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第8期 サイバーセキュリティ戦略マネジメント研究会 参加申込書 開催期日：2022年10月～2023年1月（全5回）

会員区分

□ 企業情報化協会会員

□ 準会員（カスタマーサポート部門会員）

□ 会員外

参加者人数
名

参加費合計
円

ふりがな

会社名

住 所
〒 －

所属/お役職

派遣責任者 E-Mail

電話番号 ＦＡＸ

ご要望記入欄 Pjt No. IL 308

参加費

（1名様・税込み）

区分 参加費

IT協会正会員

準会員（カスタマーサポート部門会員）
220,000円

会員外 242,000円

「第8期 サイバーセキュリティ 戦略マネジメント研究会」 参加申込書
研究会へ参加をご希望の方は下記申込書に必要事項をご記入の上、メール添付もしくはFAXにてIT協会までご送信ください。

お問い合せ・お申込先 個人情報の取扱いについて 事務局
使用欄

公益社団法人企業情報化協会
TEL.03-3434-6677
FAX.03-3459-1704

〒105-0011 東京都港区芝公園３－１－２２
URL： http://www.jiit.or.jp

E-Mail： entry＠jiit.or.jp

公益社団法人企業情報化協会（IT協会）は、個人情報の保護に努めて

おります。詳細は小会のプライバシーポリシーをご覧ください。

今回、ご記入いただきました皆様の個人情報は、本催し（カンファレンス・セミ

ナー・研究会）に関する確認・連絡および各種諸手続きのため機密保護契

約を締結した業務委託先（事務局協力会社および郵便物発送業者）に預

託することがありますのであらかじめご承知おきください。

※ 請求書と参加証は派遣責任者様宛てに送付致します。それ以外をご希望の方はご要望記入欄にご記入下さい。

※ 2名以上申込み参加の場合は、追加1名につき会員 165,000円（税込）、一般 198,000円（税込）となります。
※ 参加費には消費税10％を加算しております。

メール送信先：info@jiit.or.jp FAX送信先：03-3459-1704／事務局 宛 第8期

2022年10月21日（金）～ 2023年1月20日（金）（全5回）
初回・最終回：東京プリンスホテル（港区芝公園）

2・4回：オンライン開催
3回：現地見学会

会 期

会 場

参加対象

● 情報システム部門管理者

● IT系企業の情報セキュリティご担当責任者

● 情報システム部門情報セキュリティご担当責任者

● サイバーセキュリティ対策にご関心のある方

研究テーマ

● サイバーセキュリティ最新情勢と動向

● サプライチェーンリスクマネジメント

● セキュリティ人材育成~セキュリティ人材に求められるもの～

● 企業事例に学ぶ先端事例

サイバーセキュリティ
戦略マネジメント研究会
~拡大するサイバー脅威に対して必要な組織体制の構築と人材育成~

第８期
サイバーセキュリティコンソーシアム
企画委員会 コーディネーター

一般社団法人日本サイバーセキュリティ・
イノベーション委員会 代表理事

梶浦 敏範氏

第８期
サイバーセキュリティコンソーシアム
企画委員会 委員長

野村ホールディングス株式会社
執行役員

堀 晃雄氏

基調講演

総務省
サイバーセキュリティ統括官

山内 智生氏



※プログラムにつきましては内容および日程が変更となる場合がございます。プログラムテーマは一部仮題を含みます。※基本スケジュールは開催回によって変更される場合があります。

第 2 回 11月11日（金） サプライチェーンリスクマネジメント ～取り組み状況と留意すべきポイント～

「コネクテッドカーの課題と取組みの状況」

第 3 回 11月29日（火） 現地見学会＠株式会社ラック JSOC（東京都千代田区）

第 5 回 2023年１月２0日（金） セキュリティ人材育成

第 4 回 12月15日（木） 企業事例に学ぶサイバーセキュリティの取り組み

「JR東日本グループの情報セキュリティに関する
『これまで』と『これから』」

コーディネーター 梶浦 敏範 氏 一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会 代表理事

時間 内容

14:00～14:05 コーディネーターによる課題提起

14:05～14:45 ゲストスピーカーによる講演 (1)

14:45～15:25 ゲストスピーカーによる講演 (2)

15:25～15:35 休憩

15:35～16:15 ディスカッション・情報交換

16:15～16:55 発表・質疑応答

16:55～17:00 コーディネーターによるまとめ

第8期 サイバーセキュリティコンソーシアム 企画委員一覧

開催にあたって

近年、企業を取り巻く経済環境、また我々の社会生活において、加速度的にデジタルトランスフォーメーション（DX）の革新
が進む中、ハイブリッドワークスタイルへの変遷、ウイズコロナへの政策変化等、国内のみならず世界的にも大きな変革がありました。
このような状況を背景に、企業を取り巻く環境が大きく変わる中、いかに業務を止めずに事業の継続をするかが求められています。

一方でビジネスや働き方の多様化が前提となる環境下において、サイバーセキュリティ対策の重要性が益々高くなる中、サイバ
ー犯罪は増加の一途を辿っており、被害は大企業だけでなく個人や国家までもが脅威に晒されています。昨今ではサプライチェーン
やエネルギー産業等の重要インフラを標的にするなど、その被害規模も拡大しています。

サイバー攻撃は業界、業種を問わずあらゆる組織を標的としている事から、サイバーセキュリティ対策は事業継続のための最も
重要な投資であり、組織を強固にするための体制づくりと共に経営者の責務であると言えます。

小会では、“経営とITの融合”を目指し、様々な活動を展開しておりますが、その根底に存在する情報セキュリティ問題は避け
て通れない重要な経営課題と位置付けております。

従いまして、小会では「サイバーセキュリティ」の対策方法や有効性について、有識者による解説や先進事例、企業事例等を紹
介し、当該領域の探求と情報収集を行う場の提供を目的として、本研究会・シンポジウムを開催いたします。

この機会に積極的なご参加、お申込みをお願い申し上げます。 公益社団法人企業情報化協会 会長 山内 雅喜

～拡大するサイバー脅威に対 して必要な組織体制の構築 と人材育成～

第8期 サイバーセキュリティ 戦略マネジメント研究会 研究会プログラム

第 1 回 10月21日（金） サイバーセキュリティ最新動向、政策

「我が国のサイバーセキュリティ政策」

総務省

「被害を前提としたサイバーセキュリティ対策」

一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会

代表理事 梶浦 敏範 氏

基調講演①

第8期 サイバーセキュリティ戦略マネジメント研究会 各回の基本スケジュール

現地見学会

企業事例 企業事例

「セキュリティ人材育成：
育った人と育たなかった人の違いとは？」

鎌田 敬介 氏

企業事例

SOMPOシステムズ株式会社

企業事例

最新動向

サイバーセキュリティ統括官
山内 智生 氏

サポートセンター センター長
中島 一樹 氏

ICT基盤本部 セキュリティ対策室
室長 福田 真吾 氏

「東京海上グループの
グローバルセキュリティ戦略・運用・戦術」

東京海上ホールディングス株式会社

IT企画部 リスク管理グループ

マネージャー 畑中 致遠 氏

「IT技術力回帰施策としての

スペシャリティ認定制度」

最新動向 企業事例

新型コロナウイルス感染症の状況に
よってはオンライン開催に変更をさせて
いただく場合がございます。 人材育成部・執行役員

五味 史充 氏

【委 員 長】 堀 晃雄 野村ホールディングス株式会社 執行役員

【副 委 員 長】 金村 俊哉 東日本旅客鉄道株式会社 イノベーション戦略本部 システムマネジメントユニット ユニットリーダー

【コーディネーター】

【 委 員 】

梶浦 敏範

森山 実樹
今井 貴
北村 達也
高口 正孝
岩田 彩子
榎本 雅幸
江渕 誠
阿部 泰二
玉本 宏之
越野 景子
山本 扇治
小林 治
齋藤 広志
星澤 裕二
宮本 寿郎
高橋 宏子
相沢 一充
岸井 利幸
岩下 輝彦
中川 直樹
川邉 建次郎
鍵和田 知明
鈴木 竜自
杉本 康彦
村山 厚
徳永 祐一
中村 友紀
橋本 佑介
宮本 照雄
下岡 広志
砂田 浩行
大槻 晃助

一般社団法人日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会

味の素株式会社
SCSK株式会社
SBテクノロジー株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社
オリックス生命保険株式会社
川崎重工業株式会社
関西電力株式会社
キリンホールディングス株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社シグマクシス
SOMPOシステムズ株式会社
株式会社大京
鉄道情報システム株式会社
デロイトトーマツサイバー合同会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動システムズ株式会社
東京ガス株式会社
日興システムソリューションズ株式会社
日清食品ホールディングス株式会社
株式会社日本総合研究所
日本電信電話株式会社
野村ホールディングス株式会社
東日本電信電話株式会社
株式会社日立システムズパワーサービス
株式会社日立製作所
株式会社三井E＆Sホールディングス
三井住友カード株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三菱電機株式会社
合同会社ユー・エス・ジェイ
株式会社横浜銀行
株式会社ラック

代表理事

DX推進部 シニアマネージャー
クラウドサービス事業本部 セキュリティサービス部 部長
サービス統括 セールス＆マーケティング本部 プリンシパルアドバイザー
情報セキュリティ部 セキュリティマネジメント室 室長
IT品質保証部長
DX戦略本部 サイバーセキュリティ総括部 総括部長
IT戦略室 サイバーセキュリティーグループ チーフマネージャー
執行役員 情報戦略部長
IT企画部 セキュリティマネジメントグループ サブリーダー
デジタル＆ SaaS シェルパ カスタマーエクスペリエンスチーム プリンシパル
役員室 サイバーセキュリティ部 フェロー 兼 サイバーセキュリティ特命部長
大京ユニット情報システム部 システム運用課 課長
経営企画部 情報セキュリティ室長
執行役員 Deputy CEO
IT企画部 次長 兼 リスク管理グループリーダー
ITインフラサービス本部 ITサービス管理部 課長
デジタルイノベーション戦略部 セキュリティ担当部長
基盤システム部 部長
情報企画部 課長
セキュリティ統括部 部長
技術企画部門 セキュリティ・アンド・トラスト室 担当部長
グループ・IT統括部 危機管理課長
デジタル革新本部 デジタルイノベーション部 サイバーセキュリティ部門 部門長
ICTサービス事業部 プラットフォームサービス本部 本部長
情報セキュリティリスク統括本部 情報セキュリティ戦略企画本部 本部長
経営企画部 情報セキュリティ室長
システム統括部 シニアマネージャー
営業企画部 営業IT推進室長
情報セキュリティ統括室 室長
IT部 課長
ICT推進部 セキュリティ統括室長
SO統括部 団体運営推進G アドバイザー

2022年7月5日現在
※順不同・敬称略

一般社団法人 Japan Automotive ISAC

株式会社JR東日本情報システム

一般社団法人金融ISAC 専務理事／CTO

株式会社Armoris 取締役専務／CTO

「横河電機のグローバルなセキュリティ強化と
ワークスタイル環境整備のご紹介」

講演①JSOC
「最近のサイバー攻撃の特徴」
「JSOCとしての人材育成について」

講演②セキュリティアカデミー
「教育事業者から見た企業の

最近のセキュリティ人材育成の状況」

Special Program

JSOC 施設見学
（国内最大級 セキュリティ専門監視センター）

SOC・・・Security Operation Center

横河電機株式会社
デジタル戦略本部

グローバルインフラ・セキュリティセンター長
黒﨑 裕之 氏


