
28

 

中小企業の経営者等に対して、情報セキュリティに対する適切なアドバイスを行なう地域の指導者を育成する

ため、全国で指導者育成セミナーを開催いたします。事業開始４年目となる今年度は、過去のセミナーの集大成

として、「中小企業にこそ求められる情報セキュリティ対策」など指導者の実践に役立つ内容で展開します。 

 情報セキュリティ対策の指導力向上と、中小企業の情報セキュリティレベルの強化にお役立ていただくために、

ぜひご参加ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

主催 経済産業省、ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA） 

後援 独立行政法人情報処理推進機構、日本商工会議所、全国商工会連合会、ＮＰＯ法人ＩＴコーディネータ協会、全国中
小企業団体中央会、社団法人中小企業診断協会、開催地の商工会議所・商工会連合会・中小企業団体中央会 

開催地・日程 全国 25 箇所で 2011 年 8 月～2012 年 2 月に開催 （開催地別日程は別表のとおり） 

開催時間 9：30～17：00 （9：00 受付開始）  

参加人数 各会場 50～100 名 

参加対象者 中小企業の経営者等に対して情報セキュリティを指導する立場にある次のような方々。 
IT コーディネータ、中小企業診断士、日商マスター、その他中小企業に対して指導的立場にある方々（各団体指導員、IT
関連企業の方等）、団体職員（商工会議所関係者及び商工会関係者、中小企業団体中央会関係者）等  
※ ・前年度・前々年度のセミナー参加者の方にも受講をお勧めします。 

・ＩＴコーディネータの方は本セミナーを受講されると知識ポイント（6.5 時間分）が付与されます。 

セミナー内容 参加者の方々が、地域で講習会を実施したり、指導の実践に役立てるための内容で行います。 
① 座学講習実施のためのポイント解説 

座学講習を行うための講習会スケジュール（２時間程度数種類）と説明ポイントの解説を行います。また、講習の中
で、タイムリーで話題性のある情報を提供できるように、最新の情報セキュリティ動向をお伝えします。 
例：スマートフォン、ソーシャルメディア、クラウドサービス、BCP 等 

② リスクアセスメント演習 
ある企業の業務風景を映像化したビデオを見て、グループ討議でリスクアセスメントの演習を行います。直接的なリス
クだけでなく関連して発生しうるものなど、そこに潜むリスクを探し出すことで、気づきを養うとともに中小企業に対して
適切に対策提案を行うためのスキルを養います。 

③ ケーススタディによる事故対応体験 
情報セキュリティ事故（インシデント)の事例を基にして、対応方法をグループ討議しながらロールプレイ形式で演習を
行い、事故対応の疑似体験をします。セミナーにより体験したことを中小企業指導に役立ててもらうとともに、地域の
講習会で事故対応時の注意点などとして伝えられるようにしていただきます。 

参加者に期待
すること 

本セミナーに参加された方々へは指導用ツールの提供や中小企業向け講習会の開催を支援しますので、ぜひ情報 
セキュリティ普及啓発活動に本セミナーを役立てていただければ幸いです。 
• 指導用ツール（講習用テキスト、指導者用マニュアル、指導用ビデオ教材、IPA 資料）をお渡しします 
• 配布する指導用ツールを用いて中小企業の情報セキュリティ講習会を開催された場合、実施報告レポートを提出いただく

ことで謝金をお支払します（2012 年 2 月末開催分まで）。 
• セミナー参加者専用サイトにより、その他の指導用の補足資料等を随時提供していきます。 

参加費 無料（事前登録制） 

http://www.jnsa.org/ikusei/seminar/ 

本事業のホームページでは、情報セキュリティの基礎知識やビデオ解説入りｅラーニング、確認テストなどを 

掲載しています。情報セキュリティの基礎知識の再確認にお使いください。 

中小企業情報セキュリティ対策促進事業ホームページ http://www.jnsa.org/ikusei/ 

セミナー開催概要 

◆セミナー内容◆ 

1、座学講習実施のための 

ポイント解説 

2、グループ討議による 

リスクアセスメント演習

3、ケーススタディによる 

事故対応体験 
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ブロック 都道府県 地域後援団体 開催日 実施会場

北海道

北海道① 札幌商工会議所 （終了） 2011年 8 月 30 日（火） 北海道経済センター

北海道② 帯広商工会議所 / 北海道中小企業団体中央会 十
勝支部事務所 / 北海道十勝管内商工会連合会 ※ 予定 2011年 12 月15 日（木） 帯広商工会議所

東　北 宮　城 仙台商工会議所 （終了） 2011年 9 月 22 日（木） 仙台商工会議所

関　東

栃　木 宇都宮商工会議所 2011年 10 月 26 日（水） 宇都宮商工会議所

東京① 東京商工会議所 （受付終了） 2011年 11月1日（火） 東京商工会議所ビル

東京② 東京商工会議所 2012 年 1月 30 日（月） 東京商工会議所ビル

神奈川 神奈川県商工会連合会 / 神奈川県商工会議所連合会
 （終了） 2011年 9 月 6 日（火） 相鉄岩崎学園ビル

千　葉 柏商工会議所 /NPO 法人ちば経営応援隊 （受付終了） 2011年 10 月12 日（水） 柏商工会議所

新　潟 新潟商工会議所 / 財団法人にいがた産業創造機構 /
特定非営利活動法人新潟情報セキュリティ協会 ※ 予定 2011年 11月 25 日（金） NICO プラザ

中　部

富　山
富山商工会議所 / 富山県中小企業団体中央会 /
社団法人富山県情報産業協会 /
NPO 法人 IT コーディネータ富山 ※ 申請中

2011年 12 月13 日（火） 富山県総合情報センター

愛　知 名古屋商工会議所 / 社団法人中部産業連盟 （終了） 2011年 9 月 9 日（金）　 中産連ビル

岐　阜 大垣商工会議所 / 財団法人ソフトピアジャパン ※ 予定 2012 年 1月18 日（水）　 ソフトピアジャパン
センタービル

近　畿

京　都 京都商工会議所
※京都会場は 10：00 ～ 17：00 の開催となります。 2011年 12 月 9 日（金） 京都商工会議所

大　阪 大阪商工会議所 2011年 11月15 日（火） 大阪商工会議所

兵　庫 神戸商工会議所 /NPO 法人 ITC 近畿会 （終了） 2011年 9 月15 日（木） 神戸市産業振興センター

和歌山 田辺商工会議所 /NPO 情報セキュリティ研究所 ※ 予定 2011年 12 月1日（木） 情報交流センター
ビッグ・ユー

中　国

広　島 広島商工会議所 /NPO 法人 ITC 広島 2011年 10 月 20 日（木） 広島商工会議所

岡　山 岡山商工会議所 2011年 11月 22 日（火） 岡山商工会議所

鳥　取 米子商工会議所 2011年 11月 8 日（火） 米子商工会議所

四　国 徳　島 徳島県商工会連合会 2012 年 1月13 日（金） あわぎんホール

九　州

福　岡 福岡商工会議所 （終了） 2011年 9 月 27 日（火） 福岡商工会議所

大　分 大分商工会議所 /NPO 法人大分 IT 経営推進センター
財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 2011年 11月 29 日（火） 大分商工会議所

鹿児島 鹿児島商工会議所 2011年 10 月14 日（金） 鹿児島商工会議所

宮　崎 宮崎商工会議所 / 宮崎県ソフトウェアセンター ※ 予定 2012 年 1月 20 日（金） 宮崎商工会議所

沖　縄 沖　縄 沖縄県商工会連合会 / 沖縄県商工会議所連合会 /
那覇商工会議所 / 財団法人沖縄県産業振興公社　 2011年 10 月 7 日（金） 沖縄産業支援センター

※最新の情報は本事業のホームページをご覧ください。　9 月 28 日現在

セミナー実施会場別日程




