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2008 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年度より開催しています。

　2007年度は全国で130回の「インターネット安全教室」を開催、6835名の方々にご参

加いただきました。昨今の携帯電話などによるネット利用の低年齢化や学校等での

開催などを考慮し、昨年は「親子で守って安全・安心10か条」というリーフレットを

作成しました。会場毎の受講者層の違いに対応できるよう、今年も副教材を充実さ

せていきたいと考えています。

　2008年度も全国各地の共催団体の方々のご協力を得て、引き続き開催してまいり

ます。なお、現時点での開催状況は次頁のとおりです。

【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］ （次頁）一覧をご覧下さい。（2008年7月24日現在）

開催状況については、随時更新しています。「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/

「インターネット安全教室」は、以下の地域で活動している共催団体を募集しております。

岩手県・埼玉県・高知県・鳥取県・福岡県・佐賀県

　・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
　　E-Mail：caravan-sec@jnsa.org

◆「インターネット安全教室」共催団体募集について◆
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2008年度「インターネット安全教室」開催一覧　 （2008年7月24日現在）

日　程 開催地 共催団体 会　場

6 月7日（土） 富山 株式会社富山県総合情報センター 富山市立鵜坂公民館　会議室　

6 月7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

6 月7日（土） 鹿児島 NPO 法人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

6 月17日（火） 岐阜（新規） 高山市立国府中学校 国府中学校　体育館

6 月 21日（土） 北海道 国立大学法人北見工業大学 北見工業大学総合研究棟 2 階多目的講義室

6 月 24日（火） 鹿児島 NPO 法人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

6 月 30 日（月） 富山 株式会社富山県総合情報センター 富山市総曲輪公民館

7月 5日（土） 群馬 NPO おおた IT 市民ネットワーク 宝泉行政センター　多目的ホール

7月 5日（土） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム（NPO-ISEF） 綾瀬市立中央公民館　3 階　講堂

7月7日（月） 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 岡山南警察署

7月 8 日（火） 群馬 NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク 錦打中学校　体育館

7月11日（金） 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 岡山市立福南中学校

7月12日（土） 沖縄（新規） NPO 法人フロム沖縄推進機構 沖縄コンベンションセンター　会議場 A1

7月12日（土） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム（NPO-ISEF） アートフォーラムあさみ野　セミナールーム

7月17日（木） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立小山田小学校

7月 29 日（火） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム（NPO-ISEF） 伊勢原市商工会館　4 階　中会議室

7月 30 日（水） 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 岡山市立光南台中学校図書館

8 月 6 日（水） 山形 山形大学学術情報基盤センター 山形大学小白川キャンパス学術基盤センター

8 月 20 日（水） 大阪 GIS 総合研究所 堺女性大学

8 月 22日（金） 長野 上田市マルチメディア情報センター 上田市・東築地公民館

8 月 22日（金） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 逗子市役所 5 階 第 7・8 会議室

8 月 25日（月） 鹿児島 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

8 月 27日（水） 東京 NPO 情報セキュリティフォーラム 中野区立武蔵台小学校 視聴覚教室

9 月 4日（木） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市南花台西小学校

9 月18 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 3F 会議室

9 月 25日（木） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市三日市公民館

10 月 3 日（金） 東京 NPO 情報セキュリティフォーラム（NPO-ISEF） 中野区立新山小学校 図書室

10 月10 日（金）大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立楠小学校

10 月12日（日）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

10 月17日（金）神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム ウエルネスさがみはら A 館 7 階 視聴覚室

10 月18 日（土）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 24日（金）鹿児島 NPO 情報セキュリティフォーラム 秦野市立西公民館 2 階 大会議室

11月 8 日（土） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立長野小学校

11月 8 日（土） 徳島（新規） 財団法人 e-とくしま推進財団 アスティとくしま

11月12日（水）青森 財団法人八戸地域高度技術振興センター 八戸市総合福祉会館　2 階多目的ホール

11月15日（土）神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 川東タウンセンター マロニエ 2 階 集会室 202

11月18 日（火）神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 横須賀市役所 3 号館 5 階 正庁

11月18 日（火）大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立高向小学校

11月 27日（木）神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム フォーラム南太田 3 階 大会議室

11月 29 日（土）神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 川崎市多摩市民館 3 階 大会議室

11月（予定） 大阪 GＩＳ総合研究所 追手門学院大学

1月 29 日（火） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立南花台公民館


