
平成28年度（2016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） 講座事業として、OSC2016Nagoyaに参加して、鈴木 常彦（中京大学教授・TIC監事）・田口 大輔（株式会

社クララオンライン・TIC理事代理）・田村 耕一（TIC理事）が「インターノットよろず相談所（インター
ネット安全教室）」2016年5月28日（土）名古屋市中小企業振興会館においてセミナーを開催した。 

（2） インターネット技術事業として、電子出版に関する研究会の成果を基礎にして、中田平（デジタルエステ
イト株式会社社長・TIC理事長）が2017年3月24日〜27日、LIVREPARIS（パリ国際ブックフェア）に出展し
た。 

（3） シンポジウム事業として、一般市民対象に「「IoT, ビッグデータ・その将来性と危険性」〜あなたの個
人情報は大丈夫？」をテーマに名古屋工業大学　教授　情報工学専攻　情報基盤センターセンター長　
松尾　啓志　氏の講演会を行った。 

（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、IPAの事業として、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）との共催で、12 

月3日（土曜日）ウインクあいち　1003会議室に於いて「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクー

ル」表彰式を行った。また同日、一般市民を対象に講師　加藤　巧（TIC理事）による「インターネット安

全教室」（「ネット社会の落とし穴」）及び愛知県警察本部 サイバー犯罪対策課　伊藤 尚人氏で「イン   
ターネットの落とし穴」の2テーマで開催した。 

  
第2項その他の事業（収益事業）は次の通りである。 
 

（１）収益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  従事者 
参加
者 

平成28年
　5月28日
(土) 
11:00〜 
17:00 
 

名古屋市中小
企業振興会館 
 
 

インターノットよろず相談所
（インターネット安全教室） 

 

（OSC名古屋出展、講演） 
 

講師：鈴木 常彦TIC監 

事（中京大学教授）、
田口 大輔（株式会社 

クララオンライン）、
田村 耕一TIC理事  

理事4名 
監事１名 

60名 

   
 
 

（ⅱ）ビジネス応用事業 

開催日  開催場所  テーマ  講師  従事者 
参加
者 

平成28年
　11月22
日(火) 
 
後援事業 

中京大学　名
古屋キャンパ
ス（一般社団法人

「持続可能なモノづ
くり・人づくり支援
協会」主催） 

「第7回 ITトレンド・フォー 
ラム 「人工知能研究は脳を生 
み出すか」　 

鈴木　常彦監事  監事１名  100
名 

平成29年
　3月17日
(金) 

合同庁舎3号館 
東海情報通信懇
談会 主催 

IoT機器へのクラッキング(ハッキ
ング)の⼿⼝と対策 
 

後藤　邦夫理事  理事１名  50名 

 
（ⅲ) インターネット技術事業 

参加日  出展場所  テーマ  従事者  参加者 

https://www.ospn.jp/osc2016-nagoya/modules/eguide/event.php?eid=39
https://www.ospn.jp/osc2016-nagoya/modules/eguide/event.php?eid=39


平成29年3
月24日
（金）〜27
日（月） 

ポルト・ド・
ヴェルサイユ
（パリ・フラ
ンス） 

TICの3年間のEPUB研究会の活動の集大成として、国際
電子出版EXPO　LIVREPARISにデジタルエステイト株式
会社として出展参加 

理事１名  22,000
名 

 
 
(ⅳ)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28 年
5月14日
（土） 
15：00～ 
16：30 

丸の内ア
レックスビ
ル会議室 

 
 

「IoT,ビッグデータ・そ
の将来性と危険性」〜あ
なたの個人情報は大丈
夫？ 

名古屋工業大学　教授 
情報工学専攻　情報基
盤センター長　松尾　
啓志　氏 

理事7名   50名 

 
 
(ⅴ)教育支援事業 
インターネット安全教室・併設セミナー（ＩＰＡ主催「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」表

彰式を含む）を1回開催した。また、インターネット安全教室全国連絡会議に参加した。（＊詳細は３．２） 

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28 年12 

月3日（土曜
日） 13：30 
～16：30 
 

ウインクあい
ち　1003会議
室 

 

「ひろげよう情報モラル・セ
キュリティコンクール」表彰式 

 
「インターネット安全教室」 

「ネット社会の落とし穴」 

授与　中田　平理事長 
 
講師　加藤　巧理事 

 
愛知県警察本部 サイ
バー犯罪対策課 伊藤
尚人氏 

理事8名  30名 

平成28年 
11月21日
（土曜日） 
14：00～16
：55 

フクラシア東
京ステーショ
ン 
 

全国連絡会議プログラム 

 
東海インターネット協
議会理事中田平氏 

 

理事1名  65名 

（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 

通常総会 

日時  平成28年5月14日（土）午後１時30分から2時30分 

場所  丸の内アレックスビル会議室（１階） 
議題  平成27年度・28年度通常総会：14：00　～　14：30 

１.平成２７年度事業報告の承認について 
２.平成２７年度収支決算の承認について 
３.平成２８年度事業計画案の承認について 
４.平成２８年度収支予算案の承認について 

講演会： 15：00　～　16:30 
    「IoT,ビッグデータ・その将来性と危険性」〜あなたの個人情報は大丈夫？ 
名古屋工業大学　教授　情報工学専攻　情報基盤センターセンター長 
　松尾　啓志　氏 

 
（２）理事会 

第　１　回 

日時  平成28年　4月25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  １．5月14日（土)　総会開催について（確認事項） 
２．総会関係　 



　　28年度　事業報告書、29年度　事業計画書、28年度　経理関係 
３．その他  
　・ＯＳＣ名古屋開催について（インターネット安全教室の開催） 
　・ＩＰＡ共催行事について 

 

第　２　回 

日時  平成28年6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  １．ＯＳＣ名古屋開催　インターネット安全教室結果について 
２．ＩＰＡ共催行事について 
３．１１月開催（去年１１月２１日）インターネット安全教室について 
４．インターネット安全教室講師養成セミナー開催について 
５．ＴＩＣ今後の進め方について 
６．その他 

第　３　回 

日時  平成28年　8月1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  １．１２月３日開催（去年１１月２１日）インターネット安全教室について 
２．ＴＩＣ今後の進め方について 
３．その他  

 

第　４　回 

日時  平成28年　9月15日（木）　午後5時30分より6時40分 

場所  あいちベンチャーハウス　１階　A会議室 

議題  1． IPAコンクール審査会について 
2． １２月３日開催（去年１１月２１日）インターネット安全教室について 
３．ＴＩＣ今後の進め方について 
４．その他  

 

第　５　回 

日時  平成28年　12月3日（土）　午後1時30分より2時  

場所  ウィンクあいち　１００３会議室 

議題  １．第12回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」表彰式 
２．その他 

 

第　６　回 

日時  平成29年　2月1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  １．インターネット安全教室について  
２．総会について 
３．その他  

 

第　７　回 

日時  平成29年　3月7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  １．総会について　　開催月日、テーマ、および講師について 
２．OSC名古屋開催について 
３．その他  

 
 
 
 
３．各事業の活動報告、その他  

３．１　 
特に活動をしなかった 



 
３．２　インターネット安全教室 

2016年度　インターネット安全教室 
次のように開催した。 
 

2016年度　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 
2016年12月3日（土） 
１３：３０-１６：３０　（開場１３：１５） 

会　場 
会場施設名：ウィンクあいち　１００３号 
会場住所　：名古屋市中村区名駅４-４-３８ 

主催者  非営利特定活動法人東海インターネット協議会 

共催者  独立行政法人情報処理推進機構、NPO日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA） 

後　援 
愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会、(株)名古屋ソフトウェアセンター、ＩＴコー
ディネータ協会　 

講　師  組織名・部署・役職・（氏名）ＮＰＯ東海インターネット協議会　理事　加藤　巧 

主催者挨拶  組織名・部署・役職・（氏名）ＮＰＯ東海インターネット協議会　理事長　中田　平 

共催者挨拶  組織名・部署・役職・（氏名） 

警察講師  愛知県警察本部　生活安全部　サイバー犯罪対策課　伊藤 尚人氏 

スタッフ  組織名・人数　ＮＰＯ東海インターネット協議会　理事　等 

その他   

プレス  組織名・人数　0件 

配布資料 
・当日プログラム 
・DVD 
・啓発用チラシ、ミニパンフ 

定　員  ８０名 

参加者数 
一般参加者：１９名 
総勢参加者：３０名（来賓、県警、関係スタッフ含む） 

利用映像 

【インターネット安全教室】一般向け映像 
【IPA映像教材】 
・大人向け：あなたの書き込みは世界中から見られている-適切なSNS利用の心得- 
・大人向け：大丈夫？あなたのスマートフォン -安心・安全のためのセキュリティ対策- 
・大人向け：ウイルスはあなたのビジネスもプライベートも狙っている！ 

【講師の所感（講義の感触・要望）】インターネットに関するセキュリティに関心(脅威を感じている方)のある方に

お集まり頂いたと思います。しかしながら実際には関心の無い方や自分には関係無いと思っている方に来て欲しいセミ
ナーです。そういう方々のもっと啓蒙しなければならないと感じ ました。 

【主催者の所感（運営・要望）】マンネリ感があり、集客に苦慮。新聞等も反応がなく、広報がＷｅｂしかで
きなくなっている。 

【来場者の特徴】 
（以下） 
ＩＰＡの標語等、表彰式も行ったため、小学生から祖父祖
母の世代まで、参加された。男女比は男性が多く、2/3が
男性だった。熱心に講師や県警のお話を聴く姿が印象的
だった。 
 

【会場写真添付欄】 

 



【内容】 
13：30　開演 
１３：３０　開会挨拶 
　　　　　　特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 
　　　　　　　　　　　　　理事長　中田　平 
１３：３５　ＩＰＡ主催「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」表彰式 
　 
１４：１５　ＪＮＳＡインターネット安全教室 
　　　　　　　■ビデオの上映及び解説 

　　　　特定非営利活動法人東海インターネット協議会 
　　　　　理事　加藤　巧　 

　　　　　　　＊質疑応答含む 
１５：３０　「ネット社会の落とし穴」 

愛知県警察本部　サイバー犯罪対策課　伊藤 尚人　様 
 
１６：３０　終了 
　　　　　 
質疑応答：講師講演、愛知県警の紹介後にそれぞれ質問を尋ねたが、特別質疑は無かった。　　 
 
 

http://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2016/index.html

