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2007 年度
「インターネット安全教室」

〜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。2007年度の開催状況は以下のとおり

です。

【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）

［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］ 次の一覧をご覧下さい。（2008年3月11日現在）

開催状況については、随時「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.jnsa.org/caravan/

2007年度「インターネット安全教室」開催一覧　 （2008年3月11日現在）

日程 開催地 共催団体 会場
5月20日(日) 千葉・松戸 NPO法人松戸ITVネットワーク 松戸市民会館 １階 101号室
5月30日(水) 富山 富山県総合情報センター 福光福祉会館 ２階 会議室
6月16日(土) 長野 上田市マルチメディア情報センター 西部公民館新町分館
6月22日(金) 長野 上田市マルチメディア情報センター 川辺町自治会
7月4日(水) 福井 NPOナレッジふくい AOSSA（スヌーピーサークル）
7月5日(木) 長野 上田市マルチメディア情報センター 黒坪公民館
7月6日(金) 石川 NPOナレッジふくい 動橋地区会館
7月11日(水) 富山 富山県総合情報センター 城端伝統芸能会館じょうはな座研修会議室
7月13日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、綾瀬市商工会 綾瀬市商工会綾瀬市中央公民館 ３階 講堂
7月14日(土) 愛媛 愛媛県IT推進協会 アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）
7月22日(日) 福井 NPOナレッジふくい 和田公民館
7月31日(火) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール IT講座室

8月4日(土)
群馬・太田
（新規）

太田市、NPO法人おおたIT市民ネットワーク
太田市社会教育総合センター 4階
レクリエーション室

8月9日(木) 福井 NPOナレッジふくい 敦賀市粟野公民館
8月11日(月) 福井 NPOナレッジふくい くらしの研究所
8月31日(金) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール IT講座室

9月1日(土)
千葉・浦安
（新規）

浦安防犯ネット 浦安市文化会館 ３階 大会議室

9月12日(水) 福井 NPOナレッジふくい 敦賀市中郷公民館

9月13日(木) 神奈川
NPO情報セキュリティフォーラム、
鎌倉商工会議所、鎌倉警察署

鎌倉商工会議所 地下 ホール

9月15日(土)
鹿児島・奄美

（新規）
NPO法人鹿児島インファーメーション、
奄美情報処理専門学校

奄美文化センター

9月22日(土) 福井 NPOナレッジふくい 多田記念有終会館
9月26日(水) 富山 富山県総合情報センター 富山県立志貴野高等学校
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9月29日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール　IT講座室
10月5日(金) 富山 富山県総合情報センター 射水市立　大門中学校
10月6日(土) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、秦野市 秦野市立本町公民館
10月6日(土) 福島 NPO法人日本コンピュータ振興協会 公立大学法人会津大学　大講義室
10月6日(土) 新潟 NPO新潟情報セキュリティ協会 南魚沼市民会館
10月10日(水) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、相模原市 相模原合同庁舎
10月13日(土) 青森（新規） 社団法人青森県情報サービス産業協会 地域ICT未来フェスタ2007inあおもり会場内

10月13日(土) 徳島 財団法人e-とくしま推進財団
アスティとくしま

（徳島ビジネスチャレンジメッセ2007会場内）
10月14日(日) 福島 NPO法人日本コンピュータ振興協会 福島県文化センター 視聴覚室
10月17日(水) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、大和市 大和商工会議所

10月19日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、相模原市
ウェルネスさがみはら A館７階 視聴覚室

（相模原市総合保健医療センター）
10月19日(金) 千葉・浦安 NPO浦安防犯ネット 浦安市立舞浜小学校

10月25日(木)
熊本・上天草

（新規）
上天草市 松島町総合センターアロマ

10月27日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール　IT講座室

10月28日(日)
三重・桑名
（新規）

くわなPCネット 桑名市大山田コミュニティプラザ

10月31日(水) 奈良 奈良県社会教育センター 奈良県立教育研究所　大講座室
11月2日(金) 福井 NPOナレッジふくい 敦賀市西公民館
11月2日(金) 石川 NPOナレッジふくい 加賀市庄地区会館
11月3日(土) 滋賀 NPO滋賀県情報基盤協議会 滋賀県立彦根工業高等学校
11月6日(火) 大阪 NPO GIS総合研究所 追手門学院大学

11月9日(金) 神奈川
NPO情報セキュリティフォーラム、
横須賀市、横須賀商工会議所

横須賀市役所 ５階 正庁

11月9日(金) 富山 富山県総合情報センター 射水市射北中学校
11月11日(日） 宮城 NPO法人仙台インターネット推進研究会 仙台市民活動サポートセンター
11月13日(火) 鹿児島 NPO鹿児島インファーメーション 鹿児島市消費生活センター　研修室
11月13日(火) 福井 NPOナレッジふくい 敦賀市西公民館
11月14日(水) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、川崎市 高津市民会館

11月15日(木) 山梨 NPO法人ITコーディネータ山梨
マルチメディアエクスポショー＆テクノフェア
会場内　IT経営キャラバン隊 特設テント

11月15日(木) 福島 NPO法人日本コンピュータ振興協会 喜多方市松山公民館　2階　大会議室
11月16日(金) 宮城 NPO法人仙台インターネット推進研究会 仙台市民活動サポートセンター

11月17日(土) 宮崎 宮崎公立大学
宮崎公立大学
交流センター・多目的ホール

11月17日(土) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、小田原市 川東タウンセンターマロニエ 2階 集会室202
11月17日(土) 奈良 NPOなら情報セキュリティ総合研究所 帝塚山大学　学園前キャンパス
11月17日(土) 福井 NPOナレッジふくい 丹生郡越前町宮崎中学校
11月17日（土）
AM

山梨 NPO法人ITコーディネータ山梨
マルチメディアエクスポショー＆テクノフェア
会場内　IT経営キャラバン隊 特設テント

11月17日（土）
PM

山梨 NPO法人ITコーディネータ山梨
マルチメディアエクスポショー＆テクノフェア
会場内　IT経営キャラバン隊 特設テント

11月23日(金) 滋賀 NPO滋賀県情報基盤協議会 滋賀県立八幡工業高等学校
11月24日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール　IT講座室
11月24日(土) 和歌山 NPO情報セキュリティ研究所 海南市市民会館
11月26日(月) 宮城 NPO法人日本コンピュータ振興協会 仙台市立荒巻小学校

11月28日(水) 山形
山形大学　学術情報基盤センター
NPO ICＴ研究会

山形大学 学術情報基盤センター

11月29日(木)
岡山・倉敷
（新規）

岡山県インターネットセキュリティ対策連絡
協議会

倉敷芸術科学大学

11月30日（金） 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、横浜市
みなみ市民活動センター

（浦舟複合福祉施設10階）
12月1日(土) 和歌山 NPO情報セキュリティ研究所 海南市巽コミュニティセンター
12月2日(日) 愛知 NPO東海インターネット協議会 あいちベンチャーハウス　3階　セミナー室
12月7日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、横須賀市 神奈川県横須賀合同庁舎5階　大会議室

12月7日(金) 山形
山形大学　学術情報基盤センター
NPO ICＴ研究会

山形大学 学術情報基盤センター

12月8日(土) 和歌山 NPO情報セキュリティ研究所 海南市市民交流センター
12月8日(土) 新潟 NPO新潟情報セキュリティ協会 クロスパルにいがた　映像ホール
12月10日(月) 石川 NPOナレッジふくい 加賀市橋立地区会館
12月10日(月) 鹿児島 NPO法人鹿児島インファーメーション 鹿児島市西伊敷地区
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12月14日(金) 埼玉 NPO情報セキュリティフォーラム さいたま市立大谷中学校

12月15日(土) 長崎 県立長崎シーボルト大学
県立長崎シーボルト大学、県立長崎大学
※テレビ会議システムを利用した2地点同時開催

12月15日(土) 石川 NPO法人STAND 石川県社会福祉会館　中ホール
12月15日(土) 千葉・銚子 千葉県インターネット防犯連絡協議会 銚子市青少年文化会館　中ホール
12月20日(木) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、逗子市 逗子市役所

1月11日(金) 大分 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所
大分県立芸術文化短期大学 人文棟１階 
102講義室

1月19日(土) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、川崎市 神奈川県立川崎北高等学校
1月20日(日) 大分 財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 大分県立図書館　視聴覚ホール
1月21日(月) 千葉・市川 NPO情報セキュリティフォーラム 市川市立大野小学校
1月22日(火) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、厚木市 厚木市ヤングコミュニティセンター
1月23日(水) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、開成町 神奈川県足柄上合同庁舎2階　大会議室
1月23日(水) 静岡 静岡情報産業協会 B-nest静岡市産学交流センター
1月25日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、横浜市 横浜市青葉区役所
1月26日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール　IT講座室
1月28日(月) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム NPO法人コロンブスアカデミースタジオ アトリエ
1月29日(火) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター
1月30日(水) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター
2月1日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、藤沢市 藤沢市役所 防災センター 6階 会議室
2月2日(土) 富山 富山県総合情報センター 富山県ＩＴセンター情報工房施設

2月2日(土) 岡山
岡山県インターネットセキュリティ対策連絡
協議会

美咲町林業センター

2月3日(日) 岐阜 NPOかにぱそこんくらぶ 可児市文化創造センター 小劇場 虹のホール
2月5日(火) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、湯河原町 湯河原町役場
2月6日(水) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、平塚市 平塚合同庁舎
2月8日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、三浦市 三浦市南下浦市民センター
2月8日(金) 長野 上田市マルチメディア情報センター 上田市立長小学校 音楽室
2月9日(金) 山口 山口県セキュリティマネジメントフォーラム 下関市立　川中公民館　視聴覚室
2月14日(木) 香川 NPO法人ITCかがわ e-とぴあ・かがわ　BBスクエア
2月15日(金) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、葉山町 葉山町福祉文化会館

2月16日(土) 神奈川
NPO情報セキュリティフォーラム、
秦野市立大根公民館

秦野市立大根公民館 2階 ホール

2月16日(土) 北海道・室蘭 NPOくるくるネット 室蘭市市民会館
2月16日(土) 山口 山口県セキュリティマネジメントフォーラム 防府市 ルルサス防府 2F 多目的ホール

2月16日(土)
三重・四日市

（新規）
NPOセラフィック、PCシエル、
四日市サウスライオンズクラブ

四日市市文化会館・第3ホール 

2月19日(火) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム、海老名市 海老名市役所
2月19日(火) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター

2月20日(水) 熊本
NPO熊本県次世代情報通信推進機構
(NEXT熊本)

パレアホール（くまもと県民交流館パレア）

2月20日(水) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター
2月21日(木) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター
2月22日(金) 福井 ナレッジふくい 福井市映像文化センター
2月23日(土) 滋賀・高島 NPO滋賀県情報基盤協議会 安曇川ふれあいセンター ２F カルチャールーム
2月23日(土) 北海道・旭川 旭川情報産業事業協同組合 旭川市科学館 
2月23日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール　IT講座室
2月28日(木) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム 藤沢市立中里小学校　図書室

3月2日(日) 三重・四日市 PCシエル
四日市市文化会館　第1展示室

（2008セキュリティフェアみえ会場内）

3月4日(火) 大阪・堺
堺女性大学企画運営委員会、
NPO GIS総合研究所

堺市立女性センター　３階　大ホール

3月8日(土) 神奈川 NPO情報セキュリティフォーラム ヤングジョブスクエアよこはま

3月15日(土)
北海道・北見

（新規）
国立大学法人北見工業大学

国立大学法人北見工業大学
総合研究棟2F　多目的講義室

3月16日(日)
大阪・

河内長野
NPO法人きんきうぇぶ

河内長野市立市民交流センター「キックス」３階
大会議室

3月16日(日) 千葉･幕張 NPO法人幕張メディアアソシエイツ ベイタウン･コミュニティコア
3月16日(日) 鹿児島 NPO法人鹿児島インファーメーション 鹿児島県民交流センター　パソコン研修室２
3月17日(月) 東京 NPOイーパーツ 世田谷文化生活情報センター
3月22日(土) 千葉・松戸 NPO松戸ITVネットワーク 松戸市文化ホール IT講座室
3月22日(土) 大阪 大阪工業大学 大阪工業大学
3月29日(土) 島根 NPO法人プロジェクトゆうあい タウンプラザしまね2F 研修室


