
10月23日(金)

EVENT Schedule

11:00～12:00

富士通の考える
大学DX

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、我々の生活様式や行動は、かつてないスピード
および規模感で大幅な変化を求められています。
この度、富士通(株)北海道支社では、ニューノーマルの現状認識と北海道のお客様が抱える課題
の解決に向け、より具体的なDX（デジタルトランスフォーメーション）をご提供する場として、
「FUJITSU Design Hokkaido 2020」をオンライン開催することといたしました。
各種セミナーやソリューションを通じ、ICTで支える北海道の新スタイルをご提案いたしますの
で、お客様の新たなビジネス展開と「北海道のこれから」を創造する一助としてお役立ていただ
きたく、ぜひご活用賜りますようお願い申し上げます。

11:00～12:00

農業分野における
DXについて

16:00～17:00

『融資DX』への
取り組みについて

13:30～14:30

地域における
DXの可能性

13:30～14:30

北海道で始める
働き方改革

13:30～14:30

富士通が考える
セキュリティ強靭化

13:30～15:00

基調セミナー

15:00～16:50 15:00～15:45

製造業における
AIの活用事例

各種ソリューションのご紹介

11:00～12:00

ニューノーマルな
働き方による勤怠管理

10月22日(木)

FUJITSU 
Design Hokkaido 2020

16:15～17:00

流通業の近未来

16:00～17:30

特別講演

10月21日(水)10月20日(火)

※事前申込制・参加費無料

主催：富士通株式会社 共催：株式会社富士通マーケティング 協賛：FUJITSUファミリ会
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北海道DXの可能性とは

(株)ジャパネットたかた創業者

髙田 明 氏

～ニューノーマル時代、新しい未来への挑戦～

病院経営戦略セミナー

2040年を展望した
三位一体改革



基調セミナー

10月20日（火）13:30～15:00

逆転の発想が北海道のポテンシャルをMAXまで引き上げる！
～地域資源の宝庫！北海道DXの可能性とは？～

コロナ禍において、三密回避、外出自粛などが推奨されるなか、観光産業や飲食業界をはじめとする多くの
業界は大打撃を受け、非常に苦しい状態が続いています。
その一方、今まで遅々として進まなかった企業のデジタル化は加速し、ビジネスにおけるコミュニケーショ
ン手段、事業・取引形態などの急速な変化に、企業は対応し続けなければいけません。
今回は「開疎化の時代」とも言われる次世代のビジネス継続と新事業創造などの視点で「ピンチをチャンス
に変えるデジタル活用」について考察します。

中小企業庁北海道よろず支援拠点

チーフコーディネーター 中野 貴英 氏

大手都市銀行、経営コンサルティング会社勤務を経て、2007年に創業。中小企業の経営者として苦悩
する父の姿を見て育ち、また様々な経営課題解決の実務経験を活かして、2014年より中小企業庁が設
置する「北海道よろず支援拠点」のチーフコーディネーターに就任。多くの専門家を束ね、中小企業
の課題解決に向けた支援を行い、これまで支援した企業数は3,000社を超える。中小企業診断士。

一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会（ＪＤＸ）

代表理事 森戸 裕一 氏

2020年に創業。企業や行政機関主催の講演やセミナー、社員研修など、年間200回を超える登壇
依頼をうけ、創業以来3000回以上の登壇実績を更新中。2016年から総務省地域情報化アドバイ
ザー、2017年から内閣官房シェアリングエコノミー伝道師としても活動し、過去に一般財団法人
さっぽろ産業振興財団のアドバイザーも担当。サイバー大学教授、名古屋大学・熊本大学大学院
客員教授でもあり、次世代人材育成にも注力する。

札幌総合情報センター株式会社

代表取締役社長 可児 敏章 氏

1978年札幌市採用、1980年代から90年代にかけ市立札幌病院医事システムの開発や札幌市初の
全庁オンラインシステムである財務会計システムの開発を担当。その後、情報化推進部情報シス
テム課長、ＩＴ推進課長として、住基ネットシステムや総合行政情報システムの構築を担当。観
光文化局長、白石区長、子ども未来局長を経て2019年札幌市を退職し、同年6月から現職に就く。

富士通株式会社

理事 首席エバンジェリスト 中山 五輪男

1964年長野県生まれ。法政大学卒業後、複数の外資系ITベンダーさらにはソフトバンク社を経て、
2017年富士通(株)入社。最先端テクノロジーを得意分野として年間約200回以上の講演活動を行
う。書籍の執筆活動やTV番組出演の他、国内30以上の大学で特別講師も務めている。

特別講演

10月20日（火）16:00～17:30

夢持ち続け日々精進

常に「今を生きて」きた髙田明氏ご自身の経営者人生を振り返りながら、夢を追い
続けることの大切さとモチベーション、経営者としての覚悟、伝えることの大切さ
について、お話しいただきます。
また後半は、コロナ禍における厳しい状況をどう乗り切っていくべきか、経済の視
点からお話しいただきます。

株式会社A and Live（エーアンドライブ）代表取締役 髙田 明 氏

【講師情報】
1948年長崎県生まれ。大阪経済大学卒業後、機械製造メーカーへ就職し通訳として海外駐在を経験
したのち、父親が経営するカメラ店へ入社。86年に「㈱たかた」として分離独立（現「㈱ジャパネットたかた」）。
90年にラジオでショッピングを行ったのを機に全国へネットワークを広げ、その後テレビ、チラシ･カタログ、インター
ネットや携帯サイトなどでの通販事業を展開。2012年には東京にオフィスとテレビスタジオを開設する。2015年1月に
「㈱ジャパネットたかた」の代表を退任し、同時に｢㈱A and Ｌive｣を設立。2017年～2020年1月、V・ファーレン長崎の
代表を務めた。
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業種別セミナー

“Salesforce”及びSalesfoce上に構築されたレ
ンディングソリューション“Cloud Lending”
を活用することにより実現できる"融資のDX化"
をご紹介します。

これからの人口減少社会に対し、厚生労働省の
制度改革が今後どのように進むのか、人口動態
とともに変わっていく医療政策について、説明
します。

10月21日（水）11:00～12:00

富士通株式会社

柴草 武臣

10月21日（水）13:30～14:30

富士通株式会社

吉岡 亮平

医師偏在対策と医師の働き方改革はこれからの
病院経営で外せない視点です。政策動向を踏ま
えたこれからの病院経営のあり方やリアルな経
営改善についてお話します。

10月21日（水）16:00～17:00

富士通株式会社

桑岡 翔吾

10月22日（木）15:00～15:50

山下 護 氏

10月22日（木）16:00～16:50

裵 英洙 氏

富士通株式会社

砂子 幸二、秋元 勝之

10月23日（金）11:00～12:00

西尾 敬広

10月23日（金）15:00～15:45

株式会社富士通マーケティング

野村 和男

10月23日（金）16:15～17:00

新型コロナウイルスの影響により、大学運営に
おけるICTのさらなる活用が不可欠となってい
ます。大学におけるこれからのICTのあり方に
ついてご紹介します。

ハイズ株式会社 代表取締役社長 医学博士

厚生労働省 医療介護連携政策課長

ニューノーマル時代に求められる持続可能な農
業、DXを活用した未来の農業についてご紹介
します。

着実に進むAI（人工知能）の社会実装。
製造業において、どのようなシーンでAIが使
われ、デジタルトランスフォーメーションを
実現しているのか。最新の事例について、成
果を出すポイントを交えながらご紹介します。

自治体様におけるセキュリティ強靭化対応にお
いて、富士通が取るべき対策と考え方を整理し
ました。注目しがちなシステム面の強化だけで
なく、人材面での対応など全庁を俯瞰したセ
キュリティのあるべき姿を解説します。

富士通の考える大学DX 富士通が考えるセキュリティ
強靭化のあるべき姿

農業分野におけるデジタル
トランスフォーメーションについて

新たなカスタマージャーニーと
審査業務の抜本的な変革を生む
『融資DX』への取り組みについて

病院経営戦略セミナー

② 医師偏在・働き方改革を見据えた
近未来の病院経営

流通業の近未来における変化推察

① 地域医療構想と地域包括ケアシステムは
つながる

製造業におけるＡＩの
活用事例と成功のポイント

新型コロナウイルスの影響と業界進化について、
D2Cとアフターデジタルをテーマに、SMTS2020
の最新事例や富士通テクノロジー＆ビジョン、
最新システム構築の事例をご紹介します。

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

B-1文教 B-2自治体

B-3金融 B-4医療

B-5農水

B-7流通B-6製造

～アフターコロナにおける大学ICTのあり方～

～DX推進拡大とデジタル活用モデル考察～



セミナーへのお申込み、イベントの詳細は以下の特設サイトをご確認ください。

◼ 「FUJITSU Design Hokkaido 2020」特設サイト

https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/sales/hokkaido/ 

【本イベントに関するお問合せ先】

ニューノーマルな働き方に求められる勤怠管理の
ポイント

関彰商事株式会社 黛 菜々美 氏

10月22日（木）11:00～12:00

イベント開催期間中、DXやこれからの北海道を支えるICTソリューションを特設サイト上で各種
ご紹介しております。セミナーと併せて是非ご活用ください。

共通セミナー

時間外上限規制、有休取得管理義務化など企業の勤怠管理はより複雑になっていま
す。これら法改正への対応に加え、新型コロナ禍での新しい働き方にも対応しなけ
ればなりません。本セミナーでは、ニューノーマル時代にお役立ていただきたい、
勤怠システム活用ポイントをご紹介します。

北海道から日本、世界へ発信！「地域におけるDXの可能性」

富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 及川 洋光
10月22日（木）13:30～14:30

ニューノーマルの時代は更にデジタル化が進み「地域」という物理的な壁がなく
なるかもしれません。今こそ「地域」がデジタル化を実現しDXを実現するチャ
ンスです。本セミナーでは近未来のDXイメージをリアルタイムデモでご覧頂き、
地域におけるDXの可能性について探っていきます。

北海道で始める働き方改革 ～その先の、道へ～

富士通株式会社 シニアエバンジェリスト 松本 国一
10月23日（金）13:30～14:30

世界は新型ウイルスによってリアルな行動が不自由となる事態に陥りました。
先行事例をもとに地域事情に即した対応方法、考え方を働き方改革の専門家が
解説します。

各種ソリューションのご紹介

お申込み・お問合せ

富士通株式会社北海道支社「FUJITSU Design Hokkaido」運営事務局
住所：札幌市中央区北2条西4丁目1番地 札幌三井JPビルディング15階
TEL ：(011)210-5179 FAX ： (011)210-6739 Mail：contact-hokkaido@cs.jp.fujitsu.com

C-1勤怠管理

C-2DXデモ

C-3働き方改革

※本プログラムは9月11日現在の情報です。
今後、講師の都合等により予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

スマートフォン・タブレットの方はこちら


