官民連携による価値創造の可能性
官民データ流通促進基盤
「データ取引市場」の開設に向けて

2022 年 3 月 28 日に「DX ゼミナール in 札幌 vol.1」
を開催しました。そして新年度と共に「デジタ
ル田園都市国家構想」が始まり、札幌のデータ
連携基盤の構築が火急の課題となり、官民を問
わず、業種、業態の別なく、それに向けた仕組
みづくりが急がれています。当ゼミナールでは、

第 1 部で 札幌市に 新設された「デジタル戦略
推進局」の新施策を核に官民を挙げて進むべき
姿を明らかにし、第２部では、第 1 回開催に続
いて一歩先行く DX 先進企業の実例を通じて未
来に立ち向かうべき地場企業の戦略を明らかに
していきます。

■テーマ： 第１部「札幌から生まれるスマートシティサービス」

基調 官民データ流通促進基盤の整備・運営 … 札幌市デジタル戦略推進局長
講演 スマートシティで実現する「地域らしい街の進化」… 日本電気株式会社
パネルディスカッション
コーディネーター ………………………………… さっぽろ産業振興財団
パネリスト ………………………… SOMPO ホールディングス株式会社
株式会社 JAL カード
日本電気株式会社
札幌市デジタル戦略推進局長

第２部「トップランナーに学ぶ Part2」
DX 先進事例① ………………………………………… 味の素株式会社
基調
DX 先進事例② ……………………………………… 出光興産株式会社
講演
DX 先進事例③ ……………………………………… 中外製薬株式会社
パネルディスカッション
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■開催日時：令和４年７月８日 ( 金 ) 13:00 〜 17:00
■開催会場：札幌コンベンションセンター 2F「小ホール」( 定員 90 名 )

札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1
■受講方法： 受講ご希望の方は「さっぽろイノベーションラボ」のホームペー ジからお申し込み
ください。https://sapporo-innovation-lab.jp

主催：

後援： 札幌市、札幌商工会議所

一般社団法人さっぽろイノベーションラボ

アクセンチュア・イノベーションセンター北海道

協賛：
株式会社 HBA

講師の皆様
第１部「札幌から生まれる
スマートシティサービス」
札幌市デジタル戦略推進局長
一橋基 ( いちはしもとい ) 氏

1988 年 札幌市役所入庁 2014 年経済局産業
振興部経済企画課長。2016 年まちづくり政
策局 ICT 戦略・創造都市推進担当部長。
2019 年経済観光局産業振興部長。 2021 年
総務局デジタル推進担当局長。2022 年現職

SOMPO ホールディングス株式会社
デジタル事業オーナー執行役専務
SOMPO Light Vortex CEO
楢崎 浩一（ならさき・こういち）氏

1981 年三菱商事入社。2000 年から米 国で
複数 ICT 系スタートアップを設立・経営。
2016 年 5 月、SOMPO ホールディ ングスの
グループ CDO。2021 年４月、デジタル事業
オーナーグループ CDO 執 行役専務。2022 年
4 月から現職。Palantir Technologies Japan や
SOMPO Light Vortex の CEO も兼務。

第２部「トップランナーに学ぶ Part2」
一橋大学 経営管理研究科教授
神岡 太郎（かみおか・たろう）氏
1990 年北海道大学大学院博士課程（行動
科学専攻）単位取得退学、1990 年一橋大
学商学部専任講師、2004 年より商学研究
科教授を経て現職。2007-2008 年役員補
佐を兼務。学外では 2010 年より政府情報
システム改革検討委員会委員（総務省）
等も務める。

味の素株式会社 特別顧問
（前 取締役 代表執行役副社長 CDO)
福士博司（ふくし・ひろし）氏

1984 年味の素㈱入社。アミノ酸、ヘルスケアを
主体としたグローバル事業を経験。2019 年から
代表取締役副社長 CDO として全社のデジタル・
トランスフォーメーションを推進。2022 年 6 月
より特別顧問。その他現職：アドミレックス㈱
を創業し CEO 就任、東洋紡㈱社外取締役、雪印
メグミルク㈱社外取締役、㈱マーケティングア
プリケーションズ社外取締役、㈱明電舎顧問、
㈱メンバーズ顧問 など。
『2000 パーセントソリューション』（和訳）、
We Will Make the World Green、 A Strategic
Approach to the Environmentally Sustainable
Business などの著者。

日本航空株式会社 デジタルイノベー
ション本部イノベーション推進部長
斎藤 勝（さいとう・まさる）氏

1991 年、日本エアシステム入社（2002 年
に日本航空と経営統合）、マーケティング・
セールス、空港サービス、システム部門を
経験。2012 年からグループ長として e コ
マース・デジタルマーケティングを統括。
2017 年 6 月に新設したデジタルイノベー
ション推進部の初代部長として、JAL イノ
ベーションラボを拠点に顧客価値創造と業
務プロセス変革に挑む。

日本電気株式会社スマートシティ
事業推進部門 部門長
小野田勇司（おのだ ゆうじ）氏

NEC スマートシティ事業推進部門 部門長、
PS コミュニケーション企画株式会社取締役、
EverySense,Inc. 社外取締役。総務省「2020
年に向けた社会全体の ICT 化推進に関する
懇談会」幹事会構成 員や東北大学電気通信
研究機構 運営委 員会構成員等を歴任。電波
政策・電子 政府・地域振興プロジェクト等
に長く 携わり、現在は官民連携や異業種連
携 によるスマートシティの社会実装に向 け
て推進している。

株式会社 JAL カード
代表取締役社長
西畑 智博（にしはた・ともひろ）氏

1984 年日本航空入社。1990 年代より JAL
の e ビジネスを推進。2014 年より執行役
員として旅客基幹システムを刷新する SAKURA
プロジェクトを完遂。2019 年より常務執行
役員デジタルイノベーション本部長として
JAL の DX・新規事業創造を推進。IT Japan
Award グランプリ、IT 最優秀賞等受賞。
2022 年 6 月より現職に就任。

出光興産株式会社 執行役員 CDO・
CIO デジタル・ICT 推進部管掌
三枝幸夫（さえぐさゆきお）
氏
1985 年ブリヂストン入社。生産システム
の開発、工場オペレーション等に従事。
2013 年に工場設計本部長となり、生産拠
点のグローバル展開を推進。2016 年に生
産技術担当執行役員、2017 年より CDO・
デジタルソリューション本部長となり、全
社の DX、ビジネスモデル変革を推進。
2020 年より出光興産 執行役員 CDO・デジ
タル変革室長。2021 年より現職。

中外製薬株式会社 上席執行役員デジ
タルトランスフォーメーション統括
デジタルトランスフォーメーション
ユニット長
志済聡子（しさい・さとこ）氏

北海道大学法学部卒業。1986 年日本アイ・
ビー・エム株式会社入社。IBM
Corporation (NY）に出向後、2009 年に執
行役員として公共事業部長、セキュリ
ティー事業本部長、公共事業部長を歴任。
2019 年 5 月中外製薬株式会社に入社。執
行役員 IT 統轄部門長、執行役員デジタル
トランスフォーメーションユニット長を歴
任後、2022 年４月より現職。パナソニッ
クコネクト株式会社 社外取締役、北海道
大学 新渡戸カレッジ フェロー、内閣サイ
バーセキュリティ戦略本部 専門調査会委
員。

