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平成２４年度（2012年度）事業報告 
 

1　事業実施の概略 
特定非営利活動法人東海インターネット協議会は、愛知・三重・岐阜・静岡の地域市民に対して、インターネットの技

術および利用に関する啓発・普及、インターネット接続技術および利用技術に関する研究・開発、学校教育へのイン
ターネット利用の支援、障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・紹介、等の事業活動を行い、当地域
におけるコンピュータネットワークの健全な発展を通じて、社会教育の推進ならびに情報化社会の発展に寄与すること
を目的とし、次の事業を計画実施しました。 
具体的には、以下のとおりです。 
 
（1）ビジネス応用事業として、「新世代ネットワーク推進フォーラムの参加」、「次世代IPネットワーク推進フォーラム総会

への出席」を行った。 

（２）インターネット技術事業として、「ネットワークプログラミング勉強会」は開催しなかった。 

（３）TICシンポジウム事業として、人工知能研究振興財団と電子出版に関するプロジェクトを企画した。 

（４）福祉啓発事業として、障害者支援のための検討会および今後の進め方について検討をした。 

（５）教育支援事業として、経済産業省、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）との共催で、「インターネット安全 
教室」を愛知（名古屋）で１回開催した。併設セミナーとして、一般市民を対象にネットワークセキュリティ啓発講座を
開催した。またJNSAの依頼で東海学園でもインターネット安全教室を開催した。 

第2項その他の事業（収益事業）は次の通りである。 
(1)事業は行わなかった。  
 

2　事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業 
（ⅰ）TIC講座事業 

開催日  開催場所  テーマ 
講師、パネリス

ト、司会 
従事者  参加者 

 平成2３年
５月２８日
（土）  

ウィンクあいち
1003号 
 

講演「ツィッター活用、そ
の前に～ソーシャルメディ
ア時代のネットPR」 
パネルディスカッション
「ツイッターを語ろう」 
 

株式会社ニュー
ズ・ツー・ユー
　　代表取締役
社長　神原　弥
奈子　氏中田　
平理事長 
名古屋大学　情
報科学研究科
（情報文化学
部）教授　横井
　茂樹　氏 
クエリーアイ㈱
　代表取締役社
長　水野　政司
　氏 

理事5名   ３５名 

収入　参加費　２２，０００円 
支出　経費　　１４８，１５６円　 
（ⅱ）ビジネス応用事業 

開催日  開催場所  テーマ  講師、パネリスト、司会  従事者  参加者 

平成２３年
１２月１５日
（木） 

あいちベン
チャーハウス　
セミナー室 

スマートデバイ
ス・コンテンツ
クリエーション 
2011 
＊共催　人工知
能研究振興財団 

「欧州版シリコンバレーTech City
およびイギリスにおけるスマート
フォン市場の紹介」 
　　英国総領事館　貿易・対英投
資部、対英投資担当官　隈　　有
希　氏 
「スマートフォンコンテスト成果
発表と４Gクリエーターメンバー
成果発表会」 

理事４名  ６３名 
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　　NPO東海インターネット協議
会　理事長　中田　平　氏 
　　㈱サウンドウォークジャパン
　代表取締役　加藤　匠　氏 
ＮＣＦ　Ａｎｄｒｏｉｄアプリコ
ンテストに関するコメントと将来
への期待 
　　名古屋大学　大学院教授　安
田　孝美　氏 
「今後のスマートデバイス・コン
テンツクリエーションプロジェク
トについて」 
　　名古屋大学大学院　教授　横
井　茂樹　氏 

収入　０ 
支出　０ 
 
（ⅲ）ＴＩＣシンポジウム事業 

開催日  開催場所  テーマ  講師  従事者  参加者 

 平成2３年
５月２８日
（土）  

ウィンクあい
ち1003号 
 

講演「ツィッター活用、そ
の前に～ソーシャルメディ
ア時代のネットPR」 
パネルディスカッション
「ツイッターを語ろう」 
 

株式会社ニューズ・ツー・
ユー　　代表取締役社長　
神原　弥奈子　氏中田　平
理事長 
名古屋大学　情報科学研究
科（情報文化学部）教授　
横井　茂樹　氏 
クエリーアイ㈱　代表取締
役社長　水野　政司　氏 

理事5
名  

３５名 

収入　参加費　　　　　　０円 
支出　経費　　　　　　　　円 
 
(ⅳ)教育支援事業 

インターネット安全教室および併設セミナーを1回開催し、また特別に東海学園からの要望に、JNSAが応えて、TICがイ
ンターネット安全教室のセミナーを開催した。 

 

開催日  開催場所  テーマ 
講師、パネリスト、 

司会 
従事者 

参加
者 

平成２３年
６月2５日
(土) 

東海学園高校  インターネット安全教室  東邦ガス情報システム
㈱　澤田　裕也氏 

１ 
 

10 

平成23 年
　１１月２
５日
（土）　
１４時～
１６時３
０分 

IMYビル　8
階会議室 

「インターネット安全教室全国
連絡会」 
 

東海インターネット協議
会　会員　澤田　裕也氏 
愛知県　警察本部　生活
安全総務課　サイバー犯
罪室　杉原　好則　氏　
他 

理事３名  ２７名 

収入　０ 
支出　０ 

 
（２）その他の事業（収益事業） 

実施しなかった。 
 

3.　　会議の開催に関する事項 
（１）総会 
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総会 

通常総会 

日時  平成2３年5月2８日（土）13時45分から14時25分 

場所  ウィンクあいち　１００３号 

議題  ・平成22年度事業報告の承認について 
・平成22年度収支決算の承認について 
・役員改選について 
・平成23年度事業計画案の承認について 
・平成23年度収支予算案の承認について 
・議事録署名人の選任について 

 
（２）理事会 

第　１　回 

日時  平成2３年（2011年）　４月１２日（火）午後５時３０分より６時３０分 

場所  あいちベンチャーハウス　1階　Ａ会議室 

議題  ・２３年度総会講演会について 
・クラウド事業について 
・TIC会誌について 

 

第　２　回 

日時  平成2３年（2011年）５月１８日（水）午後５時３０分より６時３０分 

場所  あいちベンチャーハウス　1階　Ａ会議室 

議題  ・22年度事業報告、23年度事業計画について 
・理事改選承認について 
・JNSA協賛依頼について 

 

第　３　回 

日時  平成2３年（2011年）　６月２２日（水）　午後５時３０分より６時５０分 

場所  あいちベンチャーハウス　1階　Ａ会議室 

議題  ・会誌制作について 
・クラウドコンピューティングについて 

 

第　４　回 

日時  平成23年（2011年）８月１８日（木）　午後５時３０分より６時３０分 

場所  あいちベンチャーハウス　１階　A会議室 

議題  ・インターネット安全教室開催について 
・クラウドコンピューティングについて 

 

第　５　回 

日時  平成23年（201１年）９月１８日（木）　午後５時３０分より６時２０分  

場所  あいちベンチャーハウス　1階　Ａ会議室 

議題  ・インターネット安全教室開催について 
・中部ＩＴ協同組合との事案について 
・クラウドサービスについて 

 

第　６　回 

日時  平成23年（２０１１年）１１月１２日（土）　午後１時より１時３０分 

場所  IMYビル 

議題  ・インターネット安全教室打合せ 

 

第　7 回 
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日時  平成24年(2012年)2月20日（月）　午後５時３０分より６時３０分 

場所  あいちベンチャーハウス　1階　Ａ会議室 

議題  ・平成24年度　事業について 
・平成24年度　総会について 
・クラウド事業について　 
・その他 

 
３．各事業の活動報告、その他  

３．１　電子出版に関するプロジェクト開催 
　人口知能研究振興財団の共催に関して検討。AI財団主催、ＴＩＣ共催で毎月研究会開催を企画。１２月
にプレの発表会を開催、平成24年度より正式に活動を開始。 
 
３．２　インターネット安全教室 

（1） 20１１年度　インターネット安全教室 
下記のように今年は通年1回であるが、JNSAより協賛依頼があり、東海学園での安全教室を追加し、 
計2回の開催を行った。 
 

東海学園　インターネットセキュリティ講演会（JNSA依頼協賛事業） 

日時：平成23 年(2011年)６月２５日（土）　午後２時より３時３０分 

開催場所：東海学園高等学校 

・東邦ガス情報システム　澤田氏　講師依頼 
・出席者　10名 

 
 

2011年　インターネット安全教室開催報告書 

開催地 愛知県 
名古屋市 開催日時 2011年11月12日（土） 

13：30-16：40 

会　場 会場施設名：IMYビル　8階会議室 
会場住所　：名古屋市東区葵3－7－14 

主催者 NPO東海インターネット協議会 
共催者 経済産業省、NPO日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA） 
後　援 情報セキュリティ政策会議、警視庁、愛知県、名古屋市、人工知能研究振興財団 
講　師 東海インターネット協議会　会員　澤田　裕也 

主催者挨拶 理事　水野　徳重 
共催者挨拶  
警察講師 愛知県　警察本部　生活安全総務課　サイバー犯罪室　杉原　好則　氏 
スタッフ 東海インターネット協議会　４名 
その他 名古屋市　市民経済局　消費生活センター　消費生活相談員　清水　かほる　氏 
プレス  

配布資料 ・CD-ROM冊子（2011年版/解決ジジ編2/小中学生向け）、親子向けリーフレット、まん
が冊子 

定　員 １００名 

参加者数 一般参加者：２１名 
総勢参加者：２７名 

【来場者の特徴】 
30代から60代まで幅広い方が集まった。今回は女性の参加
者も多く、名古屋市の消費生活センターさんのお話が目的
だった方も居た。ITコーディネーターの方、大学教授、公務
員、主婦の方等々、職種も年齢も異なる方が集まった。 

【会場写真添付欄】
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アンケートから、複数回参加いただける方もいらっしゃる
が、今最新の情報が聞きたいという目的から、毎年参加し
ている方も見えた。 
 

 
【内容】 
13：30　開演 
　定刻に、TIC中野の司会で開始し、ＴＩＣ理事水野が主催者挨拶をした。 
13：35-14：30　CD-ROM上映、講師解説と質疑応答 
　講師澤田裕也氏の紹介があり、約25分間、CD-ROM「インターネット安全教室（解決ジジ編2）」の上映を
行ない内容の解説と質疑応答を行った。 
質問：「セキュリティー、WPA、モデムの3点について質問が有った」　 

14：30-15：30　  
　講師　愛知県警察本部　杉原氏が愛知県内4655件/2010年度の相談が有った事例、内容をもとに紹介した。 

質問1：「教育はどこでやるべきと思われますか」　 
→回答：　「児童、保護者へPRをやってます。早い時期から特に小学校に入ると携帯電話を持ってくるの
で、今は学校を回っています。」 
15：40－16：40 
　講師　名古屋市　市民経済局　清水氏から、スライドをもとに、「インターネットで悪質商法の被害にあわ
ないために」と題して、消費生活センターで受けた相談事項を1時間紹介いただいた。無料のネットゲームで
アイテムを購入し高額の請求を受ける。インターネット通販はクーリングオフが効かないので、購入の際は注
意を。さらに新製品はやはりトラブルがありがちなので、導入してしばらくたった製品の方が、トラブルは少
ない。16：45に閉演した。 
 
 


