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日立ゆうあんどあい

No.28

　知的障がい者が働く場として国内最大級の
規模を誇る日立ゆうあんどあいは、日立製作所の
特例子会社として、1999年10月に横浜市戸塚
区に設立されました。
　東京や神奈川を中心に1都4県53拠点に
163名の知的障がい者（社員）が、日立グループ
各社でオフィスや寮の清掃、社内郵便の集配、
食堂でのサポートなどの業務に従事しています。
　「一人でも多くの障がい者がより良い環境で
一日でも、より長く就労できる環境作りをめざす」
を理念に、「元気で、明るく、たくましい」社員が、
一人ひとりの個性・特性を生かしながら、日々の
業務に取り組んでいます。
　月に一度の社員研修では、具体的な事例から
社会性や自立力の向上に励むとともに、指導員
の日々の指導を受けながら、作業範囲を広げた
り、業務レベルを高めたりしています。その成果の
一例に全国障害者技能競技大会（アビリンピッ
ク）オフィスアシスタント部門での、2013年から
の4連覇達成が挙げられます。
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Case Study
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臨床治験の効果的な推進を支援する、
多系統萎縮症レジストリシステム
国立大学法人 東京大学医学部附属病院
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Information

今回のHitachi Social Innovation Forum 2017 TOKYOは「社会の未来を変えるアイデアがここに」をテーマに開催いたし
ます。「IoT時代のイノベーションパートナー」をめざし、お客さまとの協創を通じて、デジタル技術を活用して進化を続ける社会
イノベーション事業についてを、講演やセミナー、展示によりご紹介します。

講演やビジネスセッションでは、グローバルに活躍するさまざまな分野の第一人者、有識者にご登壇いただき、日立グループと
の協創によるビジネスの革新や新たな可能性を見いだすためのプログラムをご用意しました。

ご多用のこととは存じますが、ぜひご来場賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Hitachi
Social Innovation

入場無料
事前登録制

開催日時

会場

主催

http://hsiftokyo.hitachi

2017年11月1日（水）・2日（木）［9:30‒18:00］

東京国際フォーラム（有楽町）

株式会社 日立製作所

※展示会場は10:00よりご覧いただけます。

9:30‒10:30

世界の変化をリードする
社会イノベーション

東原 敏昭
株式会社 日立製作所
執行役社長 兼 CEO

基調講演

DAY 1 11月1日（水）

13:30‒14:30

AIが大学受験を突破する
時代の社会変化

新井 紀子 氏
国立情報学研究所
社会共有知研究センター長・教授

講演 1
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（株）日立製作所　Hitachi Social Innovation Forum 2017 TOKYO事務局
TEL：03-4235-6140（9：30-12：00、13：00-17：00 土・日・祝日を除く）
E-Mail：contact.hsiftokyo.jq@hitachi.com
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9:30‒10:30

伝統と未来をつなぐ。
～現代社会への提言～

ジャレド・ダイアモンド 氏
ピューリッツァー賞受賞作家（『銃・病原菌・鉄』著者）
科学者

特別講演

DAY 2 11月2日（木）

13:00‒14:00

アイデア創出のための認知科学入門
～イノベーションとストレスの関係論～

シアン・バイロック 氏
米・バーナード・カレッジ総長

『「首から下」で考えなさい』 著者

講演 2 16:30‒17:30

世界の経営学からみる日本企業
イノベーション創出への視座

入山 章栄 氏
早稲田大学大学院
早稲田大学ビジネススクール 准教授

講演 3

IoTが加速するビジネスと社会のイノベーション
新日鐵住金株式会社
執行役員
業務プロセス改革推進部長

松村 篤樹 氏

経済産業省
経済産業政策局
局長

糟谷 敏秀 氏

株式会社 日立製作所
執行役副社長
IoT推進本部長

齊藤 裕

11:00‒12:30

11月1日（水）

ビジネスセッション 1

分散電源がもたらすエネルギー革新
早稲田大学 先進理工学研究科 教授
スマート社会技術融合研究機構（ACROSS）
機構長

林 泰弘 氏

東京慈恵会医科大学
放射線医学講座 准教授
学校法人慈恵大学
ICT戦略室 室長

中田 典生 氏

国立病院機構 北海道がんセンター
がんゲノム医療センター長
慶應義塾大学病院 腫瘍センター
客員教授

西原 広史 氏

株式会社 日立製作所
執行役常務 
ヘルスケアビジネスユニット CEO

渡部 眞也

関西電力株式会社
お客さま本部 部長
大阪大学大学院工学研究科
招聘教授

西村 陽 氏

東京大学
先端科学技術研究センター
教授

西成 活裕 氏

【モデレータ】
日経BP社
特命編集委員

宮田 満 氏

ソーラーフロンティア株式会社
代表取締役社長
一般社団法人 太陽光発電協会
代表理事

平野 敦彦 氏

株式会社 日立製作所
執行役常務
エネルギーソリューションビジネスユニット CEO

野本 正明

【モデレータ】
日経BP社
日経エネルギーNext 編集長

山根 小雪 氏

【モデレータ】
日経BP社 執行役員
日経BP総研 イノベーションICT研究所長

桔梗原 富夫 氏

15:00‒16:50ビジネスセッション 2

近未来の「医療×AI & デジタル」

15:00‒16:30ビジネスセッション 3

九州旅客鉄道株式会社
常務取締役
鉄道事業本部長

古宮 洋二 氏

株式会社ライゾマティクス
社長

齋藤 精一 氏

株式会社日建設計総合研究所
上席研究員

鈴木 義康 氏

株式会社 日立製作所
執行役常務
アーバンソリューションビジネスユニット CEO

小林 圭三

【モデレータ】
日経BP社
日経BP総研 クリーンテック研究所長

河井 保博 氏

京都大学
公共政策大学院
教授

岩下 直行 氏

株式会社 日立製作所
執行役常務
金融ビジネスユニット CEO

山本 二雄

【モデレータ】
株式会社 日立製作所
金融ビジネスユニット
金融イノベーション推進センタ長

長 稔也

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
代表取締役会長
一般社団法人 日本経済団体連合会
企業行動・CSR委員長

二宮 雅也 氏

株式会社グッドバンカー
取締役 調査部長

 

倉橋 麻生 氏

WBCSD
（持続可能な発展のための世界経済人会議）

副事務総長
 

ピーター・ホワイト 氏

株式会社 日立製作所
理事 
CSR・環境戦略本部長
  

荒木 由季子

【モデレータ】
株式会社レスポンスアビリティ
代表取締役
 

足立 直樹 氏

経済産業省
製造産業局
ロボット政策室長

安田 篤 氏

株式会社 日立製作所
執行役常務
産業・流通ビジネスユニット CEO

宇川 祐行

【モデレータ】
株式会社 日立コンサルティング
代表取締役 取締役社長

八尋 俊英

ヤマト運輸株式会社
常務執行役員

阿波 誠一 氏

「つながり」から生まれる価値とビジネス革新 ～バリューチェーンからエコシステムへ～

11:00‒12:30

11月2日（木）

ビジネスセッション 4

デジタル社会の未来型都市を語る

 11:00‒12:30ビジネスセッション 5

ブロックチェーンが変える生活・社会 

14:30‒16:00ビジネスセッション 6

サステナブルな未来の創出に向けた企業の使命 ～SDGs達成に貢献する日立の社会イノベーション事業～

14:30‒16:00特別プログラム

●プログラムおよび登壇者は変更となる場合がございます。最新の詳細
情報につきましてはオフィシャルサイト（http://hsiftokyo.hitachi）を
ご覧ください。
●当日の進行状況により、開始時間が変更となる場合がございます。
●記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

展 示 の ご 案 内

All Rights Reserved,Copyright ©2017,Hitachi,Ltd.
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