平成25年度情報セキュリティ月間 関連行事

全国ブロック別イベント（平成26年1月30日時点）

ブロック

開催日

北海道

2月13日（木）

情報セキュリティセミナー北海道 ２０１４

ホテルモントレエーデルホフ札幌
（札幌市中央区北２条西1丁目）

東北

2月25日（火）

情報セキュリティセミナー2014 in 仙台

仙台ガーデンパレス（仙台市宮城野
総務省東北総合通信局
区榴岡4-1-5）

関東

2月20日（木）

関東テレコム講演会

総務省関東総合通信局、 総務省関東総合通信局
九段第三合同庁舎共用会議室（千
テレコムサービス協会関 情報通信部 電気通信事業課
代田区九段南1-2-1）
電話：03-6238-1671
東支部

2月13日（木）

情報セキュリティセミナー

ホテル名古屋ガーデンパレス ３階
総務省東海総合通信局
総務省東海総合通信局、
「葵・泉の間」（名古屋市中区錦3−
情報通信部 電気通信事業課
東海情報通信懇談会
11−13）
電話：052-971-9403

2月18日（火）

総務省信越総合通信局、
総務省信越総合通信局
インターネット・スマートフォン 安心・安全 メルパルク長野(長野県長野市鶴賀 信越情報通信懇談会、
情報通信部 電気通信事業課
利用セミナー
高畑752-8)
NPO法人長野情報通信
電話：026-234-9956
研究所

2月20日（木）

情報セキュリティセミナー

総務省北陸総合通信局、
総務省北陸総合通信局
金沢エクセルホテル東急（金沢市香 北陸情報通信協議会、テ
総務部 総務課
林2-1-1）
レコムサービス協会北陸
電話：076-233-4409
支部

近畿

2月27日（木）

平成25年度情報セキュリティ＆危機管理
セミナー

総務省近畿総合通信局、
大阪府立労働センター（エル・おお
総務省近畿総合通信局
テレコムサービス協会近
さか） 南ホール（大阪市中央区北浜
情報通信部 電気通信事業課
畿支部、近畿情報通信協
東3-14）
電話：06-6942-8512
議会

中国

2月22日（土）

サイバー犯罪対策セミナーｉｎ下関

山口県警察、総務省中国 総務省中国総合通信局
海峡メッセ下（山口県下関市豊前田
総合通信局、中国情報通 情報通信部 電気通信事業課
町3-3-1）
信懇談会
電話：082-222-3377

中部

四国

行事名

会場

主催

総務省北海道総合通信
局・北海道テレコム懇談
会

連絡先

総務省北海道総合通信局
情報通信部 電気通信事業課
電話：011-709-2311（内線 4705）

総務省東北総合通信局
総務部 総務課企画広報室
電話：022-221-0608

情報セキュリティシンポジ 総務省四国総合通信局
2月27日（木）
松山市立子規記念博物館（愛媛県
情報セキュリティシンポジウム道後２０１４
ウム道後２０１４ 実行委 情報通信部 電気通信事業課
～2月28日（金）
松山市道後公園1-30） 他
員会
電話：089-936-5042

2月3日（月）

総務省九州総合通信局、
総務省九州総合通信局
サイバーセキュリティ・カレッジｉｎ熊本２０１ 熊本地方合同庁舎１０Ｆ会議室 （熊 熊本県警察本部、熊本県
情報通信部 電気通信事業課
４
本市西区春日2-10-1）
情報セキュリティ推進協
電話：096-326-7862
議会

2月12日（水）

平成25年度 地域ICT利活用普及促進＆
情報セキュリティセミナー

九州
ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄
総務省沖縄通信事務所
ハーバービュー（那覇市泉崎2-46）

※参加を御希望の方は、上記連絡先までお問合せ下さい。

総務省沖縄総合通信事務所
電話：098-865-2302

全国で開催される関連行事
開催日

行事名

会場

主催

ウェブサイト

12月2日（月）
情報通信の安心安全な利用のための標語募集
～2月28日（金）

標語募集ホームページ
（http://www.fmmc.or.jp/hyogo/）

情報通信における安心安全推進
協議会

http://www.fmmc.or.jp/hyogo/

1月23日（木） 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム
～2月8日（土） （全国3か所で開催）

全国で３か所のイベント会場等
（別添１参照）

内閣府

http://www8.cao.go.jp/youth/youthharm/koho/forum/h25/

1月24日（金） インターネット安全教室
～3月17日（月） （全国15か所で開催）

全国15か所のイベント会場等
（別添２参照）

経済産業省、NPO法人日本ネット
ワークセキュリティ協会（JNSA）

http://www.net-anzen.go.jp/

1月25日（土）
SECCON 2013 オンライン予選
～1月26日（日）

オンライン（インターネットに接続でき
る場所であればどこからでも参加可
能）

SECCON実行委員会（NPO法人
ネットワークセキュリティ協会）

http://2013.seccon.jp/

1月25日（土） ケータイモラルキャラバン隊
～2月23日（日） （全国12か所で開催）

全国12か所のイベント会場等
（別添３参照）

別添２参照

http://www.mext.go.jp/a_menu/seisyoune
n/moral/1340808.htm

1月25日（土）
都道府県警察等による広報啓発活動
～3月2日（日）

全国の学校、企業、各地のイベント会
都道府県警察等
場等

1月25日（土） 情報セキュリティセミナー
～3月8日（日） （全国9か所で開催）

全国8か所のイベント会場等
（別添４参照）

セキュリティ対策推進協議会
（SPREAD）

http://www.spread-j.org/info/seminar/

1月26（日）
情報セキュリティサポーター養成講座
～3月9日（日） （全国9か所で開催）

全国8か所のイベント会場等
（別添４参照）

セキュリティ対策推進協議会
（SPREAD）

http://www.spreadj.org/info/officialsupporter/

1月26日（土） ｅ－ネット安心講座
～3月3日（日） （全国191か所で開催）

全国191か所の小中学校等
（別添５参照）

一般財団法人マルチメディア振興
センター

http://www.enetcaravan.jp/schedule_2013.php

1月27日（月）

ケータイ・ネット安全教室

横浜市立日野小学校

NPO情報セキュリティフォーラム

http://www.isef.or.jp/seminar/enet/list2.
html

1月29日（水）

一般社団法人 テレコムサービス協会沖縄支部 第 ホテルロイヤルオリオン（沖縄県那覇 一般社団法人テレコムサービス協
2回 講演会
市）
会沖縄支部

1月29日（水）

Network Security Forum 2014 (NSF 2014)

ベルサール神田（東京都千代田区）

NPO法人日本ネットワークセキュリ
ティ協会（JNSA）

http://www.jnsa.org/seminar/nsf/2014/

1月30日（木）

ケータイ・ネット安全教室

綾瀬市立寺尾小学校

NPO情報セキュリティフォーラム

http://www.isef.or.jp/seminar/enet/list2.
html

2月1日（土）

第８回ＪＳＳＭセキュリティ公開討論会
「特定秘密保護法を情報セキュリティから考察する 東京電機大学 千住キャンパス1号館 日本セキュリティ・マネジメント学
会
～様々な視点から学術的に分析し、未来に繋げる ２階（東京都足立区）
～」(仮)

http://www.jssm.net/jssm/security_day2
0140201.htm

2月1日（土）

ばりかた・セキュ鉄合同勉強会

2月1日（土） インターネット被害未然防止講座
～2月23日（日） （神奈川県内5か所で開催）

2月3日（月）

CISO JAPAN ITリスク、コンプライアンスサミット
2014

2月3日（月） 「ここからセキュリティ！」情報セキュリティ月間連
～3月10日（月） 動企画

http://www.telesa.or.jp/branch/okinawa/

福岡市

個人

http://d.hatena.ne.jp/barikata-sec/

神奈川県内5か所の専門学校
（別添６参照）

NPO法人情報セキュリティフォーラ
ム

http://www.isef.or.jp/life/

丸ビル コンファレンススクエア（東京都
一般社団法人日本CISO協会
千代田区）

http://www.cisojapan.org/summit/index.h
tml

「ここからセキュリティ！」ホームページ
官民ボード（事務局：警察庁、総務
（http://www.ipa.go.jp/security/kokok
省、経済産業省）
ara/）

http://www.ipa.go.jp/security/kokokara/

http://www.ipa.go.jp/security/event/201
4/seminar0204.html

2月4日（火）

情報セキュリティセミナー

NPO法人情報セキュリティフォーラ
崎陽軒本店6階会議室（神奈川県横浜
ム、独立行政法人情報処理推進
市）
機構

2月5日（水）

制御システムセキュリティカンファレンス2014

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

https://www.jpcert.or.jp/event/icsconference2014.html

2月5日（水）

サイバー犯罪（偽サイト等）の傾向と対策について

ニッセイ新大阪ビル18階 会議室H
（大阪府大阪市）

トレンドマイクロ株式会社

http://www.trendmicro.co.jp/jp/seminars
/articles/20131224050452.html

任天堂株式会社、日本マイクロソ
ゲーム機のペアレンタルコントロール機能／フィル
主催３社の取引販売店の全国各店舗
2月5日（水）
フト株式会社、株式会社ソニー・コ
タリングの利用普及啓発活動、店頭での啓発チラ
にて実施
～3月31日（月）
ンピュータエンタテインメント
シの配布

2月6日（木）

情報セキュリティ シンポジウム「スマホとDBの3つ
の関係 A・B・C」 ～Application ＆ Big-data with
Confidentiality～

一般社団法人日本スマートフォン
富士ソフト アキバホール（東京都千代 セキュリティ協会（JSSEC）、データ
ベース・セキュリティ・コンソーシア
田区）
ム（DBSC）

http://www.jssec.org/event/20140206.ht
ml

2月6日（木）

平成25年度第2回情報技術戦略セミナー
～サイバー攻撃に対する企業リスクを考える～

近畿経済産業局２階 第一会議室（大
経済産業省近畿経済産業局
阪府大阪市）

http://www.kansai.meti.go.jp/27it/events/ITsenryakuseminar_security.ht
ml

2月6日（木）

ケータイ・ネット安全教室

海老名市立東柏ケ谷小学校体育館
（神奈川県海老名市）

NPO法人情報セキュリティフォーラ
ム

http://www.isef.or.jp/seminar/enet/list2.
html

2月7日（金）

「情報セキュリティ月間」セミナー

横浜情報文化センター 情文ホール
（神奈川県横浜市）

神奈川県、横浜市、神奈川県警
察、NPO法人情報セキュリティ
フォーラム

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7823/

2月8日（土）

第９回セキュリティさくら

熊本市国際交流会館（熊本県熊本市）

熊本情報セキュリティ勉強会「セ
キュリティさくら」

https://sites.google.com/site/hackinthec
afe/kumamoto/activity/plan/140208securitysakura-09

開催日

行事名

会場

主催

ウェブサイト

2月12日（水）

2013年度 第7回JASA月例セミナー
Open IDのコンセプト、ユーザメリットと責任

東京都中小企業振興公社 第１会議室 NPO法人日本セキュリティ監査協
（東京都千代田区）
会

http://www.jasa.jp/seminar/seminar.html

2月13日（木）

IT安全サポート宣言

未定（東京都内）

http://www.microsoft.com/jajp/security/default.aspx

2月13日（木）

第8回セキュリティセミナー（講演会）

非営利活動法人新潟情報通信研
新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
究所、新潟大学工学部情報工学
（新潟県新潟市）
科、信越情報通信懇談会

http://www17.plala.or.jp/npo_niigataicl/images/pdf/h260213.pdf

2月13日（木）

NICT情報通信セキュリティシンポジウム2014

コクヨホール（東京都港区）

http://www.ilcc.com/nict_security/index.
html

2月14日（金）

セキュアなITが創る、つながる新産業創出セミナー

石川県地場産業振興センター（石川県
中部経済産業局
金沢市）

http://www.chubu.meti.go.jp/technology_j
yoho/index.htm

2月14日（金）

29SEC 2014

平河町森タワー２階（東京都千代田
区）

株式会社ラック

http://www.lac.co.jp/corporate/citizenshi
p/education/2014/security_month.html

2月15日（土）

セキュリティ・キャンプフォーラム2014

Sola City Hall（東京都千代田区）

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

http://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/2013/f
orum2014.html

2月17日（月）

（職員向け）東京大学情報セキュリティセミナー

東京大学小柴ホール（東京都文京区） 東京大学情報システム本部

2月17日（月）、
CODE BLUE
2月18日（火）

日本マイクロソフト株式会社

独立行政法人情報通信研究機構

御茶ノ水ソラシティカンファレンスセン
CODE BLUE 実行委員会
ター（東京都千代田区）

2月19日（水）

IPAサイバーセキュリティシンポジウム2014
～「2020年」に向けて、知るべきこと、為すべきこと イイノホール（東京都千代田区）
～

2月19日（水）

第五回保安電子通信技術セミナー・展示会

東京国際フォーラム（東京都千代田
区）

2月20日（木）

制御システムセキュリティに関する説明会

タイム24研修室201・202（東京都江東
経済産業省（事務局：JIPDEC)
区）

2月20日（木）、
（職員向け）ITセキュリティセミナー
2月24日（月）

http://www.codeblue.jp/

独立行政法人情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/about/event/cyber
-security2014/index.html

一般財団法人保安通信協会

http://tech.hotsukyo.or.jp/seminar/list/0
05/index.html
http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/cs
ms/CSMS201402.html

独立行政法人物質・材料研究機
独立行政法人物質・材料研究機構（茨
構
城県つくば市）
総務部門IT室

https://www.cybertrust.ne.jp/corporate/
profile/map.html

2月21日（金）

第2回 情報セキュリティを考えるグローバルシニア Ustream Studio @ サイバートラスト（東 グローバルシニアネットフォーラム
ネットフォーラム（案） On Ustream
京都港区）
実行委員会

2月21日（金）

平成25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
（東京都千代田区）

文部科学省

2月21日（金）

Network Security Forum in Kansai 2014 (NSF in
Kansai 2014)

ティーオージー（大阪府大阪市）

NPO法人日本ネットワークセキュリ
ティ協会（JNSA）

http://www.jnsa.org/seminar/nsf/2014ka
nsai/

2月21日（金）

IT資産管理（ITAM）に関する説明会

機械振興会館 地下２階ホール（東京
都港区）

一般財団法人日本情報経済社会
推進協会

http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/sa
m/ITAM2014221.html

2月25日（火）

＠ IT Security Live 「UP!」

東京コンファレンスセンター・品川 大 アイティメディア株式会社 ＠IT編
ホール（東京都港区）
集部

https://itmedia.smartseminar.jp/public/a
pplication/add/903

2月25日（火） 全国情報セキュリティ連絡推進連合会（仮称）設立 新潟県弥彦村 総合文化会館
～2月26日（水） 準備会キックオフ大会
（新潟県弥彦村）

全国情報セキュリティ連絡推進連
合会（仮称）設立準備会

2月27日（木）

車とITが融合する未来 －安心安全な自動車を目 アキバプラザ セミナールーム１（東京 重要生活機器連携セキュリティ研
指して－
都千代田区）
究会

2月28日（金）

制御システムセキュリティに関する説明会

3月1日（土）
SECCON 2013 全国大会
～3月2日（日）

3月4日（火）

＠ IT Security Live 「UP!」

3月4日（火）
SECURITY SHOW 2014
～3月7日（金）

http://www.ccdssg.org/event/2014/2014
0227.html

大阪大学中之島センター 佐治敬三メ
経済産業省（事務局：JIPDEC)
モリアルホール（大阪府大阪市）

http://www.isms.jipdec.or.jp/seminar/cs
ms/CSMS201402.html

東京電機大学 東京千住キャンパス
（東京都足立区）

http://2013.seccon.jp/index.html

SECCON実行委員会（NPO法人
ネットワークセキュリティ協会）

グランフロント大阪 ナレッジキャピタ アイティメディア株式会社 ＠IT編
ル Room C03＋C04（大阪府大阪市） 集部

https://itmedia.smartseminar.jp/public/a
pplication/add/903

東京国際展示場 東京ビッグサイト
（東京都江東区）

株式会社日本経済新聞社

http://www.shopbiz.jp/ss/

独立行政法人情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/security/event/hy
ogo/

全国の約4万の小中高および教育委
3月25日（火）～ IPA広げよう情報モラル・情報セキュリティ全国コンク
員会あて

青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム

別添１

青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム
スマートフォンなど多様なインターネット接続端末の登場により、青少年のインターネッ
ト利用環境が急速に変化していることから、青少年が安全に安心してインターネットを利
用できるようにするためのフォーラムを開催するもの。
（主催）内閣府
開催日

会場

1月23日（木）
太白区文化センター（宮城県仙台市）
～1月24日（金）
1月31日（金）
パピヨン24 ガスホール（福岡県福岡市）
～2月1日（土）
2月7日（金）
広島YMCA国際文化センター（広島県広島市）
～2月8日（土）

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23日（木）

桜岡市民文化センター大会議室 （福岡県）

1月24日（金）

太田市立旭小学校 （群馬県）

1月24日（金）

太田市役所セミナールーム（群馬県）

1月30日（木）

佐賀市高木瀬公民館（佐賀県）

1月31日（金）

河内長野市立小山田小学校（大阪府）

2月5日（水）

ウエルネスさがみはら 7階 視聴覚室（神奈川県）

2月8日（土）

八幡大谷市民センター（福岡県）

2月13日（木）

引野市民センター（福岡県）

2月14日（金）

葉山町福祉文化会館 （神奈川県）

2月17日（月）

太田市立藪塚本町中学校（群馬県）

2月21日（金）

海老名市役所 ４階 401会議室（神奈川県）

2月22日（土）

情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ）（香川県）

2月27日（木）

平野市民センター（福岡県）

3月1日（土）

小森江西市民センター大会議室（福岡県）

3月17日（月）

唐津情報ステーション（佐賀県）

別添３

ケータイモラルキャラバン隊
ケータイモラルキャラバン隊とは

インターネット上のマナーや家庭でのルール作りの重要性を周知するため、有識者によるキャラバン隊
を結成し、全国12ヶ所で保護者を対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催するもの。
開催日

会場

主催

1月25日（土） うらら館ごえんホール（島根県出雲市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、島根県PTA連合会

2月1日（土） 福井生活学習館（福井県福井市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、福井県PTA連合会

2月1日（土） 山形遊学館（山形県山形市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、山形県PTA連合会

2月1日（土） ホテル松政（山口県山口市）
2月9日（日） 尾鷲市中央公民館（三重県尾鷲市）
2月9日（日） 王寺町地域交流センター（奈良県北葛城郡）
2月11日（火） 福島県文化センター小ホール（福島県福島市）
2月15日（土） サンポート高松小ホール（香川県高松市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、山口県公立高等学校PTA
連合会
文部科学省、（株）情報通信総合研究所、三重県PTA連合会、尾鷲
市PTA連合会
文部科学省、（株）情報通信総合研究所、奈良県PTA協議会
文部科学省、（株）情報通信総合研究所、福島県小中学校PTA連合
会
文部科学省、（株）情報通信総合研究所、「ネットモラルキャラバン
隊」in香川実行委員会

2月18日（火） ミューザ川崎（神奈川県川崎市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、川崎市PTA連絡協議会

2月21日（金） アクロス福岡（福岡県福岡市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、福岡県PTA連合会

2月22日（土） 各務原市立那加中学校（岐阜県各務原市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、各務原市PTA連合会

2月23日（日） 宮日ホール（宮崎県宮崎市）

文部科学省、（株）情報通信総合研究所、宮崎県PTA連合会

別添４

SPREAD主催
情報セキュリティセミナー・情報セキュリティサポーター育成講座 一覧
情報セキュリティセミナー：
総務省事業「社会ニーズの変化に応じた情報セキュリティ対策をサポートする人材の
育成方策に関する調査研究」の一環として、サポート活動の活用促進を目的とした無
料の情報セキュリティ啓発セミナーを全国で開催します（どなたでも参加できます）。
（主催）セキュリティ対策推進協議会（SPREAD）
開催日

会場

1月25日（土）

富山情報ビジネス専門学校 Bホール（富山県射水市）

1月31日（金）

福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター（福岡県福岡市）

2月7日（金）

広島県民文化センター6階 ひろしまNPOセンター交流スペース（広島県広島市）

2月14日（金）

Wallレンタルスペース セミナールーム（北海道札幌市）

2月18日（火）

国際電子ビジネス専門学校（沖縄県那覇市）

2月22日（土）

日本マイクロソフト 関西支店（OSK） 5階セミナールーム１（大阪府大阪市）

2月26日（水）

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）（愛知県名古屋市）

3月5日（水）

東京都産業労働局秋葉原庁舎 第4会議室（東京都千代田区）

3月8日（土）

ハロー貸会議室横浜 4階（神奈川県横浜市）

情報セキュリティサポーター育成講座：
総務省事業「社会ニーズの変化に応じた情報セキュリティ対策をサポートする人材の
育成方策に関する調査研究」の一環として、情報セキュリティサポーターの育成を目的
とした無料の情報セキュリティサポーター育成講座を全国で開催します（どなたでも参
加できます）。
（主催）セキュリティ対策推進協議会（SPREAD）
開催日

会場

1月26日（日）

富山情報ビジネス専門学校 Bホール（富山県射水市）

2月1日（土）

福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター（福岡県福岡市）

2月8日（土）

広島県民文化センター6階 ひろしまNPOセンター交流スペース（広島県広島市）

2月15日（土）

Wallレンタルスペース セミナールーム（北海道札幌市）

2月19日（水）

国際電子ビジネス専門学校（沖縄県那覇市）

2月23日（日）

堺市総合福祉会館2階 第1会議室（大阪府堺市）

2月25日（火）

東京都産業労働局秋葉原庁舎 第1会議室（東京都千代田区）

2月27日（水）

名古屋市高齢者就業支援センター（愛知県名古屋市）

3月9日（日）

市民フロア No.3ルーム（そごう横浜店9F）（神奈川県横浜市）

別添５
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ｅ－ネット安心講座一覧
ｅ－ネット安心講座とは

子どもたちをインターネット上のトラブルから守るために、保護者や教職員及び児童/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。
（主催）一般財団法人マルチメディア振興センター
（協力）総務省、文部科学省
2014/1/14現在
開催日
1月25日（土）
1月25日（土）
1月25日（土）
1月25日（土）
1月25日（土）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月27日（月）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月28日（火）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月29日（水）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月30日（木）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
1月31日（金）
2月1日（土）
2月1日（土）
2月1日（土）
2月1日（土）
2月2日（日）
2月2日（日）

会場
埼玉県皆野町立三沢小学校(体育館)
東京都北区立滝野川文化センター(教室)
福岡県北九州市立大蔵小学校(その他)
鳥取県岩美町中央公民館(その他)
神奈川県川崎市立南菅小学校 多目的ルーム(その他)
愛知県あま市立正則小学校(体育館)
北海道訓子府町立訓子府中学校(体育館)
岐阜県厚見小学校(教室)
岡山県真庭市立河内小学校(教室)
沖縄県沖縄県立中部商業高等学校(その他)
沖縄県沖縄県立中部商業高等学校(その他)
香川県観音寺市立常磐小学校 和室(その他)
千葉県野田市立北部小学校(体育館)
千葉県野田市立北部小学校(体育館)
神奈川県川崎市立子母口小学校(教室)
熊本県熊本市立一新小学校(教室)
熊本県熊本市立一新小学校(教室)
熊本県熊本市立一新小学校(教室)
宮城県仙台市立燕沢小学校音楽室(その他)
長野県伊那市立春富中学校(その他)
長野県茅野市立金沢小学校(その他)
青森県青森県立青森第二高等養護学校(教室)
千葉県八街市立八街北中学校 会議室(教室)
東京都中野区立南中野中学校 多目的ホール(その他)
東京都墨田区立第一寺島小学校(体育館)
東京都墨田区立第一寺島小学校(体育館)
茨城県守谷市立高野小学校 オープンスペース(その他)
愛媛県新居浜市立泉川小学校(その他)
愛知県知多市立旭北小学校(その他)
愛知県知多市立旭北小学校(その他)
茨城県土浦市立中村小学校 (体育館)
静岡県清水町立南小学校(その他)
神奈川県大和市立草柳小学校 特別教室(その他)
北海道上士幌町立上士幌中学校(その他)
大阪府大阪府立西成高等学校(教室)
島根県奥出雲町立三成小学校(教室)
沖縄県那覇第一地方合同庁舎(その他)
茨城県つくば市立手代木南小学校(体育館)
千葉県佐倉市立西志津中学校(体育館)
京都府京田辺市立田辺小学校(教室)
宮城県仙台市立人来田中学校 音楽室(その他)
愛知県知立市中央公民館(その他)
岡山県赤磐市立山陽小学校(教室)
兵庫県篠山市立城南小学校(その他)
兵庫県篠山市立城南小学校(その他)
京都府京都市立修学院第二小学校(教室)
広島県廿日市市役所(その他)
千葉県芝山町立菱田小学校(その他)
宮城県仙台市立連坊小路小学校(その他)
広島県安芸高田市立可愛小学校(その他)
岩手県久慈市立久慈中学校(教室)
東京都国立オリンピック記念青少年総合センター(その他)
北海道美瑛町立美馬牛小学校(教室)
富山県富山市立柳町小学校(体育館)
兵庫県太子町立文化会館(その他)
北海道せたな町立北檜山小学校 音楽室(その他)

申込者
北秩父PTA連合会
東京都北区立滝野川文化センター
福岡県北九州市立大蔵小学校
岩美町ＰＴＡ連合会、岩美町青少年育成協議会
神奈川県川崎市立南菅小学校
愛知県あま市立正則小学校
北海道訓子府町立訓子府中学校
岐阜県厚見小学校
岡山県真庭市立河内小学校
沖縄県立中部商業高等学校 情報ビジネス科
沖縄県立中部商業高等学校 情報ビジネス科
香川県観音寺市立常磐小学校
千葉県野田市立北部小学校
千葉県野田市立北部小学校
神奈川県川崎市立子母口小学校
熊本県熊本市立一新小学校
熊本県熊本市立一新小学校
熊本県熊本市立一新小学校
仙台市消費生活センター
長野県伊那市立春富中学校
長野県茅野市立金沢小学校
NPO法人青森県消費者協会
千葉県八街市立八街北中学校 家庭教育学級部
東京都中野区南中野中学校区地区懇談会
東京都墨田区立第一寺島小学校
東京都墨田区立第一寺島小学校
茨城県守谷市立高野小学校
愛媛県新居浜市立泉川小学校
愛知県知多市立旭北小学校
愛知県知多市立旭北小学校
茨城県土浦市立中村小学校
静岡県清水町立南小学校PTA
神奈川県大和市立草柳小学校
北海道上士幌町立上士幌中学校
大阪府立西成高等学校
島根県奥出雲町立三成小学校
那覇地方法務局，沖縄県人権擁護委員連合会
茨城県つくば市立手代木南小学校
千葉県佐倉市立西志津中学校
京田辺市青少年問題連絡協議会田辺地域委員会
宮城県仙台市立人来田中学校
知立市不登校・いじめ未然防止対策協議会広報部情報モラル向上推進委員会

岡山県赤磐市立山陽小学校
兵庫県篠山市立城南小学校
兵庫県篠山市立城南小学校
京都府京都市立修学院第二小学校
廿日市市教育委員会
千葉県芝山町立菱田小学校
仙台市消費生活センター
広島県安芸高田市立可愛小学校
岩手県久慈市立中央公民館
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
美瑛町立美馬牛小学校ＰＴＡ ，美瑛町公民館美馬牛分館
富山県富山市立柳町小学校
太子町PTA連絡協議会
北海道せたな町立北檜山小学校

2014/1/14現在
開催日
2月2日（日）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月3日（月）
2月5日（水）
2月5日（水）
2月5日（水）
2月5日（水）
2月5日（水）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月6日（木）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月7日（金）
2月8日（土）
2月8日（土）
2月8日（土）
2月8日（土）
2月9日（日）
2月10日（月）
2月10日（月）
2月10日（月）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月12日（水）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月13日（木）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）
2月14日（金）

会場
熊本県深田校区公民館 せきれい館 ホール(その他)
北海道帯広市立清川小学校ふれあい館(その他)
茨城県河内町立河内中学校 多目的室(教室)
徳島県三好市立池田中学校 多目的ホール(その他)
愛知県半田市立宮池小学校(教室)
神奈川県横浜市立十日市場小学校(体育館)
神奈川県横浜市立十日市場小学校(体育館)
千葉県長生村立一松小学校 (体育館)
愛知県名古屋市立二城小学校(体育館)
千葉県市原市立姉崎小学校
宮城県仙台市立袋原小学校(体育館)
青森県弘前市東目屋中学校(体育館)
香川県さぬき市立造田小学校(教室)
三重県三重県立稲生高等学校(体育館)
宮城県仙台市立秋保中学校 視聴覚室(その他)
北海道帯広市立帯広第七中学校(教室)
福島県福島県立修明高等学校 鮫川校 視聴覚室(その他)
茨城県牛久市立牛久第三中学校(体育館)
埼玉県秩父市立荒川中学校 (体育館)
茨城県水戸市立下大野小学校(教室)
兵庫県神戸市立多聞台小学校(その他)
栃木県鹿沼市東大芦コミュニティセンター(その他)
東京都八王子市七国小学校(体育館)
神奈川県川崎市立聾学校 ランチルーム(その他)
宮城県仙台市立湯元小学校(教室)
埼玉県秩父市立尾田蒔中学校(体育館)
徳島県北島町立北島南小学校(教室)
石川県ANAクラウンプラザホテル(その他)
愛知県半田市立亀崎中学校(体育館)
岩手県久慈市立夏井小学校(その他)
岩手県久慈市立夏井小学校(その他)
広島県庄原市立東小学校 会議室(その他)
新潟県聖籠町立聖籠中学校(その他)
広島県呉市立長迫小学校(教室)
広島県呉市立長迫小学校(教室)
福島県会津若松市立城北小学校 会議室(その他)
神奈川県函嶺白百合学園(その他)
福井県永平寺町立吉野小学校(体育館)
三重県明和町立明星小学校(その他)
三重県四日市市立三重北小学校 開放教室(その他)
熊本県熊本ホテルキャッスル(その他)
福井県福井県生活学習館（ユー・アイふくい）(その他)
愛知県愛知県立豊明高等学校(体育館)
秋田県北秋田市立鷹巣小学校(教室)
愛媛県新居浜市立垣生小学校(体育館)
山形県河北町立溝延小学校(その他)
愛媛県新居浜市役所 5階 大会議室(その他)
福井県敦賀市立粟野小学校(教室)
福井県敦賀市立粟野小学校(教室)
沖縄県国頭村立国頭中学校(体育館)
沖縄県国頭村立国頭中学校(体育館)
沖縄県大平特別支援学校 多目的ホール(その他)
宮城県仙台市立愛子小学校(体育館)
香川県丸亀市立城北小学校 図書室(その他)
東京都跡見学園中学校高等学校 跡見李子記念講堂(その他)
岐阜県岐阜市立加納中学校(その他)
埼玉県上尾市立上平北小学校(教室)
千葉県市原市立市西小学校(体育館)
静岡県河津町立河津中学校(体育館)
群馬県渋川市立渋川北中学校(体育館)

申込者
球磨郡PTA連絡協議会
北海道帯広市立清川小学校
茨城県河内町立河内中学校
徳島県三好市立池田中学校
半田市立宮池小学校ＰＴＡ
神奈川県横浜市立十日市場小学校
神奈川県横浜市立十日市場小学校
千葉県長生村立一松小学校
愛知県名古屋市立二城小学校
千葉県市原市立姉崎小学校
仙台市消費生活センター
青森県弘前市東目屋中学校
香川県さぬき市立造田小学校
三重県立稲生高等学校
宮城県仙台市立秋保中学校
大正地区青少年健全育成協議会
福島県立修明高等学校 鮫川校
茨城県牛久市立牛久第三中学校
埼玉県秩父市立荒川中学校
茨城県水戸市立下大野小学校
兵庫県神戸市立多聞台小学校
栃木県東大芦地区青少年育成市民会議
東京都八王子市七国小学校
神奈川県川崎市立聾学校
宮城県仙台市立湯元小学校
埼玉県秩父市立尾田蒔中学校
徳島県北島町立北島南小学校
金沢市PTA協議会
愛知県半田市立亀崎中学校
岩手県久慈市立夏井小学校
岩手県久慈市立夏井小学校
広島県庄原市立東小学校
新潟県聖籠町PTA連絡協議会
広島県呉市立長迫小学校
広島県呉市立長迫小学校
福島県会津若松市立城北小学校
神奈川県函嶺白百合学園小学校
福井県永平寺町立吉野小学校ＰＴＡ
三重県多気郡明和町立明星小学校
三重県四日市市立三重北小学校
熊本県私立中学高等学校保護者会
福井県生涯学習センター
愛知県立豊明高等学校
秋田県北秋田市立鷹巣小学校
愛媛県新居浜市立垣生小学校
山形県河北町立溝延小学校
愛媛県新居浜市教育委員会
福井県敦賀市立粟野小学校
福井県敦賀市立粟野小学校
沖縄県国頭村立国頭中学校
沖縄県国頭村立国頭中学校
沖縄県特別支援学校情報研究会
仙台市消費生活センター
香川県丸亀市立城北小学校
跡見学園中学校
岐阜県岐阜市立加納中学校
埼玉県上尾市立上平北小学校
千葉県市原市立市西小学校
静岡県河津町立河津中学校
群馬県渋川市立渋川北中学校
愛知県豊明市立双峰小学校 クリックランド（パソコン教室）(その他) 愛知県豊明市立双峰小学校
和歌山県由良町立由良小学校(体育館)
和歌山県由良町立由良小学校 育友会
千葉県市原市立辰巳台西小学校(体育館)
千葉県市原市立辰巳台西小学校
埼玉県小鹿野町立三田川中学校(体育館)
埼玉県小鹿野町立三田川中学校
鹿児島県徳之島町立亀津小学校(体育館)
鹿児島県徳之島町立亀津小学校
石川県金沢錦丘中学校視聴覚室（ホール形式）(その他)
石川県立金沢錦丘中学校
石川県羽咋市立余喜小学校 食堂(その他)
石川県羽咋市立余喜小学校
山形県新庄神室産業高等学校(教室)
山形県立新庄神室産業高等学校
秋田県秋田市立飯島中学校(その他)
秋田県秋田市立飯島中学校
香川県三豊市立和光中学校(教室)
香川県三豊市立和光中学校

2014/1/14現在
開催日
2月14日（金）
2月14日（金）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月15日（土）
2月16日（日）
2月16日（日）
2月17日（月）
2月18日（火）
2月18日（火）
2月18日（火）
2月18日（火）
2月18日（火）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月19日（水）
2月20日（木）
2月20日（木）
2月20日（木）
2月20日（木）
2月20日（木）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月21日（金）
2月22日（土）
2月22日（土）
2月23日（日）
2月23日（日）
2月25日（火）
2月25日（火）
2月25日（火）
2月25日（火）
2月26日（水）
2月26日（水）
2月26日（水）
2月27日（木）
2月27日（木）
2月28日（金）
2月28日（金）
3月4日（火）
3月4日（火）
3月5日（水）
3月5日（水）
3月7日（金）
3月7日（金）
3月10日（月）
3月10日（月）

会場
富山県南砺市立井波小学校(その他)
富山県富山市立柳町小学校(教室)
東京都葛飾区立道上小学校(体育館)
東京都三鷹市立第五小学校(体育館)
富山県富山市立杉原小学校(体育館)
奈良県奈良学園登美ヶ丘中学高等学校(その他)
富山県富山市立奥田北小学校(その他)
岡山県岡山市立福田小学校(体育館)
岐阜県中津川市立福岡小学校(体育館)
愛知県同朋大学１２Ｆホール(その他)
富山県富山市立奥田小学校(体育館)
富山県富山市立藤ノ木小学校(その他)
富山県砺波市立砺波南部小学校(その他)
佐賀県大坪公民館(教室)
兵庫県神戸市西区民センター なでしこホール(その他)
宮城県仙台市立南中山中学校(体育館)
兵庫県尼崎市立園田東小学校(教室)
兵庫県尼崎市立園田東小学校(教室)
滋賀県滋賀県立石山高校 湖声ホール()
愛知県知立市立知立西小学校(体育館)
愛知県東海市立三ツ池小学校 コンピューター室(その他)
熊本県玉名市民会館（別館）(その他)
栃木県岩舟町立小野寺北小学校(教室)
群馬県渋川市立津久田小学校(体育館)
愛知県豊明市立大宮小学校(体育館)
茨城県守谷市立大井沢小学校 (体育館)
茨城県守谷市立大井沢小学校 (体育館)
茨城県つくば市立東小学校(体育館)
福岡県直方市立植木小学校 統合教室(その他)
福岡県直方市立植木小学校 統合教室(その他)
静岡県熱海市立第一小学校(その他)
福島県福島県立磐城桜が丘高等学校(体育館)
島根県出雲市立高浜小学校(その他)
岐阜県中津川市立下野小学校(教室)
栃木県鹿沼市立上粕尾小学校(その他)
埼玉県上尾市立上平中学校(体育館)
茨城県結城市立江川南小学校(教室)
大阪府大阪府立生野聴覚支援学校(その他)
埼玉県和光市立第三小学校 多目的室()
愛媛県松山市立高浜小学校(教室)
福井県丹生郡越前町立朝日小学校(体育館)
岡山県浅口市健康福祉センター（小ホール）(その他)
滋賀県彦根市立稲枝北小学校(体育館)
北海道浦河町ふれあい会館(その他)
北海道浦河町ふれあい会館(その他)
愛知県名古屋法務局 11階大会議室(その他)
千葉県館山市立西岬小学校(教室)
神奈川県横浜市立池上小学校(体育館)
岐阜県中津川市立坂下小学校(その他)
香川県高松市立新番丁小学校(体育館)
静岡県浜松市立北浜東小学校(教室)
愛知県安城市立里町小学校(体育館)
鹿児島県枕崎市立別府小学校(教室)
神奈川県横浜市立能見台南小学校(体育館)
島根県江津清和養護学校(その他)
長野県飯田市立三穂小学校 会議室(その他)
長野県中川村立中川西小学校(その他)
茨城県行方市立麻生東小学校(体育館)
鹿児島県指宿市立徳光小学校(体育館)
神奈川県横浜市立永田中学校 図書室(教室)
北海道釧路市立青陵中学校(体育館)
神奈川県伊勢原市立大山小学校(教室)
北海道帯広市立帯広第一中学校(体育館)
長野県稲荷山養護学校(その他)

申込者
富山県南砺市立井波小学校 父母と教師の会（ＰＴＡ）
富山県富山市立柳町小学校
東京都葛飾区立道上小学校
三鷹の森学園三鷹市立第五小学校
富山県富山市立杉原小学校
奈良学園登美ヶ丘中学高等学校
富山県富山市立奥田北小学校PTA
岡山県岡山市立福田小学校
岐阜県中津川市立福岡小学校
同朋大学
富山県富山市立奥田小学校
富山県富山市立藤ノ木小学校
富山県砺波市立砺波南部小学校
佐賀県 大坪公民館
兵庫県西神中央すこやかタウン協議会
宮城県仙台市立南中山中学校
兵庫県尼崎市立園田東小学校
兵庫県尼崎市立園田東小学校
北大路ブロック人権教育研究会
愛知県知立市立知立西小学校
愛知県東海市立三ツ池小学校
熊本県玉名学校 保健会養護部会
栃木県岩舟町小野寺北小学校
群馬県渋川市立津久田小学校
愛知県豊明市立大宮小学校
茨城県守谷市立大井沢小学校
茨城県守谷市立大井沢小学校
茨城県つくば市立東小学校
福岡県直方市立植木小学校
福岡県直方市立植木小学校
静岡県熱海市立第一小学校
福島県立磐城桜が丘高等学校
島根県出雲市立高浜小学校
岐阜県中津川市立下野小学校
栃木県鹿沼市立上粕尾小学校
埼玉県上尾市立上平中学校
茨城県結城市立江川南小学校
大阪府立生野聴覚支援学校
埼玉県和光市立第三小学校
愛媛県松山市立高浜小学校
福井県越前町立朝日小学校
浅口市青少年育成活動協議会
滋賀県彦根市立稲枝北小学校PTA
浦河町東町自治会員
浦河町東町自治会員
愛知県名古屋法務局人権擁護部
千葉県館山市立西岬小学校
神奈川県横浜市立池上小学校
岐阜県中津川市立坂下小学校
香川県高松市立新番丁小学校
静岡県浜松市立北浜東小学校
愛知県安城市立里町小学校
鹿児島県枕崎市立別府小学校
横浜市立能見台南小学校
島根県立江津清和養護学校
長野県飯田市立三穂小学校
長野県中川村立中川西小学校
茨城県行方市立麻生東小学校
鹿児島県指宿市立徳光小学校
神奈川県横浜市立永田中学校
北海道釧路市立青陵中学校
神奈川県伊勢原市立大山小学校
北海道帯広市立帯広第一中学校
長野県稲荷山養護学校高等部

注：同一日に同一会場で複数の講座を開催する場合もあります。

インターネット被害未然防止講座一覧

別添６

インターネット被害未然防止講座とは
ワンクリック請求やネットショッピングの被害やトラブルに遭わないように、インターネット
や消費者生活に関する知識や情報を提供する講座。
（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

2月1日（土）

情報科学専門学校（神奈川県）

2月2日（日）

湘央医学技術専門学校（神奈川県）

2月8日（土）

関東美容専門学校（神奈川県）

2月15日（土）

横須賀法律行政専門学校（神奈川県）

2月23日（日）

鎌倉早見美容芸術専門学校（神奈川県）

