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2011 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。

　会場では参加者全員に、情報セキュリティ対策のポイントをわかりやすく解説する教材「インターネット安全教室」、
子ども向けの「小中学生のためのインターネット安全教室」「まんがインターネット安全教室」、家庭向けリーフレット「親
子で守って安全・安心10か条」を配布し、情報セキュリティの向上にお役立ていただいております。

　今年度は一般向けビデオ・冊子教材を新たに作成し、よりリアリティのある映像と初心者にもわかりやすい解説冊
子が完成いたしました。新規教材の完成に伴い従来のプログラムも刷新し、来場者参加型でさらに楽しく学べるイン
ターネット安全教室を開催いたします。

　経済産業省、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）は、引き続き全国各地の共催団体の方々のご協力を
得て「インターネット安全教室」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。

【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］ 情報セキュリティ政策会議、警察庁、その他各開催地新聞社・県・県警等（以上予定）
［開催一覧］ （次頁）一覧をご覧下さい。（2011年9月22日現在）

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、高知県、その他離島など

　・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

◆「インターネット安全教室」共催団体募集◆
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2011年度「インターネット安全教室」開催一覧　 （2011.9.22現在）

日　程 開催地 共催団体 会　場

1 4 月 20 日（水） 秋田 NPO 法人ノースウインド IT チャオ！

2 4 月 22 日（金） 福井 福井県立足羽高等学校 福井県立足羽高等学校　第 1 体育館

3 4 月 23 日（土） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム ゆめおおおかオフィスタワー

4 4 月 29 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 白河市立白河中央中学校 体育館

5 5 月16 日（月） 秋田 秋田大学 秋田大学　工学資源学部 5 号館　101 講義室

6 5 月 21日（土） 長野 NPO 法人グループ HIYOKO 塩尻市市民交流センター “えんぱーく”
2 階　ICT ルーム

7 5 月 24 日（火） 秋田 NPO 法人ノースウインド IT チャオ！

8 5 月 26 日（木） 富山 （株）富山県総合情報センター 富山県総合情報センター　セミナールーム

9 5 月 31日（火） 群馬 NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク 太田市立南中学校　体育館

10 6 月 3 日（金） 群馬 NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク 太田市立毛里田小学校

11 6 月 6 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

12 6 月 7 日（火） 群馬 NPO 法人おおた IT 市民ネットワーク 太田市立薮塚本町小学校　体育館

13 6 月 9 日（木） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立美加の台小学校

14 6 月10 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

15 6 月10 日（金） 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　イングリッシュルーム

16 6 月19 日（日） 徳島 財団法人 e- とくしま推進財団 美馬市立江原中学校　体育館

17 6 月 20 日（月） 秋田 NPO 法人ノースウインド IT チャオ！

18 6 月 22 日（水） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立天野小学校

19 6 月 25 日（土） 東京 三鷹市立井口小学校 三鷹市立井口小学校

20 6 月 25 日（土） 愛知 NPO 東海インターネット協議会 東海高校・東海中学校
「サタデープログラム」会場内

21 7 月1日（金） 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 2 日（土） 北海道 北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ） 道民の森

23 7 月 9 日（土） 東京 中野区立新山小学校 中野区立新山小学校

24 7 月14 日（木） 千葉 NPO 浦安防犯ネット 浦安市立入船中学校

25 7 月 26 日（火） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 相鉄岩崎学園　8 階 809 室

26 7 月 27 日（水） 福岡 西日本短期大学 西日本短期大学　パソコン教室

27 8 月 3 日（水） 沖縄 NPO 法人フロム沖縄推進機構 沖縄産業支援センター　303 会議室

28 8 月11日（木） 福井 NPO 法人ナレッジふくい 福井市消費者生活センター

29 8 月 21日（日） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 横浜市立場地区センター

30 8 月 31日（水） 長野 NPO 法人グループ HIYOKO 安曇野市市民活動センター「くるりん広場」

31 9 月 2 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

32 9 月 5 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

33 9 月 9 日（金） 沖縄 NPO 法人フロム沖縄推進機構 コリンザ 2 階 研修室

34 9 月17 日（土） 北海道 北海道情報セキュリティ勉強会（せきゅぽろ） 釧路市生涯学習センター

35 9 月19 日（月）
1 回目 島根 NPO 法人プロジェクトゆうあい 松江市市民活動センター 503 会議室

36 9 月19 日（月）
2 回目 島根 NPO 法人プロジェクトゆうあい 松江市市民活動センター 503 会議室
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日　程 開催地 共催団体 会　場

37 10 月1日（土） 岐阜 NPO 法人泉京・垂井 郡上市立大和中学校

38 10 月 7 日（金） 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

39 10 月14 日（金） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 浦舟コミュニティハウス

40 10 月16 日（日） 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

41 10 月 21日（金） 岐阜 NPO 法人泉京・垂井 関市立洞戸中学校

42 10 月 27 日（木） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 綾瀬市民文化センター 3 階 視聴覚室

43 11月12 日（土） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 川崎市幸市民館

44 11月14 日（月） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム ヴェルクよこすか（横須賀市勤労会館）

45 11月18 日（金） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 浦舟コミュニティハウス

46 11月18 日（金） 富山 （株）富山県総合情報センター 富山県ＩＴセンター マルチメディアシアター

47 11月19 日（土） 富山 （株）富山県総合情報センター 富山県ＩＴセンター マルチメディアシアター

48 11月 25 日（金） 栃木 NPO 栃木県シニアセンター 下野市生涯学習情報センター

49 11月 25 日（金）山梨・甲府市
（新規） 山梨大学　 山梨大学　甲府東キャンパス A2-21 教室

50 12 月10 日（土） 広島 近畿大学工学部 近畿大学工学部 マルチメディア講義室

51 12 月 20 日（火） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立千代田小学校

52 1月 26 日（木） 長野 NPO 法人グループ HIYOKO 塩尻市市民交流センター “えんぱーく”
2 階　ICT ルーム

53 1月 27 日（金） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立川上小学校

54 2 月 2 日（木） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立楠小学校

55 2 月 3 日（金） 大阪 NPO 法人きんきうぇぶ 河内長野市立天見小学校

56 2 月 5 日（日） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 小机スポーツ会館

57 2 月19 日（日） 神奈川 NPO 情報セキュリティフォーラム 十日市場スポーツ会館

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/




