2021年 4月6日(火) （東京新橋）
《地方創生 SDGs の推進と NTT の取組み》
内閣府 地方創生推進事務局 参事官 北廣 雅之 氏／日本電信電話（株） 新ビジネス推進
室 統括部長 吉原 俊博 氏／（株）NTT ドコモ 5G・IoT ビジネス部 担当部長 エバンジェリ
スト／5G マスター 有田 浩之 氏
2021年 4月9日(金) （東京新橋）
《ＧＩＧＡスクール構想》
文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育企画課 （併）学びの先端技術活用推進室 専門
官 佐藤 有正 氏
2021年 4月12日(月) （東京紀尾井）
《燃料アンモニア関連政策と実用化動向》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） IoE 社会のエネルギーシステム（エネルギ
ーマネジメント） イノベーション戦略コーディネーター 塩沢 文朗 氏／経済産業省 資源エ
ネルギー庁 資源・燃料部 政策課 石油・LNG 企画官 渡邉 雅士 氏／（一社）クリーン燃料
アンモニア協会 代表理事 東京ガス（株） アドバイザー 村木 茂 氏
2021年 4月14日(水)
《ドローンの産業利用本格化に向けた最新動向》
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／KDDI（株） 経
営戦略本部 ビジネス開発部 ドローン事業推進グループリーダー 博野 雅文 氏／グリッドス

カイウェイ（責） マネージャー 齋藤 亮平 氏／消防庁 消防研究センター 技術研究部 地
震等災害研究室 主任研究官 土志田 正二 氏／（一財）総合研究奨励会 日本無人機運
行管理コンソーシアム 事務局長 秋本 修 氏
2021年 4月14日(水) （東京紀尾井）
《デジタル広告独占禁止法違反行為の未然防止》
公正取引委員会 事務総局 経済取引局 デジタル市場企画調査室 室長補佐 桑名 良祐
氏
2021年 4月21日(水) （東京新橋）
《デジタル化、ICT 関連政策の最新動向》
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 統括補佐 前田 京太郎 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
2021年 4月28日(水) （東京新橋）
《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5月25日(火) （東京新橋）
《初等中等教育の教育データの利活用》
文部科学省 初等中等教育局 初等中等教育企画課 （併）学びの先端技術活用推進室 専門
官 （併）総合教育政策局 教育ＤＸ推進室 室長補佐 佐藤 有正 氏
2021年5月28日(金) （東京新橋）
《Beyond5G 時代における新事業戦略》
総務省 国際戦略局 通信規格課 企画官 松本 和人 氏
2021年6月22日(火) （東京新橋）
《国土交通データプラットフォームにおけるインフラデータ連携に向けた取組》
国土交通省 国土技術政策総合研究所
社会資本マネジメント研究センター 情報研究官 菅原 謙二 氏
2021年 6月24日(木) （東京新橋）
《共創による新たな事業創造と知財の連携》
特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画調整官 遠山 敬彦 氏
2021年 6月29日(火) （東京紀尾井）
《量子の産業活用を目指す量子技術イノベーション戦略と拠点の狙い》
国立研究開発法人理化学研究所
量子コンピュータ研究センター 副センター長 萬 伸一 氏
2021年 7月1日(木)
《ICT 分野の技術戦略と Beyond 5G》
総務省 国際戦略局 技術政策課長 柳島 智 氏／（国研）情報通信研究機構 理事 門脇 直人
氏／日本電信電話（株） 研究企画部門 ＩＯＷＮ推進室 室長 川島 正久 氏
2021年 7月7日(水) （東京紀尾井）
《燃料アンモニアのサプライチェーンの構築》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） IoE 社会のエネルギーシステム（エネルギ
ーマネジメント） イノベーション戦略コーディネーター 塩沢 文朗 氏／国土交通省 港湾局
脱炭素化事務局 企画調整官 伊藤 寛倫 氏／三菱商事（株） 次世代発電燃料事業部長
細野 浩司 氏／丸紅（株） 新エネルギー開発部 副部長 豊田 浩正 氏／(一財)日本エネ
ルギー経済研究所 計量分析ユニット 担任補佐 （石油エコノミスト） 平井 晴己 氏
2021年 7月8日(木)
《国内外の諸情勢とグリーン成長戦略》
経済産業省 産業技術環境局 カーボンニュートラル実行計画企画推進室 室長補佐
（併）エネルギー・環境イノベーション戦略室 室長補佐（総括） 金子 周平 氏
2021年 7月17日(土)

《8月1日から始まる「認定薬局制度」とこれからの薬局・薬剤師に求められる役割》
厚生労働省 医薬・生活衛生局 薬事企画官 安川 孝志 氏
2021年 7月26日(月) （東京紀尾井）
《Ｐｒｏｊｅｃｔ ＰＬＡＴＥＡＵ》
国土交通省 都市局 都市政策課 課長補佐 内山 裕弥 氏
2021年 8月2日(月) （東京紀尾井）
《空飛ぶクルマの最新動向》
経済産業省 製造産業局 次世代空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（次世代航空モビリティ） 成澤 浩一 氏／東京大学 スカイフロンティア 社会
連携講座 特任准教授 中村 裕子 氏／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
2021年 8月6日(金) （東京紀尾井）
《大阪・関西万博に向けた重点施策》
経済産業省 商務・サービスグループ 博覧会推進室 室長補佐 重力 芳雄 氏／大阪府
政策企画部 万博協力室 参事 中谷 敬 氏／大阪府 スマートシティ戦略部 戦略推進室
参事 狩野 俊明 氏
2021年 8月18日(水) （東京紀尾井）
《半導体・デジタル産業戦略》
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 西川 和見 氏
2021年 8月19日(木) （東京新橋）
《急加速する水素 投資、技術とサプライチェーン》
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 燃料電池・水素室 室長／ストラ
テジーアーキテクト員 大平 英二 氏／川崎重工業株式会社 執行役員 水素戦略本部 副
本部長 西村 元彦 氏
2021年 8月19日(木) （東京紀尾井）
《物流施策最新動向と DX 推進》
経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室 室長補佐 神田 浩輝 氏／三菱商事
（株） 食品流通・物流本部 物流開発部長 田中 鉄 氏／内閣府 戦略的イノベーション創
造プログラム（SIP） スマート物流サービス プログラムディレクター 田中 従雅 氏
2021年 8月23日(月) （東京紀尾井）
《日本郵政グループ中期経営計画と DX》
日本郵政株式会社 常務執行役 古里 弘幸 氏
2021年 8月24日(火) （東京紀尾井）
《介護報酬改定フォローアップ》
厚生労働省 老健局 老人保健課 介護保険データ分析室長 新田 惇一 氏
2021年 8月26日(木) （東京紀尾井）
《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 伊藤 竜太 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 佐々木 龍 氏／総務省 情報
流通行政局 情報流通振興課 デジタル企業行動室 （併）地域通信振興課 課長補佐 佐々
木 信行 氏
2021年 9月1日(水) （東京新橋）
《自動運転、ＭａａＳの最前線》
デジタル庁 国民向けサービスグループ デジタル庁統括官付参事官付 参事官補佐 森 健
悟 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
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／警察庁 交通局交通企画課 専門官 大橋 雅也 氏／経済産業省 製
造産業局 自動車課 課長補佐 山本 誠一朗 氏／トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カ
ンパニー 自動運転モビリティ イノベーション担当 兼 自動運転・先進安全統括部主査 ウ

ーブン・プラネット・ホールディングス株式会社 Automated Driving Strategy and Mapping Vice
President マンダリ カレシ― 氏／株式会社本田技術研究所 先進技術研究所 AD／
ADAS 研究開発室 エグゼクティブチーフエンジニア 波多野 邦道 氏／内閣府 科学技術・
イノベーション推進事務局 参事官(社会システム基盤)付 SIP 自動運転担当 上席政策調査
員 荒木 雄一 氏
2021年 9月8日(水) （東京紀尾井）
《海の次世代モビリティ関連施策と利活用》
国土交通省 総合政策局 海洋政策課 課長補佐（総括） 橘 有加里 氏／川崎重工業株
式会社 エネルギーソリューション&マリンカンパニー 船舶海洋ディビジョン付 フェロー（潜水
艦・AUV 関連技術担当） 湯浅 鉄二 氏／株式会社 NTT ドコモ 地域協創・ICT 推進室 課長
山本 圭一 氏
2021年 9月8日(水)
《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 野﨑 雅稔 氏／総務省 総合通信基盤局 電波政策
課長 荻原 直彦 氏／総務省 総合通信基盤局 基幹・衛星移動通信課長 小津 敦 氏／
総務省 総合通信基盤局 移動通信課長 翁長 久 氏／総務省 総合通信基盤局 基幹通
信室長 荒木 智彦 氏／総務省 総合通信基盤局 電波環境課長 中里 学 氏
2021年 9月10日(金)
《屋根上太陽光とＥＶを活用したＳｏｌａｒＥＶ Ｃｉｔｙ構想》
国立研究開発法人 国立環境研究所 地球システム領域 特別研究員 小端 拓郎 氏
2021年 9月10日(金) （東京紀尾井）
《宇宙政策最前線と新事業の展望》
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 参事官補佐 馬場 由之 氏／総務省 国際戦略局 宇
宙通信政策課 専門職 菅野 剛 氏／（一社）SPACETIDE 理事 兼 COO 佐藤 将史
氏／日本電信電話（株） 研究企画部門 Ｒ＆Ｄビジョン担当 担当部長 堀 茂弘 氏／ソニ
ーグループ（株） 宇宙エンタテインメント推進室 室長 中西 吉洋 氏
2021年 9月13日(月) （東京紀尾井）
《国土交通グリーンチャレンジ》
国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長補佐（総括） 柳井 和則 氏
2021年 9月15日(水) （東京紀尾井）
《加速する水素利活用の潮流と事業機会》
東京ガス（株） 執行役員 水素・カーボンマネジメント技術戦略部長 矢加部 久孝 氏／
神戸市 企画調整局 エネルギー政策課 担当係長 平田 卓也 氏／東芝エネルギーシス
テムズ（株） 水素エネルギー事業統括部 事業開発部 フェロー 山根 史之 氏／
（株）野村総合研究所 サステナビリティ事業コンサルティング部 プリンシパル／上級コンサル
タント 樋詰 伸之 氏
2021年 9月24日(金) （東京新橋）
《来年度に向けた医療機器開発重点施策》
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長補佐
加藤 二子 氏／厚生労働省 医政局 経済課 医療機器政策室 主査 赤星 里佳 氏
2021年 9月30日(木) （東京新橋）
《我が国の気候変動リスク対策と適応》
内閣官房 気候変動対策推進室 参事官補佐 浅原 堅祐 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
2021年 10月5日(火) （東京紀尾井）
《スマートシティ関連政策最新動向》
内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 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 東 智徳 氏／経済産業省 製造産業局 自動車課 経済産業省 製造

産業局 自動車課 自動走行課長補佐 井澤 樹 氏
2021年 10月7日(木) （東京紀尾井）
《半導体・デジタル産業戦略と業界動向》
経済産業省 商務情報政策局 情報産業課長 西川 和見 氏／（株）みずほ銀行 産業調査
部 テレコム・メディア・テクノロジチーム 参事役 半導体・電子部品セクター チーフアナリスト
益子 博行 氏／名古屋大学 未来想像機構 客員准教授 野辺 継男 氏
2021年 10月8日(金) （東京紀尾井）
《デジタル庁の取組とＤＸ施策・制度》
デジタル庁 参事官 奥田 直彦 氏/西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨー
ク州弁護士 経済産業省 AI・データ契約ガイドライン検討会 委員 福岡 真之介 氏
2021年 10月11日(月) （東京紀尾井）
《ゼロエミッション海運、船舶用燃料アンモニアの最新動向》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） 「IoE 社会のエネルギーシステム（エネル
ギーマネジメント）」 イノベーション戦略コーディネーター 元「エネルギーキャリア」 サブ・プロ
グラムディレクター 塩沢 文朗 氏／国土交通省 港湾局 産業港湾課 企画調整官 伊藤
寛倫 氏／（国研）海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 環境・動力系 動力
システム研究グループ 主任研究員 仁木 洋一 氏／伊藤忠商事（株） 船舶海洋部 アンモ
ニア燃料船開発担当部長 赤松 健雄 氏／日本郵船（株） グリーンビジネスグループ グル
ープ長 横山 勉 氏
2021年 10月12日(火)
《介護施設・事業所におけるＢＣＰ》
厚生労働省 老健局 老人保健課 主査 佐野 隆一郎 氏／社会福祉法人若竹会（岩手県）
常務理事 菊池 俊則 氏
2021年 10月21日(木) （東京紀尾井）
《省・新エネルギー重点と令和４年概算要求》
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 中富 大輔 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 田村 富昭 氏
2021年 10月25日(月) （東京紀尾井）
《宇宙利活用の近未来とビジネスチャンス》
文部科学省 研究開発局 宇宙開発利用課 宇宙科学技術推進企画官 笠谷 圭吾 氏／慶
應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授 日本航空宇宙学会 宇宙ビ
ジネス共創委員会 委員長 神武 直彦 氏／TMI 総合法律事務所 パートナー・弁護士 新
谷 美保子 氏
2021年 10月28日(木)
《データ利活用に適用されるルールと法的実務》
弁護士法人三浦法律事務所渋谷オフィス 弁護士 日置 巴美 氏／三浦法律事務所 弁護
士 小倉 徹 氏
2021年 10月29日(金) （東京新橋）
《支払基金改革の進捗と今後の方向性》
社会保険診療報酬支払基金 執行役 真鍋 伸子 氏
2021年 11月16日(火) （東京新橋）
《行政・自治体 DX の最新動向》
（一社）行政情報システム研究所 主席研究員 狩野 英司 氏／豊中市 総務部 デジタル
戦略課 課長 伊藤 洋輔 氏／xID（株） 代表取締役 CEO 日下 光 氏／富士通 Japan（株）
行政ソリューションビジネス統括部 行政第一ソリューションビジネス部 アドバイザー 榎並 利
博 氏
2021年 11月24日(水) （東京紀尾井）
《電池産業室の成り立ちと今後の取組》

経済産業省 商務情報政策局 電池産業室長 武尾 伸隆 氏
2021年 11月30日(火)
《経産省がなぜフェムテックに取組むか》
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室 室長補佐 春口 浩子 氏／株式会社エム
ティーアイ ヘルスケア事業本部 ルナルナ事業統括部 副事業部長 那須 理紗 氏
2021年 12月7日(火)
《ドローンのレベル４実現に向けた政策動向》
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／内閣官房 小
型無人機等対策推進室 内閣参事官 小熊 弘明 氏／国土交通省 総合政策局 技術政策
課長 伊藤 真澄 氏／経済産業省 製造産業局 次世代空モビリティ政策室 室長補佐（総
括） 伊藤 貴紀 氏／総務省 総合通信基盤局 移動通信課長 翁長 久 氏
2021年 12月10日(金) （東京虎ノ門）
《マテリアル革新力強化戦略と令和４年度概算要求について》
経済産業省 製造産業局 素材産業課 課長補佐 稲垣 彰彦 氏／国立研究開発法人産
業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 電池技術研究部門 総括研究主幹 小林 弘典
氏／国立研究開発法人産業技術総合研究所 機能化学研究部門 セルロース材料グループ
研究グループ長 遠藤 貴士 氏／国立研究開発法人産業技術総合研究所材料・化学領域
研究戦略部 研究企画室長 山口 有朋 氏
2021年 12月15日(水) （東京新橋）
《医薬品産業ビジョン２０２１》
厚生労働省 医政局 経済課 課長補佐 宗得 貴之 氏
2021年 12月20日(月) （東京紀尾井）
《デジタル関連政策の最新動向》
デジタル庁 参事官補佐 筧 文貴 氏／総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 統括
補佐 西村 邦太 氏／経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課（IT イノベーショ
ン課） 課長補佐 奥村 滉太郎 氏
2021年 12月23日(木) （東京新橋）
《最近の景品表示法をめぐる動向と広告表示の留意点について》
消費者庁 表示対策課 課長補佐（指導担当） 荻野 舞 氏
2022年 1月19日(水)
《東京都と神奈川県の高齢化対策》
東京都 福祉保健局 高齢社会対策部 計画課長 瀬川 裕之 氏／神奈川県 福祉子どもみ
らい局 福祉部 高齢福祉課 課長 山本 千恵 氏
2022年 1月21日(金) （東京新橋）
《文部科学省令和４年度重点施策》
文部科学省 初等中等教育 学校デジタル化ＰＴ 専門官（併）総合教育局 教育ＤＸ推進室
室長補佐 堀川 拓郎 氏
2022年 1月21日(金)
《ヘルスケア産業政策２０２２年の動向》
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 総括補佐 藤岡 雅美 氏／株式会
社ＮＯＢＯＲＩ 代表取締役社長 依田 佳久 氏
2022年 1月27日(木) （東京紀尾井）
《総務省における ICT 国際戦略の展開》
総務省 国際戦略局 国際戦略課長 大森 一顕 氏
2022年 1月27日(木) （東京虎ノ門）
《データヘルス計画・コラボヘルスの推進》
厚生労働省 保険局 保険課 課長補佐 吉井 弘和 氏／主査 大山 悠太 氏／研修生 渡
部 大地 氏
2022年 1月28日(金) （東京新橋）

《スマート保安の促進と産業保安分野における当面の制度化に向けた取組》
経済産業省 産業保安グループ保安課 課長補佐 古川 雄一 氏
2022年 1月28日(金) （東京紀尾井）
《環境省が取組む「ゼロカーボン・ドライブ」の実践及び政策の方向性》
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 課長補佐／自動車環境戦略企画官 河田 陽平
氏
2022年 2月10日(木) （東京新橋）
《RoAD to the L4が描くモビリティ社会》
（国研）産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 ヒューマンモビリティ研究センター 首席研
究員 兼 モビリティサービス研究チーム 研究チーム長 兼 端末交通システム研究ラボ長 加
藤 晋 氏
2022年 2月17日(木) （東京新橋）
《診療報酬改定の狙いと経営戦略》
厚生労働省 保険局 医療課 課長補佐 金光 一瑛 氏／社会医療法人雪の聖母会 聖マリ
ア病院 常務理事・病院長 島 弘志 氏／九州大学 名誉教授 尾形 裕也 氏
2022年 3月3日(木) （東京新橋）
《デジタル庁の目指す DX とは》
デジタル庁 Chief Architect／東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 江崎 浩 氏
2022年 3月3日(木)
《薬価・調剤報酬改定どう対応するか》
厚生労働省 保険局 医療課 薬剤管理官 紀平 哲也 氏／ファルメディコ株式会社 代表取
締役 狭間 研至 氏／公益社団法人日本薬剤師会 常務理事 有澤 賢二 氏
2022年 3月4日(金)
《水素・燃料アンモニア導入最新政策と動向》
内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP） IoE 社会のエネルギーシステム（エネルギ
ーマネジメント） イノベーション戦略コーディネーター 元「エネルギーキャリア」 サブ・プログラ
ムディレクター 塩沢 文朗 氏／経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課 石
油・LNG 企画官 渡邉 雅士 氏／電源開発（株） 経営企画部 シニアエキスパート 野口 嘉
一 氏
2022年 3月10日(木)
《令和４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 籏野 敏行 氏／総務省 消防庁 予防課 消防技術専門
官 中嶋 仁美 氏／総務省 消防庁 救急企画室 課長補佐 岡澤 尚美 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 中村 徹
氏／総務省 消防庁 地域防災室 課長補佐 鈴木 洋平 氏
2022年 3月16日(水)
《公立学校施設整備の推進》
文部科学省 大臣官房 文教施設企画・防災部 施設助成課 防災・減災企画官 久芳 全晴
氏
2022年 3月17日(木) （東京紀尾井）
《農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略》
農林水産省 輸出・国際局 輸出企画課長 伊藤 優志 氏
2022年 3月30日(水)
《災害時の通信インフラ確保の取組》
総務省 総合通信局 電気通信技術システム課 安全・信頼性対策室 課長補佐 桃井 弘基
氏／（一財）マルチメディア振興センター ICT＆リサーチコンサルティング部 シニア・リサーチ
ディレクター 飯塚 留美 氏／東日本電信電話（株） ネットワーク事業推進本部
サービス運営部 災害対策室長 笹倉 聡 氏

