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政策部会政策部会

調査事業や様々な基準・ガイドラインの策定、他団体との連携などを行なう。調査事業や様々な基準・ガイドラインの策定、他団体との連携などを行なう。

ワーキンググループワーキンググループ
【セキュリティ被害調査WG】
【セキュリティ会計ガイドライン検討WG】
【セキュア・システム開発ガイドラインWG】
【スパイウェア対策啓発WG】
【セキュリティ市場調査WG】
【内部統制におけるアイデンティティ管理WG】
【情報セキュリティランキングWG】
【情報セキュリティ意識調査WG】

ワークショップワークショップ
ACCS（社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 ） 情報モラルに関して 他
どこまでやればいいのか情報セキュリティ

その他その他
パブリックコメント
経産省 産業構造審議会 情報セキュリティ基本問題委員会 他
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

活動ヒストリ活動ヒストリ 統計系統計系
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

活動ヒストリ活動ヒストリ 対策動機付け系対策動機付け系
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

活動ヒストリ活動ヒストリ ガイドライン系ガイドライン系
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

活動ヒストリ活動ヒストリ 啓発系啓発系
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

活動ヒストリ活動ヒストリ 自主規制系自主規制系
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

情報セキュリティ被害調査情報セキュリティ被害調査WGWG

被害の実態が見えないとセキュリティ対策動機と被害の実態が見えないとセキュリティ対策動機と
ならなかった。当時は、この手の資料は皆無。ならなかった。当時は、この手の資料は皆無。

□ ２００１年より実施
□ 成果物としては、５年目
□ マスメディア、官庁資料、企業内対策指針に
広く、参照されている

□ 現在、ホームページで2006年度版速報を掲示中
□ 多くの献身なボランティアで支えられている

2006/4～2007/5/30

引用連絡件数：154件

2003年度報告書 4件
2004年度報告書 16件
2005年度速報 44件
2005年度報告書 92件
2006年度速報 6件
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

セキュリティ市場調査セキュリティ市場調査WGWG

経産省からの調査委託事業経産省からの調査委託事業
情報セキュリティの供給側の統計データの収集
情報セキュリティの普及度･到達度を示す基礎データ
行政における情報セキュリティ基盤整備事業の基礎資料
産業政策企画検討に参考データ

□ ２００５年より実施
□ 成果物としては、２年目

付録の「国際比較」と「概観・雑感」も興味深い。付録の「国際比較」と「概観・雑感」も興味深い。
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

情報セキュリティランキング情報セキュリティランキングWGWG

セキュリティに真摯に取り組んでいる企業をセキュリティに真摯に取り組んでいる企業を
褒め称えたい。褒め称えたい。

□ ２００６年より実施
□ ランキングの狙い・方向性
□ セキュリティ対策の動機付け
□ セキュリティ責任者のモラル・モチベーション
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

内部統制における内部統制における
アイデンティティ管理アイデンティティ管理WGWG

内部統制の基盤の一つである、アイデンティティ管理内部統制の基盤の一つである、アイデンティティ管理
セキュリティポリシーの実装でも共通基盤セキュリティポリシーの実装でも共通基盤
□ 意義
□ ＩＴ内部統制上の位置づけ
□ 導入方針
管理のシステム化が重要であり、市場活性も狙う。
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

「情報セキュリティインシデント
に係る調査」（IPA委託事業）

「２００２年度情報セキュリティ
インシデントに関する調査報
告書

「２００３年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「２００４年セキュリティインシデ
ント調査報告書」
※警察庁委託事業としての調
査も実施

「２００５年セキュリティインシデ
ント調査報告書」

「2006年度個人情報漏えいイ
ンシデントに関する調査報告」

2007年度報告書（予定）

JNSA行動指針の検討 JNSA行動指針の策定・公開 「Webシステム　セキュリティ要
求仕様（RFP）」編　β版

個人情報保護法ガイド
ラインWG

活動発表 書籍発行「個人情報保護対策
セキュリティ実践マニュアル」

書籍発行『個人情報保護法対
策 セキュリティ実践マニュアル
2005年度版』

「情報セキュリティ監査制度を
利用した、情報セキュリティ管
理策定」

「電子自治体情報セキュリティ
管理基準（JNSA案）ver.0.8」

「セキュリティ監査コラム」の連
載

「スパイウェア対策啓発ポータ
ルサイト」作成

ECOMセキュリティ懇話会に参
加

発足準備 ITセキュリティ対策の導入状
況と満足度に関する調査

「2005年度市場調査報告書」
（経済産業省委託事業）

報告書作成準備 「情報セキュリティ会計に関す
る検討報告書」公開

準備会活動

成果物の取扱規程WG
JNSA成果物の取扱規程

プライバシー保護実装
研究WG
※個人情報保護法ガイドライ
ンWGに統合

情報セキュリティ意識調
査WG
調査報告書（総務省委託
事業）

情報セキュリティランキングWG

セキュリティ監査WG スパイウェア対策啓発WG

セキュリティ市場調査WG

セキュリティ会計ガイドライン検討WG

セキュリティ被害調査WG

セキュリティベンダーとしての管理基準策定WG セキュアシステム開発ガイドラインWG

個人情報保護ガイドライン作成WG

マーケットリサーチWG

内部統制におけるアイデンティティ管理WG

スパイウェア対策啓発スパイウェア対策啓発WGWG

用語としての認知は高まり、啓発としては終わりとする。用語としての認知は高まり、啓発としては終わりとする。

□ ECOM、フィッシング対策協議会への参加活動
□ JNSAとしての位置づけ、活躍内容



Copyright (c) 2000-2007   NPO日本ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協会 Page 13

今後の課題今後の課題

①① 統計系統計系

②② 対策動機付け系対策動機付け系

③③ ガイドライン系ガイドライン系

④④ 啓発系啓発系

⑤⑤ 自主規制系自主規制系

ワークショップワークショップ

パブリックコメント、政策へのアプローチパブリックコメント、政策へのアプローチ ？

今後も粛々と、他がやらない・出来ないところを中心に

今後、拡大していきたい

今後も粛々と、他がやらない・出来ないところを中心に

ほぼ、終わりではないか

旬な話題に関して、議論 方向付けを積極的に模索したい

積極的に行っていきたいところはやまやまだが、、、
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http://www.jnsa.org/
sec@jnsa.org

政策部会政策部会

ありがとうございました。ありがとうございました。

今後とも、ご支援宜しくお願いします。今後とも、ご支援宜しくお願いします。


