
平成29年度事業報告書
平成29年4月１日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 東海インターネット協議会

1　事業の成果 
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、以下の事業を実施した。 

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 

事業名 具体的な事業内容
(A)当該事業の実施日時
(B)当該事業の実施場所
(C)従事者の人数

(D)受益対象者の範囲
(E)人数

事業費の
金額（単
位 ： 千
円）

①TIC講座
事業

講師：鈴木 常彦東
海インターネット協
議会監事（中京大学
教授）による「DNS
再入門ー初心者から
ベテランまで、基礎
から見直して見よ
う」

(A)平成29年5月27日(土) 
12時00分～12時45分 
(B)名古屋市中小企業振興
会館 
(C)5名

(D)OSC Nagoya参加
者約500名 
(E)60名

54

②ビジネス
応用事業

一般社団法人持続可
能なモノづくり・人
づくり支援協会
ESD21主催）への後
援事業として
オープンフォーラム
「ICTビジネスイノ
ベーションとソフト
ウェア」

(A)平成30年　3月23日
(金) 
12時00分～12時45分 
(B)東桜会館 第2会議室 
(C)1名

(D)ESD21の会員及び
一般市民 
(E)100名

0

③インター
ネット技術
事業

IPA主催「中小企業
情報セキュリティ講
習能力養成セミナ
ー」に共催

(A)平成29年７月26日
（水）13:00～16:30 
(B)ウィンクあいち1203中
会議室 
(C)3名

(D)中小企業のセキュ
リティ担当者 
(E)40名

6
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（２）その他の事業（収益事業） 
実施せず。 

3.　　会議の開催に関する事項 
（１）総会 

③インター
ネット技術
事業

「インターネット安
全教室講師トレーニ
ング」

(A)平成29年10月26日
（水）9時30分～16時30
分 
(B)ウィンクあいち1305中
会議室 
(C)2名

(D)インターネット安
全教室講師を目指す一
般市民及びITコーディ
ネータ 
(E)20名

0

④ＴＩＣシ
ンポジウム
事業

講演１「IoT機器へ
のクラッキング(ハ
ッキング)の手口と
対策」̶ ホワイト
ハッカーのぼやき 
講演
2「LIVREPARIS 出
展報告　インターネ
ットの時代の日本の
出版を考える」

(A)平成29年5月13日
（土）14：15～16：40 
(B)さかえビル６階A会議
室 
(C)7名

(D)東海インターネッ
ト協議会会員及び一般
市民(E)40名

37

⑤教育支援
事業

インターネット安全
教室

(A)2017年6月12日（月）
14：05-14：55　 
(B)玉城中学校体育館 
(C)1名

(D)玉城中学校教職員
及び生徒 
(E)生徒495名教職員
28名

0

⑤教育支援
事業

「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」

(A)平成30年1月28日
（日）9時30分～12時15
分 
(B)ナディアパーク6階集会
室 
(C)17名

(D)一般市民 
(E)30名

27

⑤教育支援
事業

インターネット安全
教室全国連絡会議 

(A)平成30年1月28日
（日）9時30分～12時15
分 
(B)フクラシア東京ステー
ション 
(C)1名

(D)インターネット安
全教室全国連絡会議 
(E)21名

0

通常総会
日時 平成２９年５月１３日（土）13時00分から13時40分
場所 さかえビル6階会議室
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（２）理事会 

議題 平成28年度・29年度通常総会：13:00から13:40 
１.平成２８年度事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支決算書の承認 
２.役員退任および新役員就任の承認 
理事会開催後 
３.平成２９年度事業計画案および収支予算案の承認 
講演会：14;15から16:40　 

講演１：「IoT機器へのクラッキング(ハッキング)の手口と対策」̶ ホワイト
ハッカーのぼやき」後藤邦夫（TIC副理事長） 
講演２：「LIVREPARIS 出展報告　インターネットの時代の日本の出版を考
える」中田平（TIC理事長） 

第　１　回
日時 平成29年4月18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 １．５月１３日（土)　総会開催について（決定事項の確認） 

　　場所：「さかえビル」６階A会議室（名古屋駅から西へ徒歩7分） 
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  
　　講演１：「IoT機器へのクラッキング(ハッキング)の手口と対策」̶ ホワイトハ
ッカーのぼやき　南山大学　国際教養学部　教授　後藤　邦夫氏（TIC副理事長） 
　　講演２：「LIVREPARIS 出展報告　インターネットの時代の日本の出版を考え
る」デジタルエステイト㈱　代表取締役　中田　平　氏（TIC理事長）

第　２　回
日時 平成２９年５月１３日（土）　午後1時25分より1時30分
場所 さかえビル6階会議室
議題 1. 役員就任の承認について 

理事長・副理事長・監事の選任は、役員名簿により、引き続き中田平に理事
長、大橋知子、後藤邦夫の両氏に副理事長、監事として、鈴木常彦、横井茂樹
に依頼をし、各人より承認を受けた。

第　３　回
日時 平成29年6月15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
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議題 １．インターネット安全教室講師養成講座の日程と場所の決定 
２．インターネット安全教室（１２月）の日程と場所の決定
３．FacebookページのNPOの認証手続き
４．6月12日の玉城中学校のインターネット安全教室の報告
５．個人会員の入会について

第　４　回
日時 平成29年7月10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 １．１０月の「インターネット安全教室講師トレーニング」のプログラム決定
２．１１月の「インターネット安全教室」の日程決定 
開催予定日を１１月１１日（土）もしくは１８日（土）で調整。
３．７月２６日「IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー」の担当者等
詳細　　当日の担当：水野・田村、早川、萩原。

第　５　回
日時 平成29年9月5日（火）　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．中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー結果報告：水野理事・田村理

事
２．TICの今後の拠点と事務局活動について 
３．インターネット安全教室および表彰式の日程と場所について 
４．インターネット安全教室講師トレーニングについて

第　６　回

日時 平成29年10月20日（金）　午後1時30分より2時30分 
場所 ナディアパーク６階会議室
議題 １．インターネット安全教室講師トレーニングについて 

日時 10月26日（木） 9時30分～16時30分会場　ウインクあいち 
２．WordFes Nagoya 2017について 
日時 10月28日（土） 10時30分～16時50分会場　名工大 
３．インターネット安全教室および表彰式の日程と場所日時；1月27日（土） 14時00分～
16時30分（集会室は13:00～17;30） 
会場；ディアパーク　デザインセンタービル6階・集会室（集会室は13:00～17;30） 

第　７　回

日時 平成29年11月29日（水）　午後5時30分より6時30分
場所 ナディアパーク６階会議室
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議題 １．インターネット安全教室について 
　日時　2018年1月28日（日）9時30分～12時15分 
　会場　ナディアパークデザインセンタービル6階 
　プログラム詳細の確認

第　８　回

日時 平成30年1月10日（水）　午後6時00分より6時30分
場所 ナディアパーク６階会議室
議題 １．インターネット安全教室・表彰式の件 

２．無線ルーター（格安SIM）の契約について 
３．インターネット安全教室第2回全国連絡会議（東京）への出席は早川理事に決定

第　８　回

日時 平成30年３月３１日（土）　午後2時00分より４時00分
場所 ナディアパーク６階会議室
議題 １．総会について　日程・場所と講演者の選定 

２．事業報告書等提出書 
　１　事業報告書 
　２　活動計算書 
　３　貸借対照表　 
　４　財産目録 
　５　年間役員名簿 
　６　社員名簿 
３．30年度事業計画及び活動予算書 
４．OSC Nagoya講演者の選定 
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