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ご 挨 拶 

 
（１）支部設立１０周年を迎えて 
                           支部長  横倉 正教 
 
 ＳＡＡＪ東北支部は平成１６年６月２８日に設立され、今年で１０周年を迎える 
ことができました。 
 これも、会員や関係者のご支援のおかげであり、感謝申し上げます。 
 今後とも、東北支部へのご協力をお願い申し上げます。 
 
 これまでを振り返って見ると、ＩＣＴ環境が大きく変化してきていると感じられ 
ます。特に、ハードウェアの性能向上に伴い、通信・ネットワークの発展が著しく 
なってきています。スマートフォンやタブレットといった携帯端末も普及してきて 
います。そして、システムも、汎用＆端末からサーバ＆クライアントへ、情報通信 
回線も専用線からＷＷＷへ、さらに自社独自システム（オーダーメイドシステム） 
からクラウド・ＳａａＳ等へと大きく変化してきています。 
 また、ネットワークは、既に、重要なライフラインの１つとして認識されてきて 
います。そのネットワークを支えるものが情報通信システムです。情報通信システ 
ムがいつでも使えることが当たり前の世の中になってきています。 
 このような環境変化の中で、システムをより安心して使うためには、システムが 
目的に合わせて、効率良く、きちんと構築され、いつでも、正確に、きちんと運用 
されていることが必要であり、これらをチェックするのが「システム監査」だと思 
います。 
 これからは、特に人々の生命や財産に関係するシステムを構築する際や、運用・ 
保守する場合には、医療・建築・食品衛生等と同じように規則やルールが必要とな 
るのではないでしょうか。そこには、「システム監査人」が登場してくるものと思 
います。 
 私たち「システム監査人」は、監査人としての自己のレベル向上・スキルアップ 
とシステム監査の普及に努め、誰でも安心してシステムを利用できるように、住み 
よい社会作りに貢献できるようにしたいものです。 
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（２）支部設立１０周年を迎えて 
                    初代支部長  鈴木 実（支部顧問） 
 
○支部設立の背景 東北支部は、日本システム監査人協会（ＳＡＡＪ）の東北地方会

員に、月例会情報回付、会員相互間の情報交換等によりシステム監査に関する知

識・能力向上を図るために 2003 年 6 月に発足しました。既に、全国に 5 支部（中

部、近畿、中四国、九州支部、北海道支部）が設立され活発な活動を行っていまし

た。2002 年 6 月の「公認システム監査人認定制度」の発足とともに、東北６県の

会員が支部設立要件の 10 名を越えました。そこで、副会長兼事例研座長であった

私と東北地方の高橋典子氏はじめ有志の方とともに、東北支部設立委員会を発足、

会員 17 名で東北支部を設立いたしました。 
○活動の状況 支部設立以来、本部の設立目的に沿って具体的には以下の様な活動計

画を策定して、運営してきました。 
 （１）システム監査の普及と啓蒙活動  
   ①総会及び２ヶ月毎の例会開催にてシステム監査の普及と啓蒙活動の 

計画と実行 
   ②地方 IT 関連機関とのタイアップによるシステム監査普及活動の実施 
    ・2004 年から ITC みやぎと合同ワークショップの開催、その後アナリス 
     ト協会(現 JISTA)とも連携 
 （２）システム監査能力向上のための諸活動 
   ①本部のシステム監査セミナーの支部開催 
     ・システム監査実践セミナー開催（仙台市 2003 年 11 月、2006 年７月） 
   ②本部のシステム監査普及サービスへの参加（2005 年 7 月～12 月実施） 
     ・2005 年福島県内の自治体のシステム監査への参加 
      （支部長（自治体との窓口）及び監査メンバー3 名監査人として参加 
   ③総会・例会時の講演・勉強会開催 
    ・本部月例会の講演資料のビデオ視聴、月例会講演資料による勉強会 
    ・支部例会における会員提案の研究テーマの講義と意見交換 
    ・北海道支部との合同研究会(2007 年) 
    ・支部総会における九州支部、北海道支部、北信越支部会員による講演 
 （３）会員増強のための関係団体との連携 
    ・ITC みやぎ、アナリスト協会（現 JISTA）等 
 
                             （次頁へ続く） 
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（前頁からの続き） 
  
 以上、設立から５年間の支部の活動について振り返ってみました。上記のような活動

を続けてきましたが、2008 年以降のリーマンショックによる景気下降により、シス

テム監査の普及も失速の感が否めません。また、内部統制の IT 統制対応に伴うシス

テム監査の普及を期待しましたが、残念ながら期待とおりのシステム監査の普及には

至っていません。 
 しかしながら、企業統治の面から、企業リスク、特に情報システムに係わるリスクは、

情報化社会の発展と共に、ますます拡大しており、その評価（監査）のニーズは増大

こそすれ縮小することはありえません。最近、アベノミックスによる景気回復が期待

されています。新技術による情報化の発展とともに、企業リスクを重視したシステム

監査のニーズが高まることが期待できます。東北支部としても、企業・自治体のシス

テム監査のニーズに応えられるように、更なるシステム監査能力の向上を図っていき

たいと思います。 
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（３）支部設立１０周年を迎えて 
                        二代目支部長  高橋 典子 
 
 昨年、北信越支部が 10周年という話をお聞きし、同じ日に誕生した東北支部も 10

年になったという事に気づきました。 

 思い起こせば、SAAJ との出会いは、会社で ISO9001 を推進する部署に異動になり、

監査を勉強するため、2002 年 11 月に幕張 OVTA にてシステム監査実践セミナーに参

加したことが始まりです。 

セミナー初日の懇親会で東北に支部が無いというお話を聞き、「東北に支部を設立す

るならお手伝いします」とお酒の勢いもあって軽いのりで皆さんにお話しました。 

しばらくして、鈴木実さん（当時副会長）から突然会社に電話がかかってきました。

「東北支部を設立するからぜひ手伝ってほしい」という内容で、支部役員として理事

の就任も打診され、非常に驚いた事を昨日の事の様に思い出します。 

2003 年 2月に理事に就任させて頂き、2003 年 6 月 28 日に東北支部を設立し、鈴木実

支部長のもと、副支部長兼会計として事務局を担当いたしました。 

東北支部は東北 6 県をテリトリとし、青森 1名、岩手 1名、宮城 7名、山形 4名、福

島 4 名の計 17 名でスタートしました。仙台（宮城）を中心とした福島、山形の東北

南３県を主体とし、IT コーディネータ宮城会やシステムアナリスト協会（現日本 IT

ストラテジスト協会）東北支部と連携したワークショップを毎年開催する等の活動の

成果もあり、会員数も 30名を超えました。 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災で東北支部の活動自体が出来なくなりましたが、

支部の皆さんのおかげで活動も再開し、現在に至ります。 

 私事ですが 2012 年 4 月の会社合併に伴い東京に転勤になり、東北での活動が難し

くなったため、2012 年 12 月で東北支部長を退かせて頂きました。東北支部の副支部

長、支部長として、皆さんに支えられながら９年半の間、無事に活動ができたことは

本当に幸せでした。 

数年後にはまた仙台に戻りますので、その際にはまた東北支部に参加させて下さい。 

東北支部の皆様を始め、協会本部や他の支部の方々にご支援ご指導を賜り、感謝の言

葉につきます。皆さん、本当にありがとうございました。この場を借りてお礼をさせ

て頂きます。 

今後の東北支部の更なる発展を祈念し、結びの言葉とさせて頂きます。 

                                2014/02/14 
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１０周年に寄せて 

 
（１）東北支部創設１０周年記念誌発行に寄せて 
 

特定非営利活動法人日本システム監査人協会 
前会長 沼野伸生 

 
東北支部横倉支部長はじめメンバーの皆様、東北支部創設１０周年、おめでとう

ございます。支部創設１０周年に当たり、日頃の東北支部の充実した活動に改めて

敬意を表したいと思います。 
 

さて、情報社会の進展によって、今日の仕事は情報システム無しではあり得ませ

ん。一方、世の中ではその仕事を対象にいろいろな監査が実施されています。例え

ば会計監査、業務監査、個人情報保護監査、環境監査・・・・・・。これらの監査

は監査対象や監査人の見る視点は異なりますが、情報システムの基盤の上で行われ

ている仕事（業務・ビジネス）の在りようをその対象とするもので、どの監査にお

いてもその監査対象を支える情報システにも目を向けなければならないことは明ら

かです。つまりシステム監査の、監査の中での役割（重要性）は今後も益々高まっ

ていくということです。 

東北は東日本大震災の影響がまだまだ残っている状況ではありますが、システム

監査の社会一般への普及を担うという我々の大きな使命を心に留めて、次の１０年

に向け引続き活発な支部活動を展開されることを心から祈念しています。 
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（２）東北支部設立１０周年記念「特別講演会」の開催おめでとうございます。 

 

特定非営利活動法人日本システム監査人協会 

事務局 斎藤由紀子 

 

日本システム監査人協会において、事務局を担当しております、斎藤由紀子と申

します。昨年の東北支部６月度定例会では、2日間参加させていただきました。東日

本大震災直後において、確かな情報が得るまでに 1 カ月かかったなどの状況をお聞

きして、つくづく支援の難しさを感じたことが、今も胸に深く刻まれています。 

今年度は横倉支部長からの要請で、東北支部のメーリングリストの活用が開始さ

れ、今秋から、東北支部主催セミナー開催案内をホームページで公開することがで

きるようになりました。ようやくプラットフォームに立ったところですので、今後

は小中規模のセミナーや研究会などにも、どんどん活用していただきたいと思いま

す。 

2014 年は「認定 NPO 法人」認定を目指し、本部の活動も活発になる予定です。東

北支部をはじめ、全国組織の協会ということで、地理的規模と、交通の時間的距離

という課題をどう乗り越えていくか、どうしたら、リアルでホットな意見交換がで

きて、会員のライフサイクルの充実にどう寄与していけるかを、会員の皆さんとと

もに考えて行きたいと思っています。 

本部へのご意見・ご相談は、下記のお問い合わせ画面からいつでも承っています。 

 （ http://www.saaj.or.jp/toiawase/index.html ） 
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活 動 記 録 と 思 い 出 

（平成１５年～平成２５年） 

 

               2003～2013  
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 ２００３年６月２８日、未設立であった東北地方の協会活動拠点として東北支部を設立した。 
 
１．東北支部設立記念講演会＆設立総会  6 月 28 日(土) 
                    於：富士通東北システムエンジニアリング(株) 
  ・午前は ITC の講演会、午後は SAAJ 総会記念講演会として ITC みやぎと共催形式で実施した。 
  【講演会】 
   講演１ 「ＩＴＣプロセスガイドラインとＣＭＭ」 

        （西城技術士事務所代表、ＩＴコーディネータ、ＩＳＭＳ主任審査員 西城秀雄氏） 

   講演２ 「情報システム監査・情報セキュリティ監査に対する日本システム監査人協会の取組み」 

       （特定非営利活動法人日本システム監査人協会副会長 小野修一氏) 

   講演３ 「ＩＳＭＳ ｖｅｒ．２について」 

        （特定非営利活動法人日本システム監査人協会副会長 鈴木実氏) 

   講演４ 「最近のシステム監査をめぐる問題について」 

        （特定非営利活動法人日本システム監査人協会副会長 橘和尚道氏） 

  【設立総会】  （支部員：９名、オブザーバ：２名：橘和副会長、小野副会長） 
         （役員： 支部長 鈴木実、副支部長 高橋典子、佐藤賢一、監事 田口三郎 
              研究会担当 西川正樹、広報担当 斉藤登志勝） 
２．定例研究会 
  【第１回月例会】  8 月 13 日(土) 於：富士通東北システムエンジニアリング(株) 
    テーマ：月例会ビデオ鑑賞と意見交換、今後の月例会運営について 
  【第２回月例会】  11 月 8 日(土) 於：富士通東北システムエンジニアリング(株) 
    テーマ：みやぎ情報セキュリティマネジメントビジネス研究会参加について 
         ＞特別会員での参加ということで進めてきたが、参加せずと決定。 
        月例会におけるビデオ学習について 
          ＞ビデオは自宅学習することとし、月例会では意見交換に決定。 
        情報セキュリティ総合戦略についての意見交換 
３．システム監査実践セミナー  11 月 23 日(土)～11 月 24(日)  
                於：ユアテック人材開発センター（仙台市） 
  ・講師：システム監査事例研究会より講師３名（鈴木東北支部長を含む） 
      事務局として佐藤・高橋副支部長が担当 
４．システム監査人面接  11 月 1 日(土) 於：電力ビル（仙台市） 
  ・鈴木東北支部長が対応 
５．情報交換 
  ・メーリングリストによる支部会員の連絡および情報交換を実施している。 
６．支部会員増強 
  ・設立総会時会員１７名から会員ゼロの空白地帯であった秋田県から１名、その他の県から 
   合計 9 名の加入を得た。（支部員２６名） 

平成１５年事業                    2003 
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日本システム監査人協会東北支部設立趣意 

 
 非営利活動法人日本システム監査人協会は、協会の目的を推進するために、関東地区は 
協会本部の研究会を中心に、地方では、中部、近畿、中国、九州、北海道の各支部が活動 
している。 
 残念ながら東北地方の場合は、これまで会員不足で、支部としての活動体制がとれない 
状況であり、地方が主体となる協会活動が不可能であった。 
 しかし、平成１４年度の公認システム監査人およびシステム監査人補の認定制度の発足 
により、会員が増加し、支部設立の要件である会員数１０名を超えるにいたった。 
 これを機に、東北支部を設立し、本部の研究会などに参加が厳しい東北地方会員に、月 
例会などの情報回付、会員相互間の情報交換などにより、システム監査に関する知識・能 
力の向上を図ることとする。       
 また、政府のｅ－Ｊａｐａｎ構想による住基ネットなどの地方自治体への展開に必要と 
なる「システム監査」についての自治体への啓蒙・普及活動もあわせて、東北支部設立の 
目的とする。 
     以上の活動目的を実施するために東北支部を設立する。 
 

 

 設立総会 『第１号議案 設立趣旨』 
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１．平成１６年度東北支部総会  6 月 12 日(土) 
                於：㈱富士通東北システムエンジニアリング会議室 
 
  【議題】第１号議案 １６年度規約改正 ※次回の総会を１月に開催 
      第２号議案 Ⅰ 平成１５年度活動報告 
            Ⅱ 平成１６年度ＳＡＡＪ東北支部活動計画（案） 
      第３号議案 Ⅰ 平成１５年度収支報告 
            Ⅱ 平成１６年度収支計画（案） 
      第４号議案 平成１６年度役員候補（案） 
           （支部長 鈴木 実（留任）、副支部長 高橋典子（留任）、佐藤賢一（留任）、 
            研究会 高橋壮太（新任）、小野寺司（新任）、広報 佐藤直美（新任）、 
            監事 田口三郎（留任）） 
 
２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北支部ワークショップ  6 月 11 日(金)～12 日(土)  
  【１日目】 於：アエル２８階 エル・ソーラ仙台 大研修室 
    ・講演１ 「ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）の動向について」 
          （有限会社エムアイエヌ取締役社長 片倉美三氏） 
    ・講演２ 「宮城県ＩＴ戦略推進計画Ⅱについて」 
          （宮城県企画部情報政策課長 岡部敦氏） 
    ・講演３ 「仙台市行政情報セキュリティポリシーについて」 
          （仙台市企画局情報政策部情報企画課長 森谷厚氏） 
    ・講演４ 「建設業界におけるＩＴ化事例」 
          （オリエンタル建設株式会社 情報システム室長 須田勤氏） 
    ・講演５ 「戦略経営ネットワーク協同組合（北海道）の活動状況」 
          （戦略経営ネットワーク協同組合理事 渡部洋子氏） 
  【２日目】 於：(株)富士通東北システムエンジニアリング 会議室 
    ・講演６ 「ＲＦＰ入門」 
          （日本システム監査人協会理事 兼 北海道支部長 
            クロススペース 渡部洋子氏） 
    ・講演７ 「個人情報の保護と組織の役割」 
          （日本システム監査人協会 北信越支部 梶川明美氏） 
    ・講演８ 「チームメンバを動機付ける実践的アプローチ」 
          （日本システム監査人協会 原田奈美氏） 
    ・講演９ 「ＥＡについて」 
          （日本システム監査人協会副会長 兼 東北支部長 鈴木実氏） 
    ・講演 10 「新システム監査基準とシステム監査人推薦制度について」 
          （日本システム監査人協会副会長 橘和尚道氏） 

平成１６年事業                    2004 
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３．定例研究会 
  【平成１６年７月例会】  7 月 10 日(土) 於：山形テルサ(山形駅西口) 特別会議室 
    ・議事：１．鈴木支部長 挨拶 
        ２．システム監査推薦制度についての意見交換 
        ３．今後における研究会のスタイル及びテーマについて 
        ４．みやぎ情報セキュリティマネジメントビジネス研究会の活動状況紹介 
        ５．ビデオ学習の感想報告 
  【平成１６年９月例会】  9 月 11 日(土) 於：株式会社富士通東北システムズ 第一会議室 
    ・議事：１．鈴木支部長 挨拶・理事会報告 
        ２．次回総会の開催方法について  
        ３．研究会の進め方について 
        ４．意見交換 
  【平成１６年１１月例会】  10 月 30０日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 第一会議室 
    ・議事：１．研究会発表：小野寺司氏（東北会員）による「個人情報保護法の概要」 
        ２．鈴木支部長 挨拶・理事会報告 
        ３．会報の支部紹介について  
        ４．ホームページについて  
        ５．総会の開催について 
        ６．意見交換 
４．公認システム監査人面接試験  6 月 12 日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 第一会議室  
  ・支部として鈴木東北支部長が対応 
５．情報交換 
  ・メーリングリストによる支部会員の連絡および情報交換を実施している。 
６．広報宣伝活動 
  ・10 月 26 日、仙台市「夢メッセ」で開催された「中小企業ＩＴ化推進フェア２００４＆ 
   ｅ－ＭＩＹＡＧＩ」フェアにて、ＳＡＡＪの広報宣伝活動を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ＳＡＡＪ入会の思い出」                 No.1347 横倉 正教 

  私は、電子部品製造会社を退社後、ＩＴコーディネータの資格を取得し、コンサルタント

として活動を始めた頃、コンサルティングに役立たせることができるのではないかというこ

とで、システム監査人のための講習を受講して認定を受けました。 

  講習では、依然から知り合いであった故清水順夫氏が講師であったこともあり、楽しく受

講することができました。清水さんには、JSDG や JSAG(現 JISTA)の集まりで、良きアドバイ

スを受けました。清水さんは 2011 年 1 月 13 日にお亡くなりになりましたが、東北支部のイ

ベントにも来ていただいたり、いつもパワフルで、会うたびにパワーを分けてもらっていた

と思います。 

  SAAJ に限らず、このような団体で活動できることは、 

自分自身の向上を図ることもでき、今後も続けて行きたい 

と思っています。           （写真は、故清水順夫氏） 
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１．平成１７年度東北支部総会  1 月 22 日 於：(株)ＩＴ経営コンサルティング 仙台事務所 
                （出席９名、委任状１６名：会員  名） 
  【講演】田口三郎氏（東北会員）による 
      「福島におけるセキュリティ・個人情報保護法への取り組み」 
  【議題】報告事項１ 平成１６年度活動内容 
      報告事項２ 平成１６年度収支報告 
      第１号議案 平成１７年度活動計画 
      第２号議案 平成１７年度予算計画 
      第３号議案 平成１７年度役員選任 
            （支部長：鈴木 実（留任）、 
             副支部長：高橋典子（留任）、佐藤賢一（留任）、 
             研究会：高橋壮太（留任）、小野寺司（留任）、 
             広報：佐藤直美（留任）、監事：田口三郎（留任）） 
２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北支部ワークショップ  8 月 26 日(金)～27 日(土) 
  ・昨年に引き続き、ＩＴＣみやぎ（ＩＴコーディネータみやぎ会）と共催、ＩＴコーディネータ 
   協会後援による「ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北支部ワークショップ」を開催いたしました。 
   １日目はＩＴＣみやぎが、２日目はＳＡＡＪ東北支部が担当いたしました。 
  【１日目】 於：仙台市青葉区中央市民センター 第一会議室 
    ・講演１ 「東北ＩＴ経営応援隊の活動状況について」 
          （東北経済産業局情報製造産業課係長 中山陽輔氏） 
    ・講演２ 「顧問ＩＴＣ制度について」 
          （日本ＩＴイノベーション協会事務局長 吉田徹氏） 
    ・講演３ 「ハーマンモデルの活用事例について」 
          （(株)ハーマン･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役会長 半沢道夫氏） 
    ・講演４ 「事例紹介」 
          （ＩＴＣ福島 佐藤直美氏、ＦＤＫ(株) 須藤浩次氏） 
    ・講演５ 「ＩＴコーディネータに期待すること」 
          （東北大学大学院教授 会計大学院長  安田一彦氏） 
  【２日目】 於：仙台市情報・産業プラザ 研修室 
    ・講演６ 「ネットワーク監視・診断ソフトウェアＳＰｉＤＥＲの紹介」 
          （(有)社風土紀代表取締役 北村卓哉氏） 
    ・講演７ 「オフショア開発について」 
          （日本システム監査人協会 中部支部 原善一郎氏） 
    ・講演８ 「情報セキュリティの動向について」 
          （クオリティ(株)営業本部 三井智博氏） 
    ・講演９ 「システム監査の事例～監査ポイントと効果～」 
          （日本システム監査人協会副会長 兼 東北支部長 鈴木実氏） 

平成１７年事業                    2005 
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３．定例研究会 
  【平成１７年３月例会】  3 月 5 日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 第一会議室 
    ・議事：１．鈴木支部長 挨拶・総会報告 
        ２．研究会発表 
          高橋壮太氏（東北会員）による「討論材料としての最近のシステム開発事例紹介」 
  【平成１７年５月例会】  5 月 14 日(土) 於：コラッセ福島 企画展示室Ａ 
    ・議事：１．研究会発表 
          小野寺司氏（東北会員）による「情報漏洩対策ソフトウェアの機能と事例の紹介」 
        ２．鈴木支部長 挨拶・理事会報告 
        ３．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北支部ワークショップ２００５の日程及び内容に 
          ついての検討 
  【平成１７年９月例会】  9 月 3 日(土) 於：山形テルサ（山形駅西口）特別会議室 
    ・議事：１．研究会発表 
          市川新悦氏（東北会員）による「レガシーマイグレーションの取組み」 
        ２．東北支部上期会計報告  
        ３．個人情報保護についての意見交換 
  【平成１７年１１月例会】  11 月 12 日(土) 於：仙台市中央市民センター第一セミナー室（Ａ） 
    ・議事：１．鈴木支部長 挨拶・理事会報告 
        ２．研究会発表 
          佐藤賢一氏（東北会員）による「ＮＰＯ法人みやぎ情報セキュリティ推進機構 
          （ＭＩＳＥＣ）の活動状況について」 
        ３．福島市におけるシステム監査普及サービスについての状況報告 
        ４．会報の支部紹介について 
        ５．公認システム監査人・システム監査人補の更新手続きについて  
        ６．総会の開催について 
４．福島市でのシステム監査普及サービスの実施 
  ・事例研究会にて実施の「システム監査普及サービス」の対象企業体が東北支部地域であったため、 
   事例研担当理事にお願いし、支部員３名が監査グループメンバーに参加させて頂いた。田口氏、 
   西川氏がメンバー、高橋（壮）氏は後方支援メンバーとして参加した。監査報酬が無償で且つ 
   ハードな作業であったが、メール交換による作業が多かったが、事例研メンバーとのコミュニ 
   ケーションがスムース取ることができ、参加者の経験もさることながら、支部としても評価して 
   いただけた。尚、支部員の東京打合せは２回で、交通費は事例研にて対応いただいた。 
   今回のシステム監査の作業は以下のとおりで、支部員が参加した会合はアンダーライン付きの 
   作業である。尚、支部長は、依頼側との仲介としてオブザーバ参加した。 
   
  ・7 月 2 日(土)  意向確認 
           調査作業の依頼目的･概要･スケジュール等確認、契約内容協議 他 
  ・7 月 7 日(木)  監査チーム結成 
          計画立案会議（監査チーム結成、監査計画、役割分担決定） 
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  ・7 月 25 日(月)  予備調査（第１回） 
           業務システムの見学･稼動状況･設置状況･ヒアリング･資料閲覧、等 
  ・7 月 31 日(日)  予備調査結果検討 
  ・8 月 8 日(月)  予備調査（第２回） 
           業務システムの見学･稼動状況･設置状況･ヒアリング･資料閲覧、等 
  ・8 月 26 日(金)  本調査（第１回） 
           委託先センターの見学･稼動状況･設置状況･ヒアリング･資料閲覧、等 
  ・9 月 19 日(木)  本調査（第２回） 
           委託先センターへの補充調査依頼、本調査表の回収、等 
  ・10 月 1 日(日)  資料検討 
           全調査結果の検討 
  ・10 月 7 日(金)  中間報告 
           調査結果の中間報告 
  ・11 月 11 日(金)  補充調査 
            情報管理課へのヒアリングと書類閲覧による補充調査 
  ・11 月 20 日(日)  報告書作成の検討 
  ・11 月 26 日(土)  事実確認結果検討、報告書作成検討 
  ・12 月 5 日(月)  監査報告会 
           調査結果の全体報告 
５．情報交換 
  ・２月毎の各県でおこなっている月例会後には懇親会を実施、各県の状況および会員間での 
   情報交換を行った。 
  ・また、メーリングリストによる本部情報、支部会員間の連絡および情報交換を実施した。 
６．広報宣伝活動 
  ・東北各地のＩＴＣ団体、IT 応援隊組織、みやぎ情報セキュリティマネジメントビジネス研究会 
   などに対して、システム監査の普及および支部活動の宣伝を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「支部活動で得たもの」                 No.1471 舘田 あゆみ 

  東北支部設立 10 周年ということで、自分自身はいつから活動に参加していたのだろうと過去の

ML を遡ってみました。すると 2005 年 3 月 20 日付の自身のメールを見つけました。 

  「高橋典子さんにお誘いいただき、いきなり 3 月の定例会の懇親会だけ参加し、この度入会させて

いただきました。システム監査の資格は持っていますが、監査業務経験はゼロなので、これから勉

強していきたいと思います。これから、どうぞよろしくお願いします。」 

  それ以来、ずっと初々しい新参メンバーのつもりでいたのですが、10 周年のうち 8 年以上在籍して

いたとは、我ながらびっくり。すっかり古参でした。個人的には合宿や懇親会などイベントの盛り上

げ役が中心で、“システム監査”のイメージから遠いところをフラフラしていましたが、鈴木さんや田

口さんの豊富な経験談は非常に勉強になりますし、支部メンバーとのつながりや一体感は、貴重

な財産となっています。 
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１．平成１８年度東北支部総会  1 月 21 日(土) 

                於：仙台市情報・産業プラザ 特別会議室 (アエル) 

                （出席１４名、委任状  名：会員  名） 

  【議題】報告事項１ 平成１７年度事業活動 

      報告事項２ 平成１７年度収支報告 

      第１号議案 平成１８年度活動計画 （実践セミナーの誘致、会員の増強について） 

      第２号議案 平成１８年度予算計画 

      第３号議案 平成１８年度役員選任 

            （支部長：鈴木実、副支部長：高橋典子，佐藤賢一、 

             研究会：小野寺司，舘田あゆみ，高橋壮太、 

             広報：佐藤直美、 監事：田口三郎） 

  【講演】 「東北ＩＴクラスタ・イニシアティブ（ＴＩＣ）の概要について」 

        （                       ） 

 

２．システム監査実践セミナーin 仙台  

      7 月 8日(土)～9日(日) 

      於：(株)ユアテック人材開発センター 

      （宮城県黒川郡富谷町成田九丁目３番地５） 

  ・受講者：８名（２グループ） 

 

 

 

 

３．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北支部ワークショップ２００６  

                      9 月 1日(金) 於：エル・ソーラ仙台「大研修室」 

  【１日目】  

    ・講演１ 「東北産業クラスターとＩＴ経営について」 

          （東北経済産業局情報・製造産業課殿） 

    ・講演２ 「今求められるＩＴコーディネータのコーチングスキル」 
          （(有)アライブワン代表取締役 後藤美香氏） 
    ・講演３ 「岩手県ＣＩＯ補佐官を終えて」 
          （(株)日立東日本ソリューションズ公共ソリューション本部 
           チーフコンサルタント 佐藤義人氏） 
    ・講演４ 「企業変革における情報の役割について」 
          （東北大学大学院経済学研究科（会計大学院）教授 経営学士 伊東俊彦氏） 
    ・講演５ 「経営目標を中心とした「目標中心型開発スタイル」の提言」 
          （(株)富士通東北システムズ 大沼哲也氏） 

平成１８年事業                    2006 



ＳＡＡＪ東北の活動記録 
 

   16 
 

  【２日目】  
    ・講演６ 「韓国 e ガバメントとＩＴ市場およびセキュリティの動向」 
          （トライポッドワークス(株)常務取締役 菊地務氏） 
    ・講演７ 「ＩＳＯ20000 認証取得経験から見たＩＴサービスマネジメント構築のポイント」 
          （日本ユニシス(株)ビジネス企画室アウトソーシング推進センター 
           シニアコンサルタント 津村正彦氏） 
    ・講演８ 「米国ＳＯＸ法対応の内部統制構築事例とシステム監査」 
          （三井物産(株)鉄鋼製品業務部次長 吉田裕孝氏） 
    ・講演９ 「情報セキュリティ政策について」 
          （経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室企画係長 成田裕幸氏） 
４．月例会 

  【Ｈ１８年３月例会】  3 月 11 日(土) 於：コラッセ福島 ３階３０１会議室  

    ・議事 １．総会報告 「第５期 総会資料」 

    ・講演 １．「内部統制におけるシステム監査」 （支部長 鈴木実氏） 

  【Ｈ１８年５月例会】  5 月 13 日(土) 於：ＮＥＣソフトウェア東北 ４Ｆ４０３会議室  

    ・議事：１．支部長挨拶と報告（鈴木支部長） 

          (1) ７月の実践セミナー 

          (2) 5/26 東北 IT 産業推進機構で支部長が SOX 法セミナーを実施予定。 

          (3) ＳＯＸ法について。（事例研の状況報告など） 

        ２．連絡、報告事項 

        ３．今後の勉強会（「情報システム監査実践マニュアル」）の進め方について 

  【Ｈ１８年７月例会】  7 月 22 日(土) 於：ＮＥＣソフトウェア東北 ４Ｆ４０３会議室 

    ・議事 １．情報交換 

          (1) 公認システム監査人の継続教育に関して 

          (2) Ｊ－ＳＯＸ法のセミナーの実施に関して 

        ２．月例会での勉強会について 

          (1) 目的：システム監査のスキルの底上げ 

          (2) 実施方法と作業分担決定 

  【Ｈ１８年１０月例会】  10 月 21 日(土) 於：山形テルサ 研修室 A 

    ・議題 １．９月の合同セミナー報告 （佐藤賢一さん） 

    ・勉強会 『情報システム監査実践マニュアル－第２版－』勉強会 （○：報告者） 

          ① １－１ 変革する情報社会（○櫻谷，木立） 

          ② １－２ 情報システム監査の重要性と概要（田口，佐藤（直），○田中） 

  【Ｈ１８年１２月例会】  12 月 2 日(土) 於：仙台中央市民センター ミーティング室 

    ・勉強会 『情報システム監査実践マニュアル－第２版－』勉強会 

          ① 第 3章 システム監査と他監査との関係（女性チーム：高橋、舘田） 

          ② 第 4章 システム監査と関連する諸施策 

                         （三陸チーム：佐藤賢、熊谷、小野寺） 
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    ・議題 １．連絡、報告（高橋副支部長） 

        ２．ＳＡＡＪ設立２０周年記念について 

 

５．公認システム監査人面接ｉｎ仙台  11 月 18 日(土) 於：仙台市情報・産業プラザ 

  ・鈴木支部長が面接員として、佐藤副支部長が会場担当としてサポートした。 

 

６．情報交換 

  ・隔月毎に開催している月例会（東北南部三県幹事持ち回り）後には懇親会を実施して、各県の 

   状況および会員間での情報交換を行った。また、メーリングリストによる本部情報、支部会員 

   間の連絡および情報交換を実施した。 

 

７．広報宣伝活動 

  ・東北各地のＩＴＣ団体、IT応援隊組織、みやぎ情報セキュリティマネジメントビジネス研究会 

   などに対して、システム監査の普及および支部活動の宣伝を行った。また、法人部会の依頼を 

   受け、情報セキュリティセミナー講師派遣のパンフレットを東北６県の市及び仙台特別区宛に 

   送付し、協会の宣伝を行った。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「システム監査人協会東北支部設立で思うこと」      No.1241 田口 三郎 

  私は設立時から東北支部の末席に参加させて頂きました。 

  設立当時はまだユーザー企業に勤務しておりましたが、そこでの情報処理関係の情報交換は、

所属企業の同じ業態間又はシステムにかかわるメーカーの集まりが大部分で、狭い範囲のもの

でした。  一方システム監査人協会東北支部ではさまざまな業態、メーカー系の方との情報交

換と交流が出来、大変新鮮で有意義なものでした。  この間システム監査（システム監査的）に

２回参加出来ました。これは当時の鈴木支部長のご尽力が大きいのですが、システム監査につ

いての関心が幾分か出てきたものと思います。 

  システム監査の普及はなかなか大変と思いますが、法的な裏付けがない仕組みが世の中に定

着するには、紆余曲折を経て長い時間がかかると思います。あせらずに着実に活動を進めてい

きましょう。 

  情報システムは現実に社会の重要なインフラとなっていますので、システムの正常な運用には

何らかの担保が必要なことは明白ですので、システム監査の重要性はかならず認識されると思

います。 
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１．平成１９年度東北支部総会  1 月 27 日(土) 

                於：仙台市情報・産業プラザ 特別会議室 (アエル) 

                （出席１６名、委任状１４名：会員３７名） 

  【議題】 報告事項１ 平成１８年度事業活動 

       報告事項２ 平成１８年度収支報告 

       第１号議案 平成１９年度活動計画 

             （２０周年記念事業は、本部の方向性を確認後に対応することとした。） 

       第２号議案 平成１９年度予算計画 

             （２０周年記念事業の会計は、本部の予算に従い、予算が配布された 

              場合は、別会計で処理することとした。） 

       第３号議案 平成１９年度役員選任 

             （支部長：鈴木実、副支部長：高橋典子，佐藤賢一 

              研究会：小野寺司，舘田あゆみ，高橋壮太 

              広報：田口三郎（新任）、会計：高橋典子（会計補助担当 櫻谷昭慶） 

              監事：成田由加里（新任）） 

 

２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＳＡＧ東北ワークショップ２００７  8 月 24 日(金)～25 日(土) 

  【１日目】 於：宮城県民会館 ６階 ６０２会議室 

    ・講演１ 「東北地域におけるＩＴ経営の推進について」 

          （東北経済産業局情報・製造産業課 東北ＩＴ経営応援隊事務局） 

    ・講演２ 「ＭＩＳＥＣのＰマーク審査機関設定 

           東北地域のＩＴベンダーと専門家への期待」 

          （ＮＥＣソフトウェア東北(株)顧問(前社長) 岡田勝利氏） 

    ・講演３ 「プロアクティブ・リスクマネジメント」 

          （(株)日立東日本ソリューションズ 澤田美樹子氏） 

    ・講演４ 「カキのトレーサビリティの現状と課題」 

          （石巻専修大学 益満環氏） 

    ・情報交換  各組織の活動状況について 

  【２日目】 於：宮城県民会館 ４階 ４０１会議室 

    ・講演５ 「経営品質向上活動の動向 日立グループコーポレートとしての推進を通じて」 

          （(株)日立製作所経営企画室 細谷淳彦氏） 

    ・講演６ 「ＩＴ業務処理統制の整備について」 

          （日本システム監査人協会北海道支部副支部長 五十嵐洋介氏） 

    ・講演７ 「システム管理基準（追補版）のガイドライン」 

          （日本システム監査人協会 松枝憲司氏） 

 

 

平成１９年事業                    2007 
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３．月例会＆役員会 

  【Ｈ１９年３月例会】  3 月 24 日(土) 於：ＮＥＣソフトウェア東北 ４０３会議室 

    ・勉強会 『情報システム監査実践マニュアル－第２版－』勉強会 

          第 2 部 第 1～5章 システム監査実践方法（小林、古村、高橋） 

              第 6章 6.1  ﾃﾞｰﾀ中心ｱﾌﾟﾛｰﾁにおける監査のﾎﾟｲﾝﾄ（横倉） 

              第 6章 6.2  ｿﾌﾄｳｪｱ国際取引における監査のﾎﾟｲﾝﾄ（成田、関口、佐藤） 

    ・議事 １．連絡、報告（高橋副支部長、他） 

  【Ｈ１９年６月例会】  6 月 9 日(土) 於：ＮＥＣソフトウェア東北 １Ｆ会議室 

    ・議事 １．支部長挨拶と報告（鈴木支部長） 

          (1).ＳＡＡＪ設立２０周年記念事業企画について 

          (2).事例研究会について 

          (3).監査基準研究会（新しい研究会）について 

          (4).5 月末での会費納入状況内部統制について 

        ２．検討事項 

          (1).20 周年記念事業（本部案）について 

          (2).今年のワークショップについて 

          (3).今後の活動について 

  【Ｈ１９年７月例会】  7 月 28 日(土)  於：太白区中央市民センター 第２小会議室 
    ・議事 １．連絡、報告（鈴木支部長、高橋副支部長） 

          (1) 北海道支部との合同例会について 

          (2) 事例研究会について 

          (3) 理事会について 

          (4) 支部助成金について 

        ２．8月のワークショップについて 

        ３．勉強会：進め方について検討 

  【Ｈ１９年９月例会】  9 月 28 日(土) 於：山形市 あこや会館 １０１会議室 

    ・議事 １．連絡、報告 

          (1) 理事会報告（鈴木支部長） 

          (2) その他（高橋副支部長、佐藤副支部長） 

        ２．検討事項「協会 20 周年記念講演について」 

    ・勉強会 

  【Ｈ１９年１１月例会】  11 月 10 日(土) 於：コラッセふくしま ３０１会議室（３階） 

    ・議事 １．連絡、報告事項（支部長、副支部長より） 

    ・勉強会 協会月例研究会のビデオ（在庫３題程）を見て討論 

 
  【Ｈ１９年１２月役員会】  12 月 22 日(土) 於：(株)ＩＴ経営コンサルティング 仙台事務所 

    ・議事 １．平成２０年度総会について 

        ２．協会２０周年記念セミナー開催計画について 
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４．「ＳＡＡＪ北海道支部・東北支部合同研究会」  7 月 14 日(土) 於：札幌Ｌプラザ研修室 
                   （参加者：鈴木支部長、高橋副支部長、佐藤副支部長） 
    ・テーマ 「システム監査人のあり方、Ｊ－ＳＯＸ対応の観点から」 
    ・その他 （同日）ＪＳＡＧ全国大会に参加 

 

５．情報交換 

  ・隔月毎に開催している月例会（東北南部三県幹事持ち回り）後には懇親会を実施して、各県の 
   状況および会員間での情報交換を行った。また、メーリングリストによる本部情報、支部会員 
   間の連絡および情報交換を実施した。 
 
６．広報宣伝活動 

  ・東北各地のＩＴＣ団体、IT 応援隊組織、みやぎ情報セキュリティマネジメントビジネス研究会 
   などに対して、システム監査の普及および支部活動の宣伝を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「これまでの支部活動について思うこと」          No.1134 高橋 壮太 

  これまでの東北支部の活動を振り返って、私にとって最も印象に残っていることは、平成１６年の

支部総会で当時副支部長だった高橋前支部長に、総会開始５分前位に研究会担当を命じられた

ことです。それからというもの、役員としての使命感（？）からか、各行事への出席率だけはそれな

りに貢献できていたように感じます。 

  また、月例会での研究会活動で最も印象に残っているのは、平成１８年から１９年にかけて行わ

れた「情報システム監査実践マニュアル」（通称赤本）の勉強会です。当時は、毎回２つくらいづつ

の章を各担当者が要約して発表し、その後に質疑応答を行って、システム監査についての全体

的な理解を深めていきました。 

  さらに、会員相互の交流という面では、やはり寒河江でのそば打ちは外すことが出来ないと思い

ます。振り返ってみると、東北支部のこれまでの活動は、それなりにバランスのとれた充実したも

のだったと感じています。 
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１．平成２０年度東北支部総会  1月 26 日(土) 於：仙台市中央市民センター 第一セミナー室（Ａ） 

                （出席１５名、名委任状提出１３名：会員数３７名） 

  【議題】報告事項１ 平成１９年度事業活動 

      報告事項２ 平成１９年度収支報告 

      第１号議案 平成２０年度活動計画 

      第２号議案 平成２０年度予算計画 

      第３号議案 平成２０年度役員選任 

            （支部長：高橋典子、 副支部長：佐藤賢一、田口三郎、 

             会計：佐藤雅英、  研究会担当：高橋壮太、小野寺司、舘田あゆみ、 

             広報：櫻谷昭慶、横倉正教  監事：成田由加里、  顧問：鈴木実） 

  【セミナー】 

 

２．ＳＡＡＪ設立２０周年記念事業   10 月 25 日(土) 於：ハーネル仙台４Ｆ「青葉」 

  ・日本システム監査人協会(SAAJ)創立２０周年 

   記念講演会（東北開催）を開催され、約４０ 

   名の参加者があり、盛会のうちに終了した。 

   今回の講演会では、「システム監査人のこれ 

   からの１０年」のテーマで、これまでの活動状 

   況や普及・定着への推進、そしてこれからの活 

   動についての講演や質疑応答が行われ、有意義 

   な講演であった。 

  ・テーマ 「システム監査人これからの１０年」 

  【次第】 

  ・開会挨拶  （日本システム監査人協会 東北支部長 高橋典子氏） 

  ・活動報告 「支部活動からみたシステム監査人の育成」 

         （日本システム監査人協会 九州支部長 福田啓二氏） 

  ・特別講演 「システム監査、普及から定着への推進力」 

         （日本大学商学部・大学院商学研究科教授 堀江正之氏） 

   ・講演１  「会計監査の最新動向～システム監査への期待」 

         （東北大学会計大学院 准教授 成田由加里氏） 

  ・講演２  「システム監査、これからの１０年」 

          （日本システム監査人協会 副会長 小野 修一氏） 

  ・会長挨拶  （日本システム監査人協会 会長  鈴木 信夫氏） 

  ・閉会挨拶 

 

 

 

平成２０年事業                    2008 

 
堀江先生による講演の様子 
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３．月例会＆役員会 

  【Ｈ２０年３月例会】  3 月 8 日(土) 
              於：(株)ＩＴ経営コンサルティング ＮＡＶｉＳビル事務所 

    ・議題：１．高橋支部長挨拶 
        ２．本部定時総会の報告 
        ３．２０周年事業関係 

        ４．情報処理技術者新試験制度の説明について（配布資料） 

        ５．今後の進め方 

    ・講演  「東北支部の歴史」（鈴木顧問） 

  【Ｈ２０年５月例会】  5 月 24 日(土) 於：ＮＥＣソフトウェア東北ビル ４０３会議室 

    ・議題 １．20周年記念講演会について 

        ２．本部情報 

    ・勉強会 「IT統制監査実践マニュアル」 第 1回 勉強会 

          第 1 部 第 1章 （高橋典) 

              第 2章 （佐藤賢） 

              第 3章 （舘田） 

  【Ｈ２０年７月例会】  7 月 12 日(土) 於：コラッセ福島 ３０１会議室 

    ・議題 １．20周年記念講演会について 

        ２．本部情報 

    ・勉強会 「IT統制監査実践マニュアル」 第 2回 勉強会 

          第 1 部 第 4章-1 （小野寺) 

              第 4章-2 （佐藤雅英) 

              第 4章-3 （田口) 

              第 4章-1 （星野) 

  【Ｈ２０年９月例会】  9 月 20 日(土) 

              於：(株)ＩＴ経営コンサルティング ＮＡＶｉＳビル事務所 

    ・議題 １．20周年記念講演会について 

        ２．本部情報 

    ・勉強会 「IT統制監査実践マニュアル」 第 3回 勉強会 

         第 1部 第 5 章 （高橋壮太) 

  【Ｈ２０年１１月例会】  11 月 29 日(土) 於：山形市 文翔館 会議室 

               ※例会に先駆けて、午前中にそば打ち体験も実施 

                （於：寒河江市 古澤酒造 そば打ち所「紅葉庵」）） 

    ・議題 １．20周年記念講演会報告 

        ２．本部情報 

    ・勉強会 「IT統制監査実践マニュアル」 第 4回 勉強会 

          第 2 部 第 1章 （横倉) 

              第 2章 （櫻谷) 

          事例関連 （市川） 
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  【Ｈ２０年１２月役員会】  12 月 20 日(土) 

                於：(株)ＩＴ経営コンサルティング ＮＡＶｉＳビル事務所 

    ・議題 １．第７回総会運営 

        ２．第７回総会時の講演 

        ３．本部への報告事項 

 

４．広報宣伝活動 

  ・ＳＡＡＪ設立２０周年記念事業を通して、東北各地のＩＴＣ組織、日本システムアナリスト協会 
   東北支部、東北経済産業局、東北ＩＴ経営応援隊などに対して、システム監査の普及および支部 
   活動の宣伝を行った。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「東北支部の活動にふれて」           No.693 福田 啓二（九州支部） 

  各支部の月例会などに何度か参加させて頂いていますが，支部ごとにカラーがありますね。一言で

いうと，東北支部の方は温かいですね。しかも「妙に」という形容詞がつくくらい。一度参加させて頂く

と，２回目からはほとんど支部の一員になったような感覚になります。それだけ，みなさん仲がよく

て，活動も活発で～外からふらっと参加しても，気持ちよく迎えて頂いて～そんな中で楽しみながら

切磋琢磨されているのがよくわかります。そうやって，自然に月例会や合宿に何度も参加させて頂

きました。 

  かつて，九州支部 10 周年のとき「外から見た九州支部」というテーマで寄稿して頂きました。同じこ

とを自身が書いているのが不思議な気分ではありますが，東北支部のみなさま，10 周年おめでとう

ございます。次の 10 年，より一層の活動と情報発信を期待しております。 

 

「”儲かるためのシステム監査”を普及させましょう！」   No.1600 佐藤 雅英 

  第 185 回月例研究会（テーマ：「システム監査の実践的な進め方」）には参加できませんでしたが、

資料を拝見して思ったことがあります。システム監査を普及させるためには、監査目的を法令やル

ールへの準拠性ではなく、被監査組織の利益獲得への貢献とし、広めて行くことも 1 つの方策では

ないかということです。監査目的を準拠性ではなく、有効性・効率性とすることでビジネス目標の達

成に役立つことができれば、システム監査が業務改善、業務改革につながるのではないでしょう

か。つまり、システム監査を実施することで売上・利益の拡大、コスト削減、顧客満足度の向上を実

現することができることになります。また、監査目的を有効性・効率性とした場合、リスクアプローチ

ではなく、目的アプローチで監査することが重要だと思いました。 

  経営者が関心を持つ新しいシステム監査のスキームを構築し、”儲かるためのシステム監査”を普

及させて行きたいものです。 
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１．平成２１年度東北支部総会  1月 17 日(土) 於：仙台市 エルソーラ仙台 研修室１  

                （出席１３名、委任状提出１３名：会員数３８名） 

  【議題】報告事項１ 平成２０年度事業活動 

      報告事項２ 平成２０年度収支報告 

      第１号議案 平成２１年度活動計画 

      第２号議案 平成２１年度予算計画 

      第３号議案 平成２１年度役員選任 

            （支部長：高橋典子   副支部長：佐藤賢一、田口三郎 

             会計：佐藤雅英    研究会担当：高橋壮太、小野寺司、舘田あゆみ 

             広報担当：櫻谷昭慶、横倉正教 

             監事担当：成田由加里  顧問：鈴木実） 

  【勉強会】 

    ・ネットコンピューティングアライアンス会長・津田邦和氏著書「ブロードバンドＳａａＳが

つくる新市場」を参考に、出席者による「ＳａａＳとシステムＳａａＳとシステム監査」と

いうテーマでの意見交換を実施した。 

 

２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北、ＪＳＡＧ東北ワークショップ２００９ 

                   10 月 24 日(土） 於：仙台市戦災復興記念館 大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

  ・当支部が主催した内容は以下のとおりです。 

  【次第】 

    講演１ 「中小企業経営者が求めるもの」 

         （(株)日本政策金融公庫支店長兼中小企業事業統轄 田部貴夫氏） 

    講演２ 「内部統制報告制度における IT統制の評価・監査を終えて」 

         （日本システム監査人協会理事 遠藤誠氏） 
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３．月例会＆役員会 

  【３月例会】  3 月 7 日(土) 於：福島市 コラッセ福島 302Ａ会議室 

    ・議題 １．連絡、報告（鈴木顧問、田口副支部長） 

        ２．本部定時総会の報告（佐藤） 

    ・勉強会 「IT統制監査実践マニュアル」 第５回 勉強会 

          第２部 第３章 （担当：原） 

              第４章 （担当：今野） 

              第５章 （担当：関口） 

  【５月例会】  5 月 23 日(土) 於：仙台市 アエル 28 階 エル・ソーラ仙台 研修室２ 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．本部情報（鈴木顧問） 

    ・勉強会 「Ｊ－ＳａａＳ勉強会」 

          ①基本事項の解説／説明 

          ②現在のＪ－ＳａａＳの状況 

          ③今後の普及への意見交換 

  【７月例会】  7 月 18 日(土) 於：仙台市 AER 情報・産業プラザ 特別会議室 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．９月の山形合宿セミナーについて 

    ・勉強会 「クラウドコンピューティングに関する情報交換」 

      

  【９月：東北支部システム監査入門セミナー】  9 月 12 日(土) 

                         於：寒河江市 ホテルサンチェリー 

 

 

   ＜テーマ＞： 

   「なぜ? そのコンピューターは動かないのか 

    システムの事故・障害、起きる仕組みと防ぐ仕組み」 

   ＜事例から学ぶシステム監査の役割＞ 

     事例発表セミナー in 寒河江 

       事例１：大手電機メーカの受発注・物流システムの障害 

       事例２：医療機器メーカの統合システム構築工程の障害 

           （日本システム監査人協会 矢島利夫氏・大西智氏） 

 

    ＜会員交流会＞ 

     セミナー翌日、会員交流会と 

     して、そば打ちを実施し、 

     お互いに親睦を深めた。 

     （寒河江市 古澤酒造  

      そば打ち処 紅葉庵） 
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  【１１月例会】  11 月 21 日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 研修会議室 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．ワークショップ報告 

        ３．支部総会について 

    ・勉強会 「Ｊ－ＳａａＳについて」 

          Ｊ－ＳａａＳの利用規約をもとに、ユーザがＳａａＳ／ＡＳＰ事業者を 

          選定する場合の留意事項について検討 

  【１２月役員会】  12 月 19 日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 研修会議室 

    ・議題 １．支部総会について 

        ２．支部総会時の講演について 

        ３．本部への報告事項について 

 

４．広報宣伝活動 

  ・システム監査入門コース in寒河江（9月 12 日）やＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＳＡＧ 

   東北ワークショップ（10 月 23 日・24日）を通して、一般参加者、東北各地のＩＴＣ組織、 

   日本システムアナリスト協会東北支部、東北経済産業局、東北ＩＴ経営応援隊などに対して、 

   システム監査の普及および支部活動の宣伝を行った。 

  ・なお、システム監査入門コース in寒河江においては、山形新聞にセミナー案内をアプローチし、 

   後日、新聞に掲載されている。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「システム監査技術者の効能」                No.1509 櫻谷 昭慶 

  ７度目の挑戦でシステム監査技術者に合格して、さらに勉強の場として SAAJ に入会しました。すぐに

東北支部から連絡をいただき、初めて支部の例会に参加したのが 2005 年です。何年も前に合格した

方や公認システム監査人の中で、とても緊張していたのを覚えています。ちょうど、普及サービスの１

社が終わり、そのことも取り上げられ中身の濃い討論でした。 

  自分の仕事上は SE から総務部門に移る時期と重なり、ＰマークやＩＳＯ品質マネジメント審査、親会社

からの内部統制監査など被監査だらけの日々を過ごしておりました。例会や山形寒河江セミナーで

は、そういったテーマをシステム監査視点から取り上げられました。そこに参加する中で「（監査は）何

のために」を常に問いかける行動様式を身に着けることができました。 

  周りを見れば、監査・・といいながら、ほんの１，２人の被監査部門を相手に「監査人」が○×をつけて

いるだけの「監査」がいまだに横行しています。他方で問題のある情報システム＝動かないコンピュー

タの話や、「業務改善が進まない」の声も聞きます。東北ではシステム監査を有効に取り入れる組織は

まだ少ない。でも、ここはもっと長い目で見たいところです。 

  生き物の命と健康を担う医者の世界では「ヒポクラテスの誓い」があるそうですが、それに比べると、

どんどん生き物に近づいてゆく情報システムの健全さを預かる監査技術者がプロフェショナルとして認

められるにはもっと歴史が必要なのではないでしょうか。 
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１．平成２２年度東北支部総会  1 月 15 日(土) 於：仙台市 エルソーラ仙台 研修室１  

                （出席１３名、委任状提出１３名：会員数３８名） 

  ・議案 報告事項１ 平成２１年度事業活動 

      報告事項２ 平成２１年度収支報告 

      第１号議案 平成２２年度活動計画 

      第２号議案 平成２２年度予算計画 

      第３号議案 平成２２年度役員選任 

            （支部長：高橋典子      副支部長：佐藤賢一、田口三郎 

             会計：佐藤雅英       研究会：高橋壮太、小野寺司、舘田あゆみ 

             広報：櫻谷昭慶、横倉正教  監事：成田由加里 

             顧問：鈴木実） 

  ・勉強会：総会の議事終了後、安藤秀樹氏をお招きして、「ＢＡＢＯＫ」についての講演＆意見 

交換会を実施した。 

 

２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北、ＪＳＡＧ東北ワークショップ２０１０ 

             10 月 9 日(土） 於：(株)日立東日本ソリューションズ ６階会議室 

  【次第】 

    ・講演１  「組織人を幸せにするマネジメントシステムと監査人の役割」 

           （ＥｙｅＢｅｙｏｎｄ代表 桜井由美子氏） 

    ・特別講演 「ＩＴＣ中部様による特別セッション」 

           １．「明治政府の戦略マップ」     （ＩＴＣ中部 池山昭夫氏） 

           ２．「ｉＰｈｏｎｅとＡＲ(拡張現実)」 （ＩＴＣ中部 小笠原直樹氏） 

    ・講演２  「クラウドサービスと情報システム監査」 

           （NPO 法人日本セキュリティ監査協会事務局長 永宮直史氏） 

    ・講演３  「秋田県の事例にみるＩＴ改革と今後の方向性」 

           （秋田県企画振興部情報企画課 ＩＴ改革推進監 伊藤良輝氏） 
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３．月例会＆役員会 

  【３月例会】  3 月 6 日(土) 於：福島市 コラッセ福島 5Ｆ 研修室Ａ 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．本部定時総会の報告（高橋支部長） 

    ・勉強会 「今年度の実施方針について」（鈴木顧問に講師をお願いし、システム監査の手順

や内容を演習形式で学習していくことになった。） 

  【４月例会】  4 月 17 日(土) 於：仙台市 アエル エル・ソーラ仙台 研修室２ 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．山形合宿について 

    ・勉強会 「システム監査勉強会」 第１回 

          ・進め方・チーム編成の決定 

          ・課題演習（トップインタビュー準備） 

  【６月 山形合宿】  6 月 26 日(土) 於：山形県寒河江市 ホテルサンチェリー 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 
    ・勉強会 「組織のためになるマネジメントシステムはどうあるべきか」 

          （日本システム監査人協会 桜井由美子氏） 

    ・会員交流：セミナー翌日、会員交流会として、さくらんぼ狩りを実施し、お互いに親睦を 

          深めた。 

  【８月例会】  8 月 21 日(土) 於：(株)富士通東北システムズ 研修会議室 

    ・議題 １．連絡、報告（高橋支部長 他） 

        ２．ワークショップについて 

    ・勉強会 「システム監査勉強会」 第２回 

          ・システム監査概説（鈴木顧問に、システム監査の計画～報告までの流れに 

おける基本事項を解説いただいた。） 

  【１１月役員会】  11 月 2日(火) 於：ホテルＪＡＬシティ 

    ・議題 １．支部総会議事について 

        ２．支部総会時の講演について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ＳＡＡＪ東北支部に参加して」               No.1321 小野寺 司 

  ＳＡＡＪに参加したきっかけは、２００１年にＩＴコーディネータを取得したことでした。２００３年に仙台

で「システム監査人補」の特認制度による講習会が行われることを知り、早速申し込んだ記憶があり

ます。（いまだに監査人補ですが．．．） 当時の私は、ＩＴＣでもＳＡＡＪでも会合に行くと若年層だった

のですが、今では見る影もありません。 

  東北支部では宮城、福島、山形での月例会を実施しておりますが、やはり印象深いのは山形での

合宿です。現横倉支部長のご尽力もあり、温泉宿での研修に加え、そば打ちやサクランボ狩りなど

イベントも行われ、遠方からの参加者も毎回おられます。研修も有意義なのですが、やはりメインイ

ベントは懇親会ですね。毎回３次会まで流れ、第一回ミス寒河江のママの店などは定番になりつつ

あります。皆さんの素顔を覗くことができ、毎回非常に楽しく参加させていただいてます。 

  私にとっては、普段仕事関係でしか作れない人的ネットワークに、別のネットワークを加えた様な広

がりを感じております。 中々若手が増えず、みんなで仲良く年齢を重ねている感じがちょっと寂しい

ですが。 



ＳＡＡＪ東北の活動記録 
 

   29 
 

  

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災により５月末まで活動を休止した。 

１．平成２３年度東北支部総会  平成 22年 12 月 18 日(土) 

                於：仙台市 エルソーラ仙台 大研修室  

                （出席１２名、委任状提出２３名：会員数３５名） 

  【議題】 報告事項１ 平成２２年度事業活動 

       報告事項２ 平成２２年度収支報告 

       第１号議案 平成２３年度活動計画（案） 

       第２号議案 平成２３年度予算計画（案） 

       第３号議案 平成２３年度役員選任（案） 

            （支部長：高橋典子  副支部長：佐藤賢一、横倉正教（役職変更） 

             会計：佐藤雅英   研究会：高橋壮太、小野寺司、小野寺学（信任） 

             広報：櫻谷昭慶、舘田あゆみ（役職変更）  監事：成田由加里 

             顧問：鈴木実） 

  【フリーディスカッション】  支部活動の今後のあり方について 

  【講演会】 「パソコンのリサイクルと情報セキュリティ」  

         （(株)東北３Ｒシステムズ 漆畑英司氏） 

２．ワークショップ  10 月 22 日(土) 於：仙台市青年文化センター エッグ・ホール 

    ・講演１ ｢ご挨拶と経済産業省の施策説明｣ 

          （東北経済産業局 情報産業支援室長補佐 村田久明氏） 

    ・講演２ ｢オンリーワンのものづくりを可能にする原点思考と技術管理システム」 

          （本田技研工業株式会社 社友（元常務取締役） 石津谷彰氏） 

    ・講演３ ｢医療情報システムの安全管理のための３制度について」 

          ～医療情報の利活用のために何をすべきか！～ 

          （一般財団法人医療情報システム開発センター 

                  医療情報安全管理推進部 部長 相澤直行氏） 

    ・講演４ 「マーケティングコミュニケーションの視点で考える 

            ネット通販における広告表示コンプライアンスと震災への取り組み」 

          （(株)フィデス 代表取締役 久保京子氏） 

    ・講演５ 「ＩＴで日本を元気に！」 

          （トライポッドワークス(株) 代表取締役社長 佐々木賢一氏） 
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３．月例会＆役員会 

  【２月例会】  2 月 5 日(土) 於：仙台市内 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．研究会 

           ・今年度の活動予定について 

           ・第１回スプレッドシート統制研究会 

  【４月例会】  

    ・当初、4月 16日(土)に、福島市開催予定であったが、東日本大震災の影響を受け中止 

  【６月 山形合宿】  6 月 25 日(土)～6月 26 日(日) 於：寒河江市 ホテルサンチェリー 他 

    【１日目】 

      １．会員交流：そば打ち体験 （於：そば打ち処 紅葉庵） 

      ２．連絡事項 

      ３．研究会 

         ①．ディベート演習（マネジメント信仰が会社を滅ぼす？） 

    【２日目】 

      ３．研究会 

         ②．震災を受けて－体験からのＢＣＰ 

      ４．会員交流：さくらんぼ狩り （有志のみ） 

             （於：寒河江市内のさくらんぼ園） 

  【８月例会】  8 月 20 日(土) 於：仙台市内 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．ワークショップについて 

        ３．研究会 

           ・システム監査シミュレーション 

  【１１月役員会】  11 月 2日(水) 於：仙台市内 

    ・議題：１．総会議案書の検討 

        ２．総会案内（講演内容を含む）の検討 

 

４．広報宣伝活動 

  ・ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＳＡＧ東北ワークショップ（10 月 8 日・9 日）の案内を 
協会ホームページに掲載し、一連の取り組みを通して、一般の参加者、東北各県のＩＴＣ 
組織、日本ＩＴストラテジスト協会東北支部などに対して、システム監査の普及および支部 
活動の宣伝を行った。 

   また、4 月 18 日（日）の情報処理技術者試験の会場である日大工学部（郡山）と東北文化 
学園大学（仙台）において、受験者に対し入会勧誘用の「合格祈願」チラシを合計 300 枚 
配布した。会場配布の効果があったのかどうかわからないが、仙台での合格率が例年と比べ、 
飛躍的に伸びていた。 
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１．平成２４年東北支部総会  平成 23年 12 月 17 日(土) 

               於：仙台市 情報産業プラザ 情報化研修室  

               （出席１１名、委任状提出２５名：会員数３６名） 

  ・議案 報告事項１ 平成２３年度事業活動 

      報告事項２ 平成２３年度収支報告 

      第１号議案 平成２４年度活動計画（案） 

      第２号議案 平成２４年度予算計画（案） 

      第３号議案 平成２４年度役員選任（案） 

            （支部長：髙橋典子  副支部長：佐藤賢一、横倉正教  会計：佐藤雅英 

             研究会担当：髙橋壮太、小野寺司、小野寺學  

             広報担当：櫻谷昭慶、舘田あゆみ  監事：成田由加里  顧問：鈴木実） 

  ・講演会  

     「ＩＴに対応した監査手続事例～事例で学ぶよくわかるＩＴに対応した監査 

      ～日本公認会計士協会ＩＴ委員会研究報告第 40 号～」 

      （中村公認会計士事務所 公認会計士 中村元彦氏） 

２．ワークショップ  11 月 24 日(土) 於：仙台市情報産業プラザ ２（Ｂ） 

  【カリキュラム】 

    ・講演１ 「ご挨拶と経済産業省の施策説明」 

          （東北経済産業局 情報・製造産業課 係長 岩本裕司氏） 

    ・講演２ 「ＴＲＩＺを使ったビジネス問題の解決法」 

          （ＮＢＪコンサルティング(株) 代表取締役社長 本田秀行氏） 

    ・講演３ 「ＩＴ活用による経営課題解決手法」 

          ～経営戦略からＩＴ調達・導入プロセスに至る 

                         ＩＴ経営展開の実務と応用～ 

          （ブリッジ・リサーチ＆コンサルティング合同会社 

                             代表社員 阿部満氏） 

    ・講演４ 「ＳＡＡＪの現況とシステム監査について思うこと」 

          （日本システム監査人協会 会長 沼野伸生氏） 

    ・講演５ 「知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて」 

          ～『学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ』の取組み～ 

          （(有)ＦＩＥＬＤ ＡＮＤ ＮＥＴＷＯＲＫ取締役 大草芳江氏） 
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３．月例会＆役員会 

  【２月例会】  2 月 11 日(土) 於：仙台市 情報産業プラザ（１）Ａ  

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．今年度の活動テーマ検討（研究会） 

           ・２月：IT-BCP 

           ・４月：「スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会」の 

                                中間報告の公表 

           ・６月合宿（２日目）： 

               Video 視聴「サイバー犯罪の現状と警察の取組」 

           ・８月：ＩＴ監査ビジネスを考えてみる（ディスカッション） 

        ３．下記テーマの検討 

           ・IT-BCP について 

 

  【緊急役員会】  4 月 14 日(土) 於：コラッセふくしま ３０２Ａ会議室 

    ・４月例会開催の前に行った。 

    ・議事：１．高橋支部長の東京転勤に伴う業務の代行について 

 

  【４月例会】  4 月 14 日(土) 於：コラッセふくしま ３０２Ａ会議室 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．山形合宿について 

        ３．ワークショップについて  

  【６月 山形合宿】  6 月 23 日(土) 

             於：寒河江市 ホテルサンチェリー 他 

    【１日目】 

      １．会員交流：そば打ち体験 （於：そば打ち処 紅葉庵） 

      ２．連絡事項 

      ３．研究会 

       研修１「講演『システム監査法制化研究会の提言』（田淵隆明氏）」 

       研修２「システム監査法制化についての意見交換」 

     ４．ワークショップについて 

    【２日目】 

      ５．研究会 

       研修３「スマートフォン・クラウドのセキュリティについての意見交換」 
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  【８月例会】  8 月 25 日(土) 於：エル・ソーラ仙台 研修室 ＡＥＲ２８階 

    議事：１．連絡事項 

       ２．ワークショップについて 

       ３．「スマートフォン＆タブレットの業務利用に関するセキュリティガイド 

         ライン」関連の情報共有 

 

  【１１月役員会】  11 月 22 日(金) 於：仙台市内 会議室 

    議事：１．総会議案書の検討 

       ２．総会案内（講演内容を含む）の検討 

 

４．広報宣伝活動 

    ・ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＩＳＴＡ東北ワークショップにおいて、システム監査の 

普及および支部活動の宣伝を行った。 

    ・沼野会長の講演の際に、ビデオを放映した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「戦略は細部に宿る ～似て非なるものの見分け方が重要～」 

      公認システム監査人・IFRS コンサルタント  田淵 隆明 （近畿支部） 

 

  我が国では「ミクロからマクロ」か「マクロからミクロ」かの優劣議論が続き「似て非なるもの」の峻

別が等閑になってきたと思われるが、この峻別は非常に重要である。 

  TPP の論点の一つである ISD 条項もその典型である。経産省・推進派は日本型を念頭に「安全

論」を説き、反対派は NAFTA での運用例を元に「悪用の危険」を説く。実は日本型と NAFTA 型(米

韓 FTA はこちら)は「似て非なるもの」であるが、このことは殆ど知られていない。 

 

 ・日本型では、提訴先の国際機関は米国の影響下の世銀傘下の ICSID に限られず、UNCITRAL、

WTO の機関も使える。米国政府/州政府が敗訴する可能性がある。 

 ・日本型では裁判管轄権が協議事項であり、紛争解決の国際機関への付託は当事国の同意が必

要あるが、NAFTA 型には「事前包括同意条項」があり、国内裁判権を放棄している。 

 

  我が国が過去に ISD で提訴されたことが無いことも、NAFTA で ISD が濫用・悪用されたことも当

然である。システム監査においても、この「似て非なるもの」を峻別する力量を磨くことが重要であ

る。 
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１．平成２５年東北支部総会  平成 24年 12 月 15 日(土) 

               於：仙台市 情報産業プラザ 情報化研修室  

               （出席１１名、委任状提出２５名：会員数３６名） 

  ・議案 報告事項１ 平成２４年度事業活動 

      報告事項２ 平成２４年度収支報告 

      第１号議案 平成２５年度活動計画（案） 

      第２号議案 平成２５年度予算計画（案） 

      第３号議案 平成２５年度役員選任（案） 

            （支部長：横倉正教  副支部長：高橋壮太  会計：佐藤雅英 

             研究会担当：小野寺司、小野寺学  広報担当：櫻谷昭慶、舘田あゆみ 

             監事：成田由加里  顧問：鈴木実） 

 
２．ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＩＳＴＡ東北ワークショップ  10 月 26 日(土) 
               於：(株)日立ソリューションズ東日本 6 階会議室 
  【カリキュラム】 
    ・講演１ 「ご挨拶と経済産業省の施策説明」 
          （東北経済産業局 情報・製造産業課 課長 渡邉善夫氏） 
    ・講演２ 「｢情報セキュリティと法律」  
          （東北大学大学院法学部研究科 准教授  金谷吉成氏） 
    ・講演３ 「ＩＴＣに要求されるプロジェクト・マネジメント力」 
           （ホビット・コンサルティング 代表取締役 久保山祐児氏） 
    ・講演４ 「CFC が提案する被災地の子どもたちへの教育支援制度」 
          ～学校外教育バウチャー制度の成果と課題～ 
          （(社)チャンス・フォー・チルドレン 代表理事 雑賀雄太氏） 
    ・特別講演 「自然言語処理から見たビッグデータの可能性」 
           （東北大学大学院情報科学研究科 教授 乾健太郎氏） 
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３．月例会＆役員会 

  【２月例会】  2 月 2 日(土) 於：仙台市シルバーセンター ５階会議室  

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．年間活動計画について 

           ・月例会での分掌 

           ・ワークショップ＆合宿 

        ３．研究会 

           ・本年度のテーマ：マネージドホスティングサービス） 

             １）どのようなものか 

             ２）どのようなリスクがかんがえられるか 

             ３）どのように監査するか 

  【４月例会】 4 月 13 日(土) 於：コラッセふくしま ３０３Ｂ 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．東北支部１０周年記念事業について 

           ・システム監査実践セミナー（11月） 

           ・支部総会記念講演（12月） 

           ・記念誌製作 

        ２．ワークショップについて 

        ３．合宿について（＞記念事業を行うので実施しない）  

        ４．研究会 「マネージドホスティングサービス（ＭＨＳ）とは」 

  【６月例会】  6 月 29 日(土) 於：山形市 山形テルサ 交流室Ｂ 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．東北支部１０周年記念事業（システム監査実践セミナー）について 

        ３．東北支部１０周年記念事業（記念誌製作）について 

        ４．ワークショップについて（10 月開催予定）  

        ５．研究会 「マネージドホスティングサービス（ＭＨＳ）における 

                                リスク（留意点）とは」 

  【８月例会】  8 月 24 日(土) 於：仙台市 戦災復興記念館 ４階第 5会議室 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．JISTA 東北・SAAJ 東北・ITC みやぎ合同ワークショップについて 

        ３．東北支部１０周年記念事業（システム監査実践セミナー）について 

        ４．東北支部１０周年記念事業（記念誌製作）について 

        ５．研究会 「マネージドホスティングサービス（ＭＨＳ）の監査方法について」 

  【１０月例会】  10 月 19 日(土) 於：仙台市 仙台ＭＴビル 会議室 

    ・議事：１．連絡事項 

        ２．東北支部１０周年記念事業（システム監査実践セミナー）について 

        ３．東北支部１０周年記念事業（記念誌製作）について 

        ４．研究会 「マネージドホスティングサービス（ＭＨＳ）における監査 

                                      （まとめ）」 
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  【１１月役員会】  11 月 8日(金) 於：日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター） 

                       ミーティングルーム２ 

    議事：１．総会について 

         （総会議案書、案内、講演会） 

       ２．東北支部設立１０周年記念事業について 

         （システム監査実践セミナー、記念誌の製作） 

 

４．広報宣伝活動 

    ・ＩＴＣみやぎ・ＳＡＡＪ東北・ＪＩＳＴＡ東北ワークショップにおいて、システム監査の 

普及および支部活動の宣伝を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「１０年の歳月」                     No.1262 佐藤 賢一 

   公認システム監査人の資格を資格取得してからあっという間の１０年。常に継続学習はクリアし

資格更新しているものの、システム監査をビジネスに活かす場としては、本当に指で数えるくらいし

か実践していない。東北地域にはニーズはないのか、それとも当社での営業が下手なのか。将来

を見据えても悩むところである。東北支部で開催された仙台市、福島市、山形市での月例会や寒河

江市での合宿などに積極的に参加してスキルアップを図り、常にスタンバイＯＫの状態ではあった

のだか・・・。 

 東北支部は、自己研鑽する場として有意義な場ではあるのだが、なかなかそれをビジネスに活かす

ことができない。そういうジレンマがここ数年続いている。今後、自分としてどのような活動を展開し

ていけばよいのか、私自身、意識革新しなければならない節目の時期にきていると思う。しかしなが

ら自分だけでビジネスを広げていくのには限界がある。そのような状況を打破するためにも、今後１

０年以内には、東北支部に在籍する会社勤めの方々のうち何人かは退職される時期に来るものと

思うので、その方々と連携して新たなビジネスを展開するための方策を検討していく必要があると

思っている今日この頃です。 
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資 料 

 

     「特定非営利活動法人日本システム監査人協会 東北支部規定」 

 

                           制定 平成１５年 ６月２８日 

                           改定 平成２４年１２月１５日 

 

第１条（目 的) 

 この法人は、システム監査を社会一般に普及せしめると共に、システム監査人の育成、認定、

監査技法の維持・向上をはかり、よって、健全な情報化社会の発展に寄与することを目的とす

る。 

東北支部は、上記目的を実現するために福島県、宮城県、山形県、岩手県、秋田県、青森県を

活動範囲とする。 

 

第２条（名 称） 

この法人は、特定非営利活動法人日本システム監査人協会東北支部という。 

 

第３条（所在地） 

 事務局は「特定非営利活動法人日本システム監査人協会本部」に置く。 

 

第４条（会 員） 

 この法人の会員は、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 

 なお、東北支部の会員は東北支部の地域に主たる住所を有するか、該当地域で仕事に従事して

いる者をもって構成する。但し、特段の理由のあるものは支部会員からはずれることができる。 

 

第５条（役 員） 

 支部長、副支部長、会計、監事、その他必要な役員は支部総会で選任する。 

 

第６条（役員の任期） 

  役員の任期は１年とする。 

 

第７条（支部長）  

支部長は協会を代表して支部を運営する。なお、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あ

る時は、緊急役員会の承認を得て、支部長業務を代行して支部を運営することができる。その

際、遅滞なく、支部会員に通知するものとする。 

 

第８条（総 会） 

年１回総会を東北支部のいずれかの県で開催し、時期は１２月とする。また、この会の重要事

項について審議し、議事は出席者（委任状含む）の過半数の同意をもって決定する。議長は支

部長が担当する。支部長が出席できない場合は、副支部長が議長を代行する。 

 

第９条（会 費） 

東北支部運営のための会費は徴収しない。東北支部運営は、協会本部が東北支部に交付する支

部助成金にて賄う。 

 

第１０条（規約の改正） 

この規約は会員の半数の同意をもって改定する。 
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                                       （０２） 

 
「SAAJ 東北支部設立１０周年記念誌」 

 
２０１４年（平成２６年） ２月２０日 

 
NPO 日本システム監査人協会(SAAJ) 

東北支部 
 

ＳＡＡＪ 

東北支部 

設立 

１０周年 


