
支部の方針・ビジョン▶
会員にとって有益な場とするため支部活動を積極的に推進し、知的
刺激が得られる 機会の創出、新規会員の発掘、他支部・他団体との
交流を積極的に行ってゆきます。 また、昨年度に引き続き四国支部
が開催するセミナーは、自分が推進したいイベント について、主担当
となって開催する方針とします。

支部長抱負▶
支部の皆さんと協力しながら参加者にとって意義ある支部活動に
なるよう取り組んでまいります。
支部長として、いろいろ至らないところも多々あると存じますが、ご指
導・ご協力のほどよろしくお願い致します。
直近の定例会では「SABOK説明会」も実施いたしました。
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支部活動の最新情報は https://www.jista.org/modules/area/index.php にてご確認ください。

FACEBOOKでも情報公開中！

●ＪＩＳＴＡニュース

●支部活動情報

▼ITストラテジスト試験勉強会が本格化しています
▼（試載）公的機関クリッピング情報（不定期）
▼四国支部紹介
▼（速報）関西支部 システム開発紛争をテーマにした模擬裁判

▼（速報）関東支部 大人の社会見学「神楽坂を歩く」

－今月のラインナップ－
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★北海道支部（公開）
★関東支部（公開）
★四国支部（公開）
★九州支部（公開）

▼ ITストラテジスト試験勉強会が本格化しています

◆四国支部 活動予定
6月17日

～18日
8月

10月

11月

12月

各支部での試験勉強会の告知・参加者募集が始まっています。ご興味のある方はご参加下さい。
関東支部： http://www.jista.org/modules/area/index.php?content_id=297
中部支部： https://www.jista.org/modules/area/index.php?content_id=296

名 称▶日本ITストラテジスト協会四国支部
活動拠点▶四国各県
活動内容▶隔月の定例会（主に偶数月）。他コミュニティとの合同研究会 等
支 部 長▶塚本浩二さん（https://www.facebook.com/tsukamotokoji）
副支部長▶伊祁惠都嗣さん（https://www.facebook.com/etsushi.iki?fref=ts）
副支部長▶河野聡志さん（https://www.facebook.com/satoshik614?ref=ts&fref=ts）
副支部長▶渡部一恵さん（https://www.facebook.com/kazue.watanabe.1?fref=ts）
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▼ 四国支部紹介 ～活動状況・体制は次の通りです。是非ご参加ください～

神山合宿 （徳島）

ＩＴストラテジスト試験対
策講座 （岡山）
⇒ 中国支部共催
オープンセミナー（高松）
⇒ ＰＭＡＪ中四国Ｐ２Ｍ研
究部会、ＩＴＣかがわ共催
合同強化合宿

九州・中国・四国支部
高松（翌年度の打合せ、忘
年会を兼ねる）

https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
https://www.facebook.com/jista.kanto/
https://www.facebook.com/JistaShikoku/
https://www.facebook.com/JistaQ/



▼（試載）公的機関クリッピング情報Cruising Governments Webs for JISTA（不定期）

小粋な坂の街・神楽坂界隈を歩く
2017/5/13（土）AM１１:00～PM13:30
TIMES CAFE タイムズカフェ 神楽坂
東京都 新宿区神楽坂2-12
http://times-cafe.favy.jp/maps
山本武彦（やまたけ）さん （神楽坂検定中級）
街歩き後、希望者の方とランチ
軽子坂→かくれんぼ横丁→本多横丁→兵庫横丁→
相馬屋→藁店地蔵坂→光照寺（牛込城跡）→
日本出版クラブ→宮城道雄記念館→料亭松ケ枝跡→
毘沙門善国寺→見番→泉鏡花碑→Twin Star
（雨のため予定順路を変更してご案内）
当日は生憎の雨模様でしたが、１０名の方に参加いただきました。
神楽坂の魅力を感じていただけたのではと思います。
関東支部では、毎月の定例会や 研究会活動に加え、不定期ですが こうした大人の社会科
見学（通称：オトシャカ）を開催しています。他の支部の方も、ご予定があえば参加ください。

小粋な坂の街・神楽坂界隈を歩く
2017/5/13（土）AM１１:00～PM13:30
TIMES CAFE タイムズカフェ 神楽坂
東京都 新宿区神楽坂2-12
http://times-cafe.favy.jp/maps
山本武彦（やまたけ）さん （神楽坂検定中級）
街歩き後、希望者の方とランチ
軽子坂→かくれんぼ横丁→本多横丁→兵庫横丁→
相馬屋→藁店地蔵坂→光照寺（牛込城跡）→
日本出版クラブ→宮城道雄記念館→料亭松ケ枝跡→
毘沙門善国寺→見番→泉鏡花碑→Twin Star
（雨のため予定順路を変更してご案内）
当日は生憎の雨模様でしたが、１０名の方に参加いただきました。
神楽坂の魅力を感じていただけたのではと思います。
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見学（通称：オトシャカ）を開催しています。他の支部の方も、ご予定があえば参加ください。

▼（速報）関東支部 おとなの社会見学：小粋な坂の街・神楽坂界隈を歩く
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ウェブサイト構築プロジェクトに失敗したユーザーとベンター
が、それぞれ相手方に「損害賠償」を請求するという、仮想
的な訴訟を材料に「模擬裁判」を行ないました。

ベンター側、ユーザー側に分かれてロールプレイを実施し、
それぞれの立場でディスカッションしました。

2017/5/19(金)19:00-21:20
ＩＬＲI 尾城亮輔様、田部良文様 （ＪＩＳＴＡ関東支部所属）
大阪府大阪市中央区 ホワイティ島之内6F

web構築プロジェクト「損害賠償」裁判！結果はどちらにも
責任があり、過程での話し合いがなされていないのが一番
の原因と思いました。
参加者の中には、ベンター側、ユーザー側、それぞれの立
場の人が多くいたので、かなり白熱した議論となりました。
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▼（速報）関西支部 定例会：システム開発紛争をテーマにした模擬裁判▼（速報）関西支部 定例会：システム開発紛争をテーマにした模擬裁判

国の審議会など横断的にウォッチし、ST活動に役立ちそうなURLと概要を提供します。これを手がかりに更に有用な
情報へのリーチを伸ばしていただくことが目的です。配信は不定期です。（JISTAニュースレター第29号2017年5月1
日発行 で紹介いたしました関東支部「経産省渡邊課長との意見交換」の関連活動の中で関東支部所属の木本さん
がご提案くださったものです。）
今回のキーワードは「IOT推進」「データ活用」「IOTセキュリティ」です。ご一読ください。
※本情報・タイトルは「関東支部木本さん」のレポートを一部流用して掲載をしています。

国の審議会など横断的にウォッチし、ST活動に役立ちそうなURLと概要を提供します。これを手がかりに更に有用な
情報へのリーチを伸ばしていただくことが目的です。配信は不定期です。（JISTAニュースレター第29号2017年5月1
日発行 で紹介いたしました関東支部「経産省渡邊課長との意見交換」の関連活動の中で関東支部所属の木本さん
がご提案くださったものです。）
今回のキーワードは「IOT推進」「データ活用」「IOTセキュリティ」です。ご一読ください。
※本情報・タイトルは「関東支部木本さん」のレポートを一部流用して掲載をしています。

●経済産業省 (METI)▶産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会にて「IoTファースト」を議論 (2017.02.14)
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/pdf/009_02_00.pdf
分野を超えたデータ流通基盤が整備され、これまで紙で流通していた情報がデジタルになる「デジタルファースト」から「IoTファースト」
に政策を前進させる。

●IT総合戦略本部▶第一回官民データ活用推進基本計画実行委員会開催 (2017.04.04)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/detakatsuyokihon/dai1/siryou2.pdf
昨年12月に施行された官民データ活用推進基本法に基づき、国、自治体の保有するデータの民間開放（ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀ化）民間保有デ
ータも含めた相互利用プラットフォーム構築、マイナンバーカードのAP領域の民間利用推進などを議論。

●総務省▶サイバーセキュリティタスクフォースが「IoT セキュリティ対策に関する提言」を取りまとめ (2017.04.12)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000478813.pdf
重要インフラで利用されるIoT 機器の脆弱性調査、データベースの作成などを今後直ちに実施。
情報通信審議会技術戦略分科会の開催状況
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/gijutsusenryaku/index.html
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