
「埼玉県ネットアドバイザー養成講座」募集要項 

 

 １ 趣  旨 

   近年、スマートフォン等の急速な普及により、子供たちがインターネットに触れる機会 

  が増加しています。それに伴い、スマートフォンやゲーム機等をとおして有害サイトへの 

  アクセス、高額な請求、個人情報の流出やネットいじめ、さらにはインターネットの長時 

  間使用による生活習慣の乱れや健康被害などが問題となっています。 

   これらの問題を解決するためには、子供たちがインターネットを適正に利用できる力を 

  身につけるとともに、保護者が子供のインターネット利用を見守り、指導していくことが 

  重要です。 

   そこで、子供たちを取り巻くインターネット利用の問題を把握し、その問題解決を図る 

  基本的知識・技能を習得したネットアドバイザーを養成するため、「埼玉県ネットアドバ 

  イザー養成講座」を開催します。 

   我が子や地域の子供のために活動をしてくださる方、ぜひ御応募ください。共に、子供 

  たちの安全・安心な環境づくりを進めていきましょう。 

 

 ２ 主  催 埼玉県県民生活部青少年課 

 

 ３ 募集期間 平成３０年４月１日（日）～平成３０年５月３１日（木） 

【応募締切 平成３０年５月３１日（木）必着】 

  

 ４ 募集人数 ４０名程度 

 

 ５ 応募条件 

 ① 青少年課が主催する４日間の養成講座（１日６～８時間程度）をすべて受講でき 

  る方。 

  ※ 講座の開催日は【別紙１】を参照してください。 

 ② 「子供安全見守り講座」の講師としての派遣依頼を受けていただける方。 

  ※ 詳しくは「１０ その他」を参照してください。 

 ③ インターネットに接続できるパソコンを所持し、ホームページの閲覧やプレゼンテー 

  ションソフトを使用したことのある方。 

 ④ 青少年課が主催する研修会（年間５日程度）を受講できる方。 

   ※ 毎年、知識更新・資質向上のための「スキルアップ研修会」を実施しており、ネ 

    ットアドバイザーとして認定された方に受講していただきます。 

 ⑤ 青少年の健全育成に熱心に活動していただける方。 

 

 ６ 受講者の選考 

  ① １次選考 応募用紙による選考 

  ② ２次選考 集団討論による選考（青少年のインターネット問題についての討論） 

         日程 平成３０年６月６日（水）・７日（木）・１３日（水）・１４日（木） 

            の４日間のうち、指定された日時で実施します。 

         会場 全日埼玉会館 ４階 小会議室（浦和駅西口 徒歩１０分）  

            ※ 【別紙２】「会場案内」を参照してください。 

※１次選考の結果及び２次選考の日時・会場については後日本人あてに通知いたします。 



 ７ ネットアドバイザーの認定 

   ４日間の養成講座（１日６～８時間程度）をすべて受講し、かつ所定の課題レポートを 

  提出した方にネットアドバイザー認定証を授与します。 

 

 ８ 受講費用   

 受講料・資料代は無料ですが、会場までの交通費、昼食代等は自己負担となります。 

 

 ９ 申込方法 

   【別紙３】「埼玉県ネットアドバイザー養成講座応募用紙」に必要事項を記入の上、青 

  少年課まで郵送、ＦＡＸ、またはＥメールで申し込んでください。 

 

 

 

 

  

１０ その他 

① ネットアドバイザー認定後の活動 

 小・中学校、幼稚園・保育園、青少年の健全育成に携わる地域団体等からの依頼を受

け、スマートフォンやゲーム機等インターネットの危険性や保護者の役割について啓発

する「子供安全見守り講座」の講師を務めていただきます。 

※ 講座は親子同席の「親子講座」と「保護者向け講座」があります。 

※ 講座時間は４５分～９０分程度です。 

※ 講師として派遣を依頼する場合は、県青少年課の担当者が各ネットアドバイザーに 

 個別に依頼します。 

※ 講座の開催は平日が中心ですが、申込団体からの依頼によっては土日や夜間に行わ 

 れることもあります。 

② 県の支援 

  「子供安全見守り講座」の講師として派遣された方には県から謝金（一回の派遣につ 

 き、一律５，０００円 税・交通費込）が支給されます。 

③ 諸注意 

ネットアドバイザー養成講座を受講する方は、できる限りインターネット接続機能付

き携帯電話又はスマートフォン、タブレット等の端末を御持参ください。通信料は受講

者の自己負担となります。 

※ 講座の中で、インターネットを使用した体験をしますので、その使用が定額制にな 

 っているか必ず確認してください。 

  ④ 本要項、応募用紙等は青少年課ホームページからも入手できます。「埼玉県 子供安 

   全見守り講座」で検索すると御覧になれます。 

 

１１ お問い合わせ先 

   埼玉県県民生活部青少年課 健全育成支援担当 河村 

   所 在 地：〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

   Ｔ Ｅ Ｌ：０４８－８３０－５８５８ 

   Ｆ Ａ Ｘ：０４８－８３０－４７５４ 

   Ｅメール：a2905-08@pref.saitama.lg.jp   

 

【 郵送 】〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 埼玉県青少年課 健全育成支援担当宛 

【 ＦＡＸ 】０４８－８３０－４７５４  

【Ｅメール】a2905-08@pref.saitama.lg.jp 



「埼玉県ネットアドバイザー養成講座」開催日程 

 

【開催日】 

 開 催 日 備  考 

第１日目 

と 

第２日目 

 

Ａ日程  ７月３０日（月）・３１日（火） 

Ｂ日程  ８月 ４日（土）・ ５日（日） 

 

ＡまたはＢ日程のどちらか１つを選択し、

２日間連続して受講していただきます。 

第３日目 Ａ日程  ９月 ３日（月） 

Ｂ日程  ９月 ８日（土） 

ＡまたはＢ日程のどちらか１つを選択し、

１日間受講していただきます。 

第４日目 Ａ日程 １０月１５日（月） 

Ｂ日程 １０月２０日（土） 

ＡまたはＢ日程のどちらか１つを選択し、

１日間受講していただきます。 

 

【開催時間】 

全日程１０：００～１６：３０（受付９：３０～）となります。開会・閉会行事を含みます。 

 

【受講会場】※別紙２参照 

７月３１日（火）のみ 
さいたま市民会館うらわ ５階 ５０３・５０５会議室 

 ＜所在地：さいたま市浦和区仲町 2-10-22（ＪＲ浦和駅西口 徒歩 10分）＞ 

その他のすべての日 
全電通埼玉会館（あけぼのビル） ５階５０１会議室 

 ＜所在地：さいたま市浦和区岸町 7-5-19 （ＪＲ浦和駅西口 徒歩 10分）＞ 

 

【講座内容】 

 

第１日目 

１．インターネットの理解 

  （インターネットの仕組み インターネットの役割 メディア特性の理解 等） 

２．子どものネット利用問題の考え方 

  （子どもを取り巻く生活環境の理解 ネットサービスの特性と課題 等） 

 

第２日目 

３．主な課題の解説 

  （各種問題行為の構造解説 問題行為の背景にある課題の理解 等） 

４．現状改善に向けた取り組み 

  （学校･家庭･地域の役割 ゴール設定と指導方法の理解 等） 

 

第３日目 

５．対象別の主な指導ポイントの把握 

  （小中学生向け 保護者向け その他 等） 

６．事例紹介 

  （地域協働の取り組み例 等） 

 

第４日目 

７．アドバイザーの役割 

  （アドバイザーの意義 アドバイザーの可能性と課題 等） 

８．実践指導 

  （プレゼンテーションソフトを用いた講話のポイント ツールを使ったワークショップ  

  の手引 配布資料を使った講話 等） 

 

【講師】 

特定非営利活動法人 青少年メディア研究協会 理事長 下田太一氏 他スタッフ 

 

【別紙１】

別紙１ 



＜会 場 案 内＞ 

【第２次選考（集団討論）会場】 

＜全日埼玉会館＞ 

◇会 場 

 ４階 小会議室 

◇所在地 

 さいたま市浦和区高砂 3-10-4 

    （ＪＲ浦和駅西口 徒歩 10分） 

◇期 日 

 ６月６日（水）・７日（木）・１３日（水）・ 

 １４日（木）の４日間のうち、指定さ 

 れた日時 

◇駐車場 

 県庁Ａ・Ｂ駐車場（無料） 

 周辺にコインパーキング有 

 

 

【養成講座会場１】 

＜さいたま市民会館うらわ＞ 

◇会 場 

 ５階 ５０３・５０５会議室 

◇所在地 

 さいたま市浦和区仲町 2-10-22 

     （ＪＲ浦和駅西口 徒歩 10分） 

◇期 日 

 ７月３１日（火） 

◇駐車場 

 会館地下有料駐車場 

 

 

【養成講座会場２】 

＜全電通埼玉会館（あけぼのビル）＞ 

◇会 場  

 ５階 ５０１会議室 

◇所在地 

 さいたま市浦和区岸町 7-5-19  

       （ＪＲ浦和駅西口 徒歩 10分） 

◇期 日 

  ７月３０日（月） 

  ８月 ４日（土）  ５日（日） 

  ９月 ３日（月）  ８日（土） 

 １０月１５日（月） ２０日（土） 

◇駐車場 

 県庁Ａ駐車場（平日無料・休日有料） 

 周辺にコインパーキング有 

 

 

【別紙２】 



 
 

記入年月日 平成 ３０ 年    月     日 

 

≪次の留意事項をご確認いただき、お申込みください≫ 

① 「埼玉県ネットアドバイザー養成講座」募集要項をよく読んでから記入してください。 
② 第１次選考（応募用紙による選考）による選考結果及び第２次選考（集団討論）の日程は後日申込
者本人あてに送付します。第２次選考は、６月６日（水）・７日（木）・１３日（水）・１４日   
 （木）の４日間のうち、指定された日時で実施します。（会場：全日埼玉会館 ４階 小会議室） 
③ 養成講座の受講料・資料代は無料ですが、会場までの交通費、昼食代等は自己負担となります。 
④ 養成講座でご自身のインターネット接続機能付き携帯電話、スマートフォン、タブレット等の端 
 末を使用した場合の通信料は受講者の負担となります。 
⑤ 埼玉県ネットアドバイザーとして認定され、「子供安全見守り講座」の講師として派遣された方に 
 は県から謝金（一回の派遣につき、一律５，０００円 税・交通費込）が支給されます。 

応募動機  

 

 

 

 

 

 

 

ふりがな  性別 年齢 

氏名           

      歳 

住所 
（〒      －       ） 

 

電話番号 自宅  携帯  

 
メール 

アドレス 

ＰＣ  

携帯  

 
応募者 

ご自身の状況 

該当する番号全てに○をつけてください 

１．仕事あり  ２．仕事なし  ３．小学生の保護者  ４．中学生の保護者 

５．高校生の保護者  ６．その他（                  ） 
 

これまでの 

活動実績 

［例． 現（元）ＰＴＡ役員 ○○市青少年育成員 教育関係者 ＩＴ企業関係者 等］ 

 

ノート型パソコン 

の有無 
１ ある ２ ない ※ネットアドバイザーとして派遣された場合、必要となる場合があります 

※ 記載いただいた個人情報については、本講座の受講者の選考、受講者への連絡、本事業の実施にあ 

 たり必要な事務処理等の用途以外に使用することはありません。 

埼玉県ネットアドバイザー養成講座応募用紙 【別紙３】 


