■掲載団体連絡先等一覧
頁 都道府県

団体名称

住所

〒

6 北海道

北海道情報セキュリティ勉強会

非掲載

8 北海道

一般社団法人 LOCAL

062-0932

学職開発株式会社

039-1166

青森県八戸市根城字馬場頭6-1

青森県
東京都

子どものネットリスク教育研究会

192-0373

東京都八王子市上柚木1694-3 大谷方

18 栃木県

特定非営利活動法人 e-とちぎ

321-0535

栃木県那須烏山市小白井448

20 栃木県

株式会社スキット

320-0037

栃木県宇都宮市清住2-5-10

22 群馬県

特定非営利活動法人 ぐんま子どもセーフネット活動委員会

370-0074

群馬県高崎市下小鳥町53-2

24 群馬県

特定非営利活動法人 青少年メディア研究協会

371-0805

群馬県前橋市南町3-76-25
ホソノビル103

28 群馬県

合同会社ロジカルキット

371-0805

群馬県前橋市南町3-76-25
ホソノビル103

30 埼玉県

特定非営利活動法人 スクールネットワークアドバイザー

359-1104

埼玉県所沢市榎町8-14
三枝ビル2階

32 埼玉県

特定非営利活動法人 地域教育ネットワーク

350-1328

埼玉県狭山市広瀬台1-28-14

34 埼玉県

NetMam

349-0212

埼玉県白岡市新白岡2-22-13

36 千葉県

特定非営利活動法人 企業教育研究会

260-0044

千葉県千葉市中央区松波2-18-8
新葉ビル4階

39 神奈川県

特定非営利活動法人 NPO情報セキュリティフォーラム

221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17
相鉄岩崎学園ビル8階

42 神奈川県

プラムシステムズ株式会社

215-0031

神奈川県川崎市麻生区栗平2-3-11
ベルヴィル2階

46 東京都

Angels eyes

非掲載

非掲載

49 東京都

株式会社JMC

非掲載

非掲載

50 東京都

学生団体Re:inc

非掲載

非掲載

52 新潟県

特定非営利活動法人 新潟情報セキュリティ協会

950-0901

新潟県新潟市中央区弁天3-3-5
新潟マンション209

54 長野県

一般社団法人 セーフティネット総合研究所

380-0952

長野県長野市宮沖134

60 静岡県

特定非営利活動法人 イーランチ

425-0092

静岡県焼津市越後島385

63 静岡県

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

419-0123

静岡県田方郡函南町間宮521-1
アーバンシティ函南106号室

65 静岡県

特定非営利活動法人 浜松子どもとメディアリテラシー研究所

432-8014

静岡県浜松市中区鹿谷町36-24

69 石川県

北陸携帯電話販売店協会

921-8027

石川県金沢市神田2-2-29

71 愛知県

一般社団法人 安心安全インターネット塾

463-0055

73 愛知県

一般社団法人 情報教育研究所

473-0901

愛知県豊田市御幸本町2-205-8

75 愛知県

縁エキスパート株式会社

465-0094

愛知県名古屋市名東区亀の井三丁目189

78 大阪府

大阪私学教育情報化研究会

592-0003

大阪府高石市東羽衣1-11-57
羽衣学園高校内

10 青森県
13

-134-

非掲載
北海道札幌市豊平区平岸2条7-4-20
アークパレス平岸203 サンビットシステム内

愛知県名古屋市守山区西新5-12

代表者

窓口電話番号

窓口FAX番号

窓口e-mail

WEB URL

八巻 正行

非掲載

非掲載

anzen@local.or.jp

http://secpolo.techtalk.jp/

澤田 周

非掲載

非掲載

info@local.or.jp

http://www.local.or.jp/

森 淑乃

0178-45-5417

0178-44-8991

mori@manavillage.jp

http://www.manavillage.jp

大谷 良光

080-6054-6502

非掲載

4432ootani@gmail.com

http://www.hiro-univ-netpatotani.com/

藤平 昌寿

090−6310−1110

非掲載

info@e-tochigi.org

http://e-tochigi.org

山田 義治

028-688-0760

028-688-0761

edu@schit.co.jp

http://www.schit.co.jp

飯塚 秀伯

非掲載

027-386-5996

office@gkac.jp

http://gkac.jp/

下田 太一

027-221-4006

027-221-4006

office@npoams.org

http://www.npoams.org/

下田 太一

090-5343-2803

027-221-4006

info@logicalkit.com

http://www.logicalkit.com

赤木 聡

050-3754-7088

048-611-7965

TSUTAERU@SNAdviser.org

http://snadviser.org

笠松 直美

070-1410-8989

04-2952-2242

area-e.network@p1.s-cat.ne.jp

http://area-e-network.com

野々口 眞由美

090-9804-7661

0480-93-7058

netmam0819@yahoo.co.jp

https://netmam201605.jimdo.com/

藤川 大祐

043-308-7229

020-4663-5605

info@ace-npo.org

http://ace-npo.org/

小川 是

045-311-8777

045-311-8747

isef@isef.or.jp

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

大野 裕之

044-980-1250

044-980-1251

info@plum-systems.co.jp

http://www.plum-systems.co.jp/

遠藤 美季

非掲載

非掲載

heartaid@angels-eyes.com

http://angels-eyes.com

非掲載

042-768-1810

非掲載

岩田 裕介

080-4460-1926

非掲載

info@mail.yusukei1123.tokyo

http://reinc.info

一戸 信哉

025-227-1623

025-333-4881

office@anisec.jp

http://anisec.jp/

竹内 俊雄

026-223-5059

非掲載

info@nisr.jp

http://nisr.jp/

松田 直子

054-626-2100

054-626-8546

info@npoelunch.jp

http://npoelunch.jp/

板垣 徹

055-970-4144

055-970-4144

tom177@izunokuni.net

http://izunokuni.net

長澤 弘子

080-6357-5497

053-471-6377

meriken.npo@gmail.com

https://npo-meriken.jimdo.com/

池崎 正典

076-244-8303

076-280-0536

info@hokuriku-keitai.com

http://www.hokuriku-keitai.com/

勝野 祐子

052-778-7287

052-778-7287

mail@anshin-anzen-inet.com

http://www.anshin-anzen-inet.com

永坂 武城

0565-29-9010

0565-28-9670

ouendan@jkk-org.or.jp

http://www.jkk-org.or.jp

辻 亨

052-753-5662

052-753-5781

sumaho@yukari-expert.com

http://www.yukari-expert.com/

米田 謙三

072-265-7561

072-262-3385

http://www.osaka-sigaku.net/inquiry/
(問い合わせフォーム）

http://www.osaka-sigaku.net/

http://www.jmc.ne.jp/

-135-

頁 都道府県

団体名称

住所

〒

80 大阪府

一般社団法人 関西ICT協会

550-0011

大阪府大阪市西区阿波座1-4-4
野村不動産四ツ橋ビル2階

82 大阪府

子供とネットを考える会

非掲載

非掲載

85 大阪府

一般社団法人 ソーシャルメディア研究会

572-0019

大阪府寝屋川市三井南町30-6-708

87 兵庫県

猪名川町青少年健全育成推進会議
（ＳＷＩＮＧ－ＢＹ実行委員会）

666-0292

兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町地域振興部参画協働課内

91 兵庫県

NIT情報技術推進ネットワーク株式会社

非掲載

非掲載

93 奈良県

特定非営利活動法人 電子自治体アドバイザークラブ

630-8115

奈良県奈良市大宮町7-2-23

95 奈良県

特定非営利活動法人 なら情報セキュリティ総合研究所

630-8113

奈良県奈良市法蓮町726-1-101

97 奈良県

特定非営利活動法人 奈良地域の学び推進機構

630-1241

奈良県奈良市阪原町25－1
奈良市青少年野外活動センター内

99 和歌山県

特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所

646-0011

和歌山県田辺市新庄町3353-9
Big・U内

101 和歌山県

特定非営利活動法人 和歌山IT教育機構

649-2211

和歌山県西牟婁郡白浜町2998-119
白浜町ＩＴビジネスオフィス内

103 和歌山県

わかやまメディアリテラシー研究所

非掲載

非掲載

106 鳥取県

特定非営利活動法人 こども未来ネットワーク

682−0882

鳥取県倉吉市湊町452−12

108 岡山県

岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会

700-8504

岡山県岡山市南区豊成2-7-16
株式会社両備システムズ内

110 福岡県

オフィスラバーリング

814-0103

福岡県福岡市城南区鳥飼6-1-23-202

113 福岡県

特定非営利活動法人 子どもとメディア

810-0042

福岡県福岡市中央区赤坂1-2-7
みずほビル703

117 福岡県

子どもねっと会議所

非掲載

福岡県福岡市西区内

119 佐賀県

特定非営利活動法人 ＩＴサポートさが

840-0804

佐賀県佐賀市神野東2-1-25

122 熊本県

有限会社マリオネット

862-0954

熊本県熊本市中央区神水2-2-20

124 熊本県

モバイル・ネットワーク研究所

860-0807

熊本県熊本市中央区下通1-12-27-5F

126 大分県

公益財団法人 ハイパーネットワーク社会研究所

870-0037

大分県大分市東春日町51-6

129 鹿児島県

特定非営利活動法人 ネットポリス鹿児島

892-0862

鹿児島県鹿児島市坂元町7-74

131 沖縄県

ネットいじめパトロール隊

904-0035

沖縄県沖縄市南桃原1-11-1

安心ネットづくり促進協議会

104-0031

東京都中央区京橋3-14-6

一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会

102-0093

東京都千代田区平河町2-16-1
平河町森タワー

■調査協力団体一覧

子どもたちのインターネット利用について考える研究会
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代表者

窓口電話番号

窓口FAX番号

窓口e-mail

WEB URL

山下 優之

06-4391-8880

06-4391-8881

info@kict.or.jp

http://www.kict.or.jp/

山口 あゆみ

非掲載

非掲載

ask@safewebkids.net

http://www.safewebkids.net/

竹内 和雄

090-1897-0905

072-834-2071

ka@sma2.jp

https://www.facebook.com/sma2.k
ansai/

太田 はるよ

072-766-8783

072-766-8893

swingby2015@gmail.com

http://www.seisuikai.jp

篠原 嘉一

非掲載

050-3156-1965

nitjapan.contact@gmail.com

http://nitjapan.com

谷川 義明

0742-36-8520

0742-36-8520

e-aac@kcn.jp

http://eaac.sakura.ne.jp/

日置 慎治

080-5332-9588

非掲載

uetani@nariis.or.jp

http://www.nariis.or.jp/

上中 信幸

0742-93-0029

0742-93-0029

chiiki-manabi@kcn.jp

https://www.chiiki-manabi.net

臼井 義美

0739-26-7100

0739-26-7100

namiji@riis.or.jp

http://www.riis.or.jp/

釜中 甫干

050-3646-8846

050-3646-8846

ntpt@wite.jp

http://www.wite.jp

真砂 美香

非掲載

非掲載

wakayama.ml@cpost.plala.or.jp

非掲載

渡部 万里子

0858−22−1960

0858−27−0271

kodomo@treaming.net

http://kodomomirai.kirara.st

三宅 健夫

086-264-1055

086-230-1087

desk@oisec.jp

http://www.oisec.jp/

置鮎 正則

092-519-1680

092-519-1680

m-okiayu@rubberring.jp

http://www.tkproject.jp

清川 輝基
佐藤 和夫
山田 眞理子

092-724-6323

092-403-6262

k-media@dolphin.ocn.ne.jp

http://komedia.main.jp/

井島 信枝

090-2080-1292

非掲載

kodomo@kodomo-net.com

http://kodomo-net.com

陣内 誠

0952-36-5900

0952-34-4221

info@it-saga.net

https://www.it-saga.jp/

村上 奈美

096-384-5200

096-384-5202

info@pc-mario.com

https://www.pc-mario.com

松川 由美

050-5579-3229

非掲載

info@moneken.jp

https://moneken.jp

大場 善次郎

097-537-8180

097-537-8820

post@hyper.or.jp

https://www.hyper.or.jp/

戸髙 成人

070-5418-4239

非掲載

info@npk.from.tv

非掲載

高宮城 修

098-932-0705

098-932-0705

takamiyagi@npocbp.org
info@npo-cbp.org

http://www.npo-cbp.org/

新美 育文

03-3562-8850

https://secure-3in.jp/www.goodnet.jp/contact/
（問い合わせフォーム）

http://www.good-net.jp/

安田 浩

03-6757-6007

office@grafsec.or.jp

http://www.grafsec.or.jp/

https://child-safenet.securesite.jp/contact/
（問い合わせフォーム）

http://www.child-safenet.jp/

坂元 章
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