーに，コロナ禍で学んだ教訓と，各国の知見を活かし，国際社
会問題の解決のための政策提言を行いました．
モデレータには，小尾敏夫国際 CIO 学会世界名誉会長，後援挨拶は巻口総務省国際戦略局
長，スピーカーは岩﨑尚子国際 CIO 学会理事長，スホノ・インドネシア IAC 会長／バンドン
工科大学教授，ヤン中国 IAC 会長／北京大学電子政府研究所長，ステファン IT イノベーショ
ン財団副社長（米），アイラダ・タイ・デジタルガバメント副総裁，ツェン南洋理工大学教授
（シンガポール）が登壇しました．

（文責：事務局 三嶋）

以上
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