平成２２年度「情報セキュリティ月間」関連行事について（平成２３年２月１日時点）
開催日

行事名

会場

主催

1月20日（木）

IPA中小企業情報セキュリティセミナー2010（1月20日から3
別添１参照
月3日まで、全国で9件開催）

経済産業省、日本商工会議所、独立
行政法人 情報処理推進機構（IPA）、
各共催団体（別添１参照）

1月22日（土）

インターネット安全教室（1月22日から3月6日まで、全国で
23件開催）

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）

1月23日（日）

1月24日（月）

別添２参照

SPREAD情報セキュリティサポーター育成講座（1月23日か
別添３参照
ら2月24日まで、全国で9件開催）

別添３参照

ｅ－ネット安心講座（1月23日から2月24日まで、全国で36件
別添４参照
開催）

別添４参照

中小企業向け指導者育成セミナー（1月24日から2月25日ま
別添５参照
で、全国で8件開催）

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）

情報セキュリテイセミナーⅠ（―被害者にも加害者にもなら 横浜国立大学中央図書館 １階 図書 国立大学法人横浜国立大学 情報基
ないために、情報セキュリテイのルールを守ろう―）
館メデイアホール
盤センター
ベルサール神田（東京都）

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）

ソフトウェア等の等の脆弱性関連情報に関する届出状況
[第4四半期]

プレスリリースおよびWeb公開

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

大学ICT講演会

三重大学メディアホール

三重大学総合情報処理センター

1月25日（火） Network Security Forum 2011（NSF2011）

1月26日（水）
ネットの安全特集2011春（～3月31日）

Web掲載

ヤフー株式会社

1月27日（木） 情報セキュリティ総合的普及啓発シンポジウム

有楽町朝日ホール（有楽町マリオン
11F）

財団法人 日本情報処理開発協会

1月27日（木）
C/C++セキュアコーディングセミナー ２０１１＠札幌
～28日（金）

ＡＣＵ（アキュ） 1605 中研修室（札幌
市中区）

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

1月28日（金） IPv6セキュリティセミナー2011

広島市まちづくり市民交流プラザ（広島 中国情報通信懇談会、広島地域IPv6
県）
推進委員会

1月29日（土） もっと！グッドネット！ In新潟

新潟県三条市リサーチコア（新潟県三
新潟県小中学校PTA連合会
条市須頃1-17）

『情報セキュリティ月間』セミナー
情報セキュリテイセミナーⅡ（―コンピュータウイルスの最
2月1日（火） 近動向と対策―）
電子署名・認証業務普及セミナー

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、
特定非営利活動法人 NPO情報セ
キュリティフォーラム

横浜国立大学中央図書館 １階 図書 国立大学法人横浜国立大学 情報基
館メデイアホール
盤センター
AP大阪(大阪市中央区北浜）

経済産業省、(財）日本情報処理開発
協会

情報セキュリティに関する講習※（2月1日～2月28日まで全 （各都道府県警察にお問い合わせ下さ
各都道府県警察
国で3,147件開催）
い）
情報セキュリティセミナー

名古屋合同庁舎第3号館7階共用会議 東海総合通信局、東海情報通信懇談
室（愛知県）
会

サイバーセキュリティ・カレッジｉｎ熊本２０１１

崇城大学市民ホール（熊本市）

熊本県警察本部、熊本県情報セキュ
リティ推進協議会、九州総合通信局

プレスリリースおよびWeb公開

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

平成２２年度情報セキュリティセミナー

文部科学省（東館３階講堂）

文部科学省

電気通信サービス安心・安全利用セミナー

静岡県男女共同参画センター「あざれ
総務省東海総合通信局、静岡県
あ」

第５回セキュリティーセミナー

新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」 特定非営利活動法人新潟情報通信
（新潟県）
研究所

2月2日（水）

2月3日（木） ウイルス・不正アクセス届出状況[1月]

2月4日（金）

2月9日（水） 電子署名・認証業務普及セミナー

2月16日
（水）、17日
（木）

経済産業省、(財）日本情報処理開発
協会

29SEC2011

平河町森タワー6Fセミナールーム及び
（株）ラックほか各社、各団体有志
24Fラウンジスペース

情報セキュリティセミナー２０11in仙台

宮城県警察本部、東北情報通信懇談
トラストシティ カンファレンス・仙台（宮
会、東北電気通信協力会、東北総合
城県）
通信局

制御系システムセキュリティカンファレンス２０１１

コクヨホール

2月10日（木）

2月14日（月）

科学技術館 サイエンスホール(東京
都千代田区北の丸公園）

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

「2010年度 情報セキュリティ製品の調達等に関する意識調
プレスリリースおよびWeb公開
査」報告書の公開

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

SPREAD講師育成講座

セキュリティ対策推進協議会、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（JNSA）

みやぎNPOプラザ（宮城県）

開催日

行事名

会場

主催
全国デジタル・オープン・ネットワーク
事業協同組合

暗号のすすめ～データ保護から本人認証まで～

ちよだプラットフォームスクウェア

平成22年度 情報セキュリティセミナー

名古屋工業大学 2号館Ｆ１（0211）教室 名古屋工業大学

情報セキュリティセミナー

ホテルメトロポリタン長野（長野県）

社団法人テレコムサービス協会信越
支部、信越情報通信懇談会、信越総
合通信局

NICT情報通信セキュリティシンポジウム

コクヨホール（東京都）

独立行政法人情報通信研究機構
（NICT）

メルパルク東京（東京都）

社団法人テレコムサービス協会関東
支部、関東総合通信局

2月17日（木）

2月18日（金） 第３回関東テレコム講演会
2月20日（日） 子どものネットとケータイを考える
2月22日（火） 第6回DBSC早春セミナー

沖縄市民会館 中ホール（沖縄県沖縄
沖縄県PTA連合会
市八重島1-1-1）
ベルサール神田（東京都千代田区神
データベース・セキュリティ・コンソーシ
田美土里町7住友不動産神田ビル2・
アム（DBSC）
3F）

管理者のための情報セキュリティ講習会

名古屋大学ＩＢ電子情報館

名古屋大学情報連携統括本部

2010年度第4回JASA月例セミナー

東京しごとセンター講堂

特定非営利活動法人 日本セキュリ
ティ監査協会

2月24日（木） IPA情報家電セキュリティシンポジウム2011

（未定）

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

IPA自動車のセキュリティシンポジウム2011

（未定）

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

情報セキュリティ実務者セミナー「法的な立場からみたイン
ベルサール九段
シデント対応～今、システム管理者ができる事～」

マイクロソフト株式会社、日本アイ・
ビー・エム株式会社

IPA中小企業クラウドセキュリティシンポジウム2011

（未定）

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

IPA重要インフラセキュリティシンポジウム2011

（未定）

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

SPREAD全国大会

ホテルヴィラフォンテーヌ汐留（東京
都）

セキュリティ対策推進協議会、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（JNSA）

情報セキュリティの日「第５回ＪＳＳＭセキュリティ公開討論
会」

東洋大学白山第２キャンパス Ｂ棟２１
日本セキュリティ・マネジメント学会
１教室

2月25日（金）

2月26日（土）

2月26日（土）
Yahoo!きっず iPhoneで学ぶネットのマナーABC
～27日（日）

慶応義塾大学 日吉キャンパス(神奈
川県横浜市港北区日吉4-1-1)

ヤフー株式会社、ソフトバンクモバイ
ル株式会社

情報セキュリティセミナー北海道 ２０１１（仮称）

（札幌市）

北海道電波協力会（調整中）、北海道
総合通信局

電子記録マネジメントフォーラム２０１１

工学院大学 3階大教室（東京都）

電子記録マネジメントフォーラム２０１
１運営委員会、財団法人日本データ
通信協会タイムビジネス協議会等

CRYPTRECシンポジウム2011

独立行政法人情報通信研究機構
コクヨホール（東京都港区港南1-8-35） （NICT）、独立行政法人情報処理推進
機構（IPA）

子どものネットとケータイを考える

アクロス福岡シンフォニーホール（福岡
福岡市PTA協議会
市中央区天神1-1-1）

3月1日（火）

3月3日（木）、
SPREAD講師育成講座
6日（日）
3月4日（金） 情報セキュリティに関する講演会

三鷹産業プラザ（東京都）

セキュリティ対策推進協議会、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（JNSA）

旭川工業高等専門学校階段教室

旭川工業高等専門学校情報セキュリ
ティ管理委員会

2月上旬

「情報家電に対するセキュリティ対策 検討報告書」の公開
プレスリリースおよびWeb公開
について

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

2月下旬

「Web Application Firewall(WAF) 読本」の改訂第2版の公開 プレスリリースおよびWeb公開

独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）

2月下旬

情報セキュリティセミナー～次世代の情報セキュリティの在
都内
り方と今後の方策～（仮）

セキュリティ普及促進委員会、（独）情
報処理推進機構、経済産業省

※都道府県警察において、行政機関、学校等教育機関、企業・業界団体等へ最新の犯罪手口を踏まえた情報提供を実施するもの

IPA中小企業情報セキュリティセミナー一覧

別添１

IPA中小企業情報セキュリティセミナーとは
情報セキュリティの専門知識・リソースが不足しがちな中小企業を主対象として、経営者、セキュリティ担
当者等を対象にした、情報セキュリティの管理面・技術面からの対策に関するセミナー。
（主催）経済産業省、日本商工会議所、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）
開催日
１月20日（木）

会場
大東市立市民会館

１月27日（木）～28日（金） 三鷹プラザ

共催
大東商工会議所
三鷹ICT事業者協会

２月２日（水）

安芸高田市民文化センター

安芸高田市

２月３日（木）

別府ビーコンプラザ

財団法人ハイパーネット
ワーク社会研究所

２月８日（火）～９日（水） メルパルク松山
２月１０日（木）

市川商工会議所

１月20日（木）～３月３日
毎日西武会館
（木）

松山商工会議所
市川商工会議所
北九州商工会議所

２月17日（木）

福山商工会議所

福山商工会議所

３月３日（木）

S.PRIERE [サン プリエール]

社団法人 長崎県情報産
業協会

インターネット安全教室一覧

別添２

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

１月２２日（土）

富山県ITセンター（富山県）

１月２２日（土）

鹿児島アリーナ（鹿児島県）

１月２４日（月）

宇佐商工会館（大分県）

１月２６日（水）

藤沢市御所見公民館（神奈川県）

１月２８日（金）

なかつ情報プラザ（大分県）善行公民館（神奈川県）

２月３日（木）

藤沢市善行公民館（神奈川県）

２月４日（金）

河内長野市立天見小学校（大阪府）

２月４日（金）

河内長野市立小山田小学校（大阪府）

２月５日（土）

富山県ITセンター（富山県）

２月９日（水）

e-とぴあ・かがわ（香川県）

２月１０日（木）

日田商工会館（大分県）

２月１５日（火）

くまもと県民交流館パレア（熊本県）

２月１８日（金）

藤沢市湘南大庭公民館（神奈川県）

２月１９日（土）

美咲町旭町民センター（岡山県）

２月１９日（土）

美咲町柵原総合文化センター（岡山県）

２月２０日（日）

美咲町中央公民館（岡山県）

２月２３日（水）

兵庫県立大学大学院 大講義室（兵庫県）

２月２４日（木）

葉山町福祉文化会館（神奈川県）

２月２７日（日）

海老名市役所（神奈川県）

３月４日（金）

とりぎん文化会館（鳥取県）

３月５日（土）

富山県ITセンター（富山県）

３月６日（日）

可児市桜ヶ丘公民館（岐阜県）

３月６日（日）

かごしま県民交流センター（鹿児島県）

SPREAD情報セキュリティサポーター育成講座一覧

別添３

SPREAD情報セキュリティサポーター育成講座とは
パソコンやインターネットを安全・快適に使うための、地域の身近な相談相手「情
報セキュリティサポーター」を育成するための講座・検定試験を実施するもの。
開催日
１月２３日（日）

１月３０日（日）

１月３０日（日）

２月２日（水）

２月４日（金）

２月１２日（土）

２月１６日（水）

２月２０日（日）

２月２４日（木）

会場

主催者

財団法人みやぎ婦人会館（宮城県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人杜の伝言板ゆるる

静岡パソコンサポートアクティビティ

セキュリティ対策推進協議会、特定
非営利活動法人日本ネットワークセ
長岡教室（静岡キュリティ協会、特定非営利活動法
人スキルアップサービス

戸畑生涯学習センター（福岡県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人静岡パソコンサポートアクティビ
ティ

和歌山県立情報交流センター Big・U（和歌山県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人情報セキュリティ研究所

ゆうあいセンター（岡山県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人岡山NPOセンター

とちぎNPOセンターぽぽら（栃木県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人ITアットうつのみや、特定非営利活
動法人栃木県シニアセンター

福井県生活学習館ユー・アイふくい（福井県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人ナレッジふくい

（岐阜県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人かにぱそこんくらぶ

ひろしま社会的事業チャレンジ教室（広島県）

セキュリティ対策推進協議会、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、特定非営利活動法
人 広島NPOセンター

ｅ－ネット安心講座一覧

別添４

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、主に保護者や教職員向けに、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

会場

主催

1月23日(日)

島根県鹿足郡吉賀町立六日市中学校

吉賀町立六日市中学校

1月24日(月)

北海道河東郡士幌町総合研修センター

北海道河東郡士幌町青少年健全育成協議会

1月24日(月)

長野県須高ケーブルテレビ株式会社 会議室

長野県須坂市立森上小学校 5学年

1月25日(火)

宮城県仙台市立秋保中学校

仙台市立秋保中学校

1月26日(水)

三重県四日市市県地区市民センター

県地区社会福祉協議会

1月26日(水)

長野県須高ケーブルテレビ株式会社 会議室

長野県須坂市立森上小学校 5学年

1月28日(金)

茨城県日立市立日高中学校

茨城県日立市立日高中学校

1月28日(金)

三重県多気町立相可小学校 会議室

三重県多気町立相可小学校ＰＴＡ

1月28日(金)

宮崎県都城市立山之口小学校 体育館

宮崎県都城市立山之口小学校

1月29日(土)

東京都武蔵野市立千川小学校

千川小学校PTA

1月30日(日)

福岡県中央一区公民館（自治公民館）

中央一区子ども会育成会

1月31日(月)

茨城県稲敷郡河内町立河内中学校体育館

茨城県稲敷郡河内町立河内中学校

2月3日(木)

新潟県村上市瀬波温泉 汐見荘または大観荘

村上高等職業訓練校

2月3日(木)

北海道釧路市立阿寒湖中学校

阿寒湖中学校PTA

2月4日(金)

宮城県仙台市立山田中学校

仙台市立山田中学校

2月5日(土)

富山県滑川市立西部小学校

滑川市立西部小学校

2月5日(土)

三重県三重県多気郡明和町立大淀小学校体育館

大淀小学校PTA

2月7日(月)

東京都八王子市 クリエイトホール第7学習室

八王子市男女共同参画センター

2月7日(月)

東京都光塩女子学院 講堂(メルセダリアンホール)

光塩女子学院初等科４、５年生

2月10日(木)

静岡県浜松市立富塚中学校 体育館

静岡県浜松市立富塚中学校

2月15日(火)

東京都練馬区立石神井公園区民交流センター2階

練馬区産業地域振興部経済課消費生活係
（消費生活センター）

2月15日(火)

愛媛県松山市立浮穴小学校図書室

松山市立浮穴小学校ＰＴＡ

2月16日(水)

新潟県燕市立吉田小学校

燕市立吉田小学校第５学年

2月17日(木)

北海道札幌市立発寒西小学校

札幌市立発寒西小学校 家庭教育学級ライ
ラック

開催日

会場

主催

2月18日(金)

北海道妹背牛町立妹背牛中学校

北海道妹背牛町立妹背牛中学校

2月18日(金)

東京都板橋区志村坂上地域センター

板橋区役所志村坂上地域センター

2月18日(金)

北海道札幌市立中の島小学校

札幌市立中の島小学校ＰＴＡ

2月18日(金)

埼玉県飯能市立南高麗中学校

飯能市立南高麗中学校

2月19日(土)

富山県富山市立船峅小学校

富山県教育委員会

2月19日(土)

兵庫県新長田勤労市民センター別館ペフレホール会議室 財団法人 神戸いきいき勤労財団

2月20日(日)

岡山県福元グリーンタウン

ふれあいサロンひまわり

2月22日(火)

愛知県名古屋市引山小学校 特別活動室

名古屋市立引山小学校ＰＴＡ

2月22日(火)

岡山県岡山県立倉敷古城池高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校

2月24日(木)

兵庫県西宮市立平木中学校

兵庫県西宮市立平木中学校PTA

2月25日(金)

熊本県阿蘇市立一の宮中学校体育館

阿蘇市立一の宮中学校

3月1日(火)

宮崎県都城市西岳地区公民館

西岳地区青少年育成協議会

中小企業向け指導者育成セミナー一覧

別添５

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

1月24日（月）

大宮ソニックシティ（埼玉県）

2月2日（水）

八戸インテリジェントプラザ（青森県）

2月 8日（火）

ホテルニューイタヤ（栃木県）

2月10日（木）

松本商工会議所（長野県）

2月15日（火）

東京商工会議所ビル（東京都）

2月16日（水）

神戸市教育会館（兵庫県）

2月18日（金）

秋田商工会議所（秋田県）

2月25日（金）

京都商工会議所（京都府）

