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【 協会主催イベント・セミナーのご案内 】 

■月例研究会（東京） 

第
１
９
８
回 

日時：2014年 12月 16日（火）18：30〜20：30 場所：機械振興会館 地下２階多目的ホール 

テーマ 企業におけるセキュリティ戦略 

講師 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM Computer Security Incident Response Team

（CSIRT）IT Forensic Analyst 守屋 英一 氏 

講演骨子 本年３月、NTT 出版より「サイバーセキュリティ」という本を出版させて頂きました。 本書

では、サイバー攻撃を社会的背景、技術的対策、法律および企業経営などの様々な視

点から問題の解決に向けて解説しています。 

本講演では、本書の内容を踏まえて、サイバー攻撃及び内部犯行による企業への影

響に対して、企業が取り組むべきセキュリティ戦略について解説させていただきます。 

お申し込み ＨＰでご案内中です。（http://www.saaj.or.jp/kenkyu/kenkyukai_sokuhou201412.html） 

 

第
１
９
９
回 

日時：2015年 1月 20日（火）18：30〜20：30 場所：機械振興会館 地下２階多目的ホール 

テーマ インターネットバンキングに係る不正送金事犯の現状と対策 

講師 警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課 

 指導第一係 課長補佐 小竹 一則 氏 

講演骨子・お申し込み 確定次第、ＨＰでご案内します。。 

 

 

■西日本支部合同研究会 in OSAKA（大阪） 

申
し
込
み
受
付
中 

日時：2014年 11月 29日（土）13：00〜17：00／11月 30日（日）10:00～11:30 

場所：［１日目］国際カンファレンスプラザ A－3会議室（大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビル） 

［２日目］大阪府「津波・高潮ステーション」 （大阪市西区江之子島 2-1-64） 

テーマ ICTによる災害に強いしなやかな社会の実現とシステム監査の重要性 

開催趣旨 来年は、阪神・淡路大震災の発生から 20 年の節目の年となります。次に来る大震災

等の大規模災害に対し、予防力に回復力を加味した「レジリエンス」を高め、強くてしな

やかな社会の構築を目指すことが必要となってきています。今回は、これらを背景に

「ICT による災害に強いしなやかな社会の実現とシステム監査の重要性」をテーマとし

て、西日本支部の会員各位より発表していただきます。また、2 日目は、大阪府の防災

啓発施設である、「津波・高潮ステーション」を見学し、津波災害を大スクリーンで体感し

ていただきます。 

講師、 

講演概要、 

お申し込み 

詳細はＨＰでご案内しています。 

 (http://www.saaj.or.jp/shibu/kinki/nishi_godo_kenkyu2014.html) 
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■近畿支部第１４９回定例研究会（大阪） 

日本システム監査人協会近畿支部と ISACA大阪支部の合同講演会 

申
し
込
み
受
付
中 

日時：2014年 12月 13日（土）15：00〜17：00 

場所：大阪大学中之島センター ３階 講義室３０１ 

テーマ 地域情報化と防災 

  ～ＣＡＴＶネットワークを利用した緊急告知と 地方公共団体のＩＣＴ－ＢＣＰの現況～ 

講師 （株）嶺南ケーブルネットワーク 顧問（情報通信担当） 

 ＪＫソリューションズ 代表 

 前敦賀市総務部技監（情報管理・ＩＴ推進） 

 ＩＴコーディネータ・システム監査技術者・SAAJ会員  川端 純一 様 

講演骨子 巨大地震の脅威や、異常な集中豪雨などの異常気象による市民の被害を最小にする

ためには、迅速で正確な市民のライフスタイルに合わせた多様な情報伝達が必要です。

巨大災害発生時の地方公共団体の防災実務を支える情報通信ネットワークとして、広く市

民に親しまれているＣＡＴＶネットワークを活用した緊急告知方法と、種々多様なメディア

の利活用についてご紹介します。さらに、発災時の災害対策本部実務を支える庁内情報

通信ネットワークや、各種業務アプリケーションの運用管理の業務継続を図ることは最重

要課題です。ここでは、地方公共団体のＩＣＴ－ＢＣＰの現況と課題、さらに評価について

ご紹介します。 

お申し込み ＨＰでご案内中です。 (http://www.saaj.or.jp/shibu/kinki/kenkyukai149.html) 

 

■システム監査普及サービス（全国） 

 

■中堅企業向け「６ヶ月で構築するＰＭＳ」セミナー（東京） 

申
し
込
み
常
時
受
付
中 

概要 個人情報保護監査研究会著作の規程、様式を用いて、6 ヶ月でＰＭＳを構築するための

セミナーを開催します。 

詳細をＨＰでご案内しています。（http://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html） 

基本コース 月 1回（第 3水曜日）14時～17時（3時間）×6 ヶ月 

※他に、月 2回の応用コースなどがあります。 

料金 9万円/1名～（1社 3名以上割引あり） 

会場 日本システム監査人協会 本部会議室（茅場町） 

テキスト SAAJ「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」（非売品） 

＜目次＞ 

申
し
込
み
常
時
受
付
中 

情報システムの健康診断をお受けになりませんか。 実費のみのご負担でお手伝いいたします。 

概要 経験豊富な公認システム監査人が、皆様の情報システムの健康状態を診断・評価し、

課題解決に向けてのアドバイスをいたします。これまでに多くの監査実績があり、システム

監査普及サービスを受けられた会社等は、その監査結果を有効に活用されています。 

システム監査の普及・啓発・促進を図る目的で実施しているものです。監査にかかる報

酬は無償で、監査の実施に要した実費（通信交通費、調査費用、報告書作成費用等）の

みお願いしております。ご相談内容や監査でおうかがいした情報等は守秘します。 

詳細はＨＰでご案内しています。 ( http://www.saaj.or.jp/topics/hukyuservice.html ) 

お問合わせ システム監査事例研究会主査 大西（Email： jireiken@saaj.jp ） 
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■公認システム監査人特別認定講習（東京・大阪） 

開
催
中 

公認システム監査人(CSA：Certified Systems Auditor)およびシステム監査人補(ASA:Associate Systems 

Auditor)の資格制度にもとづく、認定条件を得るための講習です。 

概要 システム監査技術者試験と関連性のある各種資格の所有者については、特別認定制

度に基づく本講習により、CSA・ASA 認定申請に必要な資格要件を満たすことができま

す。特別認定制度の詳細はＨＰで公開しています 

（http://www.saaj.or.jp/csa/shosai.pdf）。 

お申し込み 講習開催スケジュールと申し込み先をＨＰでご案内しています。 

（http://www.saaj.or.jp/csa/tokubetsu_nintei.html） 

 

 

 

【 外部主催イベント・セミナーのご案内 】 

■第 14 回ＣＦＯフォーラム・ジャパン２０１４（東京） 

日時：2014年 12月 2日（火） 9:00〜18:30 

場所：経団連会館 国際会議場 経団連ホール 

テーマ 日本企業の競争力強化と企業価値創造に向けて 

―不確実なボ－ダレス経済をリードするＣＦＯの課題― 

詳細 http://www.cfo.jp/cfoforum2014/ 

 

■第 9回 青山学院 公開シンポジウム（東京） 

日時：2014年 12月 20日（土） 13：30～17：30 

場所：青山学院大学青山キャンパス 17号館 6階 本多記念国際会議場 

テーマ わが国監査法人の将来像－業容、人材、及び品質管理の観点から－ 

概要 第一部 （13：40～14：30） 特別講演 

岩田 喜美枝 氏 （公益財団法人 21世紀職業財団 会長） 

「女性はもっと活躍できる―人生を豊かに、企業を元気に―」 

第二部 （14：40～15：30） 基調講演 

森 公高 氏 （日本公認会計士協会 会長） 

「わが国会計プロフェッションの将来像―10年後の会計士業界を見据えて―」 

（15：50～17：30） パネルディスカッション 

「わが国監査法人の将来像―業容、人材、品質管理の観点から―」 

お問い合わせ 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究センター 

「第 9回公開シンポジウム」担当 

TEL： 03-3409-6047（受付時間：月～金 9：00～11：30 / 12：30～21：00） 

詳細：http://www.aoyama.ac.jp/sp/info/event/2014/01775/ 
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