＜政府CIO上席補佐官＞(50音順)
氏名

1 座間 敏如

2 平本 健二

2020年度 政府CIO補佐官
主な専門・得意分野

4 阿部 基之

（写真）

・国際会議議長、海外政府研究所のアドバイザー、海外政府CIO等とのネットワーキング・カンファレンスモデレータ
・サービスデザイン思考に基づく行政サービス改革の推進、官民協働ワークショップの企画・モデレータ
・公共機関向けシステム改革、プロジェクト管理、投資管理、戦略全般に関するコンサルティング
・大学/大学院等の非常勤講師

（写真）

・IT戦略、新規ビジネス戦略
・サービス改革
・データ標準化、利活用
・国際会議等におけるプロフェショナルコミュニティ活動

・システム基盤設計開発、プロジェクトマネジメント
・新規ビジネス戦略、新規技術戦略コンサルティング
（特にデジタルデータによる企業横断メカニズムの構築）
・公共システムの事業戦略、IT調達に関するコンサルティング
・大学/大学院等の非常勤講師

7 伊藤 豪一

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・ITガバナンス、調達支援・PMO業務
・Web系システムの設計・開発・運用
・情報セキュリティマネジメント及び監査
・ワークスタイル変革
・IT人材育成

・環境流体シミュレーションシステムの設計・開発（科学技術分野）
・官公庁向けシステム設計・開発・運用（行政支援分野）
・情報システム監査/情報セキュリティ監査
・官公庁向け調達支援業務・工程管理業務
・IT全般統制、IT戦略全般に関するコンサルティング

（写真）

・IT戦略等策定支援
・ＩＴガバナンス
・システム開発
・プロジェクトマネジメント

・金融機関向けシステム設計/構築、プロジェクトマネジメント
・公共機関向けシステム最適化、プロジェクト管理、戦略全般に関するコンサルティング

・AI技術全般、対話形式UX
・コミュニケーション基盤、トークンエコノミー
・技術啓蒙活動、エンジニア向けコミュニケーション

・プラットフォーム企画、浸透に向けた啓蒙活動
・スタートアップとの協業によるオープンイノベーション
・ユーザー目線でのサービス開発
・AI、ブロックチェーン技術を応用した製品開発
・オープンデータ、電子レシート、スマホ決済、チャットボット等応用プロジェクト多数

（写真）

・仮説検証によるサービスデザイン
・アジャイル開発の実践とメンタリング
・プロジェクトマネジメント全般
・コミュニティデザイン

・大企業におけるDX支援
・新規事業、新規プロダクトの立ち上げ、開発
・地方アトツギの事業開発支援
・リーンスタートアップの実践

（写真）

・IT戦略等策定支援
・ITガバナンス
・業務分析・業務改革、政策評価
・情報セキュリティ（マネジメント）

・情報化計画策定、業務改善・システム刷新、情報利活用方針等策定
・業績評価業務
・情報通信に係る先進技術に関する調査研究
・システム監査

5 砂金 信一郎

6 市谷 聡啓

業務分野経歴等

・IT戦略、ビジネス課題分析、戦略策定
・公共機関におけるプロジェクト管理、投資管理
・情報システム企画、開発、運用
・国際会議等におけるプロフェショナルコミュニティ活動
・デジタルトランスフォーメーション

＜政府CIO補佐官＞(50音順)
氏名

3 阿部 政夫

※希望者のみ掲載

氏名

8 稲葉 裕一

9 上野 耕司

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・ITガバナンス/マネジメント
・IT企画/開発/運用、業務分析/BPR
・ITプロジェクトマネジメント
・システムリスク管理/セキュリティ管理/品質管理

・大手監査法人における金融機関向けITガバナンス態勢構築の助言・支援、システムリスク・アドバイザリー
・大手損害保険グループ持株会社におけるグローバルグループITガバナンス態勢の構築
・大手損害保険グループのITサービス会社におけるGRC態勢の構築
・大手損害保険会社におけるシステム統合・合併対応プロジェクト対応/システムリスク管理/情報セキュリティ管理/
システム品質管理

（写真）

・IT戦略、IT投資管理・評価
・ITガバナンス（セキュリティ等）
・プロジェクト・マネジメント
・IT人材育成

・IT運用コストの評価・削減
・プロジェクトマネジメント
・ITセキュリティ・ガバナンス環境の構築・運営
・IT人材育成環境構築・運営（ITSSの構築）

10 梅谷 晃宏

・クラウドベンダーにおける各種規制に対応したリファレンス・アーキテクチャ設計、提供
・クラウドを活用したシステム・アーキテクチャ設計
・クラウドベンダーにおけるクラウドネイティブなセキュリティ・サービスの作成、提供
・クラウド環境のセキュリティ・コンプライアンス・リスクに関するストラテジー策定
・金融、製薬・医療機器、医療機関等の規制業種におけるクラウドを活用したセキュリティの設計、実装、およびIT
・認証・ガイドラインに関する管理策の立案
コンプライアンスに関する提案
・グローバルな規制要件の分析およびストラテジー策定
・クラウド環境全般におけるセキュリティやリスクの考え方に関する啓蒙活動

11 浦 輝征

・エンタープライズセキュリティ
・ＩＴガバナンス
・ミッションクリティカルシステムのクラウドシフト
・ネットワーク/インフラ
・ＩＴ戦略
・複数組織横断のサイバーセキュリティ体制の構築、ガイドライン標準化
・レガシーシステムのモダナイゼーション

・PV6ネットワークの設計構築
・ローズドＮＷ（Ｌ２／Ｌ３）の設計
・個人情報を含む基幹系システムにおけるクラウド利用
・CSIRT
・CCOE

12 大久保 光伸

・IT戦略策定
・エンタープライズ・アーキテクチャ
・デジタルトランスフォーメーション
・デザインシンキング、オープンイノベーション
・Fintech、API、パブリッククラウド

・メガバンクのデジタル分野における最高技術責任者、R&D戦略、PoC実施、新規ビジネス開発
・オープンAPIやパブリッククラウドを活用したデジタルトランスフォーメーション
・基幹系システム更改案件の統括責任者、オープンソースを活用したITコストの最適化
・ベンダーやパッケージに依存しないアーキテクチャの実装およびテンプレート化
・コミュニティ運営、スタートアップのメンター、技術系のイベント企画・プロモーション 等

（写真）

・システム開発、運用、保守
・プロジェクトマネジメント
・業務分析、業務改善、業務改革
・ITリソースマネジメント

・装置産業における操業管理システムの設計・開発・運用
・運用現場におけるITIL準拠性FitGap分析
・標準化ガイドラインの策定・推進
・IT技術者の業務活動分析と可視化

14 大塚 仁司

（写真）

・システム化計画、システム開発
・プロジェクトマネジメント
・業務プロセス分析・設計
・IT人材育成

・事業会社向け業務システム開発、プロジェクトマネジメント
・システム化計画、業務プロセス設計等コンサルティング
・製造業システム開発（設計・生技、PDM/PLM、生産管理、調達、工程管理、原価管理等）
・大学非常勤講師

15 尾崎 智晴

（写真）

・見積評価とEVM進捗管理
・テスト計画・管理
・データベース、クラウド技術

・公共機関向け情報システム設計/開発、プロジェクトマネジメント
・公共機関におけるシステム調達、見積・品質評価に関するコンサルティング
・医療・介護保険、データヘルス

13 大﨑 純

氏名

16 清田 辰巳

17 楠

正憲

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・システム開発、保守、運用
・プロジェクトマネジメント
・品質管理
・システムリスク管理

・証券システム開発、保守、運用
・証券システム全面更改、プロジェクトマネジメント
・品質管理プロセス整備
・システムリスク管理

（写真）

・情報セキュリティ・プライバシー
・ID・認証連携・Web API
・仮想通貨・ブロックチェーン・分散台帳

・ECサイト、FinTech関連サービス、IDプロバイダ等の立ち上げ
・文書フォーマット、クラウド、ID・セキュリティ、分散台帳の国際標準化
・部門間・組織間のデータ連携
・人材育成 ・自治体システム刷新支援
・大学非常勤講師

・クラウド
・認証基盤
・インターネット

・国際標準化
・認証基盤・および分散ストレージ構築・運用
・大学教員

・クラウドを活用したシステム・アーキテクチャ設計

・大規模なウェブデザイン制作・システム開発プロジェクト

18 小林 克志

・クラウド技術支援（IaaS/PaaS/SaaS/mBaaS/サーバーレス/ ・クラウド導入プロジェクトでのベンダー選定・導入意思決定支援
19 後藤 和貴

（写真）

チャットボット）

・ユーザー目線での製品開発およびマネージドサービス企画・開発

・技術啓蒙活動、ビジネスパーソンおよびエンジニア向けコミュ ・プラットフォーム浸透に向けた啓蒙活動・市場顕在化
ニケーション

・技術マーケティング戦略立案・実行

20 坂本 俊輔

（写真）

・事業ビジョンに基づくシステム企画・構想策定
・業務改革、業務要件定義
・システム導入におけるユーザサイドのプロジェクトマネジメント

・大手SIerにおける公共機関向け情報システムの企画提案業務
・IT調達支援に特化したコンサルティング事業の経営

21 佐藤 将輝

（写真）

・ビジネスディベロプメント
・デジタルシフト/デジタルトランスフォーメーション
・オペレーション設計
・マーケティング支援

・プラットフォーム活用の促進、コンサルティング
・UX重視のサービス開発
・公共向けサービスの企画、運営
・マーケティング戦略策定、および実行支援

no image

・業務、システム最適化
・情報システムライフサイクル統制
・プロジェクトマネジメント
・情報セキュリティ

・情報系システム構築、販売
・情報セキュリティ対策コンサルティング
・官公庁PMO支援

・システム調達支援
・プロジェクト管理
・情報化計画策定支援

・官公庁・自治体向け情報化計画、調達支援、工程管理支援
・公的機関の調達評価委員
・官公庁非常勤職員

22 澤田 滋

23 四田 耕三

氏名

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

24 柴田 利則

・プロジェクトマネシメント／プログラムマネジメント
・基本計画／要件定義／システム設計
・設計開発メソドロジー（テスティング含）全般
・ＩＴ人材育成とフレームワーク適用

・金融系（保険、クレジット）大規模システムの構築
・様々なタイプのプロジェクト（再構築、改修、マイグレーション、コンバージョン）管理
・大手ＩＴメーカーにおけるプロジェクトマネジメントプロフェッションのオーナー／リード
・ＩＴガバナンス／システムリスク管理
・調達／ベンダーマネジメント

25 島田 裕次

（写真）

・ITガバナンス
・システム監査
・情報セキュリティマネジメント
・人材育成

・企業、大学等におけるシステム開発、保守、企画、再構築
・企業等におけるシステム監査、情報セキュリティ監査、個人情報保護監査
・自治体のシステム化支援、個人情報保護審議会会長
・大学教授

（写真）

・データ標準化
・データモデル、データベース設計
・データ品質、精度検証
・データ分析、ビジュアライズ
・オープンデータ、データ利活用

・官民協業を促進するためのオープンデータ支援サービスの開発・運用
・構築時だけでなく運用や外部連携に対応できるデータモデル設計
・全国医療・介護施設データベースの構築・データ可視化
・国及び自治体におけるデータ利活用・データ標準化に関する委員
・総務省 地域情報化アドバイザー/内閣官房 オープンデータ伝道師
・デジタル技術の活用で地域課題に取り組むシビックテック活動実績多数

27 白川 義洋

・ITガバナンス、マネジメント
・IT企画、開発
・プロジェクトマネジメント
・IT人材育成

・金融機関向けシステム設計、開発、運用管理、プロジェクトマネジメント
・システム統合、合併プロジェクト
・ITガバナンス態勢構築支援
・IT人材育成

28 進 京一

・ＩＴガバナンス（調達支援／ＰＭＯ業務）
・ＩＴ戦略策定、業務プロセス改革
・プロジェクトマネジメント
・情報セキュリティマネジメント
・ＩＴ人材育成

・ＩＣＴ経営コンサルティング
・情報システム調達／計画策定等支援
・情報セキュリティマネジメント／技術等情報管理指導
・自治体ＣＩＯ補佐官
・技術士事務所代表

29 鈴木 章太郎

・クラウド技術全般（SaaS、PaaS、IaaS、Container、Serverless）
・アプリケーションアーキテクチャおよびアプリケーション開発、教育
・アジャイル、サービスデザイン、DevOps
・技術マーケティング、テクニカルプレゼンテーション
・拡張現実(xR)、AI

・内外金融機関向けデジタルプロジェクト(AI、Container、Blockchain 等)アプリケーションアーキテクト
・中央官庁・自治体 調達技術ガイドライン策定
・技術マーケティング戦略策定及び実施
・財団法人執行役員
・大学/大学院非常勤講師

30 関 治之

・地理空間情報を活用したシステム設計
・コミュニティマネジメント
・オープンソースシステム開発
・アジャイルプロセス支援

・位置情報連動広告配信システム等開発
・地理空間情報システム開発会社経営
・一般社団法人コード・フォー・ジャパン
・自治体のデジタル関連アドバイザー

・プロジェクト管理
・システム設計/構築、ネットワーク/基盤システム
・情報セキュリティ

・官公庁向けシステム最適化、プロジェクト管理、戦略全般に関するコンサルティング
・ミッションクリティカルなネットワーク/基盤システムの設計/構築
・情報セキュリティ施策全般に関する助言（最高情報セキュリティアドバイザーの経験もあり）

26 下山 紗代子

31 関口 忠

（写真）

氏名

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

32 高橋 邦明

・IT調達（政府における業務の見直し、要件定義、仕様書作成、提案書
評価）
・発注管理、契約管理
・情報化中長期計画策定

・内部業務（物品管理、会計、検査対応）
・基盤構築（インフラ要件定義、調達、設計、構築、運用）
・IT資産管理
・安全保障、危機管理

33 竹内 聡

・システム開発、プロジェクトマネジメント
・業務プロセス改革、BPR推進
・品質管理、リスク管理、内部統制
・システム/セキュリティ監査

・金融機関システム開発、プロジェクトマネジメント
・業務プロセス改革、BPR推進
・品質管理、リスク管理、内部統制、人材育成
・システム/セキュリティ監査
・自治体CIO補佐官

34 種子野 亮

・デジタル化におけるIT変革(人材/組織、プロセス、技術)
・クラウド活用におけるアーキテクチャ標準化
・LAN/WAN、インターネット等ネットワーク設計

・通信サービス、データセンター、マネージドサービスの開発、実装
・仮想化、クラウドに関する基盤設計、運用設計
・地方創生、デジタル変革における人材開発
・次世代ITインフラアーキテクチャデザイン

35 田丸 健三郎

・深層学習・機械学習（主にNLP）
・クラウド、データ基盤
・エンタープライズ、クラウドアーキテクチャ
・ディレクトサービス（LDAPv3/X.500)
・通信、電波、標準化、文字コード

・大規模メッセージング、ディレクトリサービス開発・実装・PM
・機械翻訳サービス研究開発
・モダンデベロップメント（agile/DevOps）
・知財、データ統制全般

36 鳥塚 勲

・ITストラテジスト／ITコンサルティング
・IoTプロジェクトマネジメント（海外案件含む）
・クラウドセキュリティガイドライン
・ものづくり（開発）／ことづくり（サービス企画）

・製造業での開発設計／海外マーケティング
・通信事業者でのクラウドサービス企画／IoTビジネス推進
・外資系企業でのセールスエクセレンスマネジメント
・元国立大学法人特任准教授（国際産学官連携）

37 中井 勘介

・クラウド(特にSaaS)を活用したアーキテクチャ設計、導入支援
・技術者向けコミュニケーション、啓蒙活動
・カスタマーサクセス、良好な顧客リレーション構築

・クラウド(特にSaaS)導入のためのコンサルティング、運用体制構築
・技術マーケティング戦略策定、および実施
・製造業向け業務システム設計、開発、運用

38 中村 弘太郎

（写真）

・地理空間情報データベース
・GIS(地理情報システム)
・観光情報データ
・人工衛星データ活用

・地図データベース設計・構築
・地理情報SDK/API設計
・カーナビゲーション用地図データ制作
・観光情報サービス設計
・経営企画

（写真）

・公的機関における情報化戦略策定
・情報化投資分析
・IT統制構築・運営
・プロジェクト管理

・汎用機及び端末アプリケーション等における情報システム設計/開発業務
・中央省庁、独立行政法人、地方自治体等の公的機関、金融機関等における情報化戦略、業務・システム改
善等のコンサルティング業務

39 中村 元洋

（写真）

氏名

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・業務及びシステム最適化（EAおよび概念データモデリング）
・システム設計
・人材育成

・事業会社の生産管理システムの設計、導入支援
・金融機関ＣＩＯ
・情報システムコンサルティング
・専門職大学院大学教授

41 西村 毅

（写真）

・ITガバナンス
・アーキテクチャ設計、システム設計、DOA/SOA
・クラウド利用技術
・セキュリティ

・公共機関におけるシステムプロジェクト、プロジェクトマネジメント
・米国大学客員研究員（研究リーダ）
・公共機関向けITコンサルティング
・民間企業向けITコンサルティング

42 根本 直樹

（写真）

・業務改革（BPR、BPM）
・技術経営（MOT）、企業マネジメント全般
・情報通信技術（移動体通信、セキュリティ、データ処理）
・人工知能技術（ニューラルネットワーク）

・業務分析からの情報システム開発に関するコンサルティング及びプロジェクトマネジメント
・利用者目線での利便性の追求、情報セキュリティ対策の強化及びコストの適正化のバランスを重視した情報シス
テムの要件定義とステイクホルダーマネジメント

43 長谷川 和人

（写真）

・プロジェクトマネジメント
・コスト削減
・データ分析
・システム運用改善等

・公共機関における基幹システムの導入支援
・自治体ＰＭＯ支援、アドバイザ
・金融機関向けIT経費アセスメント

44 林

no image

・データベース設計、データ設計、データ流通・連携
・ビジネスインテリジェンス
・メタデータ、リポジトリ、データ品質等

・通信、メディア、公益事業
・次世代情報通信ネットワーク事業
・官公庁職員

（写真）

・IT戦略策定
・業務改革、業務プロセス分析・設計
・プロジェクトマネジメント

・金融機関向けシステム開発、基盤構築・運用
・メンタルヘルス、障害福祉領域におけるサービス開発
・基幹業務システム刷新
・業務プロセス改革、BPR推進(特にSaaS活用推進)

（写真）

・IT戦略策定/業務最適化
・アジャイル、サービスデザイン、DevOps
・ネットワーク、オープン系アーキテクチャ
・クラウド技術（IaaS、PaaS、サーバレス）
・大規模システムにおける性能、信頼性評価/保証

・事業会社向けクラウド活用次期システム構想立案、構築
・事業会社向けIT組織改革（アジャイル、DevOps、アーキテクチャ刷新、内製組織立ち上げ）
・大学非常勤講師
・国内における大規模な技術系コミュニティの立ち上げと貢献（複数）

（写真）

・IT法務・契約・紛争
・ITプロセス改善及びプロジェクト管理、品質管理
・ITガバナンス

・金融機関向け情報システムの開発、プロジェクトマネジメント
・事業会社向け業務最適化コンサルティング
・事業会社向けシステム/ソフトウェア開発プロセス改善コンサルティング
・元東京地裁 民事調停員/専門委員(IT紛争の解決支援)

40 南波 幸雄

泰樹

45 東 宏一

46 細川 努

47 細川 義洋

氏名

48 前田 隆之

主な専門・得意分野

（写真）

・IT戦略等策定支援
・クラウドアーキテクチャ策定、インフラアーキテクチャ策定
・情報セキュリティマネジメント
・プロジェクトマネジメント

・情報化計画策定、地域情報化計画策定
・業務・システム最適化計画策定
・業務分析・業務改革・要件定義

49 前田 みゆき

業務分野経歴等
・公共機関向けITコンサルティング
・民間企業向けITコンサルティング（主に社会インフラ企業向け）
・情報セキュリティコンサルティング
・通信事業者におけるサービス開発業務

・自治体の情報化計画、地域情報化計画策定
・官公庁・自治体の業務分析・要件定義
・官公庁・自治体の業務・システム最適化計画策定
・地域情報プラットフォーム標準仕様の策定・普及
・総務省地域情報化アドバイザー、マイキープラットフォームアドバイザー

50 三木 浩平

・自治体の情報政策、業務改革、調達改革
・自治体の番号制度対応及び制度利活用施策
・自治体の情報セキュリティ
・行政のデータ利活用（オープンデータ、ビッグデータ）

・国から自治体へ向けた情報セキュリティ政策（ガイドライン等）
・全国共同利用クラウドの構築・運用（セキュリティ、ポイント）
・県及び政令市でのレガシー改革（汎用機のオープン化）
・政令市でのデータ利活用（データ解析、オープンデータ）

51 満塩 尚史

・ITガバナンス（業務最適化手法を含む）
・情報セキュリティマネジメント
・電子署名及び認証
・ID連携トラストフレームワーク

・情報セキュリティ監査
・電子認証の認証基準の検討支援、外部監査
・公共機関向けシステム最適化、プロジェクト管理、戦略全般に関するコンサルティング

52 宮沢 修二

53 矢野 淳士

54 山田 浩民

55 山本 康

（写真）

・IT人材戦略、育成
・e-Learning
・ITガバナンス
・プロジェクトマネジメント

・公共機関向け業務/システムコンサルティング、プロジェクト管理に関するコンサルティング
・IT人材育成、研修開発、コンサルティング
・ITガバナンス支援

（写真）

・IT戦略、ビジネス課題分析、戦略策定
・プロジェクト管理、投資管理
・情報システム工程管理（企画、調達、開発、運用）
・情報セキュリティ管理 ・人材育成、研修
・PDCAサイクルの仕組み創り

・独立行政法人 CIO補佐官
・独立行政法人 最高情報セキュリティアドバイザー
・自治体 CIO補佐官
・自治体 ITアドバイザー
・民間企業 IT顧問

（写真）

・システム設計、構築
・プロジェクトマネジメント
・情報セキュリティ対策

・医療機関システム設計、構築、プロジェクトマネジメント
・官公庁向けシステム開発、プロジェクトマネジメント
・情報セキュリティ管理
・事業者向けシステム構築、セキュリティ対策コンサルティング

（写真）

・IT戦略、ビジネス課題分析
・プロジェクトマネジメント
・業務プロセスモデリング、データモデリング
・IT人材育成

・事業者向け基幹業務システム更新、プロジェクトマネジメント
・事業者向け生産管理・購買管理システム更新、プロジェクトマネジメント
・公共機関向けシステム最適化、プロジェクト管理、戦略全般に関するコンサルティング

（写真）

氏名

56 山本 教仁

57 吉川 寛

58 若杉 賢治

主な専門・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・クラウド計画
・クラウドアーキテクティング
・クラウドを利用したデジタルトランスフォーメーション
・ITアーキテクチャ設計

・30社近くの大企業へのクラウド計画やクラウドを使ったアーキテクティング等クラウドコンサルティング
・クラウドベンダーでのコンサルティング部門立ち上げと拡大、金融向けコンサルティングチームの立ち上げ
・製造業でのITアーキテクト
・官公庁プロジェクトでのITアーキテクト

（写真）

・ 情報システム企画、開発、運用
・ プロジェクトマネジメント
・ＩＴ戦略策定、業務プロセス改革支援
・ＩＴガバナンス（調達支援、コスト適正化）

・
・
・
・
・

・業務・システムの企画・要件定義全般
・業務・システムの最適化
・システムライフサイクルプロセス標準化
・プログラム＆プロジェクトマネジメント

・自治体・政府機関等公共分野でのシステム開発
・自治体向け業務パッケージ開発・普及
・業務・システム要件定義技術開発・普及
・「超上流」開発・普及活動

業務分析からシステム導入までのコンサルティング及びプロジェクトマネジメント
業務効率化(RPA活用による自動化支援等）
情報システムの運用・管理に関する統制活動(SOX/ITGC)
海外販売会社における基幹業務システムの構築、導入
M&A(PMI)におけるシステム統合・合併対応プロジェクト

