
 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について

ちょっと考えてみませんか？ 

 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 青森 
 

4/4（金） 
14:00～15:00 

 

於：イトーヨーカ堂青森店

 総務省、県警によるインターネットの 

安心・安全な利用に関する周知啓発活動を 

予定しています。 

」   

 

 
 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

 「安心協」で検索 

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！ 

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

会場アクセスマップ 

主催 総務省東北総合通信局、安心ネットづくり促進協議会 

共催 青森県警察本部 

問合せ先 

総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 
青森県警察本部生活安全部少年課 

 017-723-4211 （代表） 



 

 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について 

ちょっと考えてみませんか？ 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 岩手 
 

4/5（土） 
11:00～15:00 

 
於：イオンモール盛岡 

（1階オープンスペース) 
[中央入口近くのエスカレーター横] 

 

 県警、総務省、ネット関連企業による 

インターネットの安心・安全な利用に関する

タブレット等による各種アプリ等の実機体験

展示等を予定しています。 

」   

 

 

、 

、 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

 「安心協」で検索 

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

 

 

会場アクセスマップ 

主催 岩手県警察本部、安心ネットづくり促進協議会 

    総務省東北総合通信局 

共催 岩手県、岩手県教育委員会、 

後援 岩手県PTA連合会、岩手県高等学校PTA連合会、 

    一般社団法人岩手県私学協会 

問合せ先 

岩手県警察本部生活安全部少年課 

 019-653-0110（代表） 
 総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 



「 」   

 

 

 

 

 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について 

ちょっと考えてみませんか？ 

 

 

春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 宮城 
 

3/29(土) 11:00～16:00 
 

3/30(日) 10:30～15:00 
 

於：藤崎本館  
サンモール一番町側アーケード内 

 
県警、総務省、ネット関連企業による 

インターネットの安心・安全な利用に関する、

タブレット等による各種アプリ等の実機体験、

展示等を予定しています。 

会場アクセスマップ 

イベント会場 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

 「安心協」で検索 

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！ 

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

主催 宮城県警察本部、安心ネットづくり促進協議会 

    総務省東北総合通信局 

後援 宮城県、宮城県教育庁、宮城県PTA連合会 

    宮城県高等学校PTA連合会、仙台市PTA協議会 

    宮城県私立中学高等学校連合会（いずれも調整中） 

問合せ先 

宮城県警察本部生活安全部少年課 

 022-221-7171（代表） 

総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 



 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について 

ちょっと考えてみませんか？ 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 秋田 
 

4/６（日） 
11:00～15:00 

 

於：ぽぽろーど 
（秋田駅東西連絡自由通路 

     秋田駅西口側通路） 

 県警、総務省、ネット関連企業による 

インターネットの安心・安全な利用に関する、

タブレット等による各種アプリ等の実機体験、

展示等を予定しています。 

」   

 

 

  

 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

 「安心協」で検索 

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！ 

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

会場アクセスマップ 

バスプール 

フォンテ

AKITA 

イベント会場 

秋田駅西口 

まもるくんあいちゃん(なまはげ) 

E-NAVIフレンズ 

主催 秋田県警察本部、安心ネットづくり促進協議会 

    総務省東北総合通信局 

後援 秋田県、秋田県教育庁、秋田県PTA連合会、 

    秋田県高等学校PTA連合会、 

    秋田県私立中学高等学校協会 （いずれも申請中） 

問合せ先 

秋田県警察本部生活安全部少年課 

 018-863-1111 （代表） 

総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 



 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について 

ちょっと考えてみませんか？ 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 山形 
 

4/5（土） 
１１:００～１５:00 

 

於：イオンモール山形南 
（２階オープンスペース・ユニクロ前） 

県警、総務省、ネット関連企業による 

インターネットの安心・安全な利用に関する

タブレット等による各種アプリ等の実機体験

展示等を予定しています。 

」   

 

、 

、 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

「安心協」で検索  

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！ 

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

会場アクセスマップ 

主催 山形県警察本部、安心ネットづくり促進協議会、 

    総務省東北総合通信局 

後援 山形県、山形県教育委員会、山形県PTA連合会、 

    山形県高等学校PTA連合会（いずれも調整中） 

問合せ先 

山形県警察本部生活安全部少年課 

 023-626-0110（代表） 

総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 



 

初めてスマホに触れる前に 

安心・安全な利用方法について

ちょっと考えてみませんか？ 

 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動

街頭キャンペーン ｉｎ 福島 
 

３/２９（土）
10:０0～1５:00 

 
於：福島市子どもの夢を育む施設 

こむこむ（２階交流コーナー） 

 
県警、総務省、ネット関連企業による 

インターネットの安心・安全な利用に関する

タブレット等による各種アプリ等の実機体験

展示等を予定しています。 

」   

 

 

 

 、 

、 

＜スマホの取扱について考える素材＞ 

 

○内閣府（共生社会政策担当）HP 

 「インターネット利用環境整備」で検索 

 

○安心ネットづくり促進協議会HP 

 「安心協」で検索 

あんしんネット４つの目標 

1.ネットでも思いやりをもって！ 

2.社会のルール、モラル、マナーを守って！ 

3.スマートフォンやゲーム機には、フィルタリング！ 

4.かしこく使ってよりよいコミュニケーション 

会場アクセスマップ 

問合せ先 

総務省東北総合通信局電気通信事業課 

 022-221-0627 

主催 安心ネットづくり促進協議会、総務省東北総合通信局 

共催 福島県警察本部 

後援 福島県、福島県教育委員会、福島県PTA連合会、 

    福島県高等学校PTA連合会、福島市小中学校PTA連合会、 

     福島県私立中学高等学校協会、 

    福島県私立中学高等学校保護者会 


	街頭キャンペーン案内ポスター（青森）
	街頭キャンペーン案内ポスター（岩手）
	街頭キャンペーン案内ポスター（宮城）
	街頭キャンペーン案内ポスター（秋田）
	街頭キャンペーン案内ポスター（山形）
	街頭キャンペーン案内ポスター（福島）



アクセシビリティレポート


		ファイル名 : 

		［000280852］街頭キャンペーン案内ポスター（東北６県）.pdf




		レポートの作成者 : 

		

		組織 : 

		




[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]


概要


この文書から問題点は検出されませんでした。
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詳細レポート
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