TOKYO

ＪＩＩＭＡセミナー２０１７

ワークスタイルを変革する

東京 5月30日（火）

デジタルドキュメント

大手町ファーストスクエアカンファレンス
２階 Room B+C Room A Room D

―電子文書情報社会の構築―

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)では、「ワークスタイルを変革するデジタ
ルドキュメント ―電子文書情報社会の構築―」をテーマとし、特に企業活動における正しい記録
と保存、開示に関してJIIMAならではの文書情報マネジメントの観点から、下記の日程でセミナー
を東京と大阪で開催いたします。

最新の政府のＩＴ促進政策・ビジネス事例・技術動向の紹介
有識者及び業界のトップベンダーから、文書管理における最新のビジネス事例・技術動向をご紹介します。
・情報セキュリティとリスク管理、ＢＣＰ対策
・ワークスタイル改革実現のソリューション
・スキャナ保存の効率的な活用

JIIMAならではのナレッジを提供
JIIMAでは、各委員会やワーキンググループにて、文書情報に関する普及・啓発活動を行っております。
今回も、最新情報が集まるJIIMAだからこそ発信できる話題を提供いたします。
・電帳法スキャナ保存ソフトウェア認証制度について
・電子文書の信頼性について
・電子文書管理運用のグッドプラクティス

日時・会場

皇居東御苑

２０１７年５月３０日
（火）

直結 C8,C11,C12出口

●ＪＲ東京駅徒歩４分

新丸ビル
東京駅（丸の内線）

Ｏａｚｏ

（丸の内オアゾ）

受講料：無料

読売新聞

大手町駅

ル
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●地下鉄

大手町駅（千代田線）

大手町駅︵東西線︶

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
ファーストスクエア イーストタワー2F

大手センタービル
大手町駅（三田線）

線︶
︵半蔵門
大手町駅

大手町ファーストスクエアカンファレンス
２階 Room B+C、RoomA、RoomD

大手町
ファーストスクエア
カンファレンス

大手町駅（丸の内線）

新大手町ビル

ＪＲ東京駅

お申込み、セミナーの詳しい内容は下記Webサイトをご覧ください。

http://www.jiima.or.jp/seminar/jiimaseminar2017.html
スポンサー
アンテナハウス株式会社
株 式 会 社 ジ ム コ
株式会社ハイパーギア

ウイングアーク１ｓｔ株式会社
トレードシフトジャパン株式会社
株式会社日立ソリューションズ

キヤノン電子株式会社
日本ＩＣＳ株式会社
富士ゼロックス株式会社

プログラム

東京

Room B+C
（２階 定員200名）

月

5
30

10:00

日

火

講演の資料は一部を除きセミナー終了後にダウンロードする方式になっております。ダウンロードの
アドレスはセミナー当日に会場でお知らせいたします。

Room A
（２階 定員132名 ）

デジタルドキュメントの潮流
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会

10:40

A1

B+C 1 「JIIMA電帳法スキャナ保存

基調講演

高橋 通彦

理事長

Room D
（２階 定員72名 ）
D1

ソフト法的要件認証制度」について
JIIMA文書情報管理委員会担当理事 太田 雅之
企業が実践している文書管理のレベルを図る
指標を提供するための評価基準の概要
JIIMA文書情報管理委員会委員 酒井 英美

無
[料

休 憩

11:00

D2

B+C 2 裁判に求められる電子文書の A2 電子文書管理運用の
特別講演
信頼性
グッドプラクティス
テレワークを通じた
－電子文書信頼性プロジェクト中間報告－
ワークスタイル変革および最新の動向

]

経済産業省 商務情報政策局
情報政策課 兼 サービス政策課 企画官

11:40

JIIMA電子文書信頼性向上プロジェクト 座長
弁護士 宮内・水町法律事務所

宮内

大西 啓仁 氏

JIIMA標準化委員会 委員長

宏

木村

道弘

休 憩

13:00

電子化×自動化で業務効率を B+C 3 自治体のセキュアな
向上！ワークスタイル変革を実現する ★ 台帳システムの先進導入事例を
ご紹介します
電子文書管理とは？
ウイングアーク１ｓｔ株式会社
取締役副社長COO シニアエバンジェリスト

田中

13:40

株式会社ジムコ
取締役 副社長

潤 氏

A3 スキャナ保存制度対応
★ 財務会計システム

中村 太朗 氏
中村 真樹 氏

D3
★

『原票会計Ｓ』のご紹介
日本ＩＣＳ株式会社.
東京本社 第一営業部

林出

剛 氏

休 憩

14:00

A4 e文書法に対応、
スマホ「スキャナ保存」導入！その理由は！ ★ スキャナーを活用した

B+C 4 「スキャナ保存」断念企業が

特別講演

紙台帳とEXCELファイルの台帳管理の
情報セキュリティの課題とリスク管理について
藤沢市 総務部 ＩＴ推進課
総務部参事 兼 ＩＴ推進課長

14:40

大高 利夫 氏

「TIWC VDR」のご紹介

アンテナハウス株式会社.
行政書士 上級文書情報管理士
株式会社ＣＥＧＢ

D4
★

益田 康夫 氏

アガルカール ニキル 氏

インテリジェントウィルパワー株式会社
代表取締役社長 公認会計士・税理士

横山 公一 氏

休 憩

15:00 ＡＩによるデータエントリ業務改革！ B+C 5 働き方改革実現に向けた
A5 「電子化文書」から「電子文書」へ D5
～紙文書電子化コスト削減方式・
★ 考え方と実践、その第一歩となる ★ ー競争力強化のためのデジタル改革 ★
DocuWorksによる文書の電子化
事例のご紹介～
株式会社日立ソリューションズ

15:40

ビジネスコラボレーション本部 レポートソリューション部
グループマネージャ

神田 工 氏

富士ゼロックス株式会社
IBSS事業本部 オファリング統括
業務SOLオファリングス推進部
荒井
マネージャー

トレードシフトジャパン株式会社
ゼネラルマネージャー

聡行 氏

菊池 孝明 氏

休 憩

16:00

B+C 6

特別講演

個人情報保護法大改正
今企業として対応すべき重要ポイントとはなにか

（総会準備のためセミナーはございません）

富士ソフト株式会社
取締役 常務執行役員

牧野総合法律事務所弁護士法人

16:40

JIIMA顧問弁護士

牧野

二郎 氏

JIIMA通常総会

猪原 幸裕 氏
16:30〜18:00

JIIMA正会員様で事前にご出席の
お申込みをされた方のみです。

18:30

懇

親

会

18:30〜20:00

一般のお客様もセミナーと同時にお申込みできます。
会費：10,000円は会場でお支払いください。

D6
特別講演
テレワークによる多様な
働き方実現とＢＣＰ活用事例

お申し込みの際にご記入いただきました個人デ
ータは公益社団法人日本文書情報マネジメント
協会で安全に管理し、当セミナーに関するご連
絡内させていただくことがございます。また、
スポンサーへ情報提供の許諾をいただいたお客
様には当協会及びスポンサーからイベントのご
案内や製品ご案内などをお送りさせていただく
場合がございます。

セミナー受付は http://www.jiima.or.jp/seminar/jiimaseminar2017.html
満席になり次第締め切りとさせていただきます。
○お問い合わせ

お申込み、セミナーの詳しい内容は上記Webサイトをご覧ください。

TEL 03-5821-7351
※講演内容、講師、時間などが予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

このイベントはセミナーのスポンサー（★印のセッション）企業のご協力により実施されます。

