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１ 「サイバーセキュリティ月間」の趣旨 
 
   巧妙さを増すサイバー攻撃、大規模な個人情報の流出など、国民生活に影響を及ぼすサ

イバーセキュリティの問題が多数報じられています。誰もが安心して情報通信技術の恩恵を

享受するためには、国民の皆様一人一人がサイバーセキュリティについての関心を高め、これ

らの問題に対応していく必要があります。 
   
   このため、政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓発強化のため、２月１日から

３月
サ

１８日
イ バ ー

までを「サイバーセキュリティ月間」としています。 
   
   期間中、政府機関はもとより、広く他の関係機関、団体等の協力の下に、国民の皆様の幅

広い参加を得た取組を集中的に推進することとしております。 

 

 
 

 

 
 

 

 政府では、国民一人一人にサイバーセキュリティについての関心を高め、理解を

深めていただくために、２月１日から３月１８日までを「サイバーセキュリティ月間」とし

ています。期間中、政府機関はもとより、広く他の関係機関、団体等の協力の下に、

サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に推進します。 

 

 期間中は、産学官民の様々な主体により、全国各地でイベント開催やポスター掲

示等の取組が行われます。また、政府としても、キックオフ・シンポジウムに始まり、サ

イバーセキュリティ・カフェ、府省庁対抗による競技形式の事案対処訓練などを実施

予定です。 

 

さらに、「国民を守る情報セキュリティサイト」をリニューアルし、「みんなでしっかりサ

イバーセキュリティ」という名前に改め、サイバーセキュリティについてわかりやすく情

報発信していくとともに、SNS を活用した「サイバー天気予報」の発信や、サイバーセ
キュリティ関連の実演イベントなどの新たな取組を実施します。 



２ キャッチフレーズ等 

 
（１） キャッチフレーズ 

  「知る・守る・続ける」 

   
 

（２） ロゴマーク 
サイバーセキュリティ普及啓発ロゴマークは、産学官民連携した普及啓発活動をより一層

推進するために定められました。 

 

本ロゴマークについては、政府機関だけでなく、広く関係機関・団体、企業等にも、長期間、

様々なイベントに使用していただき、効果的な PR 活動に役立たせ、誰もが安心して情報通
信技術の恩恵を享受し、国民一人一人がサイバーセキュリティについての関心を高めてほ

しいという願いが込められています。 

 

 

◦「知る」(青色)は、ＩＴリスクなどの情報を冷静に理解し知る 

◦「守る」(緑色)は、安全・安心にインターネットを利用し、サイバ 
ーセキュリティ上の脅威から、身を守る 

◦「続ける」(赤色)は、サイバーセキュリティ対策を情熱を持って続 

ける 

  

ロゴマークの使用については、http://www.nisc.go.jp/security-site/logo.html

をご覧ください。（商標登録第５６４８６１５号及び第５６４８６１６号） 
     

 

http://www.nisc.go.jp/security-site/logo.html
http://www.nisc.go.jp/security-site/logo.html


３ 主要な取組 
 

昨年度好評をいただいた日替わりコラムの掲載や、競技形式の訓練等を引き続き実施すると

ともに、今年度は、『攻殻機動隊』とのタイアップを行うなど、官民連携を積極的に実施し、国民

へのサイバーセキュリティの普及啓発活動を一層強化します。ここでは、主要な取組として、以
下のとおり実施する予定です。 

 

（１）イベントの開催 

 

 ■サイバーセキュリティ月間 キックオフ・シンポジウム 

 「サイバーセキュリティを駆使する人材育成 

-連接融合情報社会で活躍できる人材とは-」【別添１】 
    

２月１日（月）に、「サイバーセキュリティ月間」のキックオフイベントとして、シンポジウム

を開催いたします。先般閣議決定した「サイバーセキュリティ戦略」も踏まえつつ、今やあ
らゆる組織において重要な課題であるサイバーセキュリティの現状と、それらを支える人

材の育成・確保、サイバーセキュリティを駆使する人材が将来にわたって活躍し続けるた

めの環境整備等を考えるきっかけを提供するシンポジウムです。 

 
 
  ■NATIONAL 318（CYBER）EKIDEN 2016 

 
  「現場」における実効的なインシデント・ハンドリング能力向上に向け、府省庁対抗による、
競技形式の事案対処訓練を実施します。 

 
   

 ■サイバーセキュリティ実演イベント（新規） 

 
    身近に潜むサイバー攻撃に係る脅威を、実演を交えて、わかりやすく解説します。 

※詳細は別途、内閣サイバーセキュリティセンターより発表します。 

 
 
 ■サイバーセキュリティ・カフェ 

 
サイバーセキュリティに関する専門家と一般市民の対話の場です。街中のカフェやラウン

ジで、コーヒーを片手に、サイバーセキュリティについて一緒に考えます。「サイバーセキュ

リティ月間」期間中、「サイバーセキュリティ・カフェ」を開催します。 

※詳細は別途、内閣サイバーセキュリティセンターより発表します。 

 

 

 ■産学官民における関連行事 【別添２】 

 
   「サイバーセキュリティ月間」期間中は、全国各地で多数の関連行事が開催されます。 

 

（２）情報発信等 

 

 ■「みんなでしっかりサイバーセキュリティ」のリニューアルオープン（新規） 

 
 「サイバーセキュリティ月間」の開始にあわせて、「みんなでしっかりサイバーセキュリテ

ィ」をリニューアルオープンします。国民一人一人に対して、サイバーセキュリティについて



わかりやすく情報発信をします。 

 

 

 ■「みんなでしっかりサイバーセキュリティ」特設ページの開設（一部新規） 

 
① 日替わりコラム「サイバーセキュリティ ひとこと言いたい！」 

 

     サイバーセキュリティの専門家のみならず、異業種で活躍する若手技術者や経営者、ブ

ロガーなど総勢約 60 名による、日替わりコラムをお届けします。様々な観点から、サイバー
セキュリティの重要性を啓発します。 

  

② 全国の関連行事一覧の掲載 

 

「サイバーセキュリティ月間」に関連し、全国から寄せられたイベント等の情報を都道府県

別に一覧にして掲載します。 
 

③ 情報セキュリティハンドブックの掲載（新規） 
 

スマートフォンやＳＮＳなどを例に、身近に潜むサイバーセキュリティに関する脅威とその

対策をイラストを交えながら紹介し、サイバーセキュリティの重要性を周知します。 

 

④ 『マンガで学ぶサイバーセキュリティ』の掲載・配布（新規） 
 

サイバーセキュリティに関する意識啓発用マンガ（対象：中高生）をウェブサイトに掲載す

るとともに、関係機関に配布し、サイバーセキュリティの重要性を周知します。 

 

 

 ■Yahoo!JAPANとの連携による「意識調査」の実施  

 
  2 月 1 日（月）からの４週にわたり、ヤフー株式会社と連携し、ニュースサイト「Yahoo!ニュー

ス」内の意識調査サービスで、サイバーセキュリティに関する国民の意識調査を行います。 

 

 「Yahoo!ニュース 意識調査」：http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/ 

 

 

 ■ポスターやインターネットバナーの作成・配布 

 
   『攻殻機動隊』とタイアップしたポスター、インターネットバナーを作成・配布し、「サイバーセ

キュリティ月間」について周知を行います。 

 

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/


 

 ■ソーシャルメディアの活用（一部新規） 

 
① 内閣サイバーセキュリティセンターの活動報告 

 

ソーシャルメディアのＮＩＳＣ公式アカウントを通じて、「サイバーセキュリティ月間」中の関連

行事や取組などを紹介します。 

  

     ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   ＠cas_nisc  

 

 

     ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   nisc.jp  

 

 
② サイバー天気予報（新規） 

 
サイバー天気予報プロジェクトを新たに立ち上げ、セキュリティ関連情報（アップデート情報

など）やサイバーセキュリティに関連するブログ等の読み物を情報発信します。 

 

 

     ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   ＠nisc_forecast  

 

 

     ＮＩＳＣ 公式アカウント ：   nisc-forecast  

 

 

 
 

【本報道発表に関する問い合わせ先】 

内閣サイバーセキュリティセンター 

普及啓発担当 
電話 03-3581-3768（センター代表） 

（2 月 1 日（月）運用開始予定） 

（2 月中運用開始予定） 



 

  

-連接融合情報社会※で活躍できる人材とは- 

平成 27 年度サイバーセキュリティ月間 キックオフ・シンポジウム

日時 場所平成２８年２月１日（月） 
13:00～17:00 ＜12:15 開場＞ 

ヤクルトホール 
東京都港区東新橋 1-1-19 ヤクルト本社ビル

参加 無料 （先着 500 名・要事前登録＜裏面を参照＞） 

プログラム 
13:00 

 

 

13:10～14:00 

 

 

 

14:10～14:40 

 

 

 

 

14:40～15:10 

 

 

 

15:25～16:50 

 

 

開会挨拶 

「みんなが楽しむことができるインターネット社会へ向けて 

～自ら「セキュリティ」を理解するための仕組みとインターネットの

活用～」 

基調講演 

講 演 

「金融 ISAC におけるセキュリティ技術者育成の取り組み」 

講 演 

砂原 秀樹   

鎌田 敬介  一般社団法人 金融 ISAC 理事 

「サイバーセキュリティを駆使する人材はいかに育成すべきか？」 
パネルディスカッション 

（パネリスト） 
鎌田 敬介    一般社団法人 金融 ISAC 
小山 覚    NTT コミュケーションズ株式会社 
寺田 真敏    株式会社日立製作所 
奥山 剛    内閣サイバーセキュリティセンター 
 
（モデレータ） 
砂原 秀樹     慶應義塾大学 
 

「ビッグデータとサイバーセキュリティ」 
喜連川 優  国立情報学研究所 所長 

主 催 

     東京大学生産技術研究所 教授 

※「サイバーセキュリティ戦略」（平成 27
年 9 月閣議決定）において、実空間とサ
イバー空間の融合が高度に深化した社会
を「連接融合情報社会」とした。

【別添 1】 



   開催趣旨 

シンポジウムへの参加をご希望の⽅は、以下の要領で電⼦メールにてお申し込みください。 
電⼦メール宛先： security_month_2016@cas.go.jp 
電⼦メール件名： シンポジウム参加申込 
電⼦メール本⽂： ⽒名、所属、役職をご記⼊ください。 
申 込 期 限： 平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇(⾦) 18:00（定員になり次第締め切り） 

■ 企業経営や団体運営等に携わっている⽅ 
■ 組織内でサイバーセキュリティに関する教育や IT 利活⽤に関する業務に携わっている⽅ 
■ サイバーセキュリティを取り巻く現状や⼈材育成について興味・関⼼のある⽅ 

JR 新橋駅 
「銀座⼝」より徒歩３分 

 
都営地下鉄浅草線 新橋駅 
「汐留１番出⼝」より徒歩１分  

 
都営⼤江⼾線 汐留駅 

より徒歩５分 
 
東京メトロ銀座線 新橋駅 
「２番出⼝」より徒歩２分 

 
新交通ゆりかもめ 新橋駅 

より徒歩３分 

内閣サイバーセキュリティセンター（NISC） 普及啓発担当 
電話： 03-3581-3768（直通） 
ＨＰ： http://www.nisc.go.jp サイバーセキュリティ

普及啓発ロゴマーク 

アクセスマップは、携帯電話
からでもご確認いただけます。 

主な対象 

参加登録 

アクセス 

お問い合わせ 



【別添２】

開催日 行事の名称 都道府県 会場名 主催者

1/23 e-ネットキャラバン2015 岡山県 岡山県真庭市立川東小学校(教室)
岡山県真庭市立川東小
学校

1/23 e-ネットキャラバン2015 石川県
石川県中能登町立鳥屋小学校　３階
食堂(その他)

石川県中能登町立鳥屋
小学校ＰＴＡ

1/23 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県東員町立稲部小学校(体育館)
三重県東員町立稲部小
学校

1/23 e-ネットキャラバン2015 広島県
広島県東広島市立木谷小学校(体育
館)

広島県東広島市立木谷
小学校

1/23 e-ネットキャラバン2015 富山県
富山県中太閤山コミュニティセンター
(その他)

中太閤山社会福祉協議
会

1/23 碧南地区農業まつり 愛知県
ＪＡあいち中央碧南営農センター（碧
南市）

ＪＡあいち中央

1/23 シニアのためのスマホ講座 熊本県 熊本学園大学（熊本市中央区） 熊本学園大学

1/23 詐欺被害防止講習会 高知県 薊野西町公民館（高知市） 高知東警察署

1/24 e-ネットキャラバン2015 福井県
福井県南越前町立河野小学校　音楽
室(その他)

福井県南越前町立河野
小学校

1/24 インターネットの約束ふれあいイベント 山形県
イオンモール三川（山形県東田川郡
三川町）

サイバー犯罪対策室少
年課、警備第一課、鶴岡
警察署

1/25 e-ネットキャラバン2015 千葉県
千葉県栄町立竜角寺台小学校　視聴
覚室(その他)

千葉県栄町立竜角寺台
小学校

1/25 e-ネットキャラバン2015 京都府 京都府福知山総合庁舎(その他) 京都府中丹広域振興局

1/25 e-ネットキャラバン2015 山梨県
山梨県笛吹市立一宮南小学校(体育
館)

山梨県笛吹市立一宮南
小学校

1/25 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県あま市立正則小学校(体育館)
愛知県あま市立正則小
学校

1/25 e-ネットキャラバン2015 岩手県
岩手県久慈市立夏井中学校　図書室
(その他)

岩手県久慈市立夏井中
学校

1/25 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県 ＪＲ前橋大島駅（前橋市） 前橋東警察署

1/25 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 神奈川県 FMヨコハマ
神奈川県警察本部
サイバー犯罪対策課

1/25 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 新潟県 ＦＭＰＯＲＴ
新潟県警察本部
サイバー犯罪対策課

1/26～2/7 サイバー犯罪被害防止パネル展 宮崎県
宮崎県立図書館　１階ギャラリー（宮
崎市）

宮崎県警察本部
生活環境課

1/26～3/8ま
での毎週火

曜日
（計7回）

FMひゅうが（ラジオ）局を活用した一般利用者向け広
報啓発活動

宮崎県 FMひゅうが 日向警察署

1/26 e-ネットキャラバン2015 山梨県
山梨県笛吹市立石和西小学校(体育
館)

山梨県笛吹市立石和西
小学校

1/26 e-ネットキャラバン2015 高知県 高知県四万十市立具同小学校(教室)
高知県四万十市立具同
小学校

1/26 e-ネットキャラバン2015 岩手県
岩手県久慈市役所侍浜公民館研修
室(その他)

久慈市役所侍浜公民館

1/26 平成２８年　サイバーセキュリティ月間講演会（仮称） 沖縄県 ホテルロイヤルオリオン　（那覇市）
一般社団法人テレコム
サービス協会　沖縄支
部

1/26 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山梨県 石和温泉駅前（笛吹市） 笛吹警察署

1/26 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 愛知県 中部空港アクセスプラザ（常滑市） 中部空港警察署

1/26 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県
イオンモール姫路リバーシティ
(姫路市飾磨区）

飾磨警察署

1/26 安全運転管理者法定講習会における広報啓発活動 長崎県 長崎県総合福祉センター（長崎市）
長崎県警察本部
交通部交通企画課

1/27 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県船橋市立三山中学校(体育館)
千葉県船橋市立三山中
学校PTA

1/27 e-ネットキャラバン2015 兵庫県 兵庫県神戸市立須佐野中学校(教室)
兵庫県神戸市立須佐野
中学校

1/27 e-ネットキャラバン2015 京都府 京都府綾部総合庁舎(その他) 京都府中丹広域振興局

1/27 ブロードバンド利活用セミナー 新潟県 加茂商工会議所（加茂市）
新潟県
（後援：新潟県警察本
部）

1/27 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 三重県 ＦＭ三重
三重県警察本部
サイバー犯罪対策課

1/27 テレビ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 三重県 三重テレビ
三重県警察本部
サイバー犯罪対策課

1/28 e-ネットキャラバン2015 鹿児島県
鹿児島県東串良町立柏原小学校(教
室)

鹿児島県東串良町立柏
原小学校

1/28 e-ネットキャラバン2015 大阪府
大阪府能勢町立久佐々小学校　多目
的室(その他)

大阪府能勢町立久佐々
小学校

1/28 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県蕨市立中央小学校(その他)
埼玉県蕨市立中央小学
校

2016年サイバーセキュリティ月間関連行事
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1/28 e-ネットキャラバン2015 茨城県
茨城県古河市立駒羽根小学校(体育
館)

茨城県古河市立駒羽根
小学校

1/28 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県上尾市立平方北小学校(教室)
埼玉県上尾市立平方北
小学校

1/28 e-ネットキャラバン2015 北海道
北海道宮の森ミュージアム・ガーデン
(その他)

宮の森大倉山地区青少
年育成委員会

1/28 情報セキュリティセミナーの開催 兵庫県
伊丹商工プラザ４階会議・研修室A
（伊丹市）

伊丹市立産業・情報セン
ター
サイバー空間の脅威に
対する兵庫県官民合同
対策プロジェクト

1/29～1/31 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 千葉県
ＳＬ運転記念イベント会場
（千葉県香取市）

香取警察署

1/29 e-ネットキャラバン2015 静岡県
静岡県駿東郡清水町立清水南小学
校　体育館第1会議室(その他)

静岡県駿東郡清水町立
清水南小学校　家庭教
育学級

1/29 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県みやぎ生協虹の丘店集会室
(その他)

みやぎ生協虹の丘店こ
～ぷ委員会

1/29 e-ネットキャラバン2015 千葉県
千葉県八街市立北中学校　第一会議
室(教室)

千葉県八街市立北中学
校

1/29 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県仙台市立人来田中学校　音楽
室(その他)

宮城県仙台市立人来田
中学校

1/29 e-ネットキャラバン2015 京都府 京都府舞鶴総合庁舎(その他) 京都府中丹広域振興局

1/29 e-ネットキャラバン2015 山梨県
山梨県笛吹市立石和北小学校　特別
活動室(その他)

山梨県笛吹市立石和北
小学校

1/29 e-ネットキャラバン2015 千葉県
千葉県八千代市立村上北小学校(体
育館)

千葉県八千代市立村上
北小学校

1/29 e-ネットキャラバン2015 茨城県 茨城県取手市立山王小学校(教室)
茨城県取手市立山王小
学校

1/29 e-ネットキャラバン2015 岐阜県 岐阜県池田町立宮地小学校(教室)
岐阜県池田町立宮地小
学校

1/29 e-ネットキャラバン2015 新潟県
新潟県新潟県柏崎市立第二中学校
(その他)

柏崎・刈羽地区中学校
高等学校生活指導連絡
協議会

1/29 情報セキュリティ意識向上のための啓発活動 山梨県 南部警察署（南部町） 南部警察署

1/29 詐欺被害防止講習会 高知県 葛島福祉センター（高知市） 高知東警察署

1/30 SECCON 2015 決勝大会 （intercollege） 東京都 東京電機大学 SECCON実行委員会

1/30 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県伊勢市立城田中学校(体育館)
三重県伊勢市立城田中
学校

1/30 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県久喜市立東鷲宮小学校(体育
館)

埼玉県久喜市立東鷲宮
小学校

1/30 e-ネットキャラバン2015 石川県
石川県かほく市立外日角小学校　和
室(その他)

石川県かほく市立外日
角小学校

1/30 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道
中頓別町しばれまつり会場（中頓別
町）

枝幸警察署

1/30 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県
ジョイフルホンダ千代田店（千代田
町）

千代田町役場・県税事
務所・大泉警察署

1/30 第３回“かもがわ”福祉でまちづくりフェスティバル 千葉県 鴨川市文化体育館（千葉県鴨川市）
鴨川市社会福祉協議
会・鴨川警察署（協賛）

1/30
サイバーセキュリティに関する広報啓発活動
（三重県警察音楽隊演奏会）

三重県
津市白山総合文化センター
（津市）

三重県警察本部
サイバー犯罪対策課

1/30 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県
県立但馬牧場公園雪像コンテストま
つり会場（新温泉町丹土）

県立但馬牧場公園

1/31 SECCON 2015 決勝大会 （international） 東京都 東京電機大学 SECCON実行委員会

1/31 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都葛飾区ウィメンズパル多目的
ホール(その他)

葛飾区こども会育成会
連合会

1/31 相生市青少年健全育成市民大会 兵庫県 相生市会館 相生警察署

1/31 広報啓発活動 熊本県 熊本日日新聞折り込みチラシ 水俣警察署

1月下旬 新聞折り込みによる広報啓発活動 兵庫県
神戸新聞学が丘専売所発行
配布先約3000世帯

神戸新聞学が丘専売所

2/1～2/19 サイバーセキュリティパネル展 栃木県 栃木県庁15階企画展示ギャラリー
栃木県、栃木県警察本
部サイバー犯罪対策室

2/1～2/29 サイバーセキュリティに関する資料の配布 和歌山県 河西コミュニティセンター（和歌山市） 和歌山北警察署

2/1～2/29 広報誌による啓発活動 和歌山県 県内一円
和歌山県警察本部
生活環境課

2/1～2/29
青少年の安全・安心なスマートフォン、ネット利用につ
いての講習

徳島県 箸蔵公民館（三好市）
青少年健全育成会、三
好警察署

2/1～3/18 地元FMラジオ局を活用した広報啓発活動 北海道 FM　Ｇsky（赤平町） 赤歌警察署

2/1～3/18 苫小牧ケーブルテレビを活用した広報啓発活動 北海道 苫小牧ケーブルテレビ 苫小牧警察署

2/1～3/18 道の駅における広報啓発コーナーの設置 北海道 流氷街道網走（網走市） 網走警察署

2/1～3/18 地元ＦＭラジオ局を活用した広報啓発活動 北海道 FMはな（中標津町） 中標津警察署
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2/1～3/18 十和田市内商業施設における広報啓発活動 青森県 イオン十和田（十和田市） 十和田警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 青森県 野辺地町、横浜町、六ヶ所村 野辺地警察署

2/1～3/18
ＦＭ五所川原を活用した一般利用者向け広報啓発活
動

青森県 ＦＭ五所川原（五所川原市） 五所川原警察署

2/1～3/18
ＦＭラジオ局（アジュール）を活用した一般利用者向け
広報啓発活動

青森県 ＦＭアジュール（むつ市） むつ警察署

2/1～3/18 各自治体広報紙を用いた広報啓発活動 青森県
三沢市役所（三沢市）
おいらせ町役場（おいらせ町）

三沢警察署

2/1～3/18
広報わかやなぎを活用した一般市民対象広報啓発活
動

宮城県 若柳警察署管内
若柳警察署、若柳地区
防犯協会連合会

2/1～3/18 「南三陸警察署よりそい隊」防犯講話 宮城県 南三陸警察署管内 南三陸警察署

2/1～3/18 広報あおばを活用した一般市民対象広報啓発活動 宮城県 宮城県内 宮城県警察本部

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 宮城県 角田市役所 角田警察署

2/1～3/18 町役場庁舎における広報啓発コーナーの設置 宮城県 丸森町役場 角田警察署

2/1～3/18 地元広報紙による広報啓発活動 宮城県 角田市 角田警察署

2/1～3/18 広報啓発活動 秋田県 秋田県内 秋田県警察本部

2/1～3/18
ネットワーク・セキュリティ連絡協議会と連携した広報
活動

福島県 各会員管理のホームページ
福島県警察本部サイ
バー犯罪対策室

2/1～3/18
AMラジオ局を活用した一般利用者向けの広報啓発活
動

福島県 ラジオ福島
福島県警察本部サイ
バー犯罪対策室

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための広報街頭活動 東京都
自由が丘駅・学芸大学駅・都立大学
駅（目黒区）

碑文谷警察署

2/1～3/18 ＡＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 茨城県
茨城放送
（水戸市）

茨城県警察本部
生活安全部生活環境課

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 栃木県 宇都宮市役所（宇都宮市）

宇都宮市
栃木県警察本部サイ
バー犯罪対策室
宇都宮中央警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 栃木県 真岡市役所（真岡市）
真岡市
真岡警察署

2/1～3/18
ケーブルテレビを活用した一般利用者向け広報啓発活
動

栃木県 宇都宮ケーブルテレビ
宇都宮ケーブルテレビ
宇都宮中央警察署

2/1～3/18
ケーブルテレビを活用した一般利用者向け広報啓発活
動

栃木県 那珂川町ケーブルテレビ
那珂川町ケーブルテレビ
放送センター、那珂川警
察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 栃木県 RADIO BERRY FM栃木「矢板時間」
矢板市役所
矢板警察署

2/1～3/18
コミュニケーションツールを活用した一般利用者向け広
報啓発活動

栃木県
矢板市公式LINEアカウント「やいこ
みゅ」

矢板市役所
矢板警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県 カワチ薬品、セキチュー（前橋市） 前橋警察署

2/1～3/18 ラジオ高崎を活用した一般利用者向け広報啓発活動 群馬県 ラジオ高崎 高崎警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 群馬県 FM太郎 太田警察署

2/1～3/18
サイバー脅威対策協議会
共通分科会

新潟県 未定（新潟市）

新潟県サイバー脅威対
策協議会
（事務局：新潟県警察本
部サイバー犯罪対策課）

2/1～3/18
サイバー脅威対策協議会
サイバー攻撃対策分科会

新潟県 未定（新潟市）

新潟県サイバー脅威対
策協議会
（事務局：新潟県警察本
部サイバー犯罪対策課）

2/1～3/18 役場庁舎における広報啓発コーナーの設置 山梨県 市川三郷町役場（市川三郷町） 鰍沢警察署

2/1～3/18 役場庁舎における広報啓発コーナーの設置 山梨県 富士川町役場（富士川町） 鰍沢警察署

2/1～3/18
自主防犯ボランティアの拠点場所における広報啓発
コーナーの設置

山梨県
南部町総合会館
（南部町役場分庁舎）

南部警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 山梨県 笛吹市役所（笛吹市） 笛吹警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山梨県 大月市、都留市 大月警察署

2/1～3/18 CATV放送を活用した一般利用者向け広報啓発活動 山梨県
ケーブルネットワーク大月（大月
CATV）

大月警察署

2/1～3/18 CATV放送を活用した一般利用者向け広報啓発活動 山梨県
都留市テレビ利用者組合（都留市
CATV）

大月警察署

2/1～3/18 テレビ・ラジオによるスポット広報 富山県
テレビ（民放、ケーブル）
ラジオ（民放ＦＭ・ＡＭ）

富山県警察本部

2/1～3/18 コミュニティラジオを活用した広報啓発 富山県 ラジオ・ミュー（ＦＭ） 黒部警察署

2/1～3/18 電光掲示板による広報啓発 富山県 中新川郡立山町
上市警察署・立山町役
場

2/1～3/18 ケーブルテレビを活用した広報啓発 富山県 能越ケーブルネット 氷見警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための広報啓発活動 石川県 大聖寺警察署交番、駐在所（加賀市） 大聖寺警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 石川県 管内スーパー等（能美市、川北町） 寺井警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 石川県 未定（金沢市） 金沢西警察署
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2/1～3/18 勝山市青少年問題協議会 福井県 勝山市役所 勝山市青少年センター

2/1～3/18
丹南ケーブルテレビ局を活用した一般利用者向け広報
啓発活動

福井県 丹南ケーブルテレビ 越前警察署

2/1～3/18 大型店舗における広報啓発活動 岐阜県 平和堂（山県市） 山県警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 岐阜県 中津川市役所 中津川警察署

2/1～3/18 官公庁における広報啓発コーナーの設置 岐阜県 管内官公庁（下呂市） 下呂警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 岐阜県 管内の駅等（下呂市） 下呂警察署

2/1～3/18 広報チラシの掲示による注意喚起 愛知県 県内の官公庁施設 県内すべての警察署

2/1～3/18 ケーブルテレビCCネットを活用した広報活動 愛知県 日進市、東郷町、豊明市 愛知警察署

2/1～3/18 市役所発行の広報紙における広報活動 愛知県 豊明市 愛知警察署

2/1～3/18 FMラジオを活用した一般利用者向け広報活動 愛知県 FMナナミ 津島警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための啓発活動 愛知県 名古屋港水族館（名古屋市港区） 港警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 大阪府 ＦＭちゃお
大阪府警察本部
サイバー犯罪対策課

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 大阪府 ＦＭＣｏｃｏｒｏ
大阪府警察本部
サイバー犯罪対策課

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のためのチラシ配布 大阪府 大阪府内
大阪府警察本部
サイバー犯罪対策課

2/1～3/18
ＪＲ三ノ宮駅、阪神神戸三宮駅の電光掲示による啓発
活動

兵庫県 ＪＲ三ノ宮駅、阪神神戸三宮駅 葺合警察署

2/1～3/18 公民館3箇所掲示板のチラシ掲示 兵庫県 管内公民館（西宮市） 甲子園警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 FM宝塚
宝塚警察署
（株）エフエム宝塚

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 Honey FM
三田警察署
（株）エフエムさんだ

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 兵庫県 三木市役所 三木警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 FM三木
三木警察署
（株）エフエム三木

2/1～3/18 電光掲示板による広報啓発活動 兵庫県 遊技場組合店舗 高砂警察署

2/1～3/18
ケーブルテレビ局を活用した一般利用者向け広報啓発
活動

兵庫県 BAN－BANテレビ 高砂警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 兵庫県 赤穂市役所 赤穂警察署

2/1～3/18 市役所庁舎等における広報啓発コーナーの設置 兵庫県 宍粟市役所 宍粟警察署

2/1～3/18 防災無線を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 宍粟市役所 宍粟警察署

2/1～3/18 文字放送 兵庫県 養父市ケーブルテレビジョン 養父警察署

2/1～3/18 市役所振興局庁舎における広報啓発コーナーの設置 兵庫県
豊岡市役所城崎振興局 / 豊岡市役
所竹野振興局

豊岡北警察署

2/1～3/18 旅館組合案内所における広報啓発コーナーの設置 兵庫県
城崎温泉旅館協同組合
ＪＲ城崎温泉駅前旅館案内所

豊岡北警察署

2/1～3/18 市役所庁舎内における広報啓発コーナーの設置 兵庫県 洲本市役所 洲本警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 和歌山県 FM橋本８１．６Hz（橋本市等） 橋本警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 和歌山県 FMマザーシップ（有田市、有田郡） 湯浅警察署

2/1～3/18 市役所・町役場来庁者への広報啓発 和歌山県
御坊市役所、
日高、美浜、由良、日高川及び
印南町役場

御坊警察署

2/1～3/18 ラジオ放送を活用した広報啓発 和歌山県 ＷＢＳ和歌山放送ラジオ（県下）
和歌山県警察本部
生活環境課

2/1～3/18 インターネットカフェ利用者に対する広報啓発 和歌山県 各店舗（和歌山県内）
和歌山県警察本部
生活環境課

2/1～3/18 防犯講習時等のセキュリティ広報 鳥取県
各地区公民館・集会場等（八頭郡智
頭町）

智頭警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 島根県 松江市内
島根県警察本部生活環
境課

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 島根県 浜田市内 浜田警察署

2/1～3/18 地元ケーブルテレビによる広報啓発活動 山口県 Kビジョン（光市）
山口県警察
光警察署

2/1～3/18 地元ケーブルテレビでの広報 山口県 ほっちゃテレビ（長門市）
山口県警察
長門警察署

2/1～3/18 FMラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 山口県 FMサンサンきらら（山陽小野田市）
山口警察署
山陽小野田警察署

2/1～3/18 商工会の機関誌を活用した広報啓発活動 山口県 岩国市 岩国商工会議所

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山口県 宇部市
山口県警察
宇部警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 山口県 宇部市役所（宇部市）
山口県警察
宇部警察署

2/1～3/18
山口大学前における広報啓発活動（キャンペーン）の
実施

山口県 山口大学正門前（山口市）
山口県警察
山口警察署
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2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 山口県 山口市役所（山口市）
山口県警察
山口警察署

2/1～3/18 市役所庁舎におけるパネル掲示 徳島県 美馬市役所（美馬市） 美馬市役所

2/1～3/18 防犯パトロールを活用した広報啓発活動 長崎県 島原市内 島原警察署

2/1～3/18 年金受給者に対する街頭啓発活動 長崎県 壱岐市内のスーパー（壱岐市） 壱岐警察署

2/1～3/18 大型LED（電光）掲示板による街頭啓発活動 長崎県 近畿産業信用組合（長崎市）
長崎警察本部
サイバー犯罪対策室

2/1～3/18 空港ターミナルにおける広報啓発活動 長崎県 対馬空港（対馬市） 対馬南警察署

2/1～3/18 地元新聞を活用した広報啓発活動 長崎県 長崎新聞
長崎警察本部
サイバー犯罪対策室

2/1～3/18 ＦＭラジオを活用した広報啓発活動 長崎県 ＦＭしまばら（島原市） 島原警察署

2/1～3/18 ＦＭラジオを活用した広報啓発活動 長崎県 ＦＭおおむら（大村市） 大村警察署

2/1～3/18 地元テレビ局を活用した広報啓発活動 長崎県 カボチャＴＶ（島原市） 島原警察署

2/1～3/18 地元テレビを活用した広報啓発活動 長崎県 テレビ佐世保（佐世保市） 早岐警察署

2/1～3/18 地元ケーブルテレビを活用した広報啓発活動 長崎県 福江ケーブルテレビ（五島市） 五島警察署

2/1～3/18 地元ケーブルテレビを活用した広報啓発活動 長崎県 壱岐ケーブルテレビ（壱岐市） 壱岐警察署

2/1～3/18 商工会内に広報啓発コーナーの設置 熊本県 菊池市商工会 菊池警察署

2/1～3/18 情報セキュリティー意識向上啓発活動 熊本県 玉名郡市
玉名警察署
学警連
熊本日新聞

2/1～3/18 ケーブルテレビを活用した高森町民向け広報啓発活動 熊本県 高森ポイントチャンネル
高森町役場
高森警察署

2/1～3/18
高森町、南阿蘇村広報誌を活用した管内住民向け広
報啓発活動

熊本県
高森だより
広報南阿蘇

高森町、南阿蘇村役場
高森警察署

2/1～3/18 臼杵市役所における広報啓発コーナーの設置 大分県 臼杵市役所（臼杵市） 臼杵津久見警察署

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 大分県 管内のスーパー等（臼杵市） 臼杵津久見警察署

2/1～3/18 情報セキュリティセミナー 沖縄県 沖縄県警察本部（那覇市）
沖縄県警察本部生活保
安課

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 沖縄県 ＦＭレキオ
FMレキオ・那覇警察署
（共催）

2/1～3/18 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 沖縄県 FMみやこ
FMみやこ・宮古島警察
署（共催）

2/1～3/18 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 沖縄県 暴力団追放パレード（宮古島市） 宮古島警察署

2/1～3/18 市役所庁舎における広報啓発コーナーの設置 沖縄県 宮古島市役所
宮古島市役所・宮古島
警察署(共催)

2/1～3/18
脅威の変遷、技術の進化に合わせた利用者の意識向
上

東京都
日本マイクロソフト株式会社（東京都
港区港南 2-16-3 品川グランドセント
ラルタワー）

マイクロソフト株式会社

2/1
平成27年度サイバーセキュリティ月間　キックオフ・シン
ポジウム

東京都 ヤクルトホール
内閣サイバーセキュリ
ティセンター

2/1 インターネット安全教室 福岡県
北九州市立年長者研修大学穴生学
舎3 F大会議室

独立行政法人情報処理
推進機構 / NPO法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会 / NPO法人ス
キルアップサービス

2/1 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県みやぎ生協高砂駅前こ～ぷ委
員会(その他)

みやぎ生協高砂駅前店
こ～ぷ委員会

2/1 e-ネットキャラバン2015 福井県 福井県福井市　明道中学校(体育館)
福井県福井市明道中学
校

2/1 サイバーセキュリティ・カレッジin熊本2016 熊本県
熊本地方合同庁舎Ａ棟１Ｆ共用会議
室

総務省九州総合通信局
/ 熊本県警察本部 / 熊
本県情報セキュリティ推
進協議会

2/1
ＣＴＦ大会
（サイバー脅威対策協議会人材育成・対処能力向上分
科会）

新潟県
新潟国際情報大学
（新潟中央キャンパス）

新潟県サイバー脅威対
策協議会
（事務局：新潟県警察本
部
　　　　　　　サイバー犯
罪対策課）

2/1 区役所における広報紙の設置 兵庫県 垂水区役所 垂水区役所

2/1 サイバーセキュリティ・カレッジin熊本2016 熊本県
熊本地方合同庁舎
（九州総合通信局）

九州総合通信局、熊本
県情報セキュリティ推進
協議会、熊本県警察本
部

2/1 新聞折り込みチラシを活用した広報啓発 熊本県
長洲町全域及び荒尾市牛水付近の
２８００世帯

荒尾警察署
熊日新聞

2/2～2/5 サイバーセキュリティパネルコーナーの設置 福岡県 県庁１階ロビー（福岡市）

独立行政法人情報処理
推進機構
福岡県警察本部
サイバー犯罪対策課（後
援）
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2/2～3/8
情報通信交流館におけるセキュリティ啓発コーナの設
置

香川県 情報通信交流館 （高松市）
情報通信交流館 ・香川
県警察本部（後援）

2/2～3/18 サイバーセキュリティ月間セキュリティ啓発コーナー 香川県 情報通信交流館　４階
情報通信交流館（e-とぴ
あ・かがわ）

2/2 サイバーセキュリティセミナー 神奈川県 かながわ県民センター　２階　ホール
神奈川県/横浜市/神奈
川県警察/NPO情報セ
キュリティフォーラム

2/2 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都中野区上鷺宮区民活動セン
ター(その他)

中野区青少年育成上鷺
宮地区委員会

2/2 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県みやぎ生協市名坂店メンバー
集会室(その他)

みやぎ生協市名坂店こ
～ぷ委員会

2/2 e-ネットキャラバン2015 山口県 山口県山口市立白石小学校(教室)
山口県山口市立白石小
学校PTA

2/2 e-ネットキャラバン2015 千葉県
千葉県松戸市立上本郷第二小学校
(その他)

千葉県松戸市立上本郷
第二小学校

2/2 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県久喜市立菖蒲小学校(教室)
埼玉県久喜市立菖蒲小
学校

2/2 e-ネットキャラバン2015 愛知県
愛知県清須市立清洲東小学校(その
他)

愛知県清須市立清洲東
小学校

2/2 e-ネットキャラバン2015 茨城県
茨城県つくば市立竹園学園　竹園東
小学校(体育館)

茨城県つくば市立竹園
学園　竹園東小学校

2/2 e-ネットキャラバン2015 栃木県
栃木県栃木県警察本部　少年課(そ
の他)

栃木県警察本部　少年
課

2/2 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県亀山市役所(その他)
亀山市青少年育成市民
会議

2/2
平成27年度
「情報セキュリティ＆危機管理セミナー」

大阪府
追手門学院　大阪城スクエア
（大阪市中央区大手前1-3-20)

近畿総合通信局
一社）テレコムサービス
協会近畿支部
近畿情報通信協議会

2/2 平成27年度情報セキュリティ研修会における講話 茨城県 茨城県庁（水戸市）
茨城県、
茨城県高度情報化推進
協議会

2/2 サイバーセキュリティセミナー 神奈川県
かながわ県民センター
（横浜市神奈川区）

神奈川県、横浜市、神奈
川県警察、ＮＰＯ情報セ
キュリティフォーラム

2/2 サイバー犯罪の現状及び傾向に関する講演 大阪府
追手門学院　大阪城スクエア
（大阪市中央区）

近畿総合通信局事業課

2/2 ラジオ放送を活用した広報啓発活動 兵庫県 県内全域
ラジオ関西
県民広報課・サイバー犯
罪対策課・公安第一課

2/2 地域保健推進協議会参加者に対する広報啓発活動 兵庫県 西宮市保健所 西宮警察署

2/2
ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」合
同表彰式

福岡県 県庁１階ロビー（福岡市）

独立行政法人情報処理
推進機構
福岡県警察本部
サイバー犯罪対策課（後
援）

2/2 ラジオを活用した一般利用者向け広報啓発活動 大分県 ＯＢＳラジオ（大分県内） 日田警察署

2/3, 10, 17
3/2, 16

ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 さくらＦＭ
西宮警察署
西宮コミュニティ放送
（株）

2/3 e-ネットキャラバン2015 広島県 広島県北広島町立新庄小学校(教室)
広島県北広島町立新庄
小学校

2/3 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県一宮市立千秋東小学校(教室)
愛知県一宮市立千秋東
小学校

2/3 e-ネットキャラバン2015 新潟県
新潟県新潟県立塩沢商工高等学校
(体育館)

新潟県立塩沢商工高等
学校

2/3 STVラジオを活用した広報啓発活動 北海道 STVラジオ（北海道全域）
北海道警察本部
サイバー犯罪対策課

2/3 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山梨県 身延山久遠寺（身延町） 南部警察署

2/4
Application Security Briefing & Discussion 2016 〜 セ
キュリティ・バイ・デザインはIoT時代を救うか

東京都 日本マイクロソフト/セミナールーム

株式会社アスタリスク・リ
サーチ / ソニーデジタル
ネットワークアプリケー
ションズ株式会社 / マイ
クロソフト株式会社

2/4 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県みやぎ生協国見が丘店メン
バー集会室(その他)

みやぎ生協　国見ヶ丘店
こ～ぷ委員会

2/4 e-ネットキャラバン2015 愛知県
愛知県一宮市立朝日東小学校(体育
館)

愛知県一宮市立朝日東
小学校

2/4 e-ネットキャラバン2015 福井県 福井県福井市旭小学校(教室) 福井県福井市旭小学校

2/4 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県藤沢市立高谷小学校　図書
室(教室)

神奈川県藤沢市立高谷
小学校

2/4 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県野田市立岩名中学校(体育館) 野田市北部公民館
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2/4 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県犬山市立東部中学校(体育館)
愛知県犬山市立東部中
学校

2/4 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県秩父市立吉田小学校　図書室
(その他)

埼玉県秩父市立吉田小
学校

2/4
第１０回講演会
平成２７年度「サイバーセキュリティ月間」
記念セミナー（仮称）

新潟県
新潟大学　新潟駅南キャンパス　「と
きめいと」（新潟市）

NPO法人　新潟情報通
信研究所・信越情報通
信懇談会(以上、主催)/
信越総合通信局（共催）

2/4 テレビ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 新潟県 ＮＨＫ新潟放送
新潟県警察本部
サイバー犯罪対策課

2/4 平成27年度防犯責任者専門セミナー 静岡県 クリエート浜松(浜松市中区）
静岡県くらし環境部
静岡県警察本部

2/5 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県仙台市立七北田小学校(その
他)

七北田小学校父母教師
会

2/5 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県市川市立宮久保小学校(教室)
千葉県市川市立宮久保
小学校

2/5 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県小田原市立国府津小学校
多目的ホール(その他)

神奈川県小田原市立国
府津小学校

2/5 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県野田市立二川中学校(体育館) 野田市二川公民館

2/5 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県野田市立東部中学校(体育館)
千葉県野田市立東部中
学校

2/5 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県半田市立亀崎中学校(体育館)
愛知県半田市立亀崎中
学校

2/5 e-ネットキャラバン2015 新潟県 新潟県糸魚川市立糸魚川東小学校()
新潟県糸魚川市立糸魚
川東小学校

2/5 サイバー攻撃対策セミナー 神奈川県
神奈川県警察本部
19階大会議室

神奈川県警察本部
公安第一課
サイバー犯罪対策課

2/5
青少年の安心・安全なスマートフォン利用に関するシン
ポジウム

佐賀県 諸富町ハートフル（佐賀市）
佐賀県、佐賀県ネット
ワーク・セキュリティ対策
協議会

2/5
宮崎サンシャインＦＭ（ラジオ）局を活用した一般利用
者向け広報啓発活動

宮崎県 宮崎サンシャインＦＭ
宮崎県警察本部
総務課

2/6 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都光塩女子学院　メルセダリアン
ホール（講堂）(その他)

光塩女子学院初等科

2/6 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都品川区立鈴ヶ森小学校(体育
館)

東京都品川区立鈴ヶ森
小学校PTA

2/6 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県伊勢市立小俣中学校(体育館)
三重県伊勢市立小俣中
学校

2/6 e-ネットキャラバン2015 富山県
富山県立山町立日中上野小学校(そ
の他)

日中上野小学校協励会

2/6 e-ネットキャラバン2015 岐阜県
岐阜県岐阜市立白山小学校　ワーク
スペース(その他)

岐阜県岐阜市立白山小
学校

2/6 e-ネットキャラバン2015 富山県
富山県立山町立日中上野小学校(そ
の他)

日中上野小学校協励会

2/6 e-ネットキャラバン2015 青森県 青森県むつグランドホテル(その他)
青少年健全育成パイ
ロット地区推進会議（六
連P）

2/6 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道
とまこまいスケートまつり会場(苫小牧
市)

苫小牧警察署

2/6 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道 しばれフェスティバル会場(陸別町) 本別警察署

2/6 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道 ふゆとぴあin別海会場（別海町） 中標津警察署

2/6 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道 なかしべつ祭り会場（中標津町） 中標津警察署

2/6
サイバー犯罪防止キャンペーン
～守ろう！情報セキュリティと知的財産～

青森県 サンロード青森（青森市）
青森県警察本部生活安
全部保安課
サイバー犯罪対策室

2/6 県民ふれあいコンサートにおける広報啓発活動 熊本県 熊本県立劇場（熊本市中央区） 熊本県警察本部

2/7 e-ネットキャラバン2015 富山県 富山県富山市立針原小学校(体育館)
富山県富山市立針原小
学校　育友会

2/7 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県
凧揚げ大会会場（前橋市敷島河川
敷）

前橋市商工会議所・前
橋警察署

2/7 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 千葉県
横芝光町子どもフェスタ
（千葉県山武郡横芝光町）

山武警察署

2/7 輪島警察署　防犯子ども剣道大会 石川県 穴水海洋センター（鳳珠郡穴水町） 輪島警察署

2/7 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県
神戸バレンタイン・ラブラン会場
（神戸市中央区）

神戸水上警察署

2/7 情報セキュリティー意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県
網干かき祭り会場
（姫路市網干区 エコパークあぼし）

姫路とれとれ市「網干か
き祭り」実行委員会
網干・網干西地区自治
会

2/7 特殊詐欺撲滅美馬市民大会 徳島県 穴吹農村環境改善センター（美馬市）
美馬市・美馬警察署（共
催）

2/8, 3/14 ＪＲ紀三井寺駅における広報啓発物品等の配布 和歌山県 ＪＲ紀三井寺駅（和歌山市） 和歌山西警察署



開催日 行事の名称 都道府県 会場名 主催者

2016年サイバーセキュリティ月間関連行事

2/8
シンポジウム
東京を支える鉄道・航空におけるサイバー攻撃の脅威
～2020年に向けて～

東京都 海運クラブ　２階ホール 一般財団法人運輸政策研

2/8 e-ネットキャラバン2015 石川県
石川県いしかわ子ども交流センター
七尾館(教室)

能登地区児童館連絡協
議会

2/8 e-ネットキャラバン2015 宮城県
宮城県富谷町立日吉台中学校(体育
館)

宮城県富谷町立日吉台
中学校

2/8 e-ネットキャラバン2015 福岡県
福岡県福岡県立大川樟風高等学校
(体育館)

福岡県立大川樟風高等
学校

2/8 ラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 宮城県 東北放送ラジオ
宮城県警察本部
生活環境課

2/8 ラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 宮城県
ＣＡＴＶ（Ｊ：ＣＯＭイースト仙台キャベ
ツ局）

宮城県警察本部
生活環境課

2/8
成田山新勝寺節分会に際し、情報意識向上のための
広報啓発活動

千葉県
成田山新勝寺
（千葉県成田市）

成田警察署

2/8
安心・安全なサイバー空間を構築するための島根県官
民連携協議会総会

島根県 島根県市町村振興センター（松江市）
島根県警察本部生活環
境課

2/9 インターネット安全教室 福岡県 松ヶ枝南市民センター第4会議室

独立行政法人情報処理
推進機構 / NPO法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会 / NPO法人ス
キルアップサービス

2/9 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県和光市立第四小学校(教室)
埼玉県和光市立第四小
学校

2/9 e-ネットキャラバン2015 岩手県 岩手県紫波町立上平沢小学校(教室)
岩手県紫波町立上平沢
小学校

2/9 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県三芳町立唐沢小学校(教室)
埼玉県三芳町立唐沢小
学校

2/9 e-ネットキャラバン2015 京都府 京都府エンカレッジ京都三条(教室) エンカレッジ京都三条

2/9 e-ネットキャラバン2015 茨城県 茨城県水戸市立寿小学校(体育館)
茨城県水戸市立寿小学
校

2/9 e-ネットキャラバン2015 富山県
富山県黒部市立石田小学校　ランチ
ルーム(その他)

富山県黒部市立石田小
学校

2/9

サイバーセキュリティ月間関連行事・信越情報通信懇
談会３０周年記念行事
「情報通信利用環境セミナー　―　サイバーセキュリ
ティを考える　―」（仮称）

長野県 JA長野県ビル（長野市）
信越総合通信局・長野
県警察本部・信越情報
通信懇談会

2/9 情報通信利用環境セミナー 長野県 ＪＡ長野県ビル（長野市）
総務省信越総合通信局
長野県警察本部
信越情報通信懇談会

2/9 平成27年度防犯責任者専門セミナー 静岡県 ふじのくに千本松フォーラム（沼津市）
静岡県くらし環境部
静岡県警察本部

2/9 防犯、交通安全、サイバー犯罪等についての講話 岐阜県 東山公民センター（関市） 関警察署

2/9 ラジオ放送を活用した広報啓発活動 兵庫県 県内全域
ラジオ関西
県民広報課・サイバー犯
罪対策課・公安第一課

2/9 サイバーセキュリティカレッジ in NARA 奈良県 奈良県立図書情報館（奈良市）
奈良県警察・奈良県立
図書情報館（共催）

2/10, 3/10 防犯の日における街頭広報 鳥取県
智頭駅、各金融機関周辺（八頭郡智
頭町）

智頭警察署

2/10, 3/11 安全・安心なまちづくりの日 徳島県 海部郡内のスーパー、駅等 牟岐警察署

2/10 「これからの企業戦略と情報セキュリティ」研修会 愛知県 安城市商工会議所

安城市南部工場防犯協
会/安城市北部工場防
犯協会/愛知県安城警
察署（共催）

2/10 インターネット安全教室 鹿児島県 与論町中央公民館

独立行政法人情報処理
推進機構 / NPO法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会 / NPO法人ス
キルアップサービス

2/10 e-ネットキャラバン2015 福島県 福島県二本松市立新殿小学校(教室)
福島県二本松市立新殿
小学校

2/10 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県野田市立柳沢小学校(体育館)
千葉県野田市立柳沢小
学校

2/10 e-ネットキャラバン2015 山梨県 山梨県笛吹市立石和東小学校(教室)
山梨県笛吹市立石和東
小学校

2/10 e-ネットキャラバン2015 島根県
島根県出雲市立久多美小学校　音楽
室(その他)

島根県出雲市立久多美
小学校

2/10 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県川崎市立上丸子小学校(体
育館)

中原中学校区地域教育
会議

2/10 地域安全ニュースによる広報啓発 富山県 小矢部市
小矢部警察署
小矢部市防犯協会

2/10 米丸児童館における防犯講習 石川県 米松児童館（金沢市） 金沢西警察署



開催日 行事の名称 都道府県 会場名 主催者

2016年サイバーセキュリティ月間関連行事

2/10
県消費生活センターが開催する
生活教養講座での講演

和歌山県 西牟婁総合庁舎（田辺市）
県消費生活センター
和歌山県警察本部生活
環境課

2/10 防犯の日における街頭広報 鳥取県
米子北高校、弓ヶ浜中学校、東山中
学校（米子市）

米子警察署

2/10 防犯の日における街頭広報 鳥取県 アプト（東伯郡琴浦町） 八橋警察署

2/10 防犯の日における街頭広報 鳥取県 パープルタウン（倉吉市） 倉吉警察署

2/11～2/14 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道
あばしりオホーツク流氷まつり会場
(網走市商港埠頭)

網走警察署

2/11 青少年インターネット適正利用推進シンポジウム 長野県 長野市若里市民文化ホール
長野県青少年インター
ネット適正利用推進協議
会

2/11 音楽隊定期演奏会 福岡県 アクロス福岡（福岡市）
福岡県警察本部
広報課、サイバー犯罪
対策課

2/12, 3/11 犯罪ゼロの日における街頭活動 岡山県

イズミヤ津高店、わたなべ生鮮館庭
瀬店、中国銀行津島支店前、JR北長
瀬駅前・備前三門駅前、備中高松駅
前、岡山駅西口交番北側付近（岡山
市）

岡山西警察署

2/12, 3/11
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（年
金支給日の前日、犯罪ゼロの日、環境浄化の日）

岡山県
和気サンモール、ザ・ビッグ和気店
（岡山県和気郡和気町）

備前警察署

2/12 e-ネットキャラバン2015 富山県 富山県滑川市立西部小学校(体育館)
富山県滑川市立西部小
学校

2/12 e-ネットキャラバン2015 北海道
北海道札幌市立東白石小学校(その
他)

北海道札幌市立東白石
小学校

2/12 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県東金市立豊成小学校(体育館)
千葉県東金市立豊成小
学校

2/12 e-ネットキャラバン2015 三重県
三重県名張市立桔梗が丘東小学校
(教室)

三重県名張市立桔梗が
丘東小学校

2/12 e-ネットキャラバン2015 山口県 山口県厚保公民館(その他)
山口県美祢市立厚保中
学校

2/12 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県狭山市立柏原中学校(体育館)
埼玉県狭山市立柏原中
学校

2/12 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 石川県 雪だるま祭り会場（白山市） 白峰観光協会

2/12 振り込め詐欺被害防止活動等 岐阜県 ＪＲ大垣駅（大垣市） 大垣警察署

2/12 新東名開通に伴う防犯啓発活動 愛知県 新東名開通イベント会場 新城市・新城署

2/12 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 FMあまがさき
尼崎北警察署
（公財）尼崎市総合文化
センター

2/12 サイバーセキュリティ意識向上の街頭啓発活動 和歌山県 紀陽銀行海南東支店（海南市）
海南警察署、海南市役
所

2/12 サイバーセキュリティ意識向上の街頭啓発活動 和歌山県 ＪＡながみね海南東支店（海南市）
海南警察署、海南市役
所

2/12
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（年
金支給日の前日、犯罪ゼロの日、環境浄化の日）

岡山県
山陽マルナカ穂浪店、JR日生駅（岡
山県備前市）

備前警察署

2/13, 14
第６回たけのこカップ
2016阿南市サッカー新人大会

徳島県
Ｊﾊﾟﾜｰ＆よんでんWａﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ（阿南
市）

阿南のこどもを育むおや
じの会

2/13～2/14
県政広報番組を活用した一般利用者向け広報啓発活
動

沖縄県 琉球朝日放送・沖縄テレビ 沖縄県広報交流課

2/13 e-ネットキャラバン2015 富山県 富山県滑川市立西部小学校(体育館)
富山県滑川市立西部小
学校

2/13 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都練馬区立開進第二中学校(体
育館)

練馬区立開進第二中学
校

2/13 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県狭山市立山王小学校(その他)
埼玉県狭山市立山王小
学校

2/13 e-ネットキャラバン2015 東京都 東京都多摩市立北諏訪小学校(教室)
東京都多摩市立北諏訪
小学校

2/13 e-ネットキャラバン2015 富山県 富山県富山市立奥田小学校(体育館)
富山県富山市立奥田小
学校

2/13 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道 川北冬まつり会場（標津町） 中標津警察署

2/13
大間町青少年健全育成推進大会における広報啓発活
動

青森県
北通り総合文化センター「ウイング」
（大間町）

大間町青少年健全育成
会議

2/13 サイバーセキュリティカレッジin広島 広島県
合人社ウェンディひと・まちプラザ
(広島市中区)

広島県警本部サイバ-犯
罪対策課
広島市，広島県インター
ネット・セキュリティ対策
推進協議会

2/13 県警ふれあいコンサートにおけるふれあい展示 大分県 いいちこグランシアタ（大分市） 大分県警察本部

2/13 スマートフォンコンプライアンスセミナー＆模擬試験 沖縄県 専門学校ITカレッジ沖縄（那覇市）
全国専門学校情報教育
協会

2/14 岩切モデル地区における安全安心まちづくりのつどい 宮城県
岩切市民センター体育館(仙台市宮
城野区）

宮城野区安全安心街づ
くり推進協議会モデル地
区（岩切地区）推進部会
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2/14 石川県警察ふれあいコンサート 石川県 本多の森ホール（金沢市） 石川県警察

2/14 読売新聞折り込みチラシを利用した広報啓発活動 和歌山県 和歌山市小松原・城東地区 和歌山西警察署

2/14
市内剣道大会における情報セキュリティ意識向上のた
めの広報啓発活動

長崎県 南島原市剣道協会（南島原市） 南島原警察署

2/15,
16,17,19

サイバー犯罪防止キャンペーン 神奈川県 本厚木駅前

神奈川県警厚木警察署
厚木市
神奈川県警察本部
サイバー犯罪対策課

2/15 e-ネットキャラバン2015 高知県
高知県高知県立高知若草養護学校
(教室)

高知県立高知若草養護
学校

2/15 e-ネットキャラバン2015 静岡県 静岡県三島市立錦田中学校(体育館)
静岡県三島市立錦田中
学校

2/15 e-ネットキャラバン2015 愛媛県
愛媛県伊予市立双海中学校　多目的
教室(その他)

愛媛県伊予市立双海中
学校

2/15 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県越谷市立武蔵野中学校(体育
館)

出羽地区センター・公民
館

2/15 三沢市内商業施設における広報啓発活動 青森県
複合商業施設ビードルプラザ
（三沢市）

三沢警察署

2/15 金融機関における広報啓発活動 青森県 むつ市内の金融機関（むつ市） むつ警察署

2/15 ラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 宮城県 ラジオ３仙台シティエフエム
宮城県警察本部
生活環境課

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県 ベイシア大泉店（大泉町）
大泉町役場・県税事務
所・大泉警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県 ベイシア吾妻店（東吾妻町） 吾妻警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のためのキャンペーン 埼玉県 吉川駅南口（吉川市） 吉川警察署

2/15 更生保護女性会講話 埼玉県 和光市役所会議室402
朝霞地区更生保護女性
会

2/15 情報セキュリティ意識向上ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 埼玉県
銀座通りの金融機関４か所前
(加須市)

加須警察署

2/15 防犯キャンペーン（街頭啓発活動） 千葉県
茂原ショッピングプラザ「アスモ」
（千葉県茂原市）

茂原警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 千葉県 松戸市常盤平若しくは松戸市小金 松戸東警察署

2/15 サイバーセキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 千葉県
流山おおたかの森駅
（千葉県流山市）

流山警察署

2/15 上野原市役所での啓発活動 山梨県 上野原市役所（上野原市）
上野原警察署，上野原
市役所

2/15 平成27年度防犯責任者専門セミナー 静岡県 静岡労政会館（静岡市葵区）
静岡県くらし環境部
静岡県警察本部

2/15 金融機関窓口における広報啓発活動 富山県 新湊信用金庫本店（射水市） 射水警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 石川県 北陸銀行松任支店（白山市） 白山警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 石川県 北國銀行（金沢市内） 金沢西警察署

2/15 街頭での広報啓発活動 岐阜県 岐阜市の繁華街 岐阜中警察署

2/15 サイバーセキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 岐阜県 ヨシヅヤ垂井店（垂井町） 垂井警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上等の街頭啓発活動 岐阜県 可児郡御嵩町内(バロー御嵩店前) 可児警察署

2/15 ＪＲ六甲道駅前における防犯キャンペーン 兵庫県 ＪＲ六甲道駅前 灘警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための広報啓発活動 兵庫県 イオン和田山店駐車場（朝来市） 朝来警察署

2/15
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（年
金支給日）

岡山県 山陽マルナカ備前店（岡山県備前市） 備前警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭キャンペーン 山口県 大型スーパー等（長門市）
山口県警察
長門警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山口県 浅江ショッピングモール（光市）
山口県警察
光警察署

2/15 キャンペーンの実施について 山口県 イオン防府店（防府市）
山口県警察
防府警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山口県 おのだサンパーク（山陽小野田市）
山口警察署
山陽小野田警察署

2/15 広報啓発活動 山口県 アトラス萩店（萩市）
山口県警察
萩警察署

2/15
特殊詐欺被害防止キャンペーンにおける広報啓発活
動

長崎県 大村市内 大村警察署

2/15 管内金融機関等における街頭啓発活動 熊本県
肥後銀行小国支店
フレインゆめ小国店

小国警察署

2/15
金融機関利用者を対象としたチラシ配布等の広報啓
発活動

大分県 国東市内金融機関８ヶ所（国東市） 国東警察署

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 大分県 管内のスーパー等（豊後大野市） 豊後大野警察署

2/15
ケーブルテレビを活用したサイバーセキュリティに関す
る広報

大分県 大分ケーブルテレビ（大分市）
大分県警察本部
生活環境課

2/15 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 大分県 宇佐市内の金融機関等（宇佐市） 宇佐警察署
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2月16日（火）
（収録日）

Ｈｉｔｓ ＦＭラジオにて「サイバー犯罪の現状」の収録放
送

岐阜県
株式会社 飛騨高山テレ・エフエム
（通称：Ｈｉｔｓ ＦＭ【ヒッツエフエム】）
放送エリア　高山市及び飛・市の一部

高山警察署　生活環境
係

2/16
「草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会」
（Grafsec-J）第一回全国大会

東京都 TKPガーデンシティ永田町 ホール2D
一般財団法人 草の根サ
イバーセキュリティ運動
全国連絡会

2/16 e-ネットキャラバン2015 三重県
三重県津市立桃園小学校　ミーティン
グルーム(その他)

三重県津市立桃園小学
校ＰＴＡ

2/16 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県半田市立横川小学校(体育館)
愛知県半田市立横川小
学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 福島県
福島県会津美里町立高田小学校　図
書室(教室)

福島県会津美里町立高
田小学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 北海道 北海道美唄市立中央小学校(教室)
北海道美唄市立中央小
学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 兵庫県
兵庫県神戸市立神戸生田中学校　プ
レイルーム(その他)

神中特研（神戸市中学
校　特別支援教育研究
部）

2/16 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県上尾市立大石北小学校(体育
館)

埼玉県上尾市立大石北
小学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県上尾市立大石北小学校(体育
館)

埼玉県上尾市立大石北
小学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 島根県
島根県奥出雲町立三成小学校　ラン
チルーム(その他)

島根県奥出雲町立三成
小学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 大阪府
大阪府四天王寺羽曳丘高等学校視
聴覚教室(その他)

四天王寺羽曳丘高等学
校中学校

2/16 e-ネットキャラバン2015 北海道 北海道訓子府町公民館(その他)
北海道訓子府町教育委
員会

2/16
ＩＰＡひろげよう情報モラル・セキュリティコンクールの地
域賞表彰式

茨城県
茨城県庁
（水戸市）

独立行政法人情報処理
推進機構
（ＩＰＡ）

2/16 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 群馬県 ヤオコー安中店（安中市） 安中警察署

2/16 サイバーセキュリティーキャンペーン 千葉県
ららぽーとTOKYO-BAY
（千葉県船橋市）

千葉県警察本部
サイバー犯罪対策課

2/17～2/19 TRANSITS Workshop NCA Japan 兵庫県 スペースアルファ神戸 日本シーサート協議会

2/17 制御システムセキュリティカンファレンス2016 東京都 コクヨホール(東京都港区)
経済産業省 / 一般社団
法人JPCERTコーディ
ネーションセンター

2/17 e-ネットキャラバン2015 大分県
大分県大分市立鶴崎小学校　多目的
ホール(その他)

大分県大分市立鶴崎小
学校

2/17 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県蟹江町立蟹江中学校(体育館)
愛知県蟹江町立蟹江中
学校

2/17 e-ネットキャラバン2015 茨城県
茨城県つくば市立栗原小学校(体育
館)

茨城県つくば市立栗原
小学校

2/17 サイバーセキュリティセミナー２０１６ in 仙台 宮城県
ホテル法華クラブ仙台(宮城県仙台
市)

東北総合通信局 / 宮城
県警察本部 / 東北情報
通信懇談会 / 東北電気
通信協力会

2/17 サイバーセキュリティセミナーin鳥取2016 鳥取県 とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市）
中国総合通信局 / 中国
情報通信懇談会

2/17 サイバーセキュリティセミナー２０１６ｉｎ仙台 宮城県 ホテル法華クラブ（仙台市青葉区）
総務省・宮城県警察本
部

2/17 第４回情報セキュリティセミナー 埼玉県 さいたま市民会館うらわ(さいたま市)
埼玉サイバーセキュリ
ティ推進会議

2/17 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 岐阜県 中津川市（中津川駅前等） 中津川警察署

2/17
標的型攻撃ワークショップ～ハッカー気分で理解する
サイバーセキュリティの基本～

東京都
日本マイクロソフト株式会社（東京都
港区港南 2-16-3 品川グランドセント
ラルタワー）

マイクロソフト株式会社

2/18～2/19 サイバー道場 東京都 セコム株式会社HD多摩センター
セコムトラストシステムズ
株式会社

2/18～2/19 サイバーセキュリティパネル展 北海道
北海道庁１階道政広報コーナー（札
幌市）

北海道警察本部
サイバー犯罪対策課

2/18～2/19 音楽隊安全安心コンサート 福岡県
リバーウォーク（北九州市）
大丸パサージュ広場（福岡市）

福岡県警察本部
広報課、サイバー犯罪
対策課

2/18 e-ネットキャラバン2015 栃木県 栃木県日光千姫物語(その他)
日光警察署　生活安全
課

2/18 e-ネットキャラバン2015 福島県
福島県福島市役所　信夫支所（学習
センター）(体育館)

信夫地区青少年健全育
成推進会連絡会

2/18 平成27年度第3回関東テレコム講演会 東京都 九段第3合同庁舎11階会議室
関東総合通信局
テレコムサービス協会関
東支部

2/18 生徒指導連絡協議会との合同街頭補導活動 山形県 新庄市内
最上教育事務所・新庄
警察署
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2/18 『お昼のコンサート』における広報啓発活動 山梨県 甲府駅北口（甲府市） 県警本部、甲府警察署

2/18 安全なスマートフォン利用に関する広報啓発 富山県 善光寺公民館（射水市） 射水警察署

2/18 単位自治会における防犯教室 兵庫県 市立戸原小学校
戸原地区自治会・宍粟
警察署

2/19 e-ネットキャラバン2015 愛媛県 愛媛県八幡浜市立日土小学校(教室)
愛媛県八幡浜市立日土
小学校

2/19 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県桃園教育集会所(その他) ぴーちねっと

2/19 サイバーセキュリティセミナー 名古屋市
ホテル名古屋ガーデンパレス
（名古屋市中区）

総務省東海総合通信局
東海情報通信懇談会

2/19 第１６回ネットワーク・セキュリティセミナー 埼玉県 浦和コミュニティセンター(さいたま市)
埼玉県ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾈｯﾄﾜｰｸ
防犯連絡協議会・埼玉
県警察本部(共催)

2/19 情報セキュリティ意識向上のためのキャンペーン 埼玉県
スーパーやおよし小鹿野店
(小鹿野町)

小鹿野警察署

2/19 サイバー犯罪の現状に関する講演 大阪府 豊中市中央公民館（豊中市） 豊中市役所

2/19 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 兵庫県 FMあまがさき
尼崎南警察署
（公財）尼崎市総合文化
センター

2/20～2/21 情報セキュリティ意識向上のための広報啓発活動 東京都 向原住区センター（東京都目黒区） 碑文谷警察署

2/20
SPREAD情報セキュリティ勉強会
『サイバークライムセンター見学＋みんなでサイバー犯
罪対策を考える勉強会』

東京都 日本マイクロソフト（東京都港区）
一般社団法人セキュリ
ティ対策推進協議会
(SPREAD)

2/20 インターネット安全教室 福岡県 筒井諮問センター多目的ホール

独立行政法人情報処理
推進機構 / NPO法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会 / NPO法人ス
キルアップサービス

2/20 e-ネットキャラバン2015 京都府 京都府向日市民会館(教室)
向日市教育委員会生涯
学習課

2/20 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都小平児童相談所　会議室(そ
の他)

小平児童相談所

2/20 三郷市交通・防犯イベント 埼玉県 三郷市役所市民広場 三郷市

2/20 「インターネット安全教室」 香川県 情報通信交流館（高松市）
情報通信交流館 ・香川
県警察本部（後援）

2/20 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 長崎県 川棚町商店街（東彼杵郡川棚町） 川棚警察署

2/21 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 北海道 枝幸町流氷フェスタ会場(枝幸町) 枝幸警察署

2/21 情勢セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山口県 防府天満宮（防府市） 防府市、山口短期大学

2/21 セキュリティセミナー 愛媛県 あかがねミュージアム（新居浜市）
愛媛県ネットワーク防犯
連絡協議会

2/22～2/28 ケーブルテレビを活用した広報啓発 富山県 ケーブルテレビ小矢部 小矢部警察署

2/22 サイバーセキュリティセミナー2016 石川県 金沢商工会議所（石川県金沢市）

総務省北陸総合通信局
北陸情報通信協議会
特定非営利活動法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会

2/22 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県 ＪＲ英賀保駅 飾磨警察署

2/22
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（地
域安全推進員等による広報活動「二輪の日（毎月２０
日）」）

岡山県 ＪＲ香登駅（岡山県備前SWi） 備前警察署

2/22 ＡＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 山口県 ＫＲＹラジオ（山口県）
山口県警察本部
生活環境課

2/22 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 長崎県 愛宕市祭り（佐世保市） 相浦警察署

2/22 営業秘密保護推進研究会　設立記念セミナー 東京都 フォーラムミカサ エコ 7Fホール
営業秘密保護推進研究
会

2/23～2/24 情報セキュリティ意識向上のための広報啓発活動 東京都 鷹番住区センター（東京都目黒区） 碑文谷警察署

2/23 e-ネットキャラバン2015 千葉県 千葉県東金市立福岡小学校(教室)
千葉県東金市立福岡小
学校

2/23 e-ネットキャラバン2015 愛知県
愛知県名古屋市立極楽小学校(体育
館)

愛知県名古屋市立極楽
小学校

2/23 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県横浜市立三保小学校(体育
館)

神奈川県横浜市立三保
小学校

2/23 e-ネットキャラバン2015 岩手県 岩手県久慈市立三崎中学校(教室)
岩手県久慈市立三崎中
学校

2/23 情報セキュリティ対策セミナー 京都府
キャンパスプラザ京都
（京都市下京区）

Ｋｓｉｓｎｅｔ
京都府警察本部
（警務課・サイバー犯罪
対策課・公安課）

2/24 RSA CTF (RSA Capture The Flag) 神奈川県 EMCジャパン株式会社 川崎ラボ EMCジャパン株式会社

2/24
JSSEC スマートフォン セキュリティ・シンポジウム2016
（予定）

東京都
富士ソフト アキバプラザ5階 アキバ
ホール

一般社団法人 日本ス
マートフォンセキュリティ
協会



開催日 行事の名称 都道府県 会場名 主催者

2016年サイバーセキュリティ月間関連行事

2/24 インターネット安全教室 神奈川県 葉山町福祉文化会館大会議室

独立行政法人情報処理
推進機構 / NPO法人日
本ネットワークセキュリ
ティ協会 / NPO法人ス
キルアップサービス

2/24 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県茅ヶ崎市立香川小学校(そ
の他)

神奈川県茅ヶ崎市立香
川小学校

2/24 e-ネットキャラバン2015 和歌山県
和歌山県紀の川市立名手小学校(そ
の他)

和歌山県紀の川市立名
手小学校

2/24 e-ネットキャラバン2015 茨城県 茨城県筑西市立大村小学校(教室)
茨城県筑西市立大村小
学校

2/24 e-ネットキャラバン2015 長野県 長野県売木村立売木小中学校(教室)
長野県売木村立売木中
学校

2/24 情報セキュリティ意識向上のための啓発活動 山梨県 楮根公民館（南部町） 南部警察署

2/24 AMラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 福井県 福井放送局
福井県警察本部
生活環境課

2/24 サイバー犯罪の現状に関する講演 大阪府 大阪市教育会館（大阪市中央区）
ＮＰＯ法人
大阪府高齢者大学校

2/24
クラウドを活用したセキュリティ対策に関するラウンド
テーブル

東京都
日本マイクロソフト株式会社（東京都
港区港南 2-16-3 品川グランドセント
ラルタワー）

マイクロソフト株式会社

2/25 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県横浜市立池上小学校(体育
館)

神奈川県横浜市立池上
小学校

2/25 e-ネットキャラバン2015 宮城県 宮城県角田市立西根小学校(教室)
宮城県角田市立西根小
学校　父母教師会

2/25 情報セキュリティー意識向上のための街頭啓発活動 兵庫県 甲子園駅周辺 甲子園警察署

2/25 市報回覧版を活用した一般利用者向け広報啓発活動 大分県 宇佐市内全域（宇佐市）
宇佐警察署
防犯協会
宇佐市

2/26 e-ネットキャラバン2015 神奈川県
神奈川県横浜市立八景小学校(体育
館)

神奈川県横浜市立八景
小学校

2/26 e-ネットキャラバン2015 茨城県 茨城県土浦市立右籾小学校(教室)
茨城県土浦市立右籾小
学校

2/26 e-ネットキャラバン2015 和歌山県
和歌山県白浜町立白浜第二小学校
多目的ホール(その他)

和歌山県白浜町立白浜
第二小学校

2/26 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山梨県 石和温泉駅前（笛吹市） 笛吹警察署

2/26 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 愛知県 中部空港アクセスプラザ（常滑市） 中部空港警察署

2/26
青少年の安心・安全なスマホ利用に関するシンポジウ
ム

京都府
キャンパスプラザ京都
（京都市下京区）

総務省近畿総合通信局
京都府警察本部
（サイバー犯罪対策課）

2/26 宝塚駅前における広報啓発キャンペーン 兵庫県 阪急宝塚駅周辺 宝塚警察署

2/26
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（地
域安全推進員等による広報活動、毎月第４金曜日）

岡山県 ＪＲ伊部駅（岡山県備前市） 備前警察署

2/27～2/28 こどもたちがつくりあげる街「あるぷすタウン」 長野県 松本大学（松本市） 松本大学

2/27 OWASP DAY 2016 Spring 東京都 SCSK株式会社　豊洲本社 OWASP Japan

2/27 せきゅトーク 2016 in 福岡 福岡県 九州大学西新プラザ2F大会議室A

九州大学サイバーセ
キュリティセンター / 九
州大学情報基盤研究開
発センター

2/27
SPREAD楽しくセキュリティ講座
『女性限定！一緒にやってみようスマホの安全楽しい
使い方（仮）』＋プチ開運講座つき

神奈川県 はこにわプレート
一般社団法人セキュリ
ティ対策推進協議会
(SPREAD)

2/27 e-ネットキャラバン2015 東京都 東京都八王子市立城山小学校(教室)
東京都八王子市立城山
小学校

2/27 e-ネットキャラバン2015 山口県 山口県光市民ホール(その他)
光市青少年健全育成市
民会議

2/27 e-ネットキャラバン2015 福岡県
福岡県福岡県立嘉穂東高等学校(体
育館)

福岡県立嘉穂東高等学
校

2/27 ネット安全セミナー・吹奏楽の集い 北海道 江別市コミュニティーセンター 江別警察署

2/27
茨城県警察音楽隊定期演奏会におけるサイバー犯罪
防止に関するブース展示

茨城県
茨城県立県民文化センター
（水戸市）

茨城県警察本部
生活安全部生活環境課

2/27 ＦＭラジオ局を活用した一般利用者向け広報啓発活動 神奈川県 FMヨコハマ
神奈川県警察本部
サイバー犯罪対策課

2/27 左義長祭りにおける広報啓発活動 福井県 左義長祭り会場（福井県勝山市） 勝山警察署

2/27 テレビ番組を活用した広報啓発活動 兵庫県 県内全域
県民広報課
サイバー犯罪対策課
公安第一課

2/28 親子で考えよう！スマホの安全利用 山形県 イオンモール天童（山形県天童市）
サイバー犯罪対策室、
少年課、警備第一課、天
童警察署

2/28 大宮区安心・安全のつどい 埼玉県
市民会館おおみや(さいたま市)大宮
区

大宮区



開催日 行事の名称 都道府県 会場名 主催者

2016年サイバーセキュリティ月間関連行事

2/28 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 山口県 冠梅園イベント会場（光市）
山口県警察
光警察署

2/28 「キッズジョブまつやま」（子ども職業体験イベント） 愛媛県
松山市総合コミュニティセンター
（松山市）

松山市小中学校PTA連
合会
公益財団法人松山市文
化・スポーツ振興財団

2/29 29SEC　2016 東京都 TKPガーデンシティ永田町 ホール3A 株式会社ラック

2/29 e-ネットキャラバン2015 兵庫県
兵庫県神戸市立中部在宅障害者福
祉センター(その他)

神戸市立ワークセンター
ひょうご

2月中 市民情報サイトでの啓発 兵庫県 まいぷれ尼崎
株式会社まいぷれ
尼崎東警察署

2月中（調整
中）

証明書利用推進WG準備会 キックオフミーティング 東京都 調整中
フィッシング対策協議会
証明書利用推進WG準
備会

3/1～3/2 情報モラル・情報セキュリティ啓発パネル展 北海道
中標津町総合文化会館（しるべっと）
町民ホール（中標津町）

中標津警察署
中標津町教育委員会
中標津地区防犯協会連
合会

3/1
CSMSセミナー
-サイバーセキュリティ戦略における制御システムセ
キュリティの最新動向-

東京都 グランパーク ホール401
一般財団法人日本情報
経済社会推進協会

3/1 e-ネットキャラバン2015 鹿児島県 鹿児島県大崎町立大丸小学校(教室)
鹿児島県大崎町立大丸
小学校

3/1 上野原駅前での啓発活動 山梨県 上野原駅（上野原市） 上野原警察署

3/2 e-ネットキャラバン2015 長野県 長野県稲荷山養護学校(その他)
稲荷山養護学校高等部
総合３年

3/2 e-ネットキャラバン2015 新潟県 新潟県弥彦村立弥彦小学校(教室)
新潟県弥彦村立弥彦小
学校

3/2 e-ネットキャラバン2015 埼玉県
埼玉県行田市立須加小学校　多目的
室(その他)

埼玉県行田市立須加小
学校

3/3～3/4 サイバーセキュリティシンポジウム道後２０１６ 愛媛県
松山市立子規記念博物館
ホテル椿館本館

サイバーセキュリティシ
ンポジウム道後実行委
員会

3/3 e-ネットキャラバン2015 東京都
東京都杉並区立天沼中学校　視聴覚
教室(その他)

東京都杉並区立天沼中
学校

3/3
サイバーセキュリティ経営を目指して
How could we make Security as a business enabler

東京都
日本マイクロソフト株式会社（東京都
港区港南 2-16-3 品川グランドセント
ラルタワー）

アスタリスク・リサーチ /
マイクロソフト株式会社

3/4 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県志木市立志木小学校(体育館)
埼玉県志木市立志木小
学校

3/4 e-ネットキャラバン2015 愛知県
愛知県名古屋市立桜台高等学校(体
育館)

名古屋市立桜台高等学
校

3/4 e-ネットキャラバン2015 岩手県 岩手県石鳥谷生涯学習会館(その他)
花巻市教育委員会（花
巻市教育振興運動推進
協議会）

3/4 e-ネットキャラバン2015 新潟県 新潟県新潟県立新津高校(体育館) 新潟県立新津高校

3/4 教育21・市民トーク講演会 岐阜県 長良東公民館2階ホール（岐阜市） 長良東子ども会育成会

3/4 セキュリティ・キャンプフォーラム2016 東京都 フクラシア東京ステーション

独立行政法人情報処理
推進機構、
セキュリティ・キャンプ実
施協議会

3/5 e-ネットキャラバン2015 和歌山県
和歌山県日高町農村環境改善セン
ター(その他)

和歌山県教育庁　紀中
教育支援事務所

3/5 テレビ番組を活用した広報啓発活動 兵庫県 県内全域
県民広報課
サイバー犯罪対策課
公安第一課

3/5
長崎県警察音楽隊定期演奏会会場における広報キャ
ンペーン

長崎県 長崎ブリックホール（長崎市）
長崎警察本部
サイバー犯罪対策室

3/7 e-ネットキャラバン2015 静岡県
静岡県御殿場市立神山小学校(体育
館)

静岡県御殿場市立神山
小学校

3/7 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県名古屋市立原中学校(体育館)
愛知県名古屋市立原中
学校　１年学年保護者会

3/7 e-ネットキャラバン2015 山梨県
山梨県笛吹市立御坂西小学校　音楽
室(教室)

山梨県笛吹市立御坂西
小学校

3月8日（火）
（収録日）

Ｈｉｔｓ ＦＭラジオにて「青少年のネット被害防止対策に
ついて」の収録放送

岐阜県
株式会社 飛騨高山テレ・エフエム
（通称：Ｈｉｔｓ ＦＭ【ヒッツエフエム】）
放送エリア　高山市及び飛・市の一部

高山警察署　少年係

3/8 e-ネットキャラバン2015 北海道
北海道帯広市立帯広第一中学校(体
育館)

北海道帯広市立帯広第
一中学校

3/8 e-ネットキャラバン2015 愛知県 愛知県豊田市立藤岡中学校(体育館)
愛知県豊田市立藤岡中
学校
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2016年サイバーセキュリティ月間関連行事

3/9 第11回DBSC早春セミナー 東京都 TKPガーデンシティ永田町
データベース・セキュリ
ティ・コンソーシアム
(DBSC)

3/9 NICTサイバーセキュリティシンポジウム2016 東京都
品川フロントビル会議室（東京都港区
港南2-3-13 B1F）

国立研究開発法人　情
報通信研究機構

3/10 e-ネットキャラバン2015 広島県 広島県呉市立白岳小学校(体育館)
広島県呉市立白岳小学
校

3/11
三かけ！！！運動～鍵かけ！声かけ！心がけ！（犯
罪ゼロの日、環境浄化の日）

岡山県 ＪＲ日生駅（岡山県備前市） 備前警察署

3/12
インターネット詐欺対策セミナー　犯罪者の狙いを知っ
て被害を防ごう！

東京都 ソフトバンク 汐留新館キャンパス

一般社団法人セキュリ
ティ対策推進協議会
(SPREAD) / BBソフト
サービス株式会社

3/12 e-ネットキャラバン2015 三重県 三重県尾鷲市中央公民館(その他)
三重県　健康福祉部　子
ども・家庭局　少子化対
策課

3/13 情報セキュリティ意識向上のための街頭啓発活動 千葉県
酒蔵まつり会場
（千葉県香取郡神崎町）

香取警察署

3/13 情報セキュリティ意識向上のための防犯教室 兵庫県 宍粟警察署
宍粟少年指導委員会・
宍粟警察署

3/15予定 ＩｏＴ時代のリスクマネジメント 東京都 日経カンファレンスルーム 日本経済新聞社

3/15 e-ネットキャラバン2015 福島県 福島県福島東稜高等学校(体育館) 福島東稜高等学校

3/16 北海道情報セキュリティセミナー２０１６（仮称） 北海道 札幌第1合同庁舎２階講堂（札幌市） 北海道総合通信局

3/16 サイバー犯罪の現状に関する講演 大阪府 梅田第二ビル（大阪市北区）
大阪市消費生活セン
ター

3/16 サイバーセキュリティイニシアティブ2016 東京都 品川インターシティホール

IT Forum & Roundtable
事務局
 (株式会社経済産業新
報社/株式会社ジェイス
ピン)

3/17 e-ネットキャラバン2015 静岡県
静岡県静岡県立裾野高等学校(体育
館)

静岡県立裾野高等学校

3/18 e-ネットキャラバン2015 大阪府 大阪府堺市立宮山台中学校(体育館)
宮中校区青少年健全育
成協議会(堺市立宮山台
中学校)

3/18 e-ネットキャラバン2015 北海道 北海道札幌市立石山中学校(体育館)
北海道札幌市立石山中
学校

3/18 e-ネットキャラバン2015 福井県
福井県福井県立敦賀高等学校(体育
館)

福井県立敦賀高等学校

3/18 e-ネットキャラバン2015 埼玉県 埼玉県蕨市立第二中学校(体育館)
埼玉県蕨市立第二中学
校

3/18 「安全・安心どさんこ運動」ネットワーク交流会 北海道 中標津町交流センター（中標津町）
中標津町
中標津警察署
北海道読売防犯協力会

3/21 サイバー犯罪防止シンポジウムin Kawasaki 2016 神奈川県
新百合ヶ丘トウェンティワンホール
（川崎市麻生区）

神奈川県警察本部
サイバー犯罪対策課

3月上旬 田沼初午祭における情報セキュリティ対策広報活動 栃木県
一瓶塚稲荷神社周辺（栃木県佐野
市）

佐野警察署

3月上旬 情報セキュリティ意識向上のための啓発活動 山梨県
南部町総合会館
（南部町役場分庁舎）

南部警察署

3月中（調整
中）

沖縄サイバーセキュリティネットワーク講演会（仮称） 沖縄県
沖縄総合事務局１０階会議室(那覇
市）

内閣府沖縄総合事務局
/ 総務省沖縄総合通信
事務所 / 沖縄県警察本
部
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