2010 年度
「インターネット安全教室」のお知らせ
〜パソコンや携帯電話で思わぬトラブルや犯罪にまきこまれないために〜

誰でも手軽にインターネットに接続できるようになった今日、ウイルス感染、詐欺行為、プライバシー侵害
など情報犯罪の被害にあう危険性がますます高くなってきています。いかに技術が進歩しても、ひとりひとり
の意識の向上、モラルの徹底がなければ、これらの被害を防ぐことはできません。
こうした状況をふまえ、経済産業省とNPO日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）では、家庭や学校か
らインターネットにアクセスする人々を対象に、どうすればインターネットを安全快適に使うことができるか、
被害にあったときにはどうすればいいかなど、情報セキュリティに関する基礎知識を学習できるセミナー「イン
ターネット安全教室」
を2003年度より開催してまいりました。
2009年度は全国で154回のインターネット安全教室を開催、9600名の方々にご参加いただきました。家庭向
けのリーフレット「親子で守って安全・安心10か条」や「まんがインターネット安全教室」を作成、配布するなど、
昨今の携帯電話などによるネット利用の低年齢化にも配慮しています。
また、国民に情報セキュリティ対策の重要性を訴える専用ホームページ
「Check PC!」
のイメージキャラクター
「セキュリーナ」が、情報セキュリティ対策のポイントを子どもたちにもわかりやすく解説する小・中学生向け
の教材「小中学生のためのインターネット安全教室」を作成いたしました。これに伴い、
「インターネット安全教
室」のホームページもリニューアルし（http://www.net-anzen.go.jp/）
、よりわかりやすく親しみやすいサイトへ
と生まれ変わりました。

【開催概要】
［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）

［共

催］全国各地のNPO、団体、自治体、学校等

［後

援］警察庁、その他各開催地大学・新聞社・県・県警等
（以上予定）

［開催一覧］
（次頁）
一覧をご覧下さい。
（2010年8月12日現在）
最新の開催状況については、
「インターネット安全教室」
ホームページをご確認ください。
http://www.net-anzen.go.jp/
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今年度も「インターネット安全教室」は全国各地の共催団体の方々のご協力を得て引き続き開催すると共に、
11月には北海道札幌市でシンポジウムを開催し、さらなる情報セキュリティ普及啓発活動を展開してまいりま
す。なお、現時点での開催状況は以下のとおりです。

◆「インターネット安全教室」共催団体募集について◆
以下の地域での開催にご協力いただける団体を募集しております。
山形県、茨城県、山梨県、京都府、高知県、鳥取県
・一般市民向けの情報セキュリティセミナーを実施したいがコンテンツがない
・教材を製作するにもコストも手間もかかるのでなかなかできない
・セミナー運営のノウハウがない
・しかし、情報セキュリティは大切。普及活動を行わないといけないと思っている
とお考えの団体等におかれましては、是非とも「インターネット安全教室」の共同開催をご検討下
さい。また、そのような団体をご存知の方は是非事務局までご紹介下さい。
詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
【お問い合わせ先】 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）事務局（担当 : 林・坂内）
E-Mail:caravan-sec@jnsa.org

2010年度「インターネット安全教室」開催一覧
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共催団体

（2010.8.12現在 48箇所）

日 程

開催地

1

4 月 6 日（火）

福島

2

4 月16 日（金）

富山

（株）富山県総合情報センター

富山市立五福公民館

3

5 月 22 日（土）

石川

（社）石川県情報システム工業会

石川県産業展示館 1号館
e-messe kanazawa 2010 セミナールーム

4

5 月 24 日（月）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立千代田小学校

5

5 月 31日（月）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立南花台東小学校

6

6 月 2 日（水）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立石仏小学校

7

6 月 4 日（金）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立強戸小学校 多目的ホール

8

6 月 5 日（土）

福島

特定非営利活動法人日本コンピュータ振興協会

伊達市役所本庁舎 1階会議室

9

6 月 6 日（日）

福井

NPO 法人ナレッジふくい

加賀市立山中中学校

10 6 月 7 日（月）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立宮代小学校

11 6 月 7 日（月）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立宮代小学校

12 6 月10 日（木）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立中央小学校 生活課室

13 6 月18 日（金）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立南花台東小学校

14 6 月 22 日（火）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立表佐小学校

15 6 月 22 日（火）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立表佐小学校

16 6 月 28 日（月）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立南小学校 ランチルーム

17 6 月 30 日（水）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立合原小学校

18 7 月1日（木）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立沢野中央小学校 多目的ホール

19 7 月1日（木）

徳島

財団法人 e- とくしま推進財団

阿南市那賀川社会福祉会館 3 階大ホール

20 7 月 6 日（火）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立千代田中学校

21 7 月 6 日（火）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立三日市小学校

22 7 月13 日（火）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立旭中学校 体育館

特定非営利活動法人日本コンピュータ振興協会

会 場
国立磐梯青少年交流の家 講堂

共催団体

会 場

23 7 月14 日（水）

福井

NPO 法人ナレッジふくい

仁愛女子短期大学

24 7 月14 日（水）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立長野小学校

25 7 月15 日（木）

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立九合小学校 図書室

26 7 月15 日（木）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立東小学校

27 7 月15 日（木）

岐阜

NPO 法人泉京・垂井

垂井町立東小学校

28 7 月16 日（金）

福島

特定非営利活動法人日本コンピュータ振興協会

猪苗代町立東中学校 体育館

29 7 月 26 日（月）

福島

特定非営利活動法人日本コンピュータ振興協会

伊達市役所本庁舎 1階大会議室

30 8 月 5 日（木）

福島

特定非営利活動法人日本コンピュータ振興協会

伊達学習交流館 1階多目的ホール

31 8 月19 日（木）

長野

NPO 法人グループ HIYOKO

塩尻情報プラザ

32 9 月 3 日（金）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立南花台西小学校

33 9 月 3 日（金）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立楠小学校

34 9 月 3 日（金）

鹿児島

NPO 法人鹿児島インファーメーション

奄美市名瀬公民館 金久分館

35 9 月 6 日（月）

三重

PC シエル

四日市市中部地区市民センター

36 9 月16 日（木）

福井

NPO 法人ナレッジふくい

ふくい・くらしの研究所

37 9 月17 日（金）

福井

NPO 法人ナレッジふくい

ふくい・くらしの研究所

38 9 月 21日（火）

北海道

北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ）

札幌市立しらかば台小学校

39 10 月 8 日（金） 広島（新規）近畿大学工学部

近畿大学工学部・広島キャンパス
マルチメディア講義室

40 10 月17 日（日）

宮崎公立大学交流センター 多目的ホール

宮崎

宮崎公立大学

41 10 月18 日（月）秋田（新規）秋田大学

秋田大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
大セミナー室

42 11月 22 日（月） 神奈川

NPO 情報セキュリティフォーラム

平塚市立花水小学校

43 11月 24 日（水）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立高向小学校

44 1月 20 日（木）

長野

NPO 法人グループ HIYOKO

市民交流センター

45 2 月 4 日（金）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立天見小学校

46 2 月 4 日（金）

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立小山田小学校

47 未定

群馬

NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク

太田市立藪塚本町南小学校

48 未定

大阪

NPO 法人きんきうぇぶ

河内長野市立三日市小学校

【第３回全国情報セキュリティ啓発シンポジウム】
11月 20 日（土）【北海道札幌市】
共催：北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ）
、NPO くるくるネット、旭川情報産業事業協同組合
【2010 年度 講師トレーニング】
2011年 1月予定 【東京都】会場未定
7 月 23 日（金）～ 24 日（土）【岐阜県多治見市】会場：多治見市産業文化センター（協力：多治見市情報センター）
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