2021 年 5 月 26 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 3 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．今年度学会ニュース第 3 号を発行いたします．
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1. 【申込受付中】第 1 回月例研究会 WEB 開催決定－6 月 28 日（月）
【新規】
講師： 広島県 総務局 総括監（情報戦略）DX 推進本部 副本部長 桑原 義幸氏
■第 1 回月例研究会■
講師：広島県 総務局 総括監（情報戦略）DX 推進本部 副本部長 桑原 義幸氏
（県 CIO の名称変更。当会評議員）
日時：2021 年 6 月 28 日（月）午後 6 時～午後 7 時
講義：午後 6 時～6 時 40 分 質疑応答：午後 6 時 40 分～7 時
内容：自治体のデジタル化（DX）－広島県の事例（仮）
開催方法：ZOOM
★お申込み方法：お名前，御所属を明記の上，国際 CIO 学会事務局まで
（obi_waseda@yahoo.co.jp）
参加申込者に別途 ZOOM の招待メールをお送り致します．

※6 月 28 日の月例研究会の開催が決定しましたので，6 月の研究会を第 1 回，7 月の
研究会を第 2 回とさせて頂きます．
申し込みの際、
お間違えないようお願い致します。
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2. 【申込受付中】第 2 回月例研究会 WEB 開催決定－7 月 21 日（水）
講師：NTT 東日本 地方創生推進部長 長谷部 周彦様
■第 2 回月例研究会■
講師：NTT 東日本 地方創生推進部長 長谷部 周彦様
日時：2021 年 7 月 21 日（水）午後 6 時～午後 7 時
講義：午後 6 時～6 時 40 分 質疑応答：午後 6 時 40 分～7 時
内容：NTT 東日本様の DX，地域創生，デジタル戦略，CIO の役割等（仮）
開催方法：ZOOM
★お申込み方法：お名前，御所属を明記の上，国際 CIO 学会事務局まで
（obi_waseda@yahoo.co.jp）
参加申込者に別途 ZOOM の招待メールをお送り致します．
3.【ご紹介】学会ジャーナル第 15 号（創立 15 周年記念号）発送
NPO 法人国際 CIO 学会ジャーナル 15 号（創立 15 周年記念号，137 ページ）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。また，NTT ドコモ社長 井伊
様のインタビュー記事も掲載しております．
現在，2020 年度会費をお振込み頂いた方から順次発送させて頂いております．また，2021
年度の会費請求書もお手元に届いているかと存じますが，お振込み手続きの程，宜しくお願い
申し上げます．
4.【ご案内】岩﨑理事長が今年度より内閣府公文書管理委員会専門委員，地方公共団体情報
システム機構委員，兵庫県業務改革推進委員会委員，に就任
当学会岩﨑理事長が，総務省政策評価審議会の継続に加え 2001 年度より新たな役職に就任さ
れました．膨大な政府紙媒体のデジタル化に対応する内閣府公文書管理委員会専門委員，マイ
ナンバー所管の地方公共団体情報システム機構（J-LIS）委員，そして兵庫県業務改革推進委
員会委員の 3 役職です。今後の御活躍を祈念しております．
5．
【新評議員】都道府県 CIO フォーラム新会長の島田熊本県情報政策審議監がご就任
2021 年 6 月より都道府県 CIO フォーラム新会長の島田政次熊本県情報政策審議監
（旧 CIO）
が当会評議員にご就任されます。
6．
【ご案内】国際 CIO 学会―APEC 共催国際フォーラム開催決定（6 月 21-22 日）
6 月 21 日（月）～22 日（火）両日の 午後 10 時～11 時 30 分（日本時間）
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国際 CIO 学会―APEC 共催による国際 Web フォーラム（英語）を開催致します．
視聴ご希望の方は国際 CIO 学会事務局までご連絡ください．
＊当日はビデオ・音声オフでのご視聴になります．
【試聴申込方法】
お名前，御所属 連絡先アドレスを明記の上，
国際 CIO 学会事務局（obi_waseda@yahoo.co.jp）までメールでお申込みください。
Zoom 招待メールをお送り致します．
【プログラムと講演者】
第 1 部 「次世代電子政府の構築」6 月 21 日（月）
（議長）小尾敏夫 APEC 電子政府プロジェクト委員長 早大名誉教授
J.P. Auffret

国際 CIO 学会世界会長，ジョージメイスン大学教授（米国）

F. Magno

ラサール大学電子政府研究所長（フィリピン）

Supot Tiarawut

タイ首相府電子政府庁長官

Atreyi Kankanhall

シンガポール国立大学教授

Hsin Chung Liao

台湾電子政府研究所長

第 2 部 「スマ－ト・シルバー・イノベーション」6 月 22 日（火）
（議長）岩﨑尚子早大教授，APEC シルバー・イノベーション委員長
Theng Yin Leng

南洋理工大学教授（シンガポール）

Yang Fengchun

北京大学電子政府研究所長（中国）

S.Supangkat

バンドン工科大学教授，スマートインドネシア協会会長

Jirapon Sunkpo

タマサート大学副学長（タイ）

Alexander Ryjov

ロシア大統領府経済大学教授

（文責：事務局）
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