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一般社団法人LOCAL とは？ 
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• URL： https://www.local.or.jp/ 

• 北海道における、技術系地域コミュニティ（IT勉強会等）の活動を 
支援し、コミュニティ間の連携イベント企画開催等をとおして、 
地域を盛り上げていくことを目標とする有志の集まり 

• 所属企業、年齢、立場の垣根を超え、現役のIT技術者および技術者を
目指す学生が多数所属 

• 理事:7名、正会員:31名、賛助会員:3名、メーリングリスト会員:176名 

マスコット「ろかんと君」の由来 
 
蟻 …「義」の虫 
1匹1匹の力は弱いけど、 
集まると結構いい仕事をするよ 

https://www.local.or.jp/
https://www.local.or.jp/


組織構成 
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代表理事 

澤田 周 
 

株式会社インフィニットループ 
JPUG北海道支部 等 

理事 

小岩 秀和 
 

ビットスター株式会社 
DoLUC 等 

理事 

齋藤 和芳 
 

丸中釧路中央青果株式会社 
釧路OSSコミュニティ 等 

理事 

菅井 祐太朗 
 

株式会社I-Style 
Asakusa.rb 等 

理事 

三谷 公美 
 

さくらインターネット株式会社 
ISOC-JP 等 

理事 

八巻 正行 
 

株式会社クレスコ 
北海道情報セキュリティ勉強会 等 

理事 

西原 翔太 
 

サイボウズ株式会社 
ゆるい勉強会@旭川，FuraIT 等 



2021年度活動計画サマリー 
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開催日 活動内容 開催形式 

通年 情報セキュリティ関連イベントの告知・広報活動 
（HAISL Facebookページの更新含む） 

- 

2021年05月22日(土) SC4Y ‘21#1「サイバーセキュリティ Chobi Hardening」 運営協力 オンライン 

2021年06月26日(土) Open Source Conference 2021 Online/Hokkaido 出展・運営協力 
SC4Y ’21#2「Web脆弱性対応演習 入門編」 運営協力 

オンライン 

2021年07月17日(土) LOCAL Students MeetUp 2021 主催 オンライン 

2021年08月28日(土) SC4Y ’21#3「インシデントハンドリング（脆弱性対応）」 運営協力 オンライン 

2021年09月04日(土) LOCAL Developer Day Online ‘21 /Security 主催 オンライン 

2021年10月02日(土) Micro Hardening for Youth 2021 運営協力 オンサイト 

2021年10月03日(日) 第4回U-16プログラミングコンテスト 札幌大会 共催 オンライン 

2021年09～10月 ※予定 高校生ICT Conference 2021 in 北海道 運営協力 調整中 

2021年11月06日(土) 
 ～11月07日(日) ※予定 

セキュリティ・ミニキャンプ in 北海道 2021 主催 調整中 

2021年12月 SC4Y ’21#4「LT大会」 運営協力 調整中 

2022年01～02月 SC4Y ’21#5（内容検討中） 運営協力 調整中 

依頼あり次第 インターネット安全教室・情報モラル啓発セミナー 講師調達・派遣 都度相談 

• 情報セキュリティおよび人材育成に関連する活動予定は以下のとおり 



SC4Y（Security College for Youth） 
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• 日程： 2021年05月22日（土）SC4Y ‘21#1「サイバーセキュリティ Chobi Hardening」 
    2021年06月26日（土）SC4Y ’21#2「Web脆弱性対応演習 入門編」 
               （Open Source Conference 2021 Online/Hokkaido 内） 

    2021年08月28日（土）SC4Y ’21#3「インシデントハンドリング（脆弱性対応）」 
    2021年10月02日（土）Micro Hardening for Youth 2021 
    2021年12月    SC4Y ‘21#4「LT大会」 
    2022年01～02月    SC4Y ‘21#5 内容検討中 

• URL： https://sc4y.connpass.com/ 

• 運営協力として、企画立案、オンライン配信システムの提供、TA・スタッフ派遣等を行う 

学生・青年層に、サイバーセキュリティに関する知見、技術を体系的に 
身に付けてもらうための人材発掘・育成事業 

https://sc4y.connpass.com/


SC4Y ‘21#1 当日の様子 
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• Zoom + Slack 参加： 20名（満員）、YouTube Live 参加： 68名 

• 問題が解けた時の達成感があり、初学者にちょうどよい難易度 

• 楽しく学ぶことができたとの声が多数を占めた 

 

ゲーム形式で、Linuxサーバーの安全性確認や攻撃的なアクセスから防御する
知識を身に付ける 



LOCAL Students MeetUp 
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• 日程： 2021年05月30日（土） 書籍の抽選会 
    2021年06月12日（土） 現役・OB・OG 交流会 
    2021年07月17日（土） 書籍を選んだ人・もらった人の発表会＋ミニセミナー 

• 大人（先輩エンジニア）がおすすめする書籍（技術書に限らず）を、LOCAL学生部員の 
希望者へランダムに届ける 

• コロナ禍で出会いやサプライズ的な場面が減る中、ちょっと「おお！」となる時間や場を
作りたい 

• 8月以降の企画も検討中 

先輩エンジニアと現役学生の交流イベント 

今年度は「わくわく、なんかの本が届くプロジェクト」を開催中 



Open Source Conference 2021 Online/Hokkaido 
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• 日程： 2021年06月26日（土） 

• URL： https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/ 

• LOCAL理事の西原が実行委員長を担当 

• LOCAL学生部（OB、OG含む）と様々な北海道企画の実行に加え、下記セミナーに登壇予定 

 SC4Y（‘21#2）Web脆弱性対応演習 入門編／3コマ連続（運営協力：LOCAL） 

 平成生まれのためのITコミュニティ歴史講座（登壇：三谷公美@LOCAL理事） 

 Goで歩む自作シェルの世界（講師：灰原 渉@LOCAL学生部） 

• 他にも、情報セキュリティに関連するセミナーが目白押し 

 Let‘s Encrypt のルート認証局移行問題の解説（北海道情報セキュリティ勉強会） 

 危機突破! 吠えろサイバーセキュリティ（ブラックハットジャパン） 

オープンソースに関する最新情報を提供するカンファレンス 

1日で50以上のセミナーを開催 

https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/
https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/
https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/
https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/
https://event.ospn.jp/osc2021-online-do/


LOCAL Developer Day Online '21 /Security 
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• 日程： 2021年09月04日（土） 

• 参考URL（昨年度）： https://local.connpass.com/event/180661/ 

• 共催： 北海道情報セキュリティ勉強会 

• 下記講師陣による多様なセミナーを開催予定 

 米内 貴志（株式会社 Flatt Security） 

 砂原 悟（公立千歳科学技術大学） 

 土居 茂雄（国立高等専門学校機構） 

 湯村 翼（北海道情報大学） 

 学生、一般参加者によるLT大会 

• セミナー終了後、講師を交えたオンライン懇親会あり 

LOCALが主催する、コミュニティ横断型・地域特化型IT勉強会イベント 

 （/Security：情報セキュリティをテーマにした勉強会） 

https://local.connpass.com/event/180661/


第4回 U-16プログラミングコンテスト 札幌大会 
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• 日程： 2021年10月03日（日） （全道大会：2021年11月03日（水/祝）） 

• URL： http://sapporo.u16procon.org/ 

• LOCAL理事の八巻が実行委員長を担当 

• 札幌大会の共催団体として、事務局機能の提供をはじめ、大会運営全般を担当 

16歳以下を対象としたプログラミングコンテスト 

競技部門（CHaser）と作品部門（デジタル作品であればなんでもOK）で構成 

 

http://sapporo.u16procon.org/


高校生 ICT Conference in 北海道 2021 
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• 日程： 2021年09月～10月 ※予定 （各地域大会終了後、全国サミット開催予定） 

• 参考URL（昨年）： https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/ 

• 今年度のテーマ（案）： フェイクを見極める  

• 北海道大会協力団体として、司会進行、ファシリテーター・書記派遣等、運営全般に協力 

ICTを取り巻く課題をテーマに、全国各地の高校生が議論し、意見をまとめ、 
関係府省庁に提言するカンファレンス 

https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/
https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/
https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/
https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/
https://www.good-net.jp/ict-conference/2020/hokkaido2020/


セキュリティ・ミニキャンプ in 北海道 2021 
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• 日程： 2021年11月06日(土)～11月07日(日) ※予定 

• 参考URL（昨年度）： https://www.security-camp.or.jp/minicamp/hokkaido2020.html  

• 北海道大会の主催団体として、参加学生の支援、地元側の企画運営全般を担当 

25歳以下の大学院生、学生、生徒を対象とした、情報セキュリティ人材発掘、
育成イベント（1泊2日形式） 

https://www.security-camp.or.jp/minicamp/hokkaido2020.html
https://www.security-camp.or.jp/minicamp/hokkaido2020.html
https://www.security-camp.or.jp/minicamp/hokkaido2020.html


インターネット安全教室・情報モラル啓発セミナー 
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• 依頼があり次第、いつでも対応（随時募集中） 

• LOCALでは、特に自力で講師調達が難しい遠隔地や小規模団体を中心に、講師派遣、 
運営協力等を行う（オンライン／オンサイト どちらでも可） 

• 大学教職員向け、自治体職員向けセミナーも実績あり 

学校や保護者を対象とした、スマートフォンやインターネットを安全・適切に
利用するための、情報モラル・情報セキュリティ啓発セミナー 



2021年度の活動にあたって 
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• 昨年度の活動で得た、オンラインによるイベント運営のノウハウ、 
知見をフル活用する 

- 少なくとも情報技術の分野において、学生や子ども達に 
「コロナ禍だったからできなかった」とは言わせたくない 

- むしろ、今だからこそできることに視点をあてる 

• LOCALの活動の根底にある「北海道における技術者文化の醸成」
をテーマに「縦と横のつながり」をつくる活動を今年度も継続 

活動の最新情報は、LOCALのSNSサイトでもご覧になれます 
 Twitter： @local_hokkaido 
 Facebook： https://www.facebook.com/local.or.jp 

https://twitter.com/local_hokkaido
https://twitter.com/local_hokkaido
https://www.facebook.com/local.or.jp

