
  

 

令和 3 年 1 月 20 日 

 

2021年「サイバーセキュリティ月間」が始まります 

～関西でサイバーセキュリティ分野のイベント、取り組みが続々！～ 

 

 

 政府では、重点的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取り組みを推進す

るため、2 月 1 日から3月 18日
サ イ バ ー

までを「サイバーセキュリティ月間」として設定し、政

府機関はもとより、各種啓発主体と連携し、普及啓発活動を集中的に実施します。 

近畿経済産業局、近畿総合通信局、一般財団法人関西情報センターでは、「関

西サイバーセキュリティ・ネットワーク」の協力機関等と連携し、近畿２府５県（福井

県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）でのサイバーセキュリテ

ィ地域別セミナーや、情報セキュリティ・マネジメントセミナー、テレワーク時代の情

報セキュリティセミナーを開催します。また、サイバーセキュリティに関連する各種

情報発信や、支援施策などの取り組みも紹介します。 

 

 

＜関西での「サイバーセキュリティ月間」のイベント・取り組み＞ 

対 象  イベント・取り組み 

・セキュリティソフト・機器の導入に関する目利き力を磨

きたい 

・地域でセキュリティに取り組む方と知り合いたい 

 サイバーセキュリティ地域別セミナーを開

催します 

・開催日：２月９日～３月１７日の間 

（※詳細、各地域での開催日は１．をご覧

下さい） 

・情報セキュリティの資格を取得したい 

・情報セキュリティに関する企業内のマネジメントに取り

組みたい 

・情報セキュリティの取り組みを対外的に示したい 

 第２回情報セキュリティ・マネジメントセミナ

ーを開催します 

 ・開催日：２月３日（水曜日） 

（※詳細は２．をご覧下さい） 

・政府のサイバーセキュリティ対策の最新動向に興味

がある 

・サイバー攻撃の実際、インシデントやテレワーク時の

注意事項について知りたい 

 テレワーク時代の情報セキュリティセミナー

（２日間）を開催します 

・開催日：２月２６日、３月２日 

（※詳細は３．をご覧下さい） 

近畿総合通信局 同時発表 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/


・サイバーセキュリティ分野の困り事や悩みを相談した

い 

・地域セキュリティコミュニティに参加して情報収集や意

見交換をしたい 

 サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキ

ュリティコミュニティの一覧を情報発信しま

す 

（※詳細は４．をご覧下さい） 

・近畿圏でのサイバーセキュリティやテレワークの実態

を知りたい 

 サイバーセキュリティ実態把握調査の結果

を公表します 

（※詳細は５．をご覧下さい） 

・地域で企業、個人等がサイバーセキュリティ関連の教

育・普及・啓発や各種勉強会・研修会などのコミュニティ

活動を取り組みたい 

 地域のセキュリティコミュニティ活動を支援

します 

（※詳細は６．をご覧下さい） 

・テレワークの導入に当たってのセキュリティ対策につ

いての考え方や対策例などを知りたい 

 テレワークセキュリティにかかる情報と相

談事業を案内します 

（※詳細は７．をご覧下さい） 

 

  



１． 福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県は「初開催」！！ 

サイバーセキュリティ地域別セミナー  

サプライチェーンセキュリティ対策の必要性が高まる一方、セキュリティソリューショ

ンのユーザーとなる中小企業にとっては、セキュリティベンダーや情報通信企業が提

供する複数のソリューションを比較し、自社に適したソリューションをいかに選択でき

るかという目利き力が重要になるため、そのポイントを見極める目利き力の向上を目

指すセミナーを開催します。 

また、中小企業のセキュリティ担当者は一人担当者や兼任担当者が多く、特に地

方においては、サイバーセキュリティ情報の収集や業務を行う上での悩みを共有する

場が不足しております。そこで昨年度、京都府、大阪府、兵庫県で実施した、地域別

セミナーを近畿の他地域（福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県）にも拡充して、地域で

の取り組みをご紹介するとともに、域内関係者間のつながりを深めることを目的とし

て、計７回に渡って開催します。 

開催府県 日程 開催場所（住所） 

福井県 ３月予定 未定 

滋賀県 ３月１１日（木） 草津市立市民交流プラザ（草津市野路 1

丁目 15-5） 

京都府 ３月１５日（月） 京都市内 

大阪府 ３月１６日（火） 大阪市内 

兵庫県 ３月１７日（水） 神戸市内 

奈良県 ２月２６日（金） 奈良県コンベンションセンター（奈良市三

条大路 1丁目 691-1） 

和歌山県 ２月９日（火） ホテル アバローム紀の国（和歌山市湊

通丁北 2丁目 1-2） 

※実施方法は、集合形式とオンライン配信のハイブリッド開催を予定しています。 

※近畿経済産業局の下記ホームページを随時更新しますので、詳細をご確認くださ

い。 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_1press.html 

 

 

２．第２回情報セキュリティ・マネジメントセミナー  

 企業におけるサイバーセキュリティ対策は、経営リスクであるだけでなく社

会的責任として非常に重要な課題になりつつあります。企業がビジネスを推進

していく上では、セキュリティ対策をきちんと講じることができる人材の確保・

育成とともに、自社がサイバーセキュリティや個人情報保護等に対する備えを

怠っていないということを内外に客観的に示し、その対策を継続していくこと

が重要です。 

 今回、こういった企業におけるセキュリティ・マネジメントの重要性について、

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_1press.html


実例を交え制度を詳しく紹介するセミナーを実施します。 

 

（１）日 時  ２月３日（水曜日） 13時 30分～17時 00分 

 （２）主 催  近畿経済産業局 

    共 催  関西サイバーセキュリティ・ネットワーク事務局 

                  （近畿経済産業局、近畿総合通信局、一般財団法人関西情報

センター） 

 （３）場 所  YouTubeLiveによるオンライン配信 

 （４）対 象  関西圏内の民間団体、企業、大学等教育研究機関、個人等 

（５）内 容 

基調講演  「情報セキュリティリスクマネジメントにおける人材育成の考

え方（仮）」 

大阪大学 情報セキュリティ本部 教授 猪俣 敦夫 氏 

制度紹介１ 情報処理安全確保支援士（登録セキスペ）制度の紹介 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA） IT 人材育成センター 

国家資格・試験部 登録・講習グループ 長谷川 智香 氏 

事例紹介１ ＜登録セキスペ資格活用企業の声＞ 

制度紹介２ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）制度の紹介 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

セキュリティマネジメント推進室 室長 成田 康正 氏 

事例紹介２ ＜ISMS取得企業事例紹介＞ 

制度紹介３ プライバシーマーク（Pマーク）制度の紹介 

一般財団法人関西情報センター（KIIS） 

イノベーション創出支援グループ 上原 隆浩 氏 

事例紹介３ ＜Pマーク取得企業事例紹介＞ 

 ※第１回は令和２年７月３１日（金曜日）に開催しました。 

※近畿経済産業局の下記ホームページで詳細をご確認ください。 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_2press.html 

 

 

３．テレワーク時代の情報セキュリティセミナー（２日間）  

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い社会の状況は大きく変わり、積極的な

テレワークの導入、Web会議サービスの活用などを行う企業が増えたことにより、

外部からの不正アクセスといったインシデントの発生が増加しています。 

このような状況を踏まえ、企業や地方公共団体等のセキュリティ担当者等を

対象に、政府のサイバーセキュリティ対策の最新動向を紹介するセミナーを開

催します。また、中小企業のサイバーセキュリティ対策の向上のために必要な決

定権を有する経営層等の意識改革に資するセミナーを開催します。 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_2press.html


 

 ■政府のサイバーセキュリティ対策の最新動向等 

（１）日 時  ２月２６日（金曜日） 14時 30分～ 

 （２）主 催  近畿総合通信局、近畿経済産業局、(一社)テレコムサービ 

ス協会近畿支部、（一財）関西情報センター、近畿情報通信 

協議会 

共 催  関西サイバーセキュリティ・ネットワーク事務局 

 （３）場 所  会場参加(大阪工業大学 OIT梅田タワー) 

オンライン配信 

（４）対 象  企業、団体、地方公共団体、個人等 

（５）定 員  ６０名（会場参加）、オンラインは別途 

（６）内 容  管内の所管事業者および地方自治体、その他民間企業や個 

人を対象としてコロナ渦でのサイバーセキュリティに対する

政府の取り組み等に関する講演 

 

 ■サイバー攻撃の実際と対策 

（１）日 時  ３月２日（火曜日） 14時 00分～ 

 （２）主 催  関西サイバーセキュリティ・ネットワーク事務局 

 （３）場 所  会場参加(大阪工業大学 OIT梅田タワー) 

オンライン配信 

（４）対 象  中小企業や団体等の経営層、情報システム部門の責任者、担

当者、個人等 

（５）定 員  ６０名（会場参加）、オンラインは別途 

（６）内 容  テレワーク時の困り事や注意事項、攻撃事例やインシデント 

の実際などを総務省やセキュリティ事業者から講演 

 

（注）新型コロナウイルスの感染拡大等、状況によっては、実施時期、実施方法（オン 

   ラインでのイベント開催等）、実施の有無について、変更する可能性があります。 

 

 

４．サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキュリティコミュニティの一覧を情報発信  

 関西の中小企業等がサイバーセキュリティ分野について、困り事や悩みを相談で

きる窓口の一覧や、地域でセキュリティ分野の活動をしているコミュニティの一覧を

ホームページで情報発信します。 

 近畿圏のサイバーセキュリティ分野における相談窓口やセキュリティコミュニティ

をわかりやすく、ひとつのページにまとめた「初」の取り組みになります。 

 別紙の１月２０日時点のサイバーセキュリティ相談窓口一覧と、地域セキュリティ

コミュニティ一覧をご覧ください。 



 また、下記ホームページにおいて随時更新していきますので、ご活用ください。 

 

※サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキュリティコミュニティ 一覧 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_3press.html 

 

 

５．サイバーセキュリティ実態把握調査 ＜サイバー月間中に調査結果を公表＞ 

 近畿２府５県（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の

「製造業、情報通信業、運輸業の従業員５人以上」「卸売業、小売業の従業員１０人

以上」の企業 10,000 社を対象として、サイバーセキュリティ、テレワークの実態把握

のためのアンケート調査やヒアリング調査を実施しています。 

 本調査は、サイバーセキュリティ分野のアンケート調査として、「初めて」近畿圏を

対象としたものとなります。 

 調査結果につきましては、サイバー月間（２月１日～３月１８日）中に下記ホーム

ページにて公表します。 

 

※サイバーセキュリティ実態把握調査 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_4press.html 

 

 

６．地域セキュリティコミュニティ支援事業 ＜令和２年１０月から実施中＞ 

 近畿 2府 5県（福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）に

所在する企業、個人等が自主的に実施する、サイバーセキュリティ関連の教育・普

及・啓発や各種勉強会・研修会などのコミュニティ活動を「地域セキュリティコミュニ

ティ」として支援しています。 

 

※地域セキュリティコミュニティ支援事業 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/2020/security_community.html 

 

 

７．テレワークセキュリティの情報発信／相談事業  

 

●テレワークセキュリティガイドライン（第 4版） 

企業等がテレワークを実施する際のセキュリティ上の不安を払拭し、安心してテ

レワークを導入・活用いただくための指針として、テレワークの導入に当たってのセ

キュリティ対策についての考え方や対策例を示した「テレワークセキュリティガイドラ

イン」を策定・公表しています。 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_3press.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_4press.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/2020/security_community.html


 

※テレワークセキュリティガイドライン（第 4版） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf 

 

●中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）（初版） 

セキュリティの専任担当がいないような中小企業等におけるシステム管理担当

者（専門用語について仕組みの詳細まではわからないが、利用シーンがイメージで

きるレベルの方）を対象として、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを

確実に確保してもらうための手引き（チェックリスト）を作成・公表しています。 

 

※中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）（初版） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000706649.pdf 

 

●テレワークのセキュリティあんしん無料相談窓口 

企業・団体・自治体等の皆様のテレワーク推進をサポートする事業として、「テレ

ワークのセキュリティあんしん無料相談窓口」を開設しています。 

 

※テレワークのセキュリティあんしん無料相談窓口 

https://www.lac.co.jp/telework/security.html 

 

●テレワークマネージャー相談事業、テレワーク個別相談会 

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークが注目されていますが、テレワ

ークの知見、ノウハウ等を有する専門家（テレワークマネージャー）が、無料でテレ

ワーク導入や情報セキュリティ対策に関するアドバイス等を行っています。 

また、近畿管内でテレワークに関する個別相談会（対面・WEB）も開催しています。 

 

※テレワークマネージャー相談事業 

https://teleworkmanager.go.jp/ 

 

※テレワーク個別相談会 

https://www.teleworksupport.go.jp/seminar/index.html 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000545372.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000706649.pdf
https://www.lac.co.jp/telework/security.html
https://teleworkmanager.go.jp/
https://www.teleworksupport.go.jp/seminar/index.html


 

 

 

  

（本発表資料のお問い合わせ先） 

 ○近畿経済産業局 地域経済部       ○近畿総合通信局 

次世代産業・情報政策課長          サイバーセキュリティ室/ 

  大塚 公彦                    電気通信事業課長 稲垣 裕介 

担当者：中島、庄司                    担当者：和田、羽太 

    電 話：０６－６９６６－６００８         電  話：０６－６９４２－８５１８ 

    F A X：０６－６９６６－６０９７         F  A  X：０６－６９２０－０６０９ 



別紙 

 

サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキュリティコミュニティ 一覧  
 

〇 セキュリティ対策等各種取り組みに関する相談窓口 

窓口名 所在地 問い合わせ先 ホームページ 

福井県よろず

支援拠点 

福井県坂井市丸岡町熊堂

第 3 号 7 番地 1-16 

（公財）ふくい産業支援セ

ンター内 

0776-67-7402 https://bizsupportfukui291.info/ 

滋賀県よろず

支援拠点 

滋賀県大津市打出浜 2-1 

コラボしが 21 2 階 

（公財）滋賀県産業支援プ

ラザ内 

077-511-1425 https://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/  

京都府よろず

支援拠点 

京都市下京区中堂寺南町

134 京都府産業支援セン

ター1 階  

(公財)京都産業 21 内 

075-315-8660 https://kyoto-yorozu.jp/  

大阪府よろず

支援拠点 

大阪市中央区本町 1-4-5 

大阪産業創造館 2 階 

06-4708-7045 https://www.yorozu-osaka.jp/  

兵庫県よろず

支援拠点 

神戸市中央区東川崎町 1

丁目 8 番 4 号 神戸市産

業振興センター1 階 

078-977-9085 https://web.hyogo-

iic.ne.jp/keiei/yorozu 

奈良県よろず

支援拠点 

奈良県奈良市柏木町 129-

1 奈良県産業振興総合セ

ンター3 階 

(公財)奈良県地域産業振

興センター内 

0742-81-3840 https://www.nara-

sangyoshinko.or.jp/n-yorozu/ 

和歌山県よろ

ず支援拠点 

和歌山市本町二丁目１番

地 フォルテワジマ６階 

073-433-3100 http://yorozu.yarukiouendan.or.jp/  

 

〇 サイバー攻撃対策支援サービスに関する窓口 

窓口名 所在地 問い合わせ先 ホームページ 

大阪商工会議所 

経営情報センター 

大阪市中央区本町

橋 2-8 

050-7105-6004 https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/  

令和３年１月２０日時点 

https://bizsupportfukui291.info/
https://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/
https://kyoto-yorozu.jp/
https://www.yorozu-osaka.jp/
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/n-yorozu/
https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/n-yorozu/
http://yorozu.yarukiouendan.or.jp/
https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/


〇 一般的な情報セキュリティ（主にウイルスや不正アクセス）に関する技術的な相談

窓口 

窓口名 問い合わせ先 ホームページ 

独立行政法人情報処理推進機

構（IPA）セキュリティセンター 

03-5978-7509 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/  

 

〇 サイバー犯罪に関する関西圏２府５県の警察窓口 

窓口名 問い合わせ先 ホームページ 

警察庁 インターネット安全・安心相談  https://www.npa.go.jp/cybersafety/  

警察庁 サイバー犯罪対策プロジェクト  https://www.npa.go.jp/cyber/ 

福井県警察本部 サイバー犯罪対策室 0776-22-2880（代表） https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/sean

bu/seikan/cyber/soudan.html  

滋賀県警察本部 サイバー犯罪対策課 077-522-1231（代表） https://www.pref.shiga.lg.jp/police/seika

tu/304409/304415/104575.html 

京都府警察本部 サイバー犯罪対策課 

ネットセキュリティ・サポートセンター 

075-451-9111（代表） http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/se

iki_h/cyber/cyber06.html  

大阪府警察本部 サイバー犯罪対策課 06-6943-1234（代表） https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seika

tsu/saiba/cyber_soudan/6962.html  

兵庫県警察 サイバーセキュリティ・捜査

高度化センター 

078-341-7441（代表） https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/soda

n/sodan/index.htm 

奈良県警察本部 サイバー犯罪対策課 0742-23-0110（代表） https://www.police.pref.nara.jp/category

/1-39-4-0-0.html 

和歌山県警察本部 サイバー犯罪対策

課 

073-423-0110（代表） https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/  

 

〇 関西圏の地域セキュリティコミュニティ 

窓口名 ホームページ 

総関西サイバーセキュリティ LT大会（総サイ LT） https://sec-kansai.connpass.com/  

OWASP Kansai（オワスプカンサイ） https://owasp.org/www-chapter-kansai/ 

tktk セキュリティ勉強会 https://tktksec.connpass.com/ 

 

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
https://www.npa.go.jp/cybersafety/
https://www.npa.go.jp/cyber/
https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/seanbu/seikan/cyber/soudan.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/seanbu/seikan/cyber/soudan.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/304409/304415/104575.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/police/seikatu/304409/304415/104575.html
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/cyber06.html
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/cyber06.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_soudan/6962.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_soudan/6962.html
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/sodan/sodan/index.htm
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/sodan/sodan/index.htm
https://www.police.pref.nara.jp/category/1-39-4-0-0.html
https://www.police.pref.nara.jp/category/1-39-4-0-0.html
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/
https://sec-kansai.connpass.com/
https://owasp.org/www-chapter-kansai/
https://tktksec.connpass.com/

