
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

▼全国大会２０１７ 【2017/9/9（土）】 会場決定！
▼（試載）公的機関クリッピング情報（不定期）
▼中国支部紹介
▼（速報）四国支部 神山合宿
▼（速報）関東支部 STのための情報セキュリティとリスクマネジメント

－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）

▼ 全国大会２０１７ 【2017/9/9（土）】 会場決定！

全国大会は「ウインクあいち （愛知県産業労働センター）」にて開催いたします！
http://www.winc-aichi.jp/ ⇒JR名古屋駅徒歩5分

皆さんのご来訪を心よりお待ちしております！
★参加申込受付を開始いたしました⇒ https://www.jista.org/modules/eguide/event.php?eid=26

名 称▶日本ITストラテジスト協会中国支部
活動拠点▶主に広島市
活動内容▶2か月に1度、奇数月に定例会を開催
支 部 長▶山本 泰さん
副支部長▶安藤 光昭さん
副支部長▶服部 英則さん
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https://www.facebook.com/jista.hokkaido/
https://www.facebook.com/jista.kanto/
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支部長抱負▶
初開催の九州、四国支部との合同合宿を通して、各支部との交

流を深めたいと思います。
一方、広島以外の支部活動と地域への情報発信が課題で、支

部の皆さんと少しづつ活動の幅を広げたいと思います。
更に、オンラインで全国と繋がる事に挑戦できればと。

どうぞ、宜しくお願いします。
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▼ 中国支部紹介 ～活動状況・体制は次の通りです。是非ご参加ください～



▼（試載）公的機関クリッピング情報Cruising Governments Webs for JISTA（不定期）
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日本ＩＴストラテジスト協会四国支部 ２０１７神山合宿 兼 定例会
２０１７／６／１７（土）１３：００～６／１８（日）１１：３０
ＷＥＥＫ神山、徳島県名西郡神山町寄井地区
●一日目

セミナー１ 神山のまちづくりや創造的過疎について
NPOグリーンバレー 事務局長 竹内 和啓 氏

セミナー２ 創生戦略「まちを将来世代につなぐプロジェクト」について
一般社団法人神山つなぐ公社 代表理事 杼谷 学 氏

サテライトオフィスツアー／株式会社えんがわ、株式会社モノサス
寄井座（大衆劇場）／カフェ・オニヴァ（南仏家庭料理の店）
リヒトリヒト（オーダーメイドの靴屋）
かま屋・かまパン＆ストア（株式会社フードハブ・プロジェクト）

懇親会 ⇒ かま屋 http://foodhub.co.jp/eat/shop/
入 浴 ⇒ 神山温泉 http://kamiyama-spa.com/
宿 泊 ⇒ ＷＥＥＫ神山 http://www.week-kamiyama.jp/

●二日目 神山観光（焼山寺、上一宮大粟神社）
昼 食 ⇒ かま屋

神山合宿に各地から９名の方が参加。四国支部としては初めての
合宿でしたが、地方創生プロジェクトについて現地で実態を
見聞したことで、活発な意見交換がおこなわれ参加者のみなさんにとって有意義な合宿となりました。
今後、四国支部では勉強会、オープンセミナといったイベントを開催します。皆さんのご参加をお待ちしております。（塚本）
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今回のキーワードは「データ利活用」です。 関東支部木本さんからのご提供です。
▶経済産業省 「データ利用権限に関する契約ガイドライン」を公表 (2017.05.31)

http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003-1.pdf
IoT, AIなどの進展に伴い、企業間でのデータの流通が拡大している。データの利活用を図るため契約等の私的自治の下で
定めるべきであるが、事業者の過剰な囲い込み意識やプライバシーへの懸念から活用は進んでいない。また、中小企業が阻
害されるような契約もあると指摘されている。そのため、公平なデータ利用を図る契約が結ばれることを促すガイドラインをIoT
推進コンソーシアムとともに作成した。

▶IT総合戦略本部 「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を閣議決定(2017.05.30)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/siryou1.pdf
「『データ』大流通時代の到来」に対応した施策の推進を謳っている。第2部の各論後半は各省庁の施策集となっており、各
事業分野ごとの今後の政策の方向が参考になる。
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ITストラテジストのための情報セキュリティとリスクマネジメント
２０１７／５／２７（土）１３:００～１７:００（月例会内で実施）
佃区民館1、2号室（定員６０名が盛況につき満席）
１．情報セキュリティに関するプレゼンテーション

①「我が国のサイバーセキュリティ政策の方向性」
経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課長 師田晃彦様

②「最近発生している様々なサイバー攻撃の事例から学ぶこと」
株式会社ラック サイバー・グリッド研究所長 川口洋様

２．「ITストラテジストのための情報セキュリティとリスクマネジメント」 高橋裕司さん
「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第2.1版」
https://www.ipa.go.jp/files/000055520.pdf
スペシャルゲストお二人の「サイバーセキュリティ政策の方向性」や
「最新のサイバー攻撃の事例から学ぶこと」のご説明を踏まえ、
ＩＴストラテジストとして、日常の悩みを共有しつつ、情報セキュリティ・
リスクの意味合い、社会インフラの防災、不祥事やインシデントへの
対応等につき、忌憚の無い意見交換ができたと思います。（小島）
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