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Activities／支部活動

　これまで会員・非会員の皆さま方に慣れ親しんでいただい

てきた日本支部のサイトですが、会員の皆さまにとってさら

に活用しやすく、欲しい情報に素早く辿り着くことが出来る

こと、そして会員活動の魅力を発信することで新たな会員増

につなげることを目指し、2022年1月にリニューアル・プ

ロジェクトが発足しました。

　最初に考えたことは、リニューアルによって何を目指した

いのか？達成したいことは何なのか？それによって何が良く

なるのか？といったコンセプト作りでした。日本支部の特長

を活かし、リニューアルによって効果を最大限引き出すこと

を考え、コンセプト作りを行いました。そして導き出したも

のが、顧客体験を軸に据えることでした。

PMI日本支部Webサイトリニューアル
PMI 日本支部　理事　鬼束 孝則

　PMI日本支部では支部の顔とも言えるWebサイトを2023年1月にリニューアルしました。

旧サイト
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■支部Webサイトリニューアル

Activities ／ 支部活動

　日本支部の特長は何といってもボランティアの皆さまによ

る活発な部会活動です。この部会活動を中心に、会員やご興

味のある方の目線で、肌触り感のあるニュースをお届けする

ことをゴールとしました。

　これまで積み上げてきた歴史ある活動の情報を維持しつつ、

会員個人や部会にフォーカスしたコンテンツを多数用意し、

目先の変わる新鮮な内容にしたい、そのように考えました。

　そして新しいサイトで発信されるコンテンツを通じて支部

の活動に興味を持っていただき、そこから会員になっていた

だいたり、さらにボランティア活動に参画いただいたりする

など、新しい自分を発見し、共に成長していける媒体になれ

ばこれ以上嬉しいことはないと考え関係者の合意形成を図り

ました。

部会活動ページの充実

　プロジェクトチームのメンバーや事務局メンバーにはIT

に詳しい方々がおり、開発ベンダーと共に進捗会議や問題対

応、そして並行して新しいプロセスやルールを反映した運用

設計を進めました。企画・構想からデザイン、開発、運用設

計、コンテンツの作成に至るまで、約1年を掛け、日本支部

のスタッフとプロジェクトチーム、開発ベンダーで連携して

進めました。

　新しく立ち上げたコンテンツにおいては、その目的を体現

する方々に記事を作成いただいたり意見交換したりするなど

一般の方々からの投稿

一般の方々からの投稿

して最初の記事を掲載・公開することが出来ました。

　ご協力いただいた皆さまにはこの場をお借りして深く感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。

　今後各部会の情報も随時更新されていきますので是非楽し

みにしていただければと思います。

　サイトのメニューやデザインは、作り手が会員だからこそ

欲しかった構成とコンテンツ、そしてそこで得られる価値を

十分に体感いただける作りとなっていますので、リニューア

ルされた日本支部のWebサイトを新しい自分の発見のため

にどうぞご活用ください。
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PMI日本支部 創立25周年記念プログラム
全体統括 PM

PMI 日本支部　副会長　浦田 有佳里

Activities ／ 支部活動

　PMI日本支部が2023年1月に創立25周年を迎えるにあた

り、「創立25周年記念プログラム」を企画・検討するワーキ

ンググループが2021年12月に発足しました。新たな四半

世紀に向けてP MI日本支部が進化し続けるための節目とな

るプログラムを提供したいと考えています。

　20周年を迎えた後、コロナ禍にも関わらず、アクティブ・

メンバーや事務局、理事の支援により、この５年間で多く

の新たな施策が着実に進展しています。2020年度にはPMI 

Chapter Awardを受賞、会員数は直近3年間で12%以上増加

し5,700名を超え、世界No .2の規模を誇る支部に成長しま

した。

　ここ数年間の特筆すべき施策としては、以下のようなもの

があります。

◦ PM Awardの創設

◦ プロジェクトマネジメント研究報告の発刊

◦ PMI Chapter Awardの受賞

◦ Impact Heroes Awardの受賞

◦ PMI本部主催 Future50への支部からの推薦と受賞

◦  コロナ禍での事務局活動の効率化や新たなイベントツー

ル導入

◦ Webサイトの再構築

◦ PM人材やニーズの調査

◦ コミュニティ制度の創設

◦ ダイバーシティの施策の取組み

◦ ソーシャルメディアの利用拡大

　この５年間そして、創立以来25年の活動を礎に今後の四

半世紀を歩んでいけるような25周年記念プログラムにした

いと考えています。

　現在、10名の理事と事務局、そしてアクティブ・メンバー

が25周年記念プログラムの事業活動を進めています。

　企画から実行まで、今年度はさまざまな取り組みを行って

いきますが、以下、現在のプログラムの事業企画案を示します。

【創立25周年記念イベント】　

 リーダー：森田理事

　25周年をP MI日本支部に関わっていただいた皆さまと祝

い、今後のP MI日本支部の発展を目指すイベントにしたい

と考えています。

【NextGen25周年イベント】　

 リーダー：杉原理事

　プロジェクトマネジメント活動に携わる若手PMをター

ゲットに、若手P M自身が中心となりイベントを企画・運営

しスキルアップやコミュニティづくりなどを進めていきます。

【SDGs25周年報告イベント】

 　リーダー：浦田理事　サブリーダー：保井理事

　さまざまな部会で実施し多くの貢献を行っているSD Gs活

動に関して、25周年を記念して報告会イベントを開催します。

【アート＆地域創生イベント】　

 リーダー：斉藤理事

　地域に貢献する方々やアーティストの方々等と一緒になっ

てP M I日本支部のメンバーがプロジェクトマネジメントで

アート＆地域創生イベントを支援します。

【25周年行政スポンサーイベント】　

 リーダー：浦田理事　サブリーダー：千葉理事

　25周年を機会に行政スポンサー向けのイベントを初開催

します。今後は、地域行政にもプロジェクトマネジメントの

https://www.pmi-japan.org/25th/
https://www.pmi-japan.org/25th/
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■PMI日本支部 創立25周年記念プログラム

Activities ／ 支部活動

必要性を普及していきます。

【25周年記念誌】　

 リーダー：中村理事

　25周年を記念して、P M I日本支部の歩みとこれからの日

本支部について、記念誌を制作します。アクティブ・メンバー

の方々にも関わっていただき、記念となる冊子をお届けします。

【25周年短時間教育動画の制作】　

 リーダー：稲葉理事　アドバイザー：端山理事

　短時間の教育動画を制作することにより、多くの方々に気

軽にプロジェクトマネジメントに触れていただける機会を創

造・拡大していきます。

【25周年プロモーション】　

 リーダー：永合理事

　25周年を機にプロジェクトマネジメントの普及を促進す

べく、記念プロモーションを行っていきます。動画制作やプ

レスリリース、メルマガ原稿の作成など、さまざまなプロモー

ション活動を進めます。

【25周年ロゴ＆グッズ】　

 事務局

　25周年記念のロゴはグローバルで使われているデザイン

の日本支部版を使用します。赤いエンブレムのような記念ロ

ゴです。

　より多くの皆さまにP MI日本支部を知っていただき、創

立25周年を共に祝いたいと考えています。

　皆さまの25周年記念事業へのご参加をお待ちしています。
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PMI日本支部のイベントならびにPM教育関連セミナーなどの案内です。
新型コロナウイルス拡大防止の観点から、全てのセミナーをリモート化して実施しています。
詳しくは、PMI日本支部のWebサイトをご参照ください。

【ホームページにて公開中・準備中】

■ PMI日本支部関連セミナー／ワークショップ

●〔法人スポンサー社員限定〕３月度法人スポンサー連絡会
日時：３月29日（水）　13：30～15：55
形式： リモート開催  

（オンデマンド配信は４月５日まで）
1.75PDU

●３月度  月例セミナー〔オンデマンド配信〕
日時：４月２日（日）まで　
2PDU、ITC実践力ポイント２時間分

●プログラムマネジメント実践ワークショップ（DX編）
日時： ４月14日（金）　９：30～18：00  

（オンデマンド配信無し）
7PDU、ITC実践力ポイント７時間分

●４月度 月例セミナー
日時： ４月15日（土）　10：00～12：00  

（オンデマンド配信無し）
2PDU、ITC実践力ポイント２時間分

●アジャイル基礎
日時： ４月18日（火）　９：30～18：30  

（オンデマンド配信無し）
7PDU、ITC実践力ポイント７時間分

●初心者向けプロジェクト入門
日時：4月26日（水）　19：30～21：00
無料、PDUなし

●５月度  月例セミナー
日時：５月19日（金）　19：00～21：00
2PDU、ITC実践力ポイント２時間分

●６月度  月例セミナー
日時：６月16日（金）　19：00～21：00
2PDU、ITC実践力ポイント２時間分

●新入会オリエンテーション
日時：4月27日（木）　19：00～20：30
無料、1PDU

●アジャイル実践
日時： ５月16日（火）　９：30～18：30  

（オンデマンド配信無し）
7PDU、ITC実践力ポイント７時間分

●８月度  月例セミナー
日時：８月19日（土）　10：00～12：00
2PDU、ITC実践力ポイント２時間分

PM Calendar／PMカレンダー

＊�なお、イベント、セミナー、コースなどは、諸般の事情により変更または中止される場合があります。
　�PMI日本支部ホームページで確認をお願いいたします。（https://www.pmi-japan.org/event/）

●PMI 日本フォーラム 2023
2023年７月８日（土）～９日（日）　（オンデマンド配信は８月31日まで）

■ PMI日本支部関連イベント

https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6811
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6660
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6756
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6773/
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6782
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6844/
https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/6875/
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【プロジェクト】 【コミュニティ】

PMBOK®セミナー
プログラム

セミナー
プログラム

【プログラム】

リスクマネジメント
研究会

ＰＭＯ研究会

IT研究会

IPPM研究会
（※1）

組織的PM研究会

PMタレント
コンピテンシー
研究会

 ポートフォリオ・
プログラム研究会

ＰＭツール
研究会

PMI日本フォーラム
プロジェクト

PMI Japan Festa
プロジェクト

女性ＰＭ
コミュニティ

AI@Work

DA

ＰＭ教育研究会

PM翻訳出版
研究会

IRC研究会
（※2）

SDGs
スタートアップ
研究会

ビジネス・アナリシス
研究会

プロジェクト
マネジメント
研究会

ソーシャルＰＭ
研究会

アジャイルＰＭ
研究会

ステークホルダー
研究会

【研究会】【関西ブランチ】

ＰＭ実践研究会

ＰＭ創生研究会

定量的ＰＭ
事例研究会

IT上流工程
研究会

医療ＰＭ研究会

運営委員会

【法人スポンサー】

若手ＰＭ育成
スタディ・グループ

ケースメソッド
スタディ・グループ

人材育成
スタディ・グループ

【中部ブランチ】

PMサロン

地域ソーシャル
マネジメント
研究会

運営委員会 地域サービス
委員会

PMコミュニティ
活性化委員会

組織拡大委員会

国際連携委員会

教育国際化
委員会

標準推進委員会

会員サービス
委員会

【戦略委員会】

事務局

監　事
PMI日本支部  理事会

（一般社団法人社員総会） PMI本部

ミッション委員会 戦略運営委員会

評価委員会 規約改定委員会

※1：総合プロジェクト・パフォーマンス・マネジメント委員会
※2：International Relations Committee研究会

PMI日本支部やPMPⓇ資格取得者に関する最新情報をお届けします。

■ 支部活動　（2023 年 3月現在）

Fact Database／データベース
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会　長 端 山 　 毅 株式会社NTTデータ

副会長 麻 生 重 樹 日本電気株式会社

副会長 浦田有佳里 国立研究開発法人情報通信研究機構／ナショナルサイバートレーニングセンター

副会長 奥 澤 　 薫 KOLABO

副会長 斉 藤 　 学 スカイライト コンサルティング株式会社

副会長 森 田 公 至 キンドリルジャパン株式会社

（以下、五十音順）

■ 最新の会員・資格者情報　（2023 年 2 月28日現在）

会員数（人）
PMI本部 日本支部
663,527 5,783 

資格保有者数（人）
PMPⓇ PMI-SPⓇ PMI-RMPⓇ PgMPⓇ PMI-ACPⓇ PfMPⓇ PMI-PBAⓇ CAPMⓇ DASMⓇ DASSMⓇ DACⓇ DAVSCⓇ

世界全体 日本在住
1,315,330 43,059 6 16 22 380 13 20 510 51 43 13 2

■ 理事一覧　（2023 年 3月現在）

Fact Database／データベース

理　事 有 坂 寿 洋 株式会社日立アカデミー

理　事 稲 葉 涼 太 株式会社Flexas Z

理　事 井 上 雅 裕 慶應義塾大学／芝浦工業大学／ISAL

理　事 小川原陽子 日本アイ・ビー・エム株式会社

理　事 鬼 束 孝 則 Ridgelinez株式会社

理　事 金子啓一郎 三菱電機株式会社

理　事 杉 原 秀 保 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

理　事 千 葉 昌 幸 株式会社三菱総合研究所

理　事 中 村 亜 子 株式会社パーソル総合研究所

理　事 永合由美子 東京大学／（特非）日本女性技術者科学者ネットワーク／（特非）女子中高生理工系キャリ
アパスプロジェクト

理　事 藤 井 新 吾 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

理　事 藤 原 　 慎 株式会社NTTデータユニバーシティ

理　事 松 本 弘 明 株式会社ローソン銀行

理　事 水 井 悦 子 エンパワー・コンサルティング株式会社

理　事 保 井 俊 之 広島県公立大学法人／叡啓大学

理　事 山 本 智 子 川崎医療福祉大学

理　事 除 村 健 俊 サイバー大学／芝浦工業大学

理　事 渡 辺 敏 之 日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）

監　事 片 江 有 利 株式会社システムコストマネジメント

監　事 三 嶋 良 武 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社

監　事 山 中 良 文 JFEシステムズ株式会社
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TIS株式会社
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社NSD
株式会社インテック
キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
日本電気株式会社
アイアンドエルソフトウェア株式会社
株式会社NTTデータ
プラネット株式会社
株式会社クレスコ
ラーニング・ツリー・インターナショナル株式会社
日本ヒューレット・パッカード株式会社
株式会社アイ･ティー･ワン
株式会社大塚商会
日本プロセス株式会社
株式会社NTTデータ関西
BIPROGY株式会社
JBCC株式会社
株式会社パーソル総合研究所
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社
株式会社アイテック
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア
株式会社日立アカデミー
情報技術開発株式会社
アイシンク株式会社
三菱総研DCS株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
東芝テック株式会社
三菱電機ソフトウエア株式会社
株式会社三菱総合研究所
株式会社ＮＴＴデータ アイ
日鉄ソリューションズ株式会社
株式会社日立ソリューションズ
日本自動化開発株式会社
日揮グローバル株式会社
株式会社野村総合研究所
株式会社アイ・ティ・イノベーション
株式会社JSOL
ニッセイ情報テクノロジー株式会社
株式会社リコー
株式会社システム情報
住友電工情報システム株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ
株式会社マネジメントソリューションズ
NDIソリューションズ株式会社
株式会社日立製作所
株式会社システムインテグレータ
日本ビジネスシステムズ株式会社
コベルコシステム株式会社
日本電子計算株式会社
株式会社日立システムズ
株式会社神戸製鋼所　
クオリカ株式会社
株式会社エクサ
株式会社ラック
三菱電機株式会社
日本情報通信株式会社
株式会社日立社会情報サービス
株式会社シグマクシス
株式会社TRADECREATE
株式会社日本ウィルテックソリューション
システムスクエア株式会社
株式会社アイ・ラーニング
株式会社トヨタシステムズ
東芝インフォメーションシステムズ株式会社
株式会社ワコム
NCS&A株式会社
日立物流ソフトウェア株式会社
SCSK株式会社
株式会社東レシステムセンター
ビジネステクノクラフツ株式会社
SOMPOシステムズ株式会社
株式会社エル・ティー・エス
株式会社日立産業制御ソリューションズ
MS&ADシステムズ株式会社
リコージャパン株式会社
SBテクノロジー株式会社
株式会社インテージテクノスフィア
株式会社ネクストスケープ
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社オーシャン・コンサルティング
株式会社リクルート
アクシスインターナショナル株式会社
JFEシステムズ株式会社

■ 法人スポンサー 一覧　（110 社、50 音順、2023 年 3月現在）

■ 行政スポンサー　（2023 年 3月現在）

三重県 桑名市 滋賀県 大津市
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産業技術大学院大学
慶應義塾大学 大学院システムデザイン・マネジメント研究科
サイバー大学
芝浦工業大学
金沢工業大学
九州大学大学院 芸術工学府デザインストラテジー専攻
広島修道大学 経済科学部
北海道大学大学院 情報科学研究科
山口大学大学院 技術経営研究科
筑波大学大学院 システム情報工学研究科 コンピュータサイ

エンス専攻
早稲田大学ビジネススクール
早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科
公立大学法人 広島市立大学 大学院情報科学研究科
国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校
大阪大学大学院 工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻
愛媛大学工学部および大学院理工学研究科工学系
国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校
京都光華女子大学
鹿児島大学 産学・地域共創センター
千葉工業大学 社会システム科学部 プロジェクトマネジメント学科
京都工芸繊維大学 ものづくり教育研究センター
北海道情報大学
山口大学 工学部知能情報工学科　
川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部 医療秘書学科

および大学院医療秘書学専攻
青山学院大学 国際マネジメント研究科
公立大学法人 公立はこだて未来大学
慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 飯島研究室
就実大学 経営学部 経営学科

神戸女子大学 家政学部家政学科
明石工業高等専門学校 建築学科大塚研究室
サレジオ工業高等専門学校 一般教育科 物理教育学研究室
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 敷田研究

室
中京大学 情報センター　
法政大学専門職大学院 イノベーション・マネジメント研究科
札幌学院大学
国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター
岡山大学 教育研究プログラム戦略本部 戦略的プログラム支

援ユニット（URA）
香川大学大学院 地域マネジメント研究科 中村研究室
明治大学 経営学部 鈴木研一研究室
中京大学 経営学部 齊藤毅研究室
独立行政法人 国立高等専門学校機構 舞鶴工業高等専門学校
愛媛大学 教育・学生支援機構学生支援センター 丸山智子研

究室
東京都市大学 都市生活学部 国際開発プロジェクト研究室
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 サービスシステ

ムデザイン研究室
江戸川大学 メディアコミュニケーション学部情報文化学科
地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立神戸アイセン

ター病院 研究センター
中央大学 国際情報学部
福岡工業大学 情報工学部システムマネジメント学科
学校法人 角川ドワンゴ学園 経験学習部
第一工科大学 東京上野キャンパス
公立大学法人大阪 国際基幹教育機構 高度人材育成推進セン

ター
東京理科大学 経営学部 国際デザイン経営学科 森本研究室

■ アカデミック・スポンサー 一覧　（52 教育機関、50 音順、2023 年 3月現在）

アドソル日進株式会社
キヤノン株式会社
ビジネスエンジニアリング株式会社
大日本印刷株式会社
サイフォーマ株式会社
I&Jデジタルイノベーション株式会社
株式会社NTTデータ・ニューソン
キーウェアソリューションズ株式会社
NECソリューションイノベータ株式会社
株式会社パスコ
アベールソリューションズ株式会社
MIデジタルサービス株式会社
エス・エー・エス株式会社

明治安田システム・テクノロジー株式会社
テルモ株式会社
トッパン・フォームズ株式会社
ペルノックス株式会社
キンドリルジャパン株式会社
株式会社ヒューマンテクノシステム
株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック
富士電機株式会社
KDDI株式会社
フラッグス株式会社
株式会社JQ
株式会社PE-BANK
三菱電機エンジニアリング株式会社
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