2018年度 政府CIO補佐官
＜政府CIO上席補佐官＞
⽒名

1 座間 敏如

2 平本 健⼆

2 阿部 政夫

3 阿部 基之

4 伊藤 豪⼀

5 稲葉 裕⼀

業務分野経歴等

（写真）

・IT戦略、ビジネス課題分析
・公共機関におけるプロジェクト管理
・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

・事業会社向け情報システム開発、プロジェクトマネジメント
・事業会社向け戦略策定に関するITコンサルティング、海外動向調査
・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
・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

＜政府CIO補佐官＞
⽒名

1 浅⽥ 昌紀

主な専⾨・得意分野

主な専⾨・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

・アプリケーション設計
・プロジェクトマネジメント
・業務改⾰

・⾦融機関向けアプリケーション設計、プロジェクトマネジメント
・ITコンサル、プロジェクトマネジメント⽀援、中⼩企業経営⽀援

（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

（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

（写真）

・ＩＴガバナンス/マネジメント
・ＩＴ企画、開発、運⽤
・プロジェクトマネジメント
・システムリスク管理

・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、システム運⽤管理
・システム統合・合併対応プロジェクト
・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
・ITガバナンス態勢構築⽀援

⽒名

主な専⾨・得意分野

業務分野経歴等

（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
・⼤学⾮常勤講師

（写真）

・情報システムの企画・設計・開発
・プロジェクトマネジメント
・業務改⾰
・情報理論

・⾦融機関システムの設計開発、保守、運⽤、プロジェクトマネジメント
・事業会社業務改⾰プロジェクト、システム化計画⽀援
・ビジネス戦略評価コンサルティング
・オフショア開発コンサルティング
・企業のシステム改⾰コンサルティング

（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
・保健医療介護分野

・事業会社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）

・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

11 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

12 澤⽥ 滋

no image

・ネットワーク基盤、通信プロトコル
・システム設計、開発
・業務改⾰、システム再編
・プロジェクトマネジメント
・情報セキュリティ、システム監査

・ネットワーク基盤研究開発、通信プロトコル標準化（国内標準、国際標準）
・事業会社向けシステム開発、プロジェクトマネジメント
・業務改⾰/システム再編、プロジェクトマネジメント
・製品企画、マーケティング
・IT戦略策定⽀援

6 ⼤塚 仁司

7 ⼤成 宣⾏

8 尾崎 智晴

9 清⽥ ⾠⺒

10 楠

正憲

13 澤⽥ 寛治

（写真）

⽒名

主な専⾨・得意分野

業務分野経歴等

（写真）

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

・システム開発、保守、企画、再構築
・情報システム監査、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
・⼤学教授

（写真）

・IT政策全般
・農業ＩＣＴ
・医療ＩＣＴ
・⼈⼯知能
・情報セキュリティ

・⼤学教授
・研究開発法⼈客員主幹研究員
・⼤学⾮常勤講師
・財団法⼈主幹研究員
・社団法⼈ 理事

（写真）

・情報通信システム/ネットワーク
・ITシステムを活⽤した組織管理
・⼈材育成

・情報通信システム/ネットワークの構築、整備
・プログラム作成
・システム開発（事業会社研究開発部⾨）
・⼤学助教授、⼤学院教授

17 関⼝ 忠

（写真）

・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）

18 髙尾 洋之

（写真）

・ＩＣＴ医療推進

・医療関係解析ソフト、計測ソフトの開発
・医療診断・治療補助システムの開発
・⼤学病院（医師）

（写真）

・製造業におけるIT活⽤
・業務分析、業務改⾰
・情報システム開発、ソフトウェア設計
・プロジェクトマネジメント

・事業者向け情報システムの企画、設計、開発、プロジェクトマネジメント
・事業者向けＩＴサービス融合⽀援、新規事業創出
・業務改⾰プロジェクト/部品表（BOM）構築、ECM、SCMなど

（写真）

・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

（写真）

・システム構築、適正化
・業務要件整理

・⾦融機関向け業務システム設計、開発、運⽤、プロジェクトマネジメント
・戦略コンサルティング
・業務、システム構築コンサルティング
・マーケティング

14 島⽥ 裕次

15 神成 淳司

16 神藤 猛

19 ⾼向 宏

20 ⽵内 聡

21 中島 伸彦

⽒名

主な専⾨・得意分野

業務分野経歴等

（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

23 南波 幸雄

（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

24 ⻄村 毅

（写真）

・ITガバナンス
・システム設計、DOA/SOA
・電⼦認証（PKI）

・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

（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

（写真）

・データ流通（パーソナルデータ、オープンデータ等）
・医療ヘルスケア、観光分野でのデータ活⽤モデル
・マーケティングおよびコミュニケーションプランニング
・プロジェクト、組織マネジメント

・事業戦略構築、戦略コンサルティング
・技術マネジメント
・マーケティング企画、分析

（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

28 ⼋⾓ 隆夫

（写真）

・ITガバナンス
・情報システム基盤技術
・プロジェクトマネジメント
・リスクマネジメント

・⾃治体向け会計システムの開発、プロジェクトマネジメント
・ソフトウェア開発、⼤規模システム開発プロジェクトのリカバリー
・ITマネジメント/リスクマネジメント
・公共機関向けＰＭＯ責任者、ITガバナンス強化⽀援

29 林

no image

22 中村 元洋

25 根本 直樹

26 信朝 裕⾏

27 ⻑⾕川 和⼈

泰樹

⽒名

主な専⾨・得意分野
・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

業務分野経歴等
・⾦融系、流通系システム構築におけるプロジェクトマネジメント
・⾦融機関におけるクラウドを活⽤した次期システム構想の⽴案、構築⽀援
・⼤⼿専⾨商社の基幹システム再構築におけるアーキテクチャ設計、構築⽀援
・⼤⼿通信会社におけるアジャイル導⼊およびアジャイル開発内製組織⽴ち上げ⽀援
・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戦略コンサルティング
・ITプロセス改善コンサルティング
・プロジェクト管理
・ネットワークシステム構築

・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 ⺠事調停員/専⾨委員(IT紛争の解決⽀援)

（写真）

・ソフトウェア⼯学
・システム構築/調達⽀援
・プロジェクトマネジメント

・ソフトウェア⼯学関連の研究、ツール開発
・⺠間企業におけるシステム構築の調達⽀援、プロジェクトマネジメント
・公共機関におけるシステム構築の調達⽀援、プロジェクトマネジメント
・ITガバナンス、PMO⽀援コンサルティング

33 満塩 尚史

（写真）

・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

34 宮沢 修⼆

（写真）

・業務、システム最適化
・ITスキル診断
・IT⼈材戦略、育成

・公共機関向け業務/システム最適化、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

（写真）

・IT戦略・企画
・ITガバナンス
・プロジェクト管理
・ソフトウェアプロセス

・ソフトウェア開発、システム企画・設計・開発
・データベースの設計・開発
・システム刷新、集約化・標準化
・経営/IT戦略コンサルタントティング
・⼤学/⼤学院教授

（写真）

・情報セキュリティ対策設計、運⽤⽀援
・ビジネス戦略策定/サービスの企画開発（セキュリティソリュー
ション）
・スマートデバイスのセキュリティ対策
・パーソナルデータ利活⽤におけるプライバシー保護

・ソフトウェアの設計、開発、保守
・システム基盤設計
・⼤規模セキュリティシステム開発、プロジェクトマネジメント
・企業法務、企業ガバナンス、内部統制

（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

30 細川 努

31 細川 義洋

32 三嶋 良武

35 森⽥ 勝弘

36 ⼋津川 直伸

37 ⼭⽥ 浩⺠

（写真）

⽒名

38 ⼭本 康

主な専⾨・得意分野

（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

業務分野経歴等
・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

