報道資料

平成２４年９月２８日
内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）

「情報セキュリティ国際キャンペーン」の実施について
１ 「情報セキュリティ国際キャンペーン」の趣旨
スマートフォンやパソコン等の情報通信技術は、世界中の国民の社会・経済生
活に恩恵を与える一方、不審メールによる情報漏えい等の情報セキュリティ上の
脅威は、国境を越えています。こうした脅威は国境を越えた共通の課題であり、
海外諸国と協力して取り組むことが必要です。
このため、政府では、毎年２月に開催している「情報セキュリティ月間」に加
えて、本年から１０月に「情報セキュリティ国際キャンペーン」として、アジア、
欧米をはじめとする諸国と国際連携を活用した行事や情報セキュリティ対策に関
する情報提供を実施し、国際連携の推進と国内における情報セキュリティ対策の
一層の普及を図ることと致しました。
期間中、政府機関はもとより、広く関係団体・機関及びアジア、欧米をはじめ
とする諸国との協力・連携の下に、国民各層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。
２ 主要な取組
（１） 国際連携
(ｱ) 日・ASEANにおける情報セキュリティ意識啓発活動の実施
情報セキュリティに関する意識啓発について、日・ASEAN共同の取組を促進
するため、日本からASEAN各国に対して教材の提供等の協力を通じて、日・ASEAN
で共同して意識啓発の取組を実施します。
具体的には、日本及びASEAN各国の双方において、平成２４年から共通した
ロゴやスローガン「Be Aware, Secure, and Vigilant（知る、守る、続ける）」
を活用した取組の実施、日本から提供する教材等を活用した意識啓発活動、意
識啓発のためのホームページの作成等、日・ASEANで共同した取組を実施しま
す。

（ロゴ）

(ｲ)

第５回日ASEAN情報セキュリティ政策会議の開催
１０月１０日（水）及び１１日（木）、「第５回日・ASEAN情報セキュリ
ティ政策会議」を開催します。会議では、社会経済活動の基盤の一つであ
る情報セキュリティ分野において、我が国とASEAN諸国との国際的な連
携・取組を強化することを目指して意見交換等を行う予定です。
【詳細は（別紙１）をご覧ください。】
(ｳ) 日ASEAN情報セキュリティ・シンポジウムの開催
１０月１２日（金）に京王プラザホテル（東京都新宿区西新宿２－２－１）
において、ASEAN諸国における情報セキュリティ政策の現状と今後の
日ASEANでの連携方策や双方における官民連携について考える、日ASEAN情
報セキュリティ・シンポジウムを開催します。聴講をご希望の方は１０月
１０日（水）までにシンポジウム事務局（
）
に登録ください。【詳細は（別紙１）をご覧ください。】
(ｴ)
諸外国及び国際機関の意識啓発サイトとの相互リンク等について
上記(ｱ)に加え、米、APECをはじめとする諸外国の情報セキュリティ意識啓
発サイトとの相互リンクの設置、情報セキュリティ教材の紹介等を通じて、
各国の情報セキュリティに関する取組をわかりやすく説明します。
（２） 情報発信
(ｱ) 「国民を守る情報セキュリティサイト」の更新
情報セキュリティの意識啓発に係るウェブサイト「国民を守る情報セキュ
リティサイト」に、「情報セキュリティ国際キャンペーン」のウェブサイトを
開設し、ポスターや教材等の各国の情報セキュリティ教材を展示するとともに、
各国における取組についてわかりやすく説明します。
※ 「国民を守る情報セキュリティサイト」
ＵＲＬ ：http://www.nisc.go.jp/security-site/
「守る セキュリティ」 で検索

(ｲ) 「情報セキュリティ 今日の一言」の発信
情報セキュリティ対策に関して注意すべきことを簡潔にわかりやすく説明す
るために、関係各国と協力して作成した「情報セキュリティ 今日の一言
(Information Security Tips of the Day)」を「国民を守る情報セキュリティサ
イト」に日替わりで掲示します。
(ｳ) NISC から配信しているメールマガジン「NISC NEWS」を通じた情報提供
NISC から配信しているメールマガジン「NISC NEWS」を通じて、「情報セキュ
リティ国際キャンペーン」中の関連行事や取組み等を紹介します。
※ メールマガジン「NISC NEWS」
情報セキュリティに関する取組等についてコンパクトにお伝えするもの
です。配信お申込みは常時受け付けております。
ＵＲＬ ：http://www.nisc.go.jp/nisc-news/index.html
(ｴ) 意識啓発アニメ、ポスター、インターネットバナー、PC用壁紙の配布
下記の意識啓発アニメ、ポスター、インターネットバナー、PC用壁紙を作成、
配布し、「情報セキュリティ国際キャンペーン」についての広報を行います。
（意識啓発アニメ）

（ポスター）

（インターネットバナー）

（PC用壁紙）

(ｵ)

キャッチフレーズ等による広報
a キャッチフレーズ
安全・安心・便利な
インターネット環境を
構築するためのポイントを

知る
情報セキュリティ上の
脅威から、身を

守る

移り変わる情報セキュリティ
上の脅威に対して対策を

続ける

b「情報セキュリティ対策３か条」
国民がインターネットを安全・安心・便利に利用する上で推奨される情報
セキュリティ対策（情報セキュリティ対策３か条）を広報します。
【情報セキュリティ対策３か条】
１．個人情報等の重要な情報の扱いは慎重に
２．パソコン等は常に最新のセキュリティ状態に
３．不審なサイトやメールにアクセスしない
（３）関連行事の開催
官民における関連行事【別紙２】
官民において、全国各地で１８００を超える情報セキュリティに関する行事が
開催されます。
【本報道発表に関する問い合わせ先】
内閣官房情報セキュリティセンター
吉田参事官補佐、熊本主査
電話 03-3581-3768（センター代表）

別紙１

第 ５ 回 日 ・ ASEAN 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 政 策 会 議 の 開 催 及 び
日 ・ ASEAN 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ・ シ ン ポ ジ ウ ム の 開 催
平成２４年１０月１０日（水）及び１１日（木）に「第５回日・ASEAN 情報セキュリ
ティ政策会議」
（以下「政策会議」という。）
（※１）、１２日（金）には第１回日 ASEAN 情
報セキュリティ・シンポジウム（以下「シンポジウム」という。）が開催されます。
政策会議では、社会経済活動の基盤の一つである情報セキュリティ分野において、我が
国と ASEAN 諸国（※２）との国際的な連携・取組を強化することを目指して意見交換等
を行う予定です。
「情報セキュリティ国際キャンペーン」
（９月２８日報道発表）の実施に
合わせて開催する今回のシンポジウムでは、ＡＳＥＡＮ地域における情報セキュリティ政
策の現状と今後の日 ASEAN での連携方策や双方における官民連携について紹介します。
１

目的
社会経済活動の基盤の一つである情報セキュリティ分野において、ASEAN 諸国との国際
的な連携・取組を強化することにより、地域における情報セキュリティ水準の向上に資
するとともに、これを通じた日・ASEAN の関係強化・交流拡大を図ることを目的としてい
ます。

２ 日時等
（１） 政策会議
日時等：平成２４年１０月１０日（水）・１１日（木）、京王プラザホテル（東京）
主 催：内閣官房情報セキュリティセンター、総務省、経済産業省
議 長：日本（林良造明治大学国際総合研究所長）及びカンボジア（マオ・チャリア郵
便電気通信省総局長兼テレコム規制庁総裁）
出席者：ASEAN 加盟１０か国の経済・投資関係省庁及び情報通信関係省庁の局長・審議官
等、ASEAN 事務局、我が国の内閣官房・総務省・経済産業省の局長・審議官等
（２） シンポジウム
日
時： 平成２４年１０月１２日（金）１０：００～１７：００
会
場： 京王プラザホテル（東京都新宿区西新宿 2-2-1）
言
語： 日英同時通訳
主
催： 内閣官房情報セキュリティセンター、総務省、経済産業省
応募方法：氏名・所属・電話番号・メールアドレスを記載し、下記のシンポジウム事務
局宛に１０月１０日(水)までに電子メールにて応募ください。
定
員： 200 名（入場無料・申込み多数の場合は先着順）
連 絡 先： シンポジウム事務局（
）
３ 主な内容（予定）
（１） 政策会議
① 日・ASEAN における情報セキュリティ意識啓発に対する取組
② 日・ASEAN における情報セキュリティ関連情報の共有体制の整備と維持
③ 情報セキュリティにおける一層の連携強化

（２） シンポジウム
９：３０ 開場
１０：００ 開演
第１部 ASEAN 諸国におけるクラウドサービスの発展と、そのセキュリ
ティ上の課題・対策
・ 上原哲太郎 京都大学・佐賀大学・放送大学非常勤講師／
総務省情報流通行政局情報セキュリティ対策室推進官
・ 菅谷光啓 NRI セキュアテクノロジーズ株式会社取締役、コ
ンサルティング事業本部長、工学博士
・ 塩崎哲夫 富士通株式会社クラウドビジネスサポート本部
チーフアーキテクト
・ 永宮直史 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会
（JASA）事務局長
・ ジョン・ヨン シンガポール情報通信開発庁情報セキュリ
ティ保証部長
１１：４５ 第１部終了
１３：１０ 第２部①
ASEAN 諸国における情報セキュリティ環境と各国政府の取組
・ASEAN 諸国側参加者（ブルネイ、カンボジア、インドネシア）
日本企業から見た ASEAN 各国の情報セキュリティ環境
・日本電気株式会社
１４：２０ 休憩
１４：３５～第２部②
ASEAN 諸国における情報セキュリティ環境と各国政府の取組
・ASEAN 諸国側参加者（ラオス、マレーシア、ミャンマー）
日本企業から見た ASEAN 各国の情報セキュリティ環境
・山田安秀 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)機械・
環境産業部部長
・与沢和紀 ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社経営企画部
マネージドセキュリティサービス推進室長
１５：４５ 休憩
１６：００ 第２部③
ASEAN 諸国における情報セキュリティ環境と各国政府の取組
・ASEAN 諸国側参加者（フィリピン、タイ、シンガポール、
ベトナム）
１７：００ 閉会
※１ 第１回政策会議は平成２１年２月に東京で、第２回は平成２２年３月にタイ・バン
コクで、第３回は平成２３年３月に東京で、第４回は平成２３年１１月にマレーシ
ア・クアラルンプールで開催
※２ ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリ
ピン、タイ、シンガポール、ベトナムの１０か国
（連絡先）
内閣官房情報セキュリティセンター
担 当：吉田参事官補佐、熊本主査
電 話：０３-３５８１－３７８３
Ｆ Ａ Ｘ：０３-３５８１－７６５２
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報セキュリティ対策室
担 当：飯田課長補佐、吉田係長
電 話：０３－５２５３－５７４９
Ｆ Ａ Ｘ：０３－５２５３－５７５２
経済産業省商務情報政策局情報セキュリティ政策室
担 当：佐藤課長補佐、森係長
電 話：０３－３５０１－１２５３
Ｆ Ａ Ｘ：０３－３５８０－６０７３

別紙２
「情報セキュリティ国際キャンペーン」関連行事（平成24年９月25日時点）
開催日

行事名

会場

主催

9月19日(水)～ 情報セキュリティ・ポータルサイト「ここからセキュリティ！」

http://www.ipa.go.jp/security 不正アクセス防止対策に関する官民
意見集約委員会
/kokokara/

9月22日（土）～ 都道府県警察等による情報セキュリティに関する講習会等
11月18日（日） （全国で約1700件開催）

全国の小・中学校及び高校、各地のイ
各都道府県警察等
ベント会場等

9月22日（土）～
e-ネット安心講座(119件開催）
11月18日（日）

別添１参照

別添１参照

9月26日（水）～
中小企業向け指導者育成セミナー（11件開催）
11月9日（金）

別添２参照

経済産業省、NPO日本ネットワークセ
キュリティ協会（JNSA）

国立大学法人熊本大学（熊本県熊本
市）

国立大学法人熊本大学

9月26日（水） 個人情報保護及び情報セキュリティに関する教育研修会

10月1日（月）

不正アクセス防止対策に関する官民意見集約委員会第５回 三田共用会議所 ４階 第４特別会議
全体会議
室（東京都港区）

不正アクセス防止対策に関する官民
意見集約委員会

10月3日(水)～
ケータイ・ネット安全教室（6件開催）
10月27日(土)

別添３参照

特定非営利活動法人 NPO情報セキュ
リティフォーラム

10月4日（木）～
インターネット安全教室（13件開催）
11月17日（土）

別添４参照

経済産業省、NPO日本ネットワークセ
キュリティ協会（JNSA）

第2回情報セキュリティを考えるグローバルシニアネット
10月11日(木)
フォーラム
10月11日(木)～
NICT-NIST国際ワークショップ
10月12日(金)

10月12日（金） 日ASEAN情報セキュリティ・シンポジウム

情報セキュリティを考えるグローバル
東京大学 先端科学技術研究センター
シニアネットフォーラム実行委員会
3号館南棟ENEOSホール（東京都目黒
特定非営利活動法人ブロードバンドス
区）
クール協会
キャンパスプラザ京都（京都府京都市） 独立行政法人情報通信研究機構

京王プラザホテル（東京都新宿区）

内閣官房情報セキュリティセンター、総
務省、経済産業省

10月12日(金)～
情報セキュリティワークショップin越後湯沢2012
10月13日(土)

湯沢町公民館及び湯沢ニューオータニ
ＮＰＯ新潟情報セキュリティ協会
ホテル（新潟県南魚沼郡湯沢町）

10月17日(水)～
危機管理産業展（RISCON TOKYO)2012
10月19日(金)

東京ビッグサイト（東京都江東区）

株式会社東京ビッグサイト

10月22日(月)～
情報セキュリティ研修会
11月2日(金)

全国町村議員会館 他

（財）地方自治情報センター

10月23日(火)～
地方自治情報化推進フェア2012
10月24日(水)

東京ビッグサイト（東京都江東区）

（財）地方自治情報センター

新梅田研修センター（大阪府大阪市）

NPO日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA）西日本支部

10月24日（水） ＮＳＦ ２０１２ ｉｎ Ｋａｎｓａｉ

10月25日(木)～
平成２４年度国立大学法人等情報化発表会
10月26日(金)

九州大学 箱崎地区 創立五十周年記
国立大学法人等情報化連絡協議会
念講堂大講堂（福岡県福岡市）

明治記念館（東京都港区）

独立行政法人 情報処理推進機構
（IPA）

10月30日(火)～
コンピュータセキュリティシンポジウム2012（CSS2012）
11月1日(木)

くにびきメッセ (島根県立産業交流会
館)（島根県松江市）

一般社団法人 情報処理学会 コン
ピュータセキュリティ研究会 (CSEC)

10月30日(火)～ マルウェア対策研究人材育成ワークショップ2012
11月1日(木) （MWS2012）

くにびきメッセ (島根県立産業交流会
館)（島根県松江市）

一般社団法人 情報処理学会 コン
ピュータセキュリティ研究会 MWS組織
委員会

10月25日（木） IPAフォーラム2012

開催日

行事名

11月7日(水)～
第7回セキュリティ国際ワークショップ（IWSEC2012）
11月9日(金)
11月13日(火)～
FIRST技術会議2012京都
11月15日(木)

11月14日(水) FOCUS JAPAN 2012

11月17日（土）

会場

主催
(社)情報処理学会 コンピュータセキュ
リティ研究会
九州大学 西新プラザ（福岡県福岡市）
(社)電子情報通信学会 情報セキュリ
ティ研究専門委員会
京都市国際交流会館 (京都府京都市)

JFIRST組織委員会

パレスホテル東京 (東京都千代田区)

マカフィー株式会社

IPA情報セキュリティ標語・ポスター・４コマ漫画コンクール授
アキバプラザ（東京都千代田区）
賞式

独立行政法人 情報処理推進機構
（IPA）

別添１

ｅ－ネット安心講座一覧
ｅ－ネット安心講座とは

子供たちをインターネット上のトラブルから守るために、保護者、教職員や児童生徒向けに、インターネット
の安心、安全利用に向けた啓発のための講座を実施するもの。
開催日
9月22日（土）
9月22日（土）
9月24日（月）
9月25日（火）
9月25日（火）
9月25日（火）
9月25日（火）
9月25日（火）
9月26日（水）
9月27日（木）
9月27日（木）
9月27日（木）
9月27日（木）
9月28日（金）
9月28日（金）
9月28日（金）
9月28日（金）
9月29日（土）
9月30日（日）
9月30日（日）
10月1日（月）
10月1日（月）
10月4日（木）
10月4日（木）
10月4日（木）
10月5日（金）
10月7日（日）
10月9日（火）
10月9日（火）
10月11日（木）
10月11日（木）
10月11日（木）
10月12日（金）
10月12日（金）
10月12日（金）
10月13日（土）
10月13日（土）
10月13日（土）
10月13日（土）
10月15日（月）
10月15日（月）
10月15日（月）
10月16日（火）
10月16日（火）
10月16日（火）
10月17日（水）
10月17日（水）
10月17日（水）
10月17日（水）
10月18日（木）
10月18日（木）
10月18日（木）
10月18日（木）
10月19日（金）
10月19日（金）
10月19日（金）
10月19日（金）
10月20日（土）
10月20日（土）
10月20日（土）
10月21日（日）
10月21日（日）
10月22日（月）

会場
東京都 東大和市立第九小学校
静岡県 浜松市立庄内公民館
山口県 防府市立華西中学校
東京都 新宿区立戸山小学校
愛知県 一宮市立貴船小学校
大阪府 豊能町立吉川小学校
埼玉県 三郷市立吹上小学校
東京都 江東区富岡区民館３Ｆホール
長野県 下諏訪町立下諏訪南小学校
島根県 鹿島中学校
長崎県 南島原市立口之津小学校
神奈川県 横浜市立荏田南小学校
栃木県 栃木市立吹上中学校
北海道 留寿都村立留寿都小学校
東京都 日の出町立本宿小学校
大阪府 東大阪市立新喜多中学校
宮城県 仙台市立七郷小学校
長野県 岡谷市立湊小学校 コンピュータ室
大阪府 藤井寺市立藤井寺小学校
東京都 港区立男女平等参画センター・リーブラ
埼玉県 北本市立西中学校 オープンスペース
長崎県 長崎市立橘中学校
神奈川県 神奈川県立厚木東高等学校
東京都 板橋区立グリーンホール
京都府 福知山市立育英小学校
広島県 廿日市市立阿品台中学校
静岡県 静岡市立安東中学校
東京都 西東京市立谷戸小学校
長野県 茅野市立泉野小学校
東京都 板橋区立志村第三中学校
愛知県 西尾市立吉田小学校
三重県 四日市市立三浜小学校
鹿児島県 鹿児島市立桜島中学校
埼玉県 伊奈町立伊奈中学校
徳島県 阿波市立御所小学校
東京都 中野区立谷戸小学校
大阪府 高槻市立五百住小学校
東京都 北区立田端中学校
岐阜県 各務原市立那加第二小学校
福岡県 飯塚市立二瀬中学校
岐阜県 大垣市立西小学校
愛知県 愛西市立佐屋西小学校
栃木県 足利市立御厨小学校
埼玉県 八潮市立潮止中学校
長崎県 中央ふれあい広場
愛知県 名古屋市立片平小学校 多目的室
愛知県 枇杷島小学校
東京都 青梅市立第一小学校
秋田県 鹿角市立花輪北小学校
神奈川県 相模原市立鶴園小学校
長野県 長和町立長門小学校
岐阜県 恵那農業高校
静岡県 東伊豆町立稲取中学校
奈良県 奈良県立橿原高等学校
埼玉県 東松山市総合会館 307会議室
島根県 吉賀町立六日市中学校
長野県 箕輪町社会体育館
宮崎県 日向市中央公民館
岡山県 倉敷市立水島中学校
東京都 港区立小中一貫校お台場学園港陽小・中学校
佐賀県 武雄市立武雄中学校
大阪府 堺市立福田小学校
愛知県 名古屋市立南陽東中学校

主催
東京都東大和市立第九小学校
静岡県浜松市立北庄内小学校
山口県防府市立華西中学校
東京都新宿区立戸山小学校
愛知県一宮市立貴船小学校
大阪府豊能町立吉川小学校
三郷市立吹上小学校
東京都江東区青少年対策富岡地区委員会
下諏訪南小学校PTA
島根県松江市立鹿島中学校
長崎県南島原市立口之津小学校
神奈川県横浜市立荏田南小学校
栃木県栃木市立吹上中学校
留寿都小学校
東京都日の出町立本宿小学校
東大阪市立新喜多中学校 １年生
宮城県仙台市立七郷小学校
長野県下諏訪中学校
大阪府藤井寺市立藤井寺小学校PTA
みなとチャイルドライン・子ども電話
埼玉県北本市立西中学校
長崎県長崎市立橘中学校
神奈川県立厚木東高等学校
東京都板橋区教育委員会事務局生涯学習課
京都府福知山市立育英小学校
廿日市市中学校ＰＴＡ
静岡県安東中学校区青少年健全育成会
東京都西東京市立谷戸小学校
泉野小学校 ５・６学年
板橋区立志村第三中学校 保護者会
愛知県西尾市立吉田小学校
三重県四日市市立三浜小学校
鹿児島市立桜島中学校
埼玉県伊奈町立伊奈中学校
徳島県阿波市立御所小学校
東京都中野区立谷戸小学校
大阪府高槻市立五百住小学校ＰＴＡ
東京都北区立田端中学校
岐阜県各務原市立那加第二小学校
福岡県飯塚市立二瀬中学校
岐阜県大垣市立西小学校
愛知県愛西市立佐屋西小学校
栃木県足利市立御厨小学校
埼玉県八潮市立潮止中学校
長崎県諫早市立諫早小学校
名古屋市立片平小学校PTA
愛知県名古屋市立枇杷島小学校
東京都青梅市立第一小学校
秋田県鹿角市立花輪北小学校
神奈川県相模原市立鶴園小学校
長野県長和町立長門小学校
岐阜県立恵那農業高等学校
静岡県東伊豆町立稲取中学校
奈良県立橿原高等学校
埼玉県東松山市ＰＴＡ連合会
島根県吉賀町立六日市中学校ＰＴＡ
長野県箕輪町立箕輪中学校
宮崎県高等学校PTA連合会 県北地区母親委員会
岡山県倉敷市立水島中学校
東京都港区立小中一貫校お台場学園港陽小・中学校
佐賀県青少年育成県民会議
堺市立福田小学校PTA
名古屋市立南陽東中学校ＰＴＡ

開催日
10月22日（月）
10月22日（月）
10月23日（火）
10月23日（火）
10月23日（火）
10月23日（火）
10月24日（水）
10月24日（水）
10月25日（木）
10月26日（金）
10月26日（金）
10月26日（金）
10月26日（金）
10月27日（土）
10月27日（土）
10月27日（土）
10月27日（土）
10月27日（土）
10月29日（月）
10月29日（月）
10月30日（火）
10月30日（火）
10月30日（火）
10月30日（火）
10月31日（水）
10月31日（水）
10月31日（水）
11月2日（金）
11月2日（金）
11月4日（日）
11月4日（日）
11月6日（火）
11月6日（火）
11月6日（火）
11月8日（木）
11月8日（木）
11月8日（木）
11月8日（木）
11月9日（金）
11月9日（金）
11月10日（土）
11月10日（土）
11月10日（土）
11月11日（日）
11月11日（日）
11月12日（月）
11月12日（月）
11月14日（水）
11月14日（水）
11月16日（金）
11月16日（金）
11月16日（金）
11月17日（土）
11月17日（土）
11月17日（土）
11月18日（日）

会場
兵庫県 尼崎市立園田南小学校 多目的室
神奈川県 横須賀市立田浦中学校
島根県 朝波小学校 多目的室
愛知県 北名古屋市立師勝小学校
長野県 茅野市立湖東小学校
東京都 八王子市立東浅川小学校
茨城県 つくば市立谷田部東中学校
栃木県 鹿沼市立上粕尾小学校
神奈川県 横浜市立宮谷小学校
神奈川県 東品濃小学校 体育館・2F視聴覚室
北海道 北海道富良野緑峰高等学校 会議室
東京都 川南小学校 コンピューター室
千葉県 野田市立山崎小学校
埼玉県 草加市立八幡小学校
神奈川県 平塚市立八幡小学校 図書室
岐阜県 郡上市立吉田小学校
神奈川県 横浜市立桂台小学校
三重県 セントヨゼフ女子学園中学校 視聴覚室
埼玉県 加須市立騎西小学校
愛知県 春日井市立坂下小学校 会議室
秋田県 県立六郷高等学校
北海道 幌延町立幌延小学校
静岡県 原田小学校
奈良県 大和郡山市立矢田南小学校
岩手県 陸前高田市立矢作小学校
神奈川県 聖園女学院中学高等学校 講堂
長野県 茅野市立米沢小学校
愛知県 稲沢市立祖父江小学校
北海道 札幌市立新川中学校
埼玉県 吉川市立栄小学校
大阪府 堺市立五箇荘東小学校
大分県 鶴居コミュニティーセンター
大分県 大分市立野津原東部小学校
東京都 江東区立元加賀小学校
長野県 茅野市立北山小学校
福井県 福井県立大学福井キャンパス交流センター
神奈川県 横浜市立権太坂小学校
宮城県 イズミティ21
山口県 下関市立長府中学校
長野県 宮田中学校
東京都 青梅市立第一小学校
山口県 萩市立福栄中学校
岩手県 盛岡市立城東中学校
熊本県 玉名市立鍋小学校
和歌山県 和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ
愛知県 瀬戸市立萩山小学校
神奈川県 横浜市立東山田コミュティハウス
広島県 つばき会館音楽ホール
長野県 岡谷市立岡谷南部中学校
鹿児島県 総合教育センター
神奈川県 川崎市立住吉中学校
青森県 平内町立小湊中学校
東京都 杉並区立中瀬中学校
福岡県 小郡市大板井一区公民館
東京都 品川区立冨士見台中学校
三重県 城山中央集会所

主催
兵庫県尼崎市立園田南小学校
神奈川県横須賀市立田浦中学校
島根県大田市立朝波小学校
愛知県北名古屋市立師勝小学校
長野県茅野市立湖東小学校
東京都八王子市立東浅川小学校
つくば市立谷田部東中学校 第１学年
栃木県鹿沼市立上粕尾小学校
校外委員主催保護者向け講演会
神奈川県東品濃小学校ＰＴＡ
富良野地区高等学校ＰＴＡ役員研修会
東京都江東区立川南小学校
千葉県野田市立山崎小学校
埼玉県草加市立八幡小学校
神奈川県平塚市立八幡小学校
岐阜県郡上市立吉田小学校
神奈川県横浜市立桂台小学校
三重県セントヨゼフ女子学園中学校
埼玉県加須市立騎西小学校
愛知県春日井市立坂下小学校
秋田県教育庁高校教育課
幌延町ＰＴＡ連合協議会
静岡県原田小学校
奈良県矢田南小学校
岩手県陸前高田市立矢作小学校
聖園（みその）女学院 中学１年生 学年保護者会
長野県茅野市立米沢小学校５・６年生
愛知県稲沢市立祖父江小学校
札幌市立新川中学校
吉川市立栄小学校
大阪府堺市立五箇荘東小学校
鶴居小学校研修部
大分県大分市立野津原東部小学校
東京都江東区立元加賀小学校
長野県茅野市立北山小学校
福井県小学校・中学校・高等学校生徒指導主事連絡協議会
神奈川県横浜市立権太坂小学校
宮城県環境生活部共同参画社会推進課
山口県下関市立長府中学校
長野県上伊那南部生徒指導委員会
東京都青梅市立第一小学校
山口県萩市立福栄中学校
岩手県盛岡市立城東中学校
熊本県玉名市立鍋小学校
和歌山県教育庁生涯学習課
愛知県瀬戸市立萩山小学校
東山田中学校保護者
広島県呉市教育委員会学校安全課
長野県教職員組合諏訪支部 諏訪地区教育懇談会
鹿児島県総合教育センター
川崎市立住吉中学校
平内町立小湊中学校
東京都杉並区立中瀬中学校PTA
大板井一区子ども会育成会
東京都品川区立冨士見台中学校
城山青少年育成会議

中小企業向け指導者育成セミナー一覧

別添２

中小企業向け指導者育成セミナーとは
中小企業の経営者等に対して、情報セキュリティに対する適切なアドバイスを行な
う地域の指導者を育成するもの。
（主催）経済産業省、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（JNSA）
開催日

会場

9月26日（水） 水戸プリンスホテル（茨城県水戸市）
10月2日（火） 沖縄産業支援センター（沖縄県那覇市）
10月12日（金） 北海道経済センター（北海道札幌市）
10月16日（火） 中産連ビル（愛知県名古屋市）
10月18日（木） 大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市）
10月25日（木） 富山県総合情報センター（富山県富山市）
10月29日（月） ベルサール八重洲（東京都中央区）
10月30日（火） 函館商工会議所（北海道函館市）
11月2日（金） 松山市男女共同参画推進センター（愛媛県松山市）
11月6日（火） 奈良商工会議所（奈良県奈良市）
11月9日（金） 金沢商工会議所（石川県金沢市）

ケータイ・ネット安全教室一覧

別添３

ケータイ・ネット安全教室とは
児童、生徒、学生等を対象として、インターネットやケータイ・ネットを安全に使用す
るための利用方法に関する出張講座。
（主催）特定非営利活動法人 NPO情報セキュリティフォーラム
開催日

会場

10月3日（水） 横須賀学院（神奈川県横須賀市）
10月4日（木） 神奈川県立厚木東高等学校（神奈川県厚木市）
10月18日（木） 相模原市立鶴園小学校（神奈川県相模原市）
10月23日（火） 横浜市立釜利谷東小学校（5年生）（神奈川県横浜市）
10月23日（火） 横浜市立釜利谷東小学校（6年生）（神奈川県横浜市）
10月26日（金） 横浜市立東品濃小学校（神奈川県横浜市）
10月27日（土） 平塚市立八幡小学校（神奈川県平塚市）

インターネット安全教室一覧

別添４

インターネット安全教室とは
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する場を提供するもの。
（主催）経済産業省、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（JNSA）
開催日

会場

10月4日（木） 岩国市中央図書館 視聴覚室（山口県岩国市）
10月13日（土） 小田原市生涯学習センター けやき（神奈川県小田原市）
10月13日（土） 宮崎公立大学 交流センター 多目的ホール（宮崎県宮崎市）
10月20日（土）
沖縄産業支援センター（予定）（沖縄県那覇市）
午前
10月20日（土）
沖縄産業支援センター（予定）（沖縄県那覇市）
午後
10月21日（日）
沖縄IT津梁パーク（予定）（沖縄県うるま市）
午前
10月21日（日）
沖縄IT津梁パーク（予定）（沖縄県うるま市）
午後
10月27日（土）
名護市産業支援センター（予定）（沖縄県名護市）
午前
10月27日（土）
名護市産業支援センター（予定）（沖縄県名護市）
午後
10月28日（日） 磯子区役所 いそご区民活動支援センター（神奈川県横浜市）
11月6日（火） 会場未定（岐阜県養老町）
11月10日（土） ミッドランドホール A会議室（愛知県名古屋市）
11月17日（土） 中原区民館 視聴覚室（神奈川県川崎市）

