令和２年度（2020年度）事業報告書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
１． 大学及びそれに類似する公的研究機関において、総合知的通信システム技術とその
応用及び先端医療と情報通信技術の融合領域に関する研究者に対し、国際会議にお
ける論文発表に対し助成を行った。対象者は、選考委員会の選考に関する審議を経
て、理事会において決定した。（定款・第４条第１号関係）
□ 国際会議研究発表助成
第５８回（2020年度前期）国際会議論文発表助成募集
募集時期：募集開始2020年5月1日～締め切り2020年6月15日
決定

：2020年8月30日

応募人数： ２名
助成者数： １名
助成者名: 小園 凛人（大阪府立大学大学院 学生）

200,000

◎ 新型コロナ対応により海外渡航が出来なくなり、本人より辞退の申し出が有り受理し
た。
第５９回（2020年度後期）国際会議論文発表助成募集
募集時期：募集開始 2020年 秋に実施する予定であったが新型コロナ感染が
世界的に収まる気配がなく、選考委員の先生方とも協議し募集を中止し
た。
◎ 本年度の研究発表助成（58,59回）は全世界的な新型コロナ感染拡大により助成者
無しで終わりました。
２． 総合知的通信システム技術とその応用に関する情報の収集及び提供を行なうため
会議等に出席して、情報の収集を行ない、これを先端技術研究会セミナーにおいて情
報の発表や国際会議を開催した。（定款・第４条第２号関係）
□ 2020年10月15日：令和２年度「2020ﾜｰﾙﾄﾞｱﾗｲｱﾝｽﾌｫｰﾗﾑ 東京円卓会議」
会場：東京・日本橋「三井ホール」
同時に WEB によるライブ配信
テーマ「日々変化する「日常」において豊かで健康な中間層を創り出す公益
資本主義」
主催： アライアンス・フォーラム財団（米国・公益法人）
一般財団法人アライアンス・フォラム財団
共催： 公益財団法人原総合知的通信システム基金

□ 2021年3月15日: ＩＴあわじ会議
会場: 兵庫県淡路島「淡路夢舞台国際会議場」
同時に WEB によるライブ配信
テーマ：日々変化する日常において、国民の健康と生活を守る技術革新と
制度改革
主催: 兵庫県、公益財団法人原総合知的通信システム基金
後援: 総務省､外務省、経済産業省、公益財団法人新産業創造研究機構
（NIRO）、関西経済連合会、関西経済同友会
共催：アライアンスフォーラム財団、
企画：デフタ・パートナーズ
□ 高校生シンポジュウムへの協賛
・高校生シンポジュウム「これからの時代を考える」今年度は秋からの開催を予
定していたが新型コロナ感染拡大が収まる気配がなく、全ての開催を中止し
た。
□ 総務省・情報通信月間参加行事
・情報通信セミナー
テーマ：デジタル・ICT 関連重点施策
2020年１１月３０日
東京港区・紀尾井フォーラム
講師 内閣官房・吉田聖氏、 総務省・三宅優汰氏、
経済産業省・岩永健太郎氏

３． 総合知的通信システム技術とその応用に関する研究者交流の推進のため、先端技術
研究会セミナーの開催を行った。（定款・第４条第３号関係）
・セミナー開催回数
・参加人数

３２回
６９６名

◎本年度は新型コロナ感染拡大により、４月から８月にかけては殆どセミナーの開催
がなく９月に入りようやく開催が出来る様になった為、開催回数も例年より少なく
なった。

2020年4月20日(月)（東京神田）
《空飛ぶクルマの最新動向》
東京大学 名誉教授/未来ビジョン研究センター 特任教授 鈴木 真二 氏／経済産業省 製造産業
局 総務課長 藤本 武士 氏／国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課 航空機技術基準企画室

ご担当官／エアモビリティ(株) 代表取締役社長＆CEO 浅井 尚 氏
2020年5月27日(水)（東京紀尾井町）
《「スーパーシティ」構想の最新動向と今後の展望》
内閣府 地方創生推進事務局 参事官 永山 寛理 氏
2020年8月25日(火)（東京神田）
《空飛ぶクルマの最新動向》
東京大学 名誉教授/未来ビジョン研究センター 特任教授 鈴木 真二 氏／(株)SkyDrive 事業
責任者 宮内 純枝 氏／川崎重工業(株) 航空宇宙システムカンパニー 企画本部 事業開発部
部長 山本 毅広 氏／日本航空(株) イノベーション推進本部 事業創造戦略部 モビリティグループ
マネジャー 田中 秀治 氏／日本航空(株) 貨物郵便本部 業務部 IT 企画グループ マネジャー
清水 俊宏 氏／エアモビリティ(株) 代表取締役社長＆CEO 浅井 尚 氏
2020年9月17日(木)（東京西新橋）
《Beyond 5G(6G)の研究開発動向と方向性》
～第5世代移動体通信の次は何か？～
国立研究開発法人情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク総合研究センター長 寳迫 巌 氏
2020年9月23日(水)（東京紀尾井町）
《宇宙 ICT 関連政策と研究開発の最新動向》
総務省 国際戦略局 宇宙通信政策課 衛星開発推進官 小林 伸司 氏／（国研）情報通信研究
機構 ワイヤレスネットワーク総合研究センター 宇宙通信研究室 室長 豊嶋 守生 氏
2020年10月1日(木)（東京西新橋）
《強い物流の実現に向けた政策最新動向》
～総合物流施策大綱と SIP「スマート物流サービス」～
国土交通省 総合政策局 物流政策課 ご担当官／経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画
室 室長補佐 松田 圭介 氏
2020年10月8日(木)（ライブ配信・アーカイブ配信）
《行政デジタル化とマイナンバー関連施策》
内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 企画官 柳生 正毅 氏／内閣官房 番号制度推進室
内閣府 大臣官房 番号制度担当室 内閣参事官 前 健一 氏／富士通(株) 行政ビジネス推進
統括部 行政第一ビジネス推進部 担当部長 榎並 利博 氏
2020年10月8日(木)（ライブ配信・アーカイブ配信） 【変更】
《行政デジタル化とマイナンバー関連施策》
内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 内閣参事官 尾原 淳之 氏／内閣官房 番号制度推
進室 内閣府 大臣官房 番号制度担当室 内閣参事官 前 健一 氏／富士通(株) 行政ビジネス
推進統括部 行政第一ビジネス推進部 担当部長 榎並 利博 氏
2020年10月14日(水)（東京西新橋）
《コロナ禍後の社会変化と期待されるイノベーション像》
～各産業の中長期ビジョンとビジネスモデルの転換～
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター デジタルイノベーション
ユニット 主任研究員 紋川 亮 氏

2020年10月16日(金)（ライブ配信・アーカイブ配信）
《医療ヘルスケア AI・ICT 関連重点施策》
厚生労働省 大臣官房 厚生科学課 バイオテクノロジー専門官 三宅 晴子 氏／経済産業省商務・
サービスグループ ヘルスケア産業課 課長補佐 松高 大喜 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 課長補佐 飯島 要介 氏
2020年10月22日(木) （ライブ配信・アーカイブ配信）
《スマートシティ関連政策最新動向》
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（統合戦略担当）付 企画官 倉谷
英和 氏／総務省 情報流通行政局 地域通信振興課 課長補佐 嶋田 大輝 氏／国土交通省都市
局 都市計画課 都市計画調査室長 筒井 祐治氏／経済産業省 製造産業局 自動車課 総括補
佐（CASE 戦略担当） 小林 正幸 氏
2020年10月26日(月)（東京西新橋）
《気候変動リスクと各省の施策》
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 環境経済室 室長補佐 荒井 次郎 氏／環境省 地球
環境局 総務課 気候変動適応室 室長補佐 秋山 奈々子 氏／国土交通省 水管理・国土保全局
河川計画課 河川計画調整室 課長補佐 齋藤 正徳 氏
2020年10月27日(火)（ライブ生配信）
《計量データの新展開》
～エネルギー関連ビジネスの方向性、インフラ産業からの情報・サービス産業へ～
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室 室長 下村 貴裕
氏／東光東芝メーターシステムズ(株) 取締役副社長 西岡 優 氏／アズビル金門(株) 代表取締
役社長 上西 正泰 氏／(株)日立コンサルティング スマート社会基盤コンサルティング第２本部
シニアマネージャー 向 賢一 氏／(株)日立製作所 グローバルデジタル推進センター 主任技師
安東 宣善 氏／(株)三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 スマートコミュニティグループ
主任研究員 浅岡 裕 氏／早稲田大学研究院教授 スマート社会技術融合研究機構事務局長
先進グリッド技術研究所 上級研究員 石井 英雄 氏
2020年10月29日(木)（東京西新橋） 【中止】
《DPF（デジタル・プラットフォーム）企業の介在する消費者取引に関する今後の施策と特定商取引法
及び預託法の抜本的な制度改革》
消費者庁 取引対策課 課長補佐（総括担当） 武田 雅弘 氏／消費者庁 消費者制度課 課長補佐
（総括担当） 伊藤 香織 氏
2020年11月17日(火)（東京紀尾井町）
《東京都のスマートシティ戦略》
～東京版 Society5.0「スマート東京」実現に向けて～
東京都 戦略政策情報推進本部 戦略事業部 先端事業推進担当課長 松永 武志 氏

2020年11月27日(金)（東京虎ノ門）
《自動運転、Maas 関連政策最前線》
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室 参事官補佐 榎本 太郎 氏／SIP 自動運転担当 上席
政策調査員 村田 和也 氏／警察庁 交通局 交通企画課 課長補佐 藤本 大介 氏／総務省

総合通信基盤局 電波部 移動通信課 課長補佐 江原 真一郎 氏／国土交通省 総合政策局
モビリティサービス推進課 課長補佐 石川 雄基 氏／経済産業省 製造産業局 自動車課 総括
補佐（CASE 戦略担当） 小林 正幸 氏
2020年11月30日(月)（東京紀尾井町）
《デジタル・ICT 関連重点施策》
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室 課長補佐 吉田 聖 氏／総務省 情報流通行政局情報
通信政策課 政策係長 三宅 優汰 氏／経済産業省 商務情報政策局 総務課 総括係長 岩永
健太郎 氏
2020年12月4日(金)（東京虎ノ門）
《ドローンの社会実装に向けた各省庁の政策》
～空の移動革命に向けたロードマップ２０２０を中心に～
東京大学 名誉教授/未来ビジョン研究センター 特任教授 鈴木 真二 氏／内閣官房 小型無人機
等対策推進室 内閣参事官 長崎 敏志 氏／総務省 総合通信基盤局 移動通信課長 翁長 久
氏／経済産業省 製造産業局 次世代モビリティ政策室長 川上 悟史 氏／国土交通省 航空局
官房参事官（航空安全） 成澤 浩一 氏
2020年12月18日(金)（東京西新橋） 【延期】
《カーボンリサイクル政策について》
経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房 カーボンリサイクル室 市川 博規 氏
2021年1月18日(月)（東京西新橋）
《省エネルギー・新エネルギー関連の重点施策と令和3年度概算要求》
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課 課長補佐 内山
弘行 氏／経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課課長
補佐 和田 憲明 氏
2021年1月20日(水)（東京紀尾井町）
《国土交通省のインフラ政策の最前線》
国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐 中西 健一郎 氏／国土交通省 総合政策局 社会
資本整備政策課 政策調査専門官 草野 真一 氏
2021年1月23日(土)（東京西新橋）
《令和3年度介護報酬改定の徹底分析とこれからの介護事業》
厚生労働省 老健局 老人保健課 介護保険データ分析室長 北原 加奈子 氏／公益社団法人
日本医師会 常任理事 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
2021年1月26日(火)（東京紀尾井町）
《「デジタル改革の基本方針」「デジタル・ガバメント実行計画の改定」
行政のデジタル化と今後のビジョン》
総務省 行政管理局 行政情報システム企画課長 内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室
参事官 奥田 直彦 氏

2021年1月26日(火)（ライブ配信・アーカイブ配信）
《国土強靭化と防災、災害対策への施策》
内閣官房 国土強靭化推進室 参事官 山本 泰司 氏／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 久保 正之 氏／総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信
技術システム課 安全・信頼性対策室長 恩賀 一 氏／文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課
防災科学技術推進室 室長補佐 石山 信郎 氏／経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ
保安課 課長補佐（法令 兼 防災・危機管理担当） 岡江 隆益 氏／国土交通省 水管理・国土保全
局 防災課 防災企画官 里村 真吾 氏
2021年1月28日(木)（東京虎ノ門）
《令和3年3月開始、今何を準備したらいいのか
オンライン資格確認の導入とデータヘルス改革の将来像》
厚生労働省 保健局 医療介護連携政策課 保険データ企画室 室長 大竹 雄二 氏
2021年1月29日(金)（東京紀尾井町）
《フードテック関連政策とビジネス展望》
～食産業の未来と新市場～
農林水産省 大臣官房 政策課 企画官 大曲 英男 氏／(株)野村総合研究所 グローバルインフラ
コンサルティング部 上級コンサルタント 佐野 啓介 氏／(株)電通 アートディレクター OPEN
MEALS ファウンダー 榊 良祐 氏
2021年2月3日(水)（東京紀尾井町）
《第2期データヘルス計画の中間評価・見直しによる新たな取り組み
データヘルスの推進と令和3年度の重点施策》
厚生労働省 保険局 保険課 課長補佐 吉井 弘和 氏
2021年2月10日(水)（東京西新橋）
《東京都のデジタル戦略2021》
～コロナ禍の対応と DX・構造改革の取組～
東京都 戦略政策情報推進部 ICT 推進部 情報企画担当部長 荻原 聡 氏
2021年2月17日(水)（東京紀尾井町）
《「健康・医療・介護情報利活用検討会」の議論を踏まえた PHR 推進に向けた施策の展開》
厚生労働省 健康局 健康課 課長補佐 藤岡 雅美 氏／経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 企画官 飯村 康夫 氏
2021年3月12日(金)（東京紀尾井町）
《令和3年度 消防防災関連の重点施策》
総務省 消防庁 総務課 理事官 田中 克尚 氏／総務省 消防庁 総務課 課長補佐 鈴木 知基
氏／総務省 消防庁 救急企画室 理事官 伊藤 要 氏／総務省 消防庁 防災情報室 課長補佐
竹本 吉利 氏／総務省 消防庁 防災課 災害対策官 神田 広貴 氏／総務省 消防庁 地域防災
室 課長補佐 鈴木 洋平 氏
2021年3月19日(金)（東京紀尾井町）
《【医療計画の見直し等に関する検討会】
新型コロナウィルス感染症の対策を踏まえた今後の医療提供体制ついて》
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 医師確保等地医療対策室（併任） 主査 瀧 翔哉 氏

2021年3月23日(火)（ライブ配信・アーカイブ配信）
《令和3年度 人工知能（AI）関連政策》

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付 上席政策調査員 塚本 武雄 氏／総務省
情報通信国際戦略局 技術政策課 研究推進室長 山野 哲也 氏／文部科学省 研究進興局参事
官（情報担当）付 参事官補佐 出口 夏子 氏／経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長
補佐 菅野 洸史 氏

