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イーパーツは、リユース PCやプリンター等の寄贈と、情報セキュリティの啓
発で非営利組織を支援しています。

活動目的

イーパーツ 3事業

イーパーツは、情報機器などをどう寄贈する

か、情報を効果的にどう使うか、さらに、今、

私たち NPO が取り組まなければならないこ

とを、3	つの事業を連携して行っています。

イーパーツは、リユース PCの寄贈を中心に、以下の 3事業を実施してき
ました。

1) 寄贈プログラム
協力企業からご寄付を頂いたパソコン、カラーレーザープリンタ、シュレッ
ダー、	複合機などを全国のボランティア団体やNPOに寄贈しました。ま
た、リユース PC寄贈プログラムを、東京都・神奈川県・名古屋市・三重県・
岡山県・広島県・鳥取県・愛媛県・沖縄県にて各地のNPO支援団体と協
働で実施し、各地で寄贈式とイベントを開催しました。また、関西学院大
学と連携した寄贈プログラムも実施しました。

2) スペシャルプロジェクト
発達障がい者の就労を目指す PC再生 DAY、情報セキュリティを双六で学
ぶ「セキュろく」、子どもたち向け「NEC ネット安全教室」の開催、大学
と恊働し情報セキュリティコンテンツの開発等も行いました。

3) レクチャー
情報セキュリティやイーパーツの活動について講演を致しました。また、
子どもたちとの PC分解講座、うちわ作製講座は、毎年、地域の恒例行事
となっております

NEC ネット安全教室でのセキュろく

PC 再生 DAY

寄贈先のミヤザキダルクケアセンター
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ご支援頂いた方々　　　		（紙面の関係上、敬称は省略させていただきます )

1) 2013 年度に活動資金（協賛会費）をご提供下さった方々

株式会社大塚商会	 	

日本マイクロソフト株式会社

株式会社アイ・オー・データ機器	 	

アドビ	システムズ株式会社	 	

株式会社東芝

トレンドマイクロ株式会社

株式会社日本ビジネスリース

日本電気株式会社	 	

日本ヒューレット・パッカード株式会社	 	

株式会社リコー

2) 2013 年度に PC をご提供下さった方々 ( 計 1,463 台 )

株式会社大塚商会																																																																	169	台

株式会社東芝およびグループ会社																																			767	台

アドビ	システムズ株式会社																																																				6	台

ホンダエンジニアリング株式会社																																			411	台

NTT コムウェア株式会社																																																						10	台

メットライフ生命保険株式会社																																							100	台

3) 2013 年度にソフトウェアをご提供下さった方々

トレンドマイクロ株式会社	 Virus	Buster	クラウド

日本マイクロソフト株式会社	 Windows7、Windows	8、Office2010

4) 2013 年度に周辺機器等をご提供下さった方々

アドビシステムズ株式会社	 モニター

リコージャパン株式会社	 カラーレーザープリンター

ブラザー販売株式会社	 FAX 複合機、ラベルライター

株式会社アイ・オー・データ機器	 Link	Tv、CD、DVD、ブルーレイ、SDカード

NEC ディスプレイソリューションズ株式会社	 プロジェクター

ニューバーガー・バーマン株式会社　　　　　　　モニター

5) 2013 年度にその他でご協力頂いた方々

株式会社大塚商会	 ランタン、コピートナー、ナンバリングマシン、名刺名札、ホッチキス針

株式会社アルファテクノ	 PC 再生作業、PC保管

株式会社リコー	 報告会会場、懇親会会場

リコーロジスティック株式会社	 カラーレーザープリンターおよび PCの配送
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6) 2013 年度に寄付金でご支援くださった方々
CAP・じょうえつ、Eince 子供応援隊、NPO 法人 AL サインプロジェクト、NPO 法人 CAP センター・JAPAN、NPO 法人
HAHATO.CO、NPO法人 ICAS 国際都市仙台を支える市民の会、NPO法人 KUKKA、NPO法人M＆ P、NPO法人 NPOかんなび
の丘、NPO法人 NPOスポーツウェルネス、NPO法人 OurPlanet-TV、NPO法人アート・ビーンズ・ファクトリー、NPO法人アー
トの里伊豆高原絵本の家、NPO法人アーバンボイス、NPO法人アイ・コラボレーション伊賀、NPO法人アガペハウス、NPO
法人いせコンビニネット、NPO法人エイブル・アート・ジャパン、NPO法人エコネット近畿、NPO法人おおさかこども多文
化センター、NPO法人かごしまミュージックヘルパー協会、NPO法人キッズ＆子育て応援隊MerryTime、NPO 法人きょうと
グリーンファンド、NPO法人きらっと・光星、NPO法人くしろ・わっと、NPO法人こころ、NPO法人こどもステーション山
口、NPO法人しごとのみらい、NPO法人シニアライフセラピー研究所、NPO法人ジャンプ、NPO法人すけっと・まきのはら、
NPO法人すまいる、NPO法人スマイル・ちわ、NPO法人すまみらい、NPO法人せせらぎ、NPO法人たすけあいの会ふきのとう、
NPO法人たまプラーザ学童保育の会、NPO法人だんだん那須、NPO法人チャイルドライン京都、NPO法人つくし会、NPO法
人なゆた、NPO法人ノウハウ会、NPO法人ハートイヤ、NPO法人ハイテンション、NPO法人パソコン楽しみ隊、NPO法人パ
ソフレ、NPO法人びぃあらいぶ、NPO法人ひかり、NPO法人ひろしま点灯虫の会、NPO法人フォー・クローバー、NPO法人
フリー・ザ・チルドレン・ジャパン、NPO法人プレーパークせたがや、NPO法人ホーキーズ、NPO法人ボラみみより情報局、
NPO法人まきばフリースクール、NPO法人マンションサポートあいち、NPO法人メンターネット、NPO法人メンタルサポー
トあおば、NPO法人やんばる花街道観光協会、NPO法人ゆう・さぽーと、NPO法人リベルテ、NPO法人リンク、NPO法人ワー
カーズ風ぐるま、NPO法人わたげ、NPO法人ワップフィルム、NPO法人阿蘇きぼうの家、NPO法人岡山マインド「こころ」、
NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会、NPO法人音の風、NPO法人環境情報ステーション pico、NPO法人京都龍馬会、NPO法人三
重ドリームクラブ、NPO法人子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩、NPO法人子どもと文化のネットワーク　ぽっぽ・わー
るど、NPO法人子育てサポートネットるるる、NPO法人市民活動を支える会、NPO法人住まい・まち研究会、NPO法人助け
あいグループりぼん、NPO法人女性と子ども支援センター　ウィメンズネット・こうべ、NPO法人消費者支援ネット北海道、
NPO法人食事サービス松栄、NPO法人心の巣箱、NPO法人新潟西地区高齢者パソコン友の会、NPO法人新青樹、NPO法人真
ごころ、NPO法人神奈川海難救助隊、NPO法人水辺のまち新湊、NPO法人生きる生きる、NPO法人草むら、NPO法人大ナゴ
ヤ・ユニバーシティ・ネットワーク ( 大ナゴヤ大学 )、NPO法人棚田 LOVER’ s、NPO法人地域活動支援センターおおやまみち、
NPO法人地域情報支援ネット、NPO法人地球の木、NPO法人聴覚障害教育支援大塚クラブ、NPO法人東京多摩リハビリ・ネッ
ト、NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会、NPO法人道の空路、NPO法人備中玉島観光ガイド協会、NPO法人美作自立支援セ
ンター、NPO法人富士山測候所を活用する会、NPO法人福祉ネットワーク西須磨だんらん、NPO法人暮らしネット・えん、
NPO法人北九州市難聴者・中途失聴者協会、NPO法人養生の郷、NPO法人臨床心理オフィスＢｅサポート、NPO法人輪、Ｎ
ＴＴ豊明いづみの会、PCサークルレインボー、ＹＹパソコン塾、おおさかさやまＩＴネット、オープンスペースきゃっち、お
きつも名張劇場、こども邦楽育成会、チャイルドラインうさぎのみみ、つきさむくらしネットワークの会、ドロップインほっ
とほっと、にこにこママの会、ねりま子育てネットワーク、パソコンボランティアWing、ほほえみ、マウスクラブ、まじっく
缶、一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校、一般社団法人地域サポーターダンクの会、一般社団法人働くしあわせプロジェクト、
栄区音声訳ボランテイアの会 COSMOS、益子点訳でこぼこの会、音声ぱそぼら　かわぐち、花いちもんめ、旧岡崎家能舞台を
生かす会、京都北部盲ろう者たんぽぽの会、熊野レストレーション、公益社団法人日本オストミー協会京都府支部、NPO法人
ウォーターエイドジャパン、高知アロマボランティア団体ふわり、高知うろこ（鱗）の会、国際子ども学校を支援する会、佐
賀DARC、佐久要約筆記グループ　パソコン班ミミー、社会福祉法人くるみ、社会福祉法人さんかく広場、社会福祉法人王慈
福祉会、社会福祉法人恭和会、社会福祉法人麦の里青い麦の家、笑びすや農園、相模原市視覚障害者協会パソコンクラブ　カ
ルガモ　、地域で共に生きるナノ、点訳グループ　ちよだアイ、八事発ママ主催子育て応援グループにじいろ、版画フォーラム、
暮らしのサポートセンター・久住「りんどう」、暮らしのサポートセンター・直入「ゆのはな」、豊中池田おやこ劇場、北九州
市消費者学級ネットワーク会議、名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク、洋光台ふれあい広場　えんがわ、練馬 176 地
域ＩＴリーダーの会、和歌山パソコン要約筆記 Friends9、ていすいまちづくり協議会、以上 160 件様

2013 年以前に情報機器およびソフトウェアでご協力頂いた方々
株式会社アイ・オー・データ機器株式会社、アイトラストポート、アドビシステムズ株式会社、株式会社アルファテクノ、

NTT コミュニケーションズ株式会社、株式会社大塚商会、ジブラルタ生命保険株式会社、株式会社シマンテック、鈴木武志法

律事務所、住友生命保険相互株式会社、ダイヤモンドレンタルシステム株式会社、株式会社東芝およびグループ会社、トレン

ドマイクロ株式会社、日本イーライリリー株式会社、株式会社日本航空、日本電気株式会社、日本ヒューレット・パッカード

株式会社、株式会社日立製作所	、株式会社日立製作所情報・通信グループ、株式会社日立プラントテクノロジー、株式会社プ

ロトン、ブロードネットマックス株式会社、マイクロソフト株式会社、三井住友海上火災保険、三井物産株式会社、株式会社

リコーおよびリコージャパン株式会社、リコーロジスティクス株式会社、マッコーリーキャピタル証券会社、秋田海陸運送株

式会社、NPO法人 PCNET、山下博子税理士事務所、NKワークス株式会社、鹿児島大学、NTT コムウェア株式会社、オリンパ

ス株式会社、日本ゼオン株式会社、北海道大学、ボーイング・ジャパン株式会社、有限責任監査法人トーマツ、システム・チュー

ニング、株式会社リバティエステート、IHS グローバル株式会社
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寄贈プログラムについて

１）不要になったものをリユース 
企業でリプレイス時に発生した PC、旧モデルの商品、古くなったノベル
ティグッズ、事務所移転で不要になったホワイトボードなど、まだまだ使
えるものが廃棄されることがあります。その一方、資金ぐりに苦しくパソ
コンや事務機器を購入できない市民活動団体も多くあります。
　イーパーツは、これらの品々を必要な非営利組織へ届け、社会の為に有
効活用して頂いてます。

２）適切なものを適切なところへ
イーパーツでは「ばらまき」は行いません。
　残念なことながら、不適切な団体も非営利組織を名乗っている場合や、
実際の活動を行っていない名目だけの団体もあります。イーパーツは、独
自の非営利団体評価システムをもちい、客観的かつ中立な立場で、不適切
な団体を排除し、まじめにがんばっている団体や緊急性のある団体に優先
し寄贈しております。

環境に負荷をかけないように「まだ使えるモノ」を「必要なところ」へ

企業からご寄付いただいた情報機器・周辺機器・事務用品などを、使える状
態にして、全国のボランティア団体・NPO に寄贈します。

イーパーツ独自の評価システム
「必要なところへ必要なものへ」を判断

する為、イーパーツでは、6000 団体を
超えるデータベースをもとに活動実績
者や学術経験者による独自の評価シス
テム (Rating System) を採用しておりま
す。
　また、地域の NPO センターと連携し
た寄贈団体の決定や、推薦も取り入れ、
システムに偏りがちが評価を常に是正
しながら寄贈をおこなっています

リユースによる非営利組織の支援
リユース品寄贈プログラムは、まだまだ
使える「もったいない」モノを、それを
必要とする団体へ届けることで、環境へ
の負担を軽減すると共に、市民活動を応
援するものです。

支援企業 非営利団体

寄付 寄贈
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３）団体業務で使えるものを
あまり古いパソコンでは役に立ちません。運送中に壊れてしまったものを
もらっても、非営利団体はこまってしまいます。
　そこで、イーパーツでは市民活動団体の業務に耐えられる基準を設け、
それに合致した情報機器等を寄贈するように心がけています。例えば、
PCは、Windows7 と Office2010 が正常に起動するもの、プリンターなど
の周辺機器は正常に起動するもののみを寄贈品としています。
　また、初期不良交換にも対応しております。使えるものを寄贈すること
が、社会的責任と考えます。

４）トレーサビリティと報告
平成 22 年 4 月に認定 NPO 法人となり、国税庁より寄贈品の管理が義務
づけられました。イーパーツでは、それより先に、パソコンはシリアル番
号で管理し、どの団体にいつ何を寄贈したかを管理しております。
　また、寄贈先からは活用報告書を提出して頂き、パソコンなどの寄贈品
がどのように役立ったのかどうか、もし役立たなかったとすればその理由
は何かを把握し、寄贈品をご寄付下さった支援企業へ報告すると共に、今
後の寄贈プログラムの開発につなげます。

５）みんなで支える寄贈プログラムの輪
イーパーツだけで寄贈プログラムを進めることはできません。寄贈品をご
寄付下さる企業、それを活用できるように再生して下さる障がい者施設、
そして地域の協働団体など多くの方々の協力によって寄贈プログラムが実
施されています。
	イーパーツでは、その成果を、寄贈団体から「もらってうれしかった」「もっ
とガンバルぞ」という笑顔の写真や活用報告をフィードバックすることで、
更なる寄贈プログラムへの実施へとつながっております。	 寄贈団体からの笑顔のメッセージ

NPO 法人フォーラムひこばえ ( 京都 )
PC を寄贈いただき大変にありがたく、
また、職員の励みにもなります。プロ
グラム企画や記録作成等に活用してい
きたいと思います。今回の寄贈を契機
として、活動の充実をより図っていき
ます。

寄贈品の動作保証
PC は 1 ヶ月以内の故障は無償で交換。
その他カラーレーザープリンターや 複
合機でも動作保証期間を設け、初期不
良対応を行っております。

支援企業

パソコン、周辺機器等

作業費等の寄付

リユース品の送付

笑顔のメッセージ

活用報告

非営利組織 障がい者施設

クリーニング・ソフトウェアの

インストールなどの再生作業

非営利活動に活用

寄贈プログラムの輪
企業からの寄付品は、障がい者施設に
よって再生され、非営利組織に寄贈さ
れます。そして、寄贈先の団体からの
活用報告や笑顔のメッセージが更なる
寄贈プログラムを生み出します。
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寄贈プログラムの種類

１） リユース PC 寄贈プログラム
Windows	7・Office	2010 をインストールした PC にウィルス対策ソフト
VirusBuster クラウドを添付して寄贈しました。
　このプログラムには、日本国内へ広く公募する「全国型寄贈プログラム」
と地域の中間支援団体と連携した「地域型寄贈プログラム」があります。

全国版寄贈プログラム…Web	による公募にて第 72 〜 76 回、市民活動

団体向け、東芝ボランティア向けプログラムを実施を実施

地域型寄贈プログラム…三重県 ( 伊勢市・松阪市・津市・伊賀市・名張市・

四日市市・尾鷲市 )、神奈川県 ( 藤沢市・茅ヶ崎市・小田原市、大和市・

座間市・平塚市・綾瀬市）、岡山県、広島県、愛媛県、愛知県 ( 名古屋市）

鳥取県、関西学院大学吉野ゼミにて、各地のNPO	と協働で実施し、寄

贈式を開催しました。

２）カラーレーザープリンター寄贈プログラム
リコー様および関連会社様のご支援で、カラーレーザープリンターを寄
贈しました。大量印刷が必要な団体にとっては、カラーレーザープリン
ターはランニングコストや品質の面から有用です。
2013 年度は第 20 回の公募を実施し、IPSiO	SP	C320 を	2 台寄贈しました。
2013 年 11 月より今までの寄贈団体に活用状況の追跡調査を行い、より
よい寄贈プログラムの充実を図ります。

３）周辺機器寄贈プログラム（「あれば便利」企画）
社会では、パソコン、プリンター以外にも様々なものが不要となってい
ます。その中に、市民活動団体が有効活用できるものがたくさんあります。
イーパーツでは、市民活動にとって「あれば便利」なものの寄贈プログ
ラムをを随時実施しております。2013 年度は、アイ・オー・データ機器
様のご支援でLink	TV、およびCD/DVD、ブラザー販売様のご支援で複合機、
ラベルライター、カレンダー、クリアファイル、大塚商会様のご支援で
ランタンを寄贈しました。

•

•

イーパーツでは、2013 年度、以下の 3 つの寄贈プログラムを実施しました。

・リユース PC 寄贈プログラム
・カラーレーザープリンター寄贈プログラム
・周辺機器寄贈プログラム
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2013 年 2014 年

6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

全国版リユース PC寄贈プログラム

地
域
版
リ
ユ
ー
スPC

寄
贈
プ
ロ
グ
ラ
ム

神奈川	第 8回、神奈川	第 9回

藤沢市 , 茅ヶ崎市 , 小田原市 , 大和市 , 座間市 , 平塚市 , 綾瀬市

広島県	第 5回

東京墨田子ども

東京千葉埼玉
　

岡山県	第 5回

名古屋市	第 2回

三重県	第 10 回 ( 伊勢市・松阪市・伊賀市・
津市・名張市・四日市市・尾鷲市）

愛媛県	第１0回

関西学院大学

フリースクールに PCを！

鳥取県	第１回

カラーレーザープリンター寄贈プログラム

複合機器寄贈プログラム

Link	TV 寄贈プログラム

液晶モニター寄贈プログラム

CD/DVD、ランタン寄贈（お役立ち企画）

無線 LAN子機、ルーター（お役立ち企画）

寄贈式

イーパーツでは、2013 年度、計 24 の寄贈プログラムを実施しました。

寄贈プログラムの実施概要

第 72 回 第 73 回 東芝 第 75 回

公募

公募

寄贈式

寄贈式

寄贈式

第 20 回

第 74 回

公募 寄贈式 公募 寄贈式

公募

公募

公募 寄贈式

公募

第 7 回

単発実施

選考

第 76 回

公募

公募

寄贈式

寄贈式

第 8 回

単発実施

随時寄贈（継続中）

随時寄贈（継続中）
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リユース PC 寄贈プログラム

全国型リユース PC（2001 年度〜 2013 年度） 応募件数 寄贈件数 応募台数 寄贈 PC数

2001 年度公募プログラム（第 1回〜第 7回） 384 件 52 件 205 台

2002 年度公募プログラム（第 8回〜第 14 回） 248 件 88 件 232 台

2003 年度公募プログラム（第 15 回〜第 20 回） 395 件 125 件 224 台

2004 年度公募プログラム（第 21 回〜第 26 回） 263 件 75 件 126 台

2005 年度公募プログラム（第 27 回〜第 32 回） 276 件 43 件 1317 台 90 台

2006 年度公募プログラム（第 33 回〜第 38 回） 279 件 115 件 1205 台 339 台

2007 年度公募プログラム（第 39 回〜第 44 回） 427 件 123 件 1617 台 371 台

2008 年度公募プログラム（第 45 回〜第 50 回） 520 件 200 件 2170 台 475 台

2009 年度公募プログラム（第 51 回〜第 56 回他） 427 件 205 件 1441 台 469 台

2010 年度公募プログラム（第 57 回〜第 61 回他） 343 件 121 件 1210 台 212 台

2011 年度公募プログラム（第 60 回〜第 66 回他） 157 件 102 件 589 台 226 台

2012 年度公募プログラム（第 67 回〜第 71 回他） 460 件 251 件 1838 台 598 台

2013 年度公募プログラム（第 72 回〜第 76 回他） 277 件 189 件 1156 台 654 台

合計 4456 件 1689 件 12543 台 4221 台

パソコンは今や市民活動団体にとって必需品となっています。
しかし、専用の PC がない団体は、活動の継続性やセキュリティに脆弱性があ
る場合があります。
イーパーツでは、安全で安心できるリユース PC の寄贈を行っています。

企業からご寄付頂いた PCにWindows7・Office2007/2010・ウィルス対策ソフトウイルスバスタークラウドをインストールし
た上で、市民活動団体などの公益的な活動をしている団体へ寄贈するプログラムです。2013 年度は、全国を対象とした「全国
型リユース PC寄贈プログラム」を 6回、地域の団体と連携した「地域型リユース PC寄贈プログラム」を 11 回実施しました。

１）全国型リユース PC 寄贈プログラム
2013年度は全国を対象に、Webで第72回〜76回公募を計6回実施いたしました。寄贈団体一覧は■ページに掲載しております。

リユース PC 寄贈プログラム応募件数、寄贈件数、PC 寄贈数の変移

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 寄贈 PC台数

PC希望台数

PC寄贈件数

PC応募件数

2009 年度2008 年度2007 年度2006 年度2005 年度2004 年度2003 年度2002 年度2001 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度

2503

1878

1351

1785

665717586
392 613683541327

310326222160

1732

550
544
299

1522
1081

460

382

2401

998

710

447

※第 76 回寄贈件数は未確定

1650

1027

506
387
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２）地域型リユース PC 寄贈プログラム
地域の市民活動団体と連携し、単に書類だけではなく、お互いに顔が見える関係の中で公募と寄贈先の選考を行ないます。また、
リユース PCの寄贈だけでなく、PCをどのように有効利用したらよいのか、イーパーツは何ができるのかを地域と一緒に考え
ます。詳しくは、次ページをご覧ください。

3）災害地支援情報機器寄贈プログラム（リリーフ PC 寄贈プログラム）
災害で被災した団体や復興支援のに無償で PCを寄贈しています。3.11 の震災後は PC1000 台贈プログラムを実施しました。

災害支援プログラム（2004 年度〜 2012 年度）	 応募件数	 寄贈件数	 寄贈 PC台数	

兵庫　風 21 号、23 号水害復興支援公募プログラム（2004.8　2004.11　2004.12）	 17	 14	 22

新潟　新潟中越震災復興支援公募プログラム（2005.2　2005.11　2006.7）	 8	 8	 23

新潟　新潟県中越沖地震復興支援プロジェクト（2007.7)	 -	 1	 3

宮城　岩手・宮城内陸地震復興支援プロジェクト（2008.6)	 -	 1	 2

東日本大震災復興支援 "がんばろう！NPO"PC1000 寄贈プログラム（2012.5）　　　　　　　　　　　					148　　　　　　　　　　			643

東日本大震災復興支援 "がんばろう！NPO"PC1000 寄贈プログラム	第二期（2012.11）																																						12																																																58

合計　　　8回	 			 				184 件	 751 台

地域型プログラム 2013 年度 寄贈式 応募件数 寄贈件数 応募台数 寄	贈 PC 数

神奈川第 8回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2013.8.27 33 31 45 37

広島第 5回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2013.10.6 30 21 69 29

東京墨田リユース PC寄贈プログラム - 4 4 11 11

岡山第 5回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2013.12.1 18 15 40 30

名古屋第 2回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.1.11 32 26 62 37

東京千葉埼玉リユース PC寄贈プログラム - 24 21 89 89

三重第 10 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.2.15 22 19 43 35

神奈川第 9回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.3.9 25 24 38 36

愛媛第 10 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.3.15 14 14 27 27

関西学院大学連携イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.4.22 1 1 5 5

鳥取第 1回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014.6.27-28-29 26 22 53 37

229 件 198 件 482 台 373 台

地域型プログラム（2002 年度〜 2013 年度） 実施地域と回数 応募件数 寄贈件数 応募台数 寄	贈 PC 数

2002 〜 2006 年度合計 10 地域　15 回実施 141 102 34 263

2007 年度合計 		7 地域							9 回実施 105 98 261 212

2008 年度合計　 13 地域　13 回実施 159 126 272 242

2009 年度合計 12 地域　14 回実施 187 139 344 196

2010 年度合計 15 地域　18 回実施 201 178 522 338

2011 年度合計 14 地域　16 回実施 155 132 290 212

2012 年度合計 11 地域　12 回実施 238 184 505 342

2013 年度合計 10 地域　11 回実施 229 198 482 373

　　　　		108 回 1415 件 1157 件 2710 台 2178 台
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リユース PC で地域と連携

１）地域型リユース PC 寄贈プログラムの特徴
地域の市民活動支援団体そして行政とともに、寄贈式や活動報告など、全国版リユース PC寄贈プログラムでは

実施できない以下の点を目指します。

申請書をできるだけ簡易化し、選考は地域で活躍されている方の評価、地域の事情や抱える課題を重要視する。

PCが使えなくても応募できるように、申請は紙媒体を中心とする。

一同に集まって寄贈式を開催し、お互いの活動を発表できる場とする。

地域のサポート団体と連携し、パソコンの寄贈を受けた団体が、パソコンのフォローを地域で受けることがで

きるようにする

イーパーツとして地域の団体として連携してできることは何かを考え、適切なもので協働する。

２）地域型リユース寄贈プログラムの進め方
① 地域型リユース PC 寄贈プログラムの作成
地域の情報化・活性化を目的に、お互いに知恵を出し合い、リユース PC寄贈プログラムを組み立てます。具

体的には、次の点を決定します。決定内容は、寄贈プログラムが円滑に実施されるように協定書として共有し

ます。

○寄贈プログラムの実施時期（公募期間、選考期間、寄贈式）

○寄贈対象と寄贈台数

○公募方法と広報（申請書、個人情報の取り扱い方なども含む）

○選考のガイドライン（イーパーツのガイドラインに準拠する形）

○選考委員の選出

○寄贈式のプログラムと協働イベントの企画

② 公募
協力団体によって、その地域にあった形で公募とその広報がなされます。パソコンに慣れていない方にも配慮

し紙ベースで公募されます。

③寄贈先の選考
地域市民活動の専門家・イーパーツからなる選考委員会で、「団体の実績」「PC の有効利用」の観点から、そ

の団体にあった適正な台数を決定します。

④ 寄贈式の開催
寄贈を受ける団体が一同に集まって、それぞれの活動紹介、IT スピーチ、セキュリティサミット、シンポジウ

ムなどを実施し、互いの交流を図るとと共に、寄贈団体の情報化を目指します。PC寄贈をきっかけにしたネッ

トワークづくりが、地域型リユース PC寄贈プログラムの大きな目標の一つです。

•

•

•

•

各地域の市民活動支援団体そして行政と協働し、リユース PC を顔のみえる関
係の中で寄贈します。そして、地域の活性化と、地域とイーパーツのネットワー
ク化を目指します。
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３）地域型リユース寄贈プログラムの実施地域と協働団体
　■　2012 年度以前に実施した地域

　■　2013 年度に実施した地域（2012 年度以前の実施を含む）

　　　数字は実施回数、（　）内の数字は来年度実施予定を示します。

北海道 5
　モグラくらぶ		（札幌市）
　	くるくるネット（室蘭市）
　		札幌チャレンジド（札幌市）
　		旭川 NPOサポートセンター ( 旭川市）
						旭川市市民活動交流センター（旭川市）

山形 1
　Win	サポート山形（山形市）

宮城 2
　杜の伝言板ゆるる ( 宮城県）
						みやぎ NPOセンター（仙台市）
　				みやぎ発達障害サポートネット（仙台市）

栃木 12 （1)
　IT ＠うつのみや（宇都宮市）
　とちぎ市民活動センターくらら

東京 5（1）
　イーパーツ（世田谷区）
　		世田谷区市民活動推進課（世田谷区）

神奈川 11（2)
　			アリスセンター（横浜市）
　　	横浜市精神障害者地域生活支援連合会（横浜市）
　　藤沢市民活動推進連絡会（藤沢市）
								ちがさき市民活動サポートセンター（茅ヶ崎市）
								おだわら市民活動推進センター（小田原市）
									大和市民活動センター（大和市）
									座間市民活動サポー	トセンター（座間市）
									ひらつか市民活動センター（平塚市）

									市民活動センターあやせ（綾瀬市）三重 10（1)
　いせ市民活動センター（伊勢市）
　松阪市市民活動センター（松阪市）
　伊賀市市民活動センター（伊賀市）
　津市市民活動センター（津市）
　名張市民活動センター（名張市）
　なやプラザ（四日市市）
　東紀州コミュニティデザイン（尾鷲市）

大分 1
　大分障害者UP（大分市）

広島 5（1)
　ひろしまNPOセンター（広島市
　	ひろしま市民活動ネットワーク（広島市）
　	かすたネット（庄原市）

兵庫  5
　ひょうごんテック（神戸市）
　		兵庫セルプセンター（神戸市）
　		甲南大学経済学部佐藤ゼミ（神戸市）
　		日本イーライリリー（神戸市）
							関西学院大学吉野ゼミ（神戸市）

石川 4
　ケーネット知楽市（金沢市）
　		はぎの郷（河北郡）

山口 1
　山口大教育学部付属
　	特別支援学校（宇部市）

愛媛 10  (2)
　愛媛県発達障害支援センター
　ぶうしすてむ（松山市 )
						まつやま NPOセンター

岡山 5（1)
　		岡山市民活動センター（岡山市）

沖縄 3(1)
　那覇市NPO活動交流センター（那覇市）
　	沖縄市市民活動交流センター（沖縄市）

福岡 3
　スキルアップサービス
　（北九州市）

愛知 1（1)
　名古屋市
　	ボラみみより情報局 ( 名古屋市）

静岡 2（1)
　ふじのくにNPOセンター（静岡市）

千葉 1
　イーパーツ（世田谷区）

埼玉 1
　イーパーツ（世田谷区）

鳥取 1（1)
　		一般財団法人とっとり県民活動活性化センター（鳥取県）
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2013 年度地域の協働団体

第 8 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム

実施地域：神奈川県 ( 藤沢市、茅ヶ崎市、小田原市、大和市、座間市、平塚市）

協働団体：NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会、

　　　　　NPOサポートちがさき、市民活動を支える会、大和市民活動センター、

　　　　　座間市民活動サポー	トセンター、ひらつか市民活動センター

寄		贈		式：2013/8/27

東京墨田子どもイーパーツリユース寄贈プログラム
東京千葉埼玉リユース PC 寄贈プログラム
実施地域：東京都（墨田区）、東京都、千葉県、埼玉県

実施団体：NPO法人イーパーツ
寄		贈		式：団体様に直接お送りしました。

第 5 回広島イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
協働団体：NPO 法人ひろしま NPO センター

　　　　：ひろしま市民活動ネットワーク Heart to Heart

寄		贈		式：2013/10/6

第 5 回岡山イーパーツリユース寄贈プログラム
実施地域：岡山県

協働団体：NPO 法人岡山 NPO センター

寄		贈		式：2013/12/1

第 2 回名古屋イーパーツリユース寄贈プログラム
実施地域：愛知県（名古屋市）

協働団体：NPO 法人ボラみみより情報局

　　　　　名古屋市

寄		贈		式：2014/1/11
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第 10 回愛媛イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
実施地域：愛媛県松山市
協働団体：NPO法人ぶうしすてむ
寄		贈		式：2014/3/15

関西学院大学連携イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
「地域のフリースクールへ PC を送ろう！」
実施地域：兵庫県（神戸市）

協働団体：関西学院大学・吉野ゼミ

寄		贈		式：2014/4/22

第 10 回三重イーパーツリユース寄贈プログラム
実施地域：伊勢市、松阪市、伊賀市、津市、名張市、四日市市、尾鷲市
協働団体：NPO法人いせコンンビニネット、NPO法人Mブリッジ、伊
　　　　　賀市市民活動センター、NPO法人津市NPOサポートセン　
　　　　　ター、NPO法人なばりNPOセンター、NPO法人ドッグイ　
　　　　　ヤー、東紀州コミュニティデザイン
寄		贈		式：2014/2/15

第 9 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム

実施地域：神奈川県(藤沢市,茅ヶ崎市,小田原市,大和市,座間市,平塚市、綾瀬市）

協働団体：NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会、NPOサポートちがさき、市民

　　　　　活動を支える会、大和市民活動センター、座間市民活動サポー	トセ

　　　　　ンター、ひらつか市民活動センター、市民活動センターあやせ

寄		贈		式：2014/3/9

第 1 回鳥取イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
実施地域：鳥取県

協働団体：一般財団法人とっとり県民活動活性化センター

寄		贈		式：2014/6/27( 鳥取市 )

　　　　　2014/6/28( 倉吉市 )

　　　　　2014/6/29( 米子市 )
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リユース PC の寄贈をうける→ワード講座で技術を習得→コンテストに応募し
腕を競う→寄贈式で表彰→次の寄贈先団体の目標へ

三重県のいせ市民活動センター、松阪市市民活動センター、津市市民活動
センター、四日市市なやプラザが中心となり 2012 年より実施。
　リユース PC の寄贈先団体を対象に、各市民活動センターがMicrosof	t	
Word 活用講座を開催。受講生は、そこで学んだ技術を活用し、「ワード
でつくるチラシ・パンフレットコンテスト」へ応募。市民活動センター担
当とデザイナーが厳正に審査し、優秀な作品をリユース PC 寄贈式でお披
露目し表彰する仕組み。

リユース PC 寄贈プログラムと連動した「ワードでつくるチラシ・パンフ
レットコンテスト」（三重県）

三重ワードでつくりチラシコンテスト入賞者

表彰式 入賞団体

2012/3/24 陽だまり文庫、きっさいずみ、子ども未来会議、どんぐり童謡会、久居六点サークル

2013/2/16 おあむしの会、みえきた市民活動センター、桑名員弁地域円卓会議

2014/2/15 防災フォーラム	in	とうい、大正琴体験会

リユース PC寄贈式では、最優秀賞。優

秀賞を表彰すると共に、デザイナーに

よる作品の評価すべき点と改善点につ

いてコメントされる。

※写真は 2013 年 2 月 16 日の寄贈式の

ようす。

神奈川県南部の市民活動センターが連携した寄贈プログラム
寄贈式は各センターが持ち回りで開催し、地域の魅力をアピール！

各地域で実施された魅力ある寄贈式

リユース PC の寄贈台数決定会では、それぞれの市民活動支援センターが、地
元の応募団体を応援演説、各地域の市民活動センターとの質疑応答で寄贈の可
否を決定。

2013 年度の第 9 回かながわイーパーツリユースには、藤沢市市民活動推
進センター、ちがさき市民活動センター、おだわら市民活動センター、大
和市民活動センター、座間市民活動サポートセンター、ひらつか市民活動
センター、市民活動センターあやせが参加、2014 年度第 10 回の寄贈プ
ログラムは、上団体に加えて、さがみはら市民活動サポートセンターが加
わり 8 団体での実施となる。

かながわイーパーツリユース PC寄贈プログラムの実施
①寄贈プログラムの実施要項、寄贈式会場についての全体会議
②各地の市民活動センターにて、申請書類の配布と受理
③各地の市民活動センターにて、申請書のとりまとめと PC の寄贈台数の
　仮決定。
④寄贈台数決定の全体会議
⑤寄贈式の実施

2013 年 8 月 27 日、藤沢で開催された

寄贈式には、藤沢市のゆるキャラ「カ

ワセミくん」、「江の島駅くん」「江の島

環タワーくん」も登場い、藤沢市の魅

力をアピールした。
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行政と NPO が連携する「なごやイーパーツリユース PC 寄贈プログラム」
まずは、協働のための協定書づくりから（名古屋市）

「フリースクールへ PC をあげたい」
” 大学ってこんなところ” を伝える寄贈式（関西学院大学吉野ゼミ）

ボラみみより情報局＋名古屋市＋イーパーツが中心になり、多くの非営利組織
の担当者を企画・運営委員として迎えることで、より広く公平で安定的な寄贈
をめざす

役           割 名古屋市 ボラみみ イーパーツ

企画選考委員会への参加依頼。 ○

企画・選考委員への連絡調整。 ○

募集要項・申請書の作成。 ○

募集要項・申請書の印刷・配布。 ○

プログラムの広報、問い合わせ対応。 ○ ○ ○

申請書の受付・集計。選考委員会運営。 ○

寄贈結果通知。寄贈式の運営。 ○

パソコンの調達・再生。配送。初期不良対応 ○

プログラム終了後の対応。協働の調整。 ○

寄贈式は、名古屋市の施設” 名古屋市

市民活動推進センター” にて、行政、

企業、NPO、社会福祉法人がプレゼン

ターとして参加した。、

関西学院大学三田キャンパスツアー。

教室、図書館ん、PC ルーム、カフェな

どの施設を巡り」、大学生活とはどう

いうものかイメージしてもらいました。

将来、子供たちが関学へ来てくれたら、

学生もどんなにうれしいことでしょう。

なごやイーパーツリユース PC 寄贈プログラムは、下請けや委託ではなく、
それぞれが有しているスキルやリソースを出し合い、真に対等な下での「協
働」を目指します。

協働における役割分担

神戸市のフリースクール「フォーライフ」の子供たちと保護者 10 名を関西学
院大学へ招待し、リユース PC の寄贈、寄贈 PC を使った画像編集講座および
学内ツアーを実施し、大学生活に触れてもらいました

寄贈 PCで、画像編集ソフト体験。

　大学では、数学や英語だけではなく、

こんな楽しいクリエイティブな勉強が

できることをわかってもらう為です。

赤いリボンでデコレートされたリユー

ス PCを、大学生からフリースクールに

通う子供たちへプレゼントされました。

　寄贈先は、神戸市内にあるフリース

クールを複数訪問しヒアリングの上で

決定しました。
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リユース PC 寄贈団体一覧 1
2013 年度リユース PC 寄贈団体

第 72 回リユース PC 寄贈プログラム（2013.12）

団体名 所在地 32 件 100 台

NPO法人ＮＡＫＥＤ　ＨＥＡＲＴ　ＳＰＯＲＴＳ 埼玉県 学術・文化・芸術・スポーツ 6

社会福祉法人青葉会 千葉県 保健・医療・福祉 10

NPO法人職業能力開発支援機構 東京都 職業能力・雇用開発 10

NPO法人女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ 兵庫県 男女共同参画社会 3

はまぎく若だんな会 岩手県 まちづくり 5

NPO法人だんだん那須 栃木県 保健・医療・福祉 3

おおさかさやまＩＴネット 大阪府 情報化社会 1

NPO法人水辺のまち新湊 富山県 まちづくり 3

王慈福祉会 岡山県 保健・医療・福祉 1

草木谷を守る会 秋田県 環境の保全 2

NPO法人いちのへ文化・芸術ＮＰＯ 岩手県 学術・文化・芸術・スポーツ 10

NPO法人ソレイユ 愛知県 保健・医療・福祉 2

社会福祉法人恭和会 岡山県 保健・医療・福祉 2

NPO法人メンタルサポートあおば 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人すまみらい 兵庫県 保健・医療・福祉 2

森の巣箱 新潟県 子どもの健全育成 2

NPO法人地球の木 神奈川県 国際協力 4

和歌山パソコン要約筆記Ｆｒｉｅｎｄｓ 9 和歌山県 保健・医療・福祉 3

NPO法人根っこ 岡山県 保健・医療・福祉 1

いいづか人材育成グループ『ユリシス』 福岡県 子どもの健全育成 2

ＹＹパソコン塾 三重県 情報化社会 1

NPO法人サスケ工房 愛媛県 保健・医療・福祉 3

社会福祉法人友愛苑 熊本県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ＩＲＣジャパン 愛知県 保健・医療・福祉 1

NPO法人 NPOスポーツウェルネス 岩手県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人あい・すまいる淀川高齢者・障害者自立支援センター 大阪府 保健・医療・福祉 3

コミュニケーション・アート 福岡県 保健・医療・福祉 1

シェア金沢スポーツクラブ 石川県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人ホーキーズ 福岡県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ハイテンション 神奈川県 保健・医療・福祉 3

NPO法人おたるＡｔｏＺ 北海道 保健・医療・福祉 3

アジア子ども基金 兵庫県 国際協力 5

第 73 回リユース PC 寄贈プログラム（2014.2）

団体名 所在地 27 件 96 台

NPO法人おどろ木ネットワーク 青森県 社会教育の推進 1

NPO法人フェロージョブステーション 愛媛県 保健・医療・福祉 3

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会 栃木県 まちづくり 5

NPO法人子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人ジャンプ 沖縄県 保健・医療・福祉 4

NPO法人わたげ 東京都 保健・医療・福祉 4
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NPO法人こころ 静岡県 保健・医療・福祉 3

みはらスイミー 広島県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

社会福祉法人日本盲人会連合 東京都 保健・医療・福祉 3

NPO法人楽しいモグラクラブ 北海道 子どもの健全育成 3

Ｕ　Ｃａｆｅ　ＨｏｉＡｎ	ｐｒｏｊｅｃｔ 神奈川県 国際協力 1

NPO法人ハイテンション 神奈川県 保健・医療・福祉 6

NPO法人近畿環境市民活動相互支援センター 大阪府 NPOなどの活動支援 1

NPO法人ＩＣＡＳ（アイカス）国際都市仙台を支える市民の会 宮城県 国際協力 1

フリースクールほっとハウス 京都府 子どもの健全育成 2

NPO法人グローバルヒューマン 岩手県 災害救援 1

旧岡崎家能舞台を生かす会 北海道 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人福祉ワーカーズ泉ヶ丘ホープ 大阪府 保健・医療・福祉 6

地域貢献ボランティア集団リージョナル・チキンズ 沖縄県 子どもの健全育成 1

公益財団法人日本国際交流センター 東京都 国際協力 20

NPO法人まきばフリースクール 宮城県 子どもの健全育成 5

NPO法人多摩子ども劇場 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 2

ユースコミュニティー 東京都 子どもの健全育成 10

一般社団法人三陸ひとつなぎ自然学校 岩手県 まちづくり 2

豊中池田おやこ劇場 大阪府 子どもの健全育成 2

NPO法人ＩＲＣジャパン 愛知県 保健・医療・福祉 1

NPO法人燦然会 大阪府 保健・医療・福祉 5

第 74 回リユース PC 寄贈プログラム（2014.4）

団体名 所在地 32 件 141 台

社会福祉法人王慈福祉会 岡山県 保健・医療・福祉 10

公益社団法人日本オストミー協会京都府支部 京都府 NPOなどの活動支援 4

NPO法人ゆう・さぽーと 京都府 保健・医療・福祉 1

NPO法人ピッキオ 長野県 環境の保全 3

高知うろこ（鱗）の会 高知県 消費者の保護 5

NPO法人こどもステーション山口 山口県 子どもの健全育成 1

NPO法人地域活動センター PCNET 北海道 保健・医療・福祉 10

NPO法人真ごころ 千葉県 保健・医療・福祉 2

NPO法人暮らしネット・えん 埼玉県 保健・医療・福祉 7

すみれパソコンサークル 東京都 保健・医療・福祉 10

かまくら子育て支援グループ懇談会 神奈川県 子どもの健全育成 1

NPO法人こころ 静岡県 保健・医療・福祉 2

社会福祉法人麦の里青い麦の家 神奈川県 保健・医療・福祉 3

NPO法人阿蘇きぼうの家 熊本県 保健・医療・福祉 8

社会福祉法人さんかく広場 高知県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

紀の会 京都府 保健・医療・福祉 1

NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク 栃木県 まちづくり 4

京都北部盲ろう者たんぽぽの会 京都府 保健・医療・福祉 5

NPO法人ひこうせん 福岡県 職業能力・雇用開発 7

高知市民サポーター「はすのは」 高知県 消費者の保護 2

NPO法人カモミール 千葉県 保健・医療・福祉 3
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リユース PC 寄贈団体一覧 2
NPO法人大分県近現代資料調査センター 大分県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

NPO法人びぃあらいぶ 広島県 保健・医療・福祉 5

社会福祉法人つくしの会ジョブスタジオノーム 石川県 保健・医療・福祉 10

NPO法人震災から命を守る会 和歌山県 地域安全 1

NPO法人ブロッサム 京都府 職業能力・雇用開発 2

NPO法人きらっと 大阪府 保健・医療・福祉 2

NPO法人職業能力開発支援機構 東京都 職業能力・雇用開発 10

長岡地域若者サポートステーション 新潟県 職業能力・雇用開発 10

NPO法人てとりん 愛知県 保健・医療・福祉 2

みずほたすけ愛ネット 愛知県 まちづくり 2

NPO法人棚田ＬＯＶＥＲ’ ｓ 兵庫県 農山漁村 2

第 75 回リユース PC 寄贈プログラム (2014.6)

団体名 所在地 45 件 158 台

NPO法人よのなか塾 京都府 子どもの健全育成 3

社会福祉法人南三陸町社会福祉協議会 宮城県 保健・医療・福祉 10

NPO法人むう　こすもす 東京都 保健・医療・福祉 7

かながわ避難者とあゆむ会 神奈川県 災害救援 3

NPO法人横浜移動サービス協議会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

長野県要約筆記連絡会 長野県 保健・医療・福祉 3

ひだまりの会 石川県 人権・平和 2

NPO法人ＷＥＬ’ Ｓ新木場 東京都 職業能力・雇用開発 6

NPO法人ウィメンズアイ 宮城県 男女共同参画社会 1

石巻市立北上小学校 宮城県 情報化社会 2

滋賀県中途失聴難聴者協会 滋賀県 保健・医療・福祉 4

NPO法人演劇実験室万有引力 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 6

NPO法人被災者応援愛知ボランティアセンター 愛知県 災害救援 2

NPO法人福祉ＮＰＯ支援ネット北海道 北海道 NPOなどの活動支援 1

要約筆記サークル「ひまわり」 北海道 保健・医療・福祉 10

ゆるボラの会 千葉県 保健・医療・福祉 1

NPO法人福聚会 栃木県 保健・医療・福祉 1

NPO法人東近江スポーツクラブ楽苦備 滋賀県 子どもの健全育成 4

NPO法人北河内ボランティアセンター 大阪府 保健・医療・福祉 1

NPO法人緑サポート八王子 東京都 環境の保全 1

NPO法人赤松館保存会 熊本県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人愛・ＬＯＶＥ・みらい 茨城県 保健・医療・福祉 5

パソコン要約筆記サークル「ふぃ〜る」 長野県 保健・医療・福祉 1

社会福祉法人王慈福祉会 岡山県 保健・医療・福祉 10

ぱそっ娘 東京都 情報化社会 5

NPO法人コロンブスアカデミー 神奈川県 子どもの健全育成 10

NPO法人ほっと 福島県 保健・医療・福祉 2

NPO法人たからじま 静岡県 保健・医療・福祉 2

NPO法人はちきた SC 東京都 まちづくり 2

社会福祉法人小高坂更生センター 高知県 保健・医療・福祉 4

フリースペース茜 神奈川県 子どもの健全育成 3
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NPO法人きのくに子どもＮＰＯ 和歌山県 子どもの健全育成 2

札幌ねこくらぶ 北海道 まちづくり 2

一般社団法人シャローム福祉会 福島県 保健・医療・福祉 8

NPO法人ケーネット知楽市 石川県 保健・医療・福祉 1

一般社団法人虹色 大分県 保健・医療・福祉 10

NPO法人メドゥサン・デュ・モンド　ジャポン 東京都 保健・医療・福祉 3

百姓倶楽部 北海道 農山漁村 1

一般社団法人ファイブアローズ 沖縄県 まちづくり 3

NPO法人つくばフットボールクラブ 茨城県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人子どもの村福岡 福岡県 保健・医療・福祉 3

NPO法人０- ９９おかやまおしえてネット 岡山県 子どもの健全育成 4

おきつも名張劇場 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

版画フォーラム 埼玉県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人四日市ウエルネスクラブ 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

第 76 回リユース PC 寄贈プログラム (2014.8)

団体名 所在地 46 件 165 台

NPO法人レキオウィングス 沖縄県 国際協力 2

NPO法人にいはま市民企画　ノポック 愛媛県 まちづくり 1

一般社団法人ペガサス 神奈川県 職業能力・雇用開発 5

NPO法人ハートイヤ 広島県 職業能力・雇用開発 1

NPO法人やまさくら 岡山県 保健・医療・福祉 3

社会福祉法人白浜コスモス福祉会 和歌山県 保健・医療・福祉 3

社会福祉法人元気の里とかち 北海道 保健・医療・福祉 5

西部安全ネット会 宮崎県 地域安全 2

子育てサロンあいあい 宮崎県 子どもの健全育成 2

NPO法人障害者自立センターつっかいぼう 岐阜県 保健・医療・福祉 2

NPO法人リンク 岡山県 保健・医療・福祉 7

幼い難民を考える会　あいち 愛知県 国際協力 4

NPO法人パソコン楽しみ隊 千葉県 社会教育の推進 4

NPO法人自立生活センター・昭島 東京都 保健・医療・福祉 3

NPO法人市民ホスピス・福岡 福岡県 社会教育の推進 1

NPO法人ふよう土２１００ 福島県 子どもの健全育成 6

NPO法人あおぞら会　あおぞら作業所 群馬県 保健・医療・福祉 3

オレンジカフェ　みやこんじょ 宮崎県 保健・医療・福祉 2

NPO法人お仕事チーム 長野県 保健・医療・福祉 3

NPO法人あしたや共働企画 東京都 保健・医療・福祉 2

三重要約筆記サークル「津あみ〜ご」 三重県 保健・医療・福祉 2

犬山ＩＰＣクラブ 愛知県 社会教育の推進 3

NPO法人長生夷隅地域のくらしを支える会 千葉県 保健・医療・福祉 3

NPO法人くくのち 石川県 環境の保全 2

NPO法人真ごころ 千葉県 保健・医療・福祉 3

NPO法人あい・すまいる淀川高齢者・障害者自立支援センター 大阪府 保健・医療・福祉 5

NPO法人チ－ム・スピリット 大阪府 地域安全 1

NPO法人市民福祉団体全国協議会 東京都 NPOなどの活動支援 4
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NPO法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｄｒｅａｍ　Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ 神奈川県 職業能力・雇用開発 5

NPO法人子ども・若もの支援ネットワークおおさか 大阪府 保健・医療・福祉 4

NPO法人ＮＡＴＵＲＡＳ 北海道 子どもの健全育成 2

NPO法人１６歳の仕事塾 東京都 子どもの健全育成 6

NPO法人教育サポートセンターNIRE 東京都 子どもの健全育成 4

社会福祉法人日本ヘレンケラー財団 大阪府 保健・医療・福祉 5

NPO法人スウィートスマイル 愛知県 子どもの健全育成 2

NPO法人すまみらい 兵庫県 職業能力・雇用開発 3

NPO法人盛岡ユースセンター 岩手県 子どもの健全育成 7

札幌西少年少女発明クラブ 北海道 子どもの健全育成 5

NPO法人Ｐｅａｃｅ　＆　Ｎａｔｕｒｅ 兵庫県 子どもの健全育成 3

NPO法人地域人材開発フォーラム 新潟県 職業能力・雇用開発 5

NPO法人ボランタリーネイバーズ 愛知県 NPOなどの活動支援 10

NPO法人からし種 愛知県 保健・医療・福祉 3

NPO法人あおば福祉会リブレ 東京都 保健・医療・福祉 8

NPO法人ハートオブマインド 福井県 職業能力・雇用開発 6

ユースみやっこベース 岩手県 子どもの健全育成 2

NPO法人まねきねこ 愛知県 子どもの健全育成 1

リユース PC 寄贈団体一覧 3
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2013 年度地域版リユース PC 寄贈団体

第 8 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.8）

団体名 所在地 30 件 37 台

さむかわｃｏｍ 神奈川県 情報化社会 2

湘南アマデウス合唱団 神奈川県 文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人青少年サポート協会 神奈川県 子どもの健全育成 2

NPO法人ＷＥ 21 ジャパン藤沢 神奈川県 環境保全 1

ＳＴＥＰ	ＵＰ	学習会 神奈川県 子どもの健全育成 2

NPO法人女わざ 神奈川県 文化・芸術・スポーツ 1

茅ヶ崎市視覚障害者福祉協会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

アンドーバンド 神奈川県 文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人あいむ湘南 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ウェルフェアポート湘南 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人小田原市生涯学習推進員の会 神奈川県 社会教育の推進 1

キャンパスおだわら人材バンク実行委員会 神奈川県 社会教育の推進 1

九期会パソコン教室 神奈川県 NPOなどの活動支援 1

富水地区まちづくり委員会 神奈川県 まちづくり 1

おだわら・九条の会 神奈川県 人権・平和 1

一般社団法人やまと災害ボランティアネットワーク 神奈川県 災害救援 1

NPO法人大和市腎友会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人たんぽぽ 神奈川県 保健・医療・福祉 2

座間市視聴覚教育研究協議会 神奈川県 社会教育の推進 1

NPO法人宝島 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人きづき 神奈川県 保健・医療・福祉 2

不登校・ひきこもり居場所「あすなろ」 神奈川県 子どもの健全育成 1

ペットキャップリサイクル湘南 神奈川県 環境保全 1

神奈川県傾聴赤十字奉仕団　平塚分団 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ひらつかエネルギーカフェ 神奈川県 環境保全 1

湘南の美術を学ぶ会 神奈川県 文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人湘南ＮＰＯサポートセンター 神奈川県 NPOなどの活動支援 1

ごみを活かす会 神奈川県 環境保全 1

NPO法人ぜんしん 神奈川県 子どもの健全育成 1

平塚市肢体障害者福祉協会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

第 5 回広島イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.9）

団体名 所在地 21 件 29 台

NPO法人フリースクール・グロービー 広島県 社会教育 2

NPO法人青竜スポーツクラブ 広島県 子どもの健全育成 1

NPO法人ひろしま女性ＮＰＯセンター未来 広島県 保健・医療・福祉 2

庄原市山内自治振興区 広島県 農村漁村 1

NPO法人安芸高田市国際交流協会 広島県 国際協力 1

NPO法人ＳＰＩＣＡ 広島県 社会教育 2

NPO法人森のおさるさん 広島県 保健・医療・福祉 1

地域型リユース PC 寄贈団体一覧 1
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庄原市上高自治振興区 広島県 まちづくり 1

NPO法人中国帰国者・広島友好会 広島県 人権・平和 1

NPO法人びんご聴覚障害者福祉協会 広島県 保健・医療・福祉 1

NPO法人百華倶楽部 広島県 社会教育 1

NPO法人心の絆ネットワーク 広島県 まちづくり 1

NPO法人ポラーノ 広島県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人広島シューレ 広島県 まちづくり 3

NPO法人とんからり三次 広島県 保健・医療・福祉 2

NPO法人自然環境ネットワークＳＡＲＥＮ 広島県 環境保全 1

NPO法人陽だまり 広島県 保健・医療・福祉 2

NPO法人みわスポーツクラブ 広島県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人上殿未来会議 広島県 農村漁村 1

NPO法人地球緑化支援グループ 広島県 環境保全 1

NPO法人アフリカの希望 広島県 国際協力 1

東京すみだ子どもイーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.10）

団体名 所在地 4 件 11 台

まじっく缶 東京都 子どもの健全育成 1

NPO法人ウォーターエイドジャパン 東京都 国際協力 3

NPO法人コドモ・ワカモノまちｉｎｇ 東京都 子どもの健全育成 5

NPO法人全国精神障害者団体連合会 東京都 保健・医療・福祉 2

東京・千葉・埼玉イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.11）

団体名 所在地 17 件 62 台

社団法人東京都聴覚障害者連盟　東京聴覚障害者自立支援センター 東京都 職業能力・雇用開発 8

NPO法人なゆた 千葉県 保健・医療・福祉 3

NPO法人多文化共生センター東京 東京都 子どもの健全育成 1

NPO法人ＳＣＯＲＥ 埼玉県 子どもの健全育成 3

NPO法人エイブル・アート・ジャパン 東京都 保健・医療・福祉 2

NPO法人聴覚障害教育支援大塚クラブ 東京都 保健・医療・福祉 5

練馬 176 地域ＩＴリーダーの会 東京都 情報化社会 9

にこにこママの会 東京都 子どもの健全育成 1

NPO法人教育サポートセンターＮＩＲＥ 東京都 子どもの健全育成 6

NPO法人東京多摩リハビリ・ネット 東京都 保健・医療・福祉 2

NPO法人全国不登校新聞社 東京都 子どもの健全育成 3

NPO法人インターメディカル 埼玉県 保健・医療・福祉 10

NPO法人フリースクール全国ネットワーク 東京都 社会教育の推進 2

NPO法人こどもユニットＷａｋａｂａ 千葉県 子どもの健全育成 2

NPO法人越谷らるご 埼玉県 子どもの健全育成 3

NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク 東京都 社会教育の推進 1

NPO法人プレーパークせたがや 東京都 子どもの健全育成 1
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地域型リユース PC 寄贈団体一覧 2
第 5 回岡山イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.11）

団体名 所在地 15 件 30 台

NPO法人あおぞら会 岡山県 保健・医療・福祉 3

NPO法人リンク 岡山県 保健・医療・福祉 2

フードバンク岡山 岡山県 社会教育 1

よりはぐプロジェクト 岡山県 子どもの健全育成 2

ももっこクラブ 岡山県 子どもの健全育成 2

美甘特産品作り研究会 岡山県 まちづくり 1

NPO法人市民活動センターまにわ 岡山県 NPOなどの活動支援 3

NPO法人みる・あそぶ・そだつ津山子ども広場 岡山県 子どもの健全育成 2

一般財団法人みんなでつくる財団おかやま 岡山県 まちづくり 2

岡山県青年団協議会 岡山県 子どもの健全育成 2

読み聞かせボランティア　おひさま文庫 岡山県 子どもの健全育成 2

中央くすの木クラブ 岡山県 子どもの健全育成 3

NPO法人岡山市子どもセンター 岡山県 子どもの健全育成 3

NPO法人文化☆体験ネット西大寺子ども劇場 岡山県 子どもの健全育成 1

NPO法人子ども劇場岡山県センター 岡山県 こどもの健全育成 1

第 2 回名古屋イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2013.11）

団体名 所在地 26 件 37 台

一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 愛知県 保健・医療・福祉 3

オヴァ・ママの会 愛知県 国際協力 1

Ｍｏｍｓｔａｒｔ　Ｃｌｕｂ 愛知県 男女共同参画社会 1

NPO法人アダージョちくさ 愛知県 保健・医療・福祉 3

NPO法人子育てなごや 愛知県 子どもの健全育成 1

名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク 愛知県 災害救援 1

NPO法人学習障害児・者の教育と自立保障をすすめる会　見晴台学園 愛知県 子どもの健全育成 2

幼い難民を考える会　あいち 愛知県 国際協力 1

NPO法人アスクネット 愛知県 子どもの健全育成 2

NPO法人全国こども福祉センター 愛知県 子どもの健全育成 1

NPO法人すけっとファミリー 愛知県 保健・医療・福祉 2

NPO法人協育ＮＰＯ　母里ん子 愛知県 子どもの健全育成 1

八事発ママ主催子育て応援グループにじいろ 愛知県 子どもの健全育成 1

NPO法人セーブアフガンチルドレンの会 愛知県 国際協力 1

NPO法人 PCマスターズ 愛知県 情報化社会 1

NPO法人ブックサポートＯＮＥ 愛知県 子どもの健全育成 1

マハリカミッション 愛知県 国際協力 2

NPO法人揚輝荘の会 愛知県 まちづくり 2

社会福祉法人中央有鄰学院 愛知県 子どもの健全育成 1

愛知発達障害協会HOPE 愛知県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ポパイ 愛知県 保健・医療・福祉 2

NPO法人アーチしばた 愛知県 保健・医療・福祉 1

NPO法人あったかハウス 愛知県 子どもの健全育成 1

NPO法人スバ・ランカ協会 愛知県 国際協力 1
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ハーレーサンタ	ＣＬＵＢ	ＮＡＧＯＹＡ 愛知県 子どもの健全育成 1

NPO法人チャリンコ活用推進研究会 愛知県 まちづくり 2

第 10 回三重イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.1）

団体名 所在地 19 件 35 台

伊勢市ひばり朗読奉仕会 三重県 保健・医療・福祉 5

NPO法人もらと 三重県 保健・医療・福祉 1

ホームページサークル 三重県 情報化社会 1

PC サークルレインボウ 三重県 社会教育 2

伊勢文化サークル 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

一般財団法人ささえあいのまち創造基金 三重県 NPOなどの活動支援 2

高尾住民自治協議会 三重県 まちづくり 2

名張古寫眞調査保存研究会 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

機殿まちづくり協議会 三重県 まちづくり 2

松阪南勢テニス協会 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人ＣＴＦ松阪 三重県 健康・医療・福祉 3

朝見まちづくり協議会 三重県 まちづくり 1

祓川蛍の里を守る会 三重県 農山漁村 1

NPO法人三重ドリームクラブ 三重県 まちづくり 1

鞆田自治会協議会 三重県 まちづくり 2

傾聴同好会 三重県 保健・医療・福祉 1

神前地区同和教育推進協議会 三重県 人権・平和 2

NPO法人子どもアイデア楽工 三重県 子どもの健全育成 2

日永郷土史研究会 三重県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

第 9 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.2）

団体名 所在地 24 件 36 台

相続・遺言研究会 神奈川県 消費者の保護 2

サーフ 90 藤沢ライフセービングクラブ 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人ＷＥ 21 ジャパン藤沢 神奈川県 環境の保全 1

藤沢市肢体障害者協会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人スポーツエンターテイメント 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

アイリス湘南 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO 法人パーソナルサービスセンター	トムトム 神奈川県 保健・医療・福祉 2

茅ヶ崎録音奉仕会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

ちがぼ〜（茅ヶ崎に冒険あそび場をつくろう会） 神奈川県 子どもの健全育成 1

NPO法人フューチャー 神奈川県 保健・医療・福祉 2

酒匂川ネットワーク会議（ＳＮＫ） 神奈川県 まちづくり 1

エコパートナーズおもちゃ病院 神奈川県 子どもの健全育成 1

九期会 神奈川県 まちづくり 2

西湘友の会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人小田原市生涯学習推進員の会 神奈川県 社会教育 1

大和市録音奉仕会 神奈川県 保健・医療・福祉 2
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地域型リユース PC 寄贈団体一覧 3
ピアチェーレ 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

オカリナ・ピーポの会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

ざま市民活動応援広場 神奈川県 NPOなどの活動支援 2

NPO法人かながわ視覚障害者支援協会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

平塚市肢体障害者福祉協会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

寸劇いまいち一座 神奈川県 まちづくり 2

長峰の森管理委員会 神奈川県 環境の保全 1

あやせ児童作品展実行委員会 神奈川県 子どもの健全育成 2

東芝社内ボランティア第 5 回イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.2）

団体名 所在地 12 件 20 台

カガクの粒 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

NPO法人スポーツＷｅｌｆａｒｅぎふ 岐車県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

ボーイスカウ卜相模原第五団 神奈川県 子どもの健全育成 2

自主学童保育小田中ホールわいわいクラブ 神奈川県 子どもの健全育成 1

横浜市地球温暖化対策推進協議会 神奈川県 環境の保全 2

星美ホーム学習ボランティア 東京都 社会教育 3

子育ち広場∴ドロップイン 三重県 子どもの健全育成 1

NPO法人笑顔プロジェクト 東京都 保健・医療・福祉 1

横浜市青少年指導員連絡協議会 神奈川県 子どもの健全育成 2

NPO法人ローラースポーツ連盟 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 1

埼玉県スケート連盟フィギュア部 埼玉県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

藤沢市科学少年団 神奈川県 子どもの健全育成 1

第 10 回愛媛イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.2）

団体名 所在地 14 件 27 台

楽々パソちゃん 愛媛県 NPOなどの活動支援 4

点訳グループうわじま 愛媛県 保健・医療・福祉 2

かりとりもさくの会 愛媛県 まちづくり 3

NPO法人ひだまり工房 愛媛県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ノーマライゼーションサポートおおず 愛媛県 保健・医療・福祉 2

点訳ボランティアサークルひとみ 愛媛県 子どもの健全育成 2

虹の会 愛媛県 保健・医療・福祉 1

NPO法人歩 愛媛県 まちづくり 1

家族支援・自立活動グループリトルウイング 愛媛県 保健・医療・福祉 4

パソコン交流倶楽部 愛媛県 情報化社会 2

スマイル 愛媛県 保健・医療・福祉 1

トトロ .J クラブ 愛媛県 保健・医療・福祉 1

大洲市特別支援教育事例研究会 愛媛県 子どもの健全育成 1

おやこ劇場 愛媛県 学術・文化・芸術・スポーツ 1
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吉野ゼミイーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.4）

団体名 所在地 1 件 5 台

NPO法人ふぉーらいふ 兵庫県 子どもの健全育成 5

第 1 回鳥取イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.5）

団体名 所在地 22 件 37 台

NPO法人伯耆みらい 鳥取県 保健・医療・福祉 1

NPO法人日本ータイ王国メガネボランティアグループ 鳥取県 国際協力 1

NPO法人未来 鳥取県 まちづくり 3

NPO法人とっとり観光ガイドセンター 鳥取県 観光振興 1

NPO法人まちづくりネット 鳥取県 社会教育 2

NPO法人コミュニティネット山陰 鳥取県 子どもの健全育成 2

NPO法人四つ葉 鳥取県 子どもの健全育成 1

NPO法人５０ｐｌｕｓライフ 鳥取県 社会教育 1

NPO法人倉吉鴨水館 鳥取県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

ムジークテアター・ＴＯＴＴＯＲＩ 鳥取県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人賀露おやじの会 鳥取県 環境保全 2

NPO法人サークル 鳥取県 保健・医療・福祉 1

NPO法人美保湾ヨットクラブ 鳥取県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人サポートイルカ 鳥取県 保健・医療・福祉 3

NPO法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取 鳥取県 子どもの健全育成 1

NPO法人鳥取県木村式自然栽培実行委員会 鳥取県 農村漁村 1

NPO法人えがおサポートＬｅａｆ＆ＣＨＵＣＨＵ 鳥取県 子どもの健全育成 2

NPO法人こども未来ネットワーク 鳥取県 子どもの健全育成 1

水のたね 鳥取県 観光振興 1

NPO法人地域福祉ネット 鳥取県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ハーモニーカレッジ 鳥取県 社会教育 3

NPO法人鳥取青少年ピアサポート 鳥取県 保健・医療・福祉 3
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※写真とメッセージの掲載には各団体様より承諾を頂いております。

笑顔のメッセージ　パソコン編

根っこ
野菜を栽培していて困った時や疑問に思った時、インターネットで調べ

て参考にしています。回答がすぐわかり、助かります。これからも、野

菜栽培の充実や、休憩時間の話題作りなどを目的として、インターネッ

トを活用していきたいと思っています。また、関係団体とのメール交信

を通して、情報の交換にも活用していきたいと思っています。

福祉ワーカーズ泉ヶ丘ホープ
WindowsXP のサポート期限切れを迎えて、今後どうしようかと悩んで

いましたが、おかげさまで、古い機種から更新して、よい動作環境の中

で作業・仕事ができるようになりました。ありがとうございます！

恭和会
この度は、パソコンをご寄贈戴きありがとうございました。戴いた２台

のパソコンはそれぞれ、当施設のデイサービスで使用致しております。

デイサービス専用のパソコンと言うことで、書類業務がスムーズに行え

ております。パソコンの処理能力も早く、以前よりも短期間での残業が

可能になりました。今後とも、よろしくお願い致します。

いいづか人材育成グループ『ユリシス』
いただいた PC はメンバーへの情報提供紙の作成、グループの

Facebook 等の管理、パワーポイントを活用した外部への活動報告、各

種報告書の作成や会計管理、助成金の申請等の作成に活用します。早速

メンバー同士の交流会でも活用させていただきました。

日本盲人会連合
これまでウインドウズＸＰのパソコンが多く、なかなか移行が進みませ

んでしたので大変助かりました。頂いたパソコンはパソコン点訳や一般

書類作成等に大切に活用させて頂きます。

岡  山 障害者

福  岡 子ども

岡  山 高齢者

大  阪 高齢者

東  京 障害者
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棚田 LOVER’ s
これまで PC は 1 台しかなかったのですが、寄贈して頂いた PC のおか

げで 3箇所ある活動拠点にそれぞれの PCを設置し、活動がより効果的

にできるようになります。個人がノート PC を持参していたのですが、

今後は 1人ひとりの負担が減り、データのやり取りも時間を短縮でき

るので、棚田保全や活動の活性化に向けてより努力していきます。

ピッキオ
私たちは、長野県軽井沢町でツキノワグマ対策の活動を行なっています。

いただいたパソコンで、これまでに蓄積してきたデータを分析し、人と

クマが共存できる町を目で見えるように表現できるようにがんばってい

きます。

多摩子ども劇場
私たちは多摩ニュータウンを基盤に、子ども・文化・地域をキーワード

に、子どもたちの手の届く身近なところで、日常的に文化活動が行われ

ることを目指して活動しています。今後も顔を合わせての情報交換や紙

媒体も大切にしながら、より効率良い事務処理とリアルタイムな情報発

信・情報交換を目指してしていきます。

とちぎユースサポーターズネットワーク
わたしたちは栃木県で地域と若者をつなぎ、若者の成長と地域の課題解

決／活性化をプロデュースしている団体です。	活動をすすめる中、ボ

ランティアスタッフやインターンの学生などが使用するパソコンがな

く、活動が滞る時もしばしば。今回ご寄付いただいた PC を活用して、

より活動を推進していきます。

大洲市特別支援教育事例研究会
年間 10 回、専門家を招いて、発達障害のある生徒や教育上支援や配慮

が必要な子どもや教師、保護者の相談の他、特別支援教育に関する情報

交換等を行っています。大洲市内の先生方や保護者の方の子育てのお手

伝いができたらと思い、私たちも研修に励んでいます。今回 PCを寄贈

していただき、今後新しい活動を計画しています。

東  京 子ども

栃  木 地 域

長  野 環  境

兵  庫 地 域

愛  媛 子ども
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※写真とメッセージの掲載には各団体様より承諾を頂いております。

にこにこママの会
私たちは、赤ちゃんが大好きなメンバーが集まり、楽しく子育てができ

るようにママたちを応援する地域のボランティアグループです。いただ

いたパソコンで、チラシや会報誌を作って、今まで以上に情報を発信し、

“つながろうね・mama-no-wa（ママの輪）” を地域に広げていきたいと

思います。

まじっく缶
PC を寄贈いただき、事務処理がスムーズにはこんでいます。また、こ

れから「マジックのワークショップ」などで、パワーポイントを使用し

て、寄贈いただいた PCをフル活用して、より一層活動をパワーアップ

していきたいと思います。ありがとうございました。

とんからり三次
今まで台数不足で個人所有のパソコンの使用をお願いしておりました。

お陰様で 2台のパソコンを供与いただき、団体専用として、個人情報

の管理に万全を期すとともに、情報収集、各種申請や手続き、経理等に

使用させていただきます。この度はありがとうございました。

文化☆体験ネット西大寺子ども劇場
子どもの文化支援活動を若いボランティアスタッフと一緒に頑張ってい

ます。体験活動、鑑賞活動のチラシ作りやソーシャルネット発信など活

動の幅を広げるために使わせていただきます。ありがとうございました。

神奈川県傾聴赤十字奉仕団　平塚分団
個人のデスクトップＰＣに頼っていたため、作った文書データ - が散逸

したりして、困っていました。ノート型ですので、定例会会場にも手軽

に持参でき、さらに活用範囲が広がります。会員名簿管理、研修会資料

作成、経理事務などと活用し、傾聴ボランティア活動に役立てていきた

いと思います。

神奈川 高齢者

広  島 高齢者

東  京 子ども

東  京 子ども

岡  山 子ども
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子どもアイデア楽工
この度は、素晴らしいパソコンをいただき、本当にありがとうございま

した！３月３０日子どもアイデア楽工（がっこう）多度西の開校に向け

て、ただいま全力投球で頑張っています！私たちのガッコウはソウゾウ

リョクを高める能動体験型子ども育成塾です。このパソコンを駆使して、

多くの学びに繋げていきたいと思います！

鳥取青少年ピアサポート
ひきこもりがちな方へのサポートと、地域のふれあいの場として、「誰

もが安心して、ともに働き、ともに暮らす」を目指しています。主に自

主事業のパンの生産・販売及びカフェ事業を展開していますが、利用し

ている PC が古くなってきたので、今回の寄贈は大変ありがたいです。

パンの生産・販売管理、また POP の作成等に利用させて頂きます。

埼玉県スケート連盟フィギュア部
リンクサイドで寄贈PCが活躍中です。フィギュアスケートの大会では、

得点計算・成績処理に複数の PC を使います。XP のサポート終了で買

い替えなければならなくなり、地方連盟ではその資金も悩ましい問題で

した。寄贈 PC を中心に、個人所有 PC も持ち寄り、協力して大会運営

にあたっています。

幼い難民を考える会　あいち
待望の PCをありがとうございます。私たちは、カンボジアの厳しい環

境にある子どもたちがおなかいっぱい食べて安全な場所で安心して遊べ

るよう支援をしています。そのため、本格的なホームページを構築して

その想いを訴え、支援をいただきたいと考えています。今まで会には

PCがなかったので、大切に使わせていただきます。

サーフ 90 藤沢ライフセービングクラブ
湘南の鵠沼西浜で水上バイク等を利用して海浜利用客の警備と救護をし

ている社会人のボランティア団体です。HP 更新、書類作成等に PC は

必需品です。しかし予算不足のため XPの後継機のW7の入手を検討し

ていた時に貴法人から提供していただき厚く御礼申し上げます。W7は

クラブのHPの更新や外部での講習会で効果的に使っていく所存です。

愛  知 国  際

三  重 子ども

神奈川 スポーツ

埼  玉 スポーツ

鳥  取 障害者
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カラーレーザープリンター寄贈プログラム

１）公募について
2004 年より、年 2回の割合で公募しております。2013 年度は、以下の日程で公募を行いました。

２）寄贈プリンターと寄贈台数
A3対応（株）リコー製オフィス用カラーレーザープリンターIPSiO	SP	C320を寄贈しました。こちらは、再生品です。

３）寄贈条件と選考基準
日本国内に主な事務所のある非営利団体であること、申請団体の非営利活動のみで使用すること、カラーレーザー
プリンターを非営利活動にて有効に使用できること、トナーや保守料金等の維持費が算出できることが予定があ
ること、半年後に活用報告書を提出すること、ランニングコストおよびメンテナンス費用を負担できることが条
件です。公募頂いた中から、社会的問題の解決や障害者支援などに、カラーレーザープリンターを有効に活用し
て下さる団体を優先的に選ばせて頂きました

４）リコーグループとの連携
リコージャパン様がプリンターのメンテナンスから寄贈団体までの搬送、そして保守など活用の相談にまでのっ
て下さり、株式会社リコー様 CSR 室がプログラム全体の調整をして下さるなど、本プログラムはリコーグルー
プ様の大きなバックアップによって支えられています。

５）寄贈団体

レーザープリンターはコストパフォーマンスがよく、きれいな出力結果を得ら
れます。きれいなチラシや資料などで活動を広げようとする団体、印刷物製作
で自立を目指す障害者施設等には最適です。
このプログラムは、リコージャパン株式会社様と株式会社リコー様ご協力によ
り、市民活動団体へカラーレーザープリンターを無償で寄贈するものです。

公募回数 公募期間 結果発表 寄贈完了月

第 20 回 2013 年 12 月 10 日〜 2014 年 1月 10 日 2014 年 2月 18 日 2014 年 5月

公募回数 寄贈プリンター 応募台数 寄贈台数

第 20 回 IPSiO	SP	C320 5 台 2 台

第 20 回カラーレーザプリンター寄贈プログラム（2014.5)

団体名 所在地 主な活動分野 寄贈台数

NPO法人道志・森づくりネットワーク 山梨県 環境保全 1

NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ 岩手県 まちづくり 1

合計 2台
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今までのカラーレーザプリンター寄贈プログラム実施概要（1 回～ 20 回）

実施回数（寄贈 決定月） 主な寄贈プリンター 応募件数 寄贈件数 寄贈台数
第 1回（2004 年 5月） IPSiO	Cx	7100 26 5 5
第 2 回（2004 年 7月） IPSiO	Cx	7200、IPSiO	Cx	8200 21 20 20
第 3 回（2005 年 8月） IPSiO	Cx	9000 13 10 10
第 4 回（2006 年 3月） IPSiO	Cx	9000 36 10 10
第 5 回（2006 年 7月） IPSiO	Cx	3000 21 10 10
第 6 回（2007 年 3月） IPSiO	Cx	8800 16 10 10
第 7 回（2007 年 8月） IPSiO	Cx	400 18 5 5
第 8 回（2008 年 2月） IPSiO	SP	C710 72 10 10
第 9 回（2008 年 8月） IPSiO	SP	C710 76 25 25
第 10 回（2009 年 2月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711 70 15 15
第 11 回（2009 年 8月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711 52 14 14
第 12 回（2010 年 2月） IPSiO	SP	C710 54 13 13
第 13 回（2010 年 9月） IPSiO	SP	C710,SIPSiO	SP	C220 46	 13	 13	
第 14 回（2011 年 2月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711 75	 15	 15	
第 15 回（2011 年 10 月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711、SP	C720、SP	C721 34 12	 12	
第 16 回（2012 年 6月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711 33 6	 6	
第 17 回（2012 年 11 月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711、IPSiO	SP	C720、IPSiO	SP	C721 35 6	 6	
第 18 回（2013 年 2月） IPSiO	SP	C710、IPSiO	SP	C711 19 3 3
第 19 回（2013 年 8月） IPSiO	SP	C720、IPSiO	SP	C721 17 2 2
第 20 回（2014 年 2月） IPSiO	SP	C320 5 2 2
合計　 739 件 206 件 206 台

道志・森づくりネットワーク
プリンタを寄贈頂きまして、本当にありがとうございました。スタッフ

一同、感謝しております。今年度から、新規事業等の立ち上げを検討し

ており、印刷物が増加する中、レーザープリンターの存在はとても助か

ります。大事に使わせて頂きます。

カシオペア連邦地域づくりサポーターズ
大変使い勝手の良いプリンターを寄贈していただき、ありがとうござい

ました。☆私たちは、岩手県北の４市町村から成るカシオペア連邦の地

域づくり活動を、十数年にわたりいろいろな面から支援している中間支

援団体です。☆チラシや資料等印刷物が多いので、大変役立っています。

☆今後も、自分たちの活動のため、また二戸地域の地域づくり団体の活

動のために大いに活用させていただきたいと思います。

笑顔のメッセージ　カラーレーザープリンター編
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98％の団体が活動が進展した

1) 寄贈先団体のデータ

2013 年 11 月、第 1 回〜 18 回までの寄贈先団体対象にアンケートを行いました。
全 202 団体のうち 94 団体からの回答を得られました。
98％もの団体から使用以前より活動が進展したと回答がありました。
カラーできれいに出力できることから、団体の事業にあう使用方法で、たくさ
んの印刷物を作成するのに役立っています。

NPO 法人日本国際ボランティアセンター

カラーレーザープリンターで A3サイズに印刷した後に、厚紙に貼り付け、ラミ

ネート加工します。これで丈夫で見やすいパネルを作成することができるので

す。言葉の通じないスタッフにも視覚で訴えるのに大変効果的です。

NPO 法人ノウハウ会

寄贈を受けたことにより、用紙代のみで押

えることができるようになったので、コス

トの削減に繋がりました。また、スピード

も格段に速くなり、時間も削減することが

できました。2007 年と 2011 年の計 2回の

寄贈を受け、現在も両方使用しています。

NPO 法人 ezorock

カラーレーザープリンターの寄贈を受けてからは、カラフルで「かっこいい」

チラシを作れるようになりました。会員募集のチラシにおいても以前より目に

留まりやすくなり、手にとってくれる人が増えました。そして、実際に会員数

も増加しました。

寄贈台数１〜４台

寄贈台数５〜９台

寄贈台数 10 〜 29 台

寄贈台数 30 台以上

カラーレーザープリンター寄贈先アンケート

図 1　カラーレーザープリンター寄贈先都道府県
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カラーレーザープリンター寄贈プログラムは、2004 年よりリコージャパン様とリコー様のご支援の下、スター

トしました。そして、2014 年 2月に第 20 回目を迎え、計 206 団体にのカラーレーザープリンターを寄贈してま

いりました。

第 20 回寄贈プログラムを終えた段階での寄贈先都道府県は、図 1のとおりです。群馬県、鳥取県、香川県、長崎県、

熊本県を除く、42 都道府県の団体へ寄贈が行われています。継続した寄贈プログラムにより、全国各地の団体の

もとへ寄贈が実現しています。図 2，3は、寄贈先団体の団体種別と活動分野別にまとめたグラフです。図 2の

団体種別のグラフを見ると、NPO法人が全体の 8割を占めています。また、活動分野においては、全体の 3割以

上はが保健・医療・福祉の増進に関する活動を行っている団体です。

94 団体

NPO法人　82％

社会福祉・財団

・社団法人　11％

その他 1％

任意団体

　6％

図 2　団体種別

2) プリンターの現在の使用状況
現在のプリンター使用状況は、アンケート回答団体のう

ち、約 4割の団体が現在も問題なく使用できており、2

割の団体は問題がありながらも修理や保守を受けながら

現在も使用していると回答しています。しかし、それ以

外の約4割の団体は、故障や買い替えにより未使用になっ

てしまっています。第2回寄贈プログラム (2004年 7月 )

のカラーレーザープリンターを今でも使用している団体

もいます。

問題なく使用

　39％

問題があるが現在も使用　23％

故障により未使用

　24％

買い替えにより未使用

　　　　　　9％

不明により未使用　5%

94 団体

図 4　使用状況

図 3　活動分野別

94 団体

保健・医療・福祉　35％

NPO支援　12％

国際協力　12％

子ども　10％

まちづくり　7％

環境　5％

情報化社会　4%

職業能力開発・雇用機会拡充　3%

社会教育　3%

災害支援　3%

学術・文化・芸術・スポーツ

　　　　　　　3%

地域安全　1%
人権擁護・平和推進　1%
その他　1%
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周辺機器他寄贈プログラム

日々情報技術は進化し、より効率的に活動を行う為には新しい機器が必要とな
ります。また、ちょっとした事務用品も、市民活動団体にはとっては助かりま
す。イーパーツではそんな「あれば便利なモノ」も寄贈しています。

１）複合機寄贈プログラム
非営利団体にとって情報伝達の手段として、年齢層の広さもあり、パソコンの普及などが万全ではありません。

複合機は FAX として使用できるため多くの団体から必要とされています。また広報としても FAX を使われて

います。複合機のコピーの機能は、数枚のためにコンビニへ行っていた団体も多く、事務の軽減にも繋がります。

2013 年度実施記録 寄贈品 寄贈団体数

第 7回複合機寄贈プログラム

2013/7/23 〜 2013/9/8

ブラザー製：合計 60 台

モノクロレーザープリンター																												3 台

モノクロレザー複合機																																									2 台

A3 対応インクジェット複合機																										3 台

インクジェット複合機																																								52 台

46 団体

第 8回複合機寄贈プログラム

2014/2/	1		〜	2014/2/10

ブラザー製：合計 89 台

A3 両面対応インクジェット複合機																		7 台

インクジェット複合機																																								52 台

ピータッチラベルライター＆テープセット 24 台

ピータッチラベルライター																																	6 台

65 団体 燦然会
利用者及びその家族との連絡や関係各所との

連絡に利用させていただきます。

第 7 回複合機寄贈プログラム

団体名 都道府県 活動目的 寄贈品 ( 台数 )

NPO法人しごとのみらい 新潟県 職業能力の開発支援 A3対応インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ＩＷＣ国際市民の会 東京都 子どもの健全育成 A3対応インクジェット複合機 (1)

NPO 法人京都龍馬会 京都府 学術・文化・芸術・スポーツ A3対応インクジェット複合機 (1)

NPO 法人沖縄青少年自立援助センター　ちゅらゆい 沖縄県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人沖縄県脊髄損傷者協会 沖縄県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

一般社団法人地域サポーターダンクの会 栃木県 職業能力の開発支援 インクジェット複合機 (2)

パソコンボランティアＷｉｎｇ 大阪府 情報化社会の発展 モノクロレザー複合機 (1)

NPO 法人アカツキ 福岡県 NPOなどの活動支援 モノクロレーザープリンター (1)

みえ市民活動ボランティアセンター 三重県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (1), インクジェット複合機 (1)

ひらつか市民活動センター 神奈川県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (4)

NPO 法人助けあいグループりぼん 京都府 地域安全 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人びんご聴覚障害者福祉協会 広島県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人地球緑化支援グループ 広島県 環境の保全 インクジェット複合機 (1)
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NPO法人安芸高田市国際交流協会 広島県 国際協力 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人アフリカの希望 広島県 国際協力 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人岡山マインド「こころ」 岡山県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人愛媛県肢体不自由児・者父母の会連合会 愛媛県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

湘南の美術を学ぶ会 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ モノクロレーザープリンター (1), インクジェット複合機 (1)

社会福祉法人児童養護施設まつば園 東京都 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (3)

佐賀ＤＡＲＣ 佐賀県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

旭川パソコン友の会 北海道 学術・文化・芸術・スポーツ モノクロレーザープリンター (1)

NPO 法人輪 大阪府 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (2)

一般社団法人鎌倉ラグビースクール 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (3)

NPO 法人観照ボランティア協会 東京都 環境の保全 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人生きる生きる 静岡県 子どもの健全育成 モノクロレーザープリンター (1)

NPO法人女性と子ども支援センター　ウィメンズネット・こうべ 兵庫県 男女共同参画の促進 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人アート・ビーンズ・ファクトリー 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (1)

草木谷を守る会 秋田県 環境の保全 モノクロレーザープリンター (1), インクジェット複合機 (1)

NPO 法人長野サマライズ・センター 長野県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人たまプラーザ学童保育の会 神奈川県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

社会福祉法人くるみ 岡山県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人養生の郷 鳥取県 まちづくりの推進 インクジェット複合機 (1)

ＮＴＴ豊明いづみの会 愛知県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ノウハウ会 大阪府 社会教育の推進 インクジェット複合機 (1)

Ｅｉｎｃｅ	子供応援隊 愛媛県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

洋光台ふれあい広場　えんがわ 神奈川県 まちづくりの推進 インクジェット複合機 (1)

一般社団法人やまと災害ボランティアネットワーク 神奈川県 災害救援 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人すけっと・まきのはら 静岡県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ブリッジ	エーシア	ジャパン 東京都 国際協力 インクジェット複合機 (1)

平塚市肢体障害者福祉協会 神奈川県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人小田原市生涯学習推進員の会 神奈川県 社会教育の推進 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人にこにこの会 東京都 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会 北海道 農山漁村 インクジェット複合機 (1)

北九州市消費者学級ネットワーク会議 福岡県 消費者の保護 インクジェット複合機 (1)

熊野レストレーション 三重県 農山漁村 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ドッグイヤー 三重県 まちづくりの推進 モノクロレザー複合機(1),インクジェット複合機(2)

第 8 回複合機寄贈プログラム

団体名 都道府県 活動内容 寄贈品 ( 台数 )

NPO法人福祉ワーカーズ泉ヶ丘ホープ 大阪府 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (3)

NPO 法人こどもコミュニティケア 兵庫県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190MB テープセット (1)

NPO 法人ＣＨＩＬＤＲＥＮ’ Ｓ	ＤＲＥＡＭ’ Ｓ 東京都 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

高知うろこ（鱗）の会 高知県 消費者の保護 インクジェット複合機 (1)

オープンスペースきゃっち 愛媛県 保健・医療・福祉 A3両面対応インクジェット複合機	(1)

NPO 法人燦然会 大阪府 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人いこい 群馬県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ＮＰＯかんなびの丘 大阪府 人権・平和 A3両面対応インクジェット複合機	(1)
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暮らしのサポートセンター・久住「りんどう」 大分県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人生態工房 東京都 環境の保全 インクジェット複合機 (1)

モチモチの森 千葉県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

暮らしのサポートセンター・直入「ゆのはな」 大分県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ボラみみより情報局 愛知県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190SL テープセット (1)

NPO 法人リベルテ 長野県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190MB テープセット (1)

NPO 法人ＮＡＫＥＤ	ＨＥＡＲＴ	ＳＰＯＲＴＳ 埼玉県 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (3)

幼い難民を考える会	あいち 愛知県 国際協力 インクジェット複合機 (1)

ＹＹパソコン塾 三重県 情報化社会 インクジェット複合機 (1)

八事発ママ主催子育て応援グループにじいろ 愛知県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190MB テープセット (1)

ＮＴＴ豊明いづみの会 愛知県 保健・医療・福祉 ピータッチ 190PO テープセット (1)

NPO 法人ウォーターエイドジャパン 東京都 国際協力 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人スマイル・ちわ 岡山県 農山漁村 ピータッチ 190KB テープセット (1)

社会福祉法人王慈福祉会 岡山県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (3)

NPO 法人あったかハウス 愛知県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ＦＵＫＵＳＨＩＭＡいのちの水 福島県 災害救援 ピータッチ 190KB テープセット (1)

まじっく缶 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ A3両面対応インクジェット複合機	(1)

上越音声訳マザーテープの会 新潟県 情報化社会 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人ＳＰＩＣＡ 広島県 社会教育 インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190KB テープセット (1)

Eince 子供応援隊 愛媛県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ＳＣＯＲＥ 埼玉県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人臨床心理オフィスＢｅサポート 静岡県 保健・医療・福祉 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人根っこ 岡山県 保健・医療・福祉 A3両面対応インクジェット複合機	(1)

NPO 法人いせコンビニネット 三重県 まちづくり インクジェット複合機 (1), ピータッチ 190PO テープセット (1)

NPO 法人自然育児友の会 東京都 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人つなぎレンガ座 佐賀県 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (1)

NPO 法人市民農業の会 静岡県 農山漁村 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人北九州市難聴者・中途失聴者協会 福岡県 保健・医療・福祉 ピータッチ 190SL テープセット (1)

公益社団法人日本オストミー協会奈良県支部 奈良県 保健・医療・福祉 A3両面対応インクジェット複合機	(1)

NPO 法人ホザナ・ハウス 兵庫県 子どもの健全育成 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人フェロージョブステーション 愛媛県 保健・医療・福祉 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人発達支援センター御殿場教室 静岡県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

よりはぐプロジェクト 岡山県 災害救援 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人ふじさわ団塊塾 神奈川県 社会教育 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人シニアライフセラピー研究所 神奈川県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

CSO 市民活動センターようこそ 佐賀県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人広島シューレ 広島県 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (3)

NPO 法人やんばる花街道観光協会 沖縄県 観光の振興 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人ＮＯＷ 大阪府 子どもの健全育成 ピータッチラベルライター (1)

NPO 法人Ｍ＆Ｐ 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ インクジェット複合機 (1)

高知あいあいネット 高知県 保健・医療・福祉 ピータッチラベルライター (1)

NPO 法人かごしまミュージックヘルパー協会 鹿児島県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人アートの里伊豆高原絵本の家 静岡県 子どもの健全育成 ピータッチ 190KB テープセット (1)

地域で共に生きるナノ 埼玉県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人まねきねこ 愛知県 子どもの健全育成 ピータッチラベルライター (1)
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２）TV 用動画共有サイト対応メディアプレーヤー” LinkTV” 寄贈プログラム
アイ・オー・データ機器様のご協力により、TV 用動画共有サイト対応メディアプレーヤー” LinkTV” を、さ

まざまな非営利団体に寄贈いたしました。団体からは、「簡単な操作で動画を楽しむことができるので、大い

に活用させていただきます。」と喜ばれております。幅広い年代の方に楽しんでいただけるので、「活動の幅が

広がりそうです。」という声もいただいております。

TV 用動画共有サイト対応メディアプレーヤー LinkTV 寄贈プログラム (2013.10)

団体名 所在地 活動内容 12 台

岡山県青年団協議会 岡山県 子どもの健全育成 1

NPO法人岡山市子どもセンター 岡山県 子どもの健全育成 1

NPO法人ＯｕｒＰｌａｎｅｔ－ＴＶ 東京都 情報化社会 1

NPO法人ひかり 愛媛県 男女共同参画社会 1

NPO法人フェロージョブステーション 愛媛県 保健・医療・福祉 1

NPO法人フォー・クローバー 三重県 子どもの健全育成 1

NPO法人ポナ 広島県 保健・医療・福祉 1

社会福祉法人恭和会 岡山県 保健・医療・福祉 1

刑部ふれあいサロン 京都府 農山漁村 1

国際子ども学校を支援する会 愛知県 子どもの健全育成 1

札幌総合コミュニティーラジオ放送 北海道 情報化社会 1

NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会 神奈川県 NPOなどの活動支援 1

実施記録
実　施：2013 年 9 月
寄贈品：TV 用動画共有サイト対応メディアプレーヤー LinkTV
寄贈先：非営利組織 12 団体
ご提供：株式会社アイ・オー・データ機器

名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク 愛知県 災害救援 ピータッチラベルライター (1)

ＰＲＯＵＤ 香川県 男女共同参画社会 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ファミリーハウス 東京都 保健・医療・福祉 ピータッチ 190KB テープセット (1)

NPO 法人すまいる 沖縄県 保健・医療・福祉 A3両面対応インクジェット複合機	(1)

NPO 法人からし種 愛知県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (3)

NPO 法人 NPO法人シネマラボ突貫小僧 沖縄県 学術・文化・芸術・スポーツ A3両面対応インクジェット複合機	(1)

NPO 法人美作自立支援センター 岡山県 保健・医療・福祉 ピータッチラベルライター (1)

NPO 法人ちがさき自然エネルギーネットワーク 神奈川県 環境の保全 JPN	PT-190PO(1)

NPO 法人福祉ネットワーク西須磨だんらん 兵庫県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

高知アロマボランティア団体ふわり 高知県 保健・医療・福祉 インクジェット複合機 (1)

アジア子ども基金 兵庫県 国際協力 インクジェット複合機 (1)

NPO 法人イーパーツ 東京都 NPOなどの活動支援 ピータッチ190POテープセット(1),ピータッチ190MBテープセット(1)

国際子ども学校を支援する会
小学生が日本の生活の様子を見ています。
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3）CD/DVD 寄贈
CD や DVD などのディスクを必要とする団体へ、アイ・オー・データ

機器様のご厚意により、期間を設けずに随時寄贈いたしました。段ボー

ル 1箱に詰めて贈ったところ、驚きと感謝のお言葉をいただきました。

伊勢市ひばり朗読奉仕会
早速、いせ広報で使用させていただきました。

CD/DVD 寄贈

団体名 所在地 活動内容 寄贈品

伊勢市ひばり朗読奉仕会 三重県 保健・医療・福祉 DVD,CD

NPO法人ぶうしすてむ 愛媛県 職業能力・雇用開発 DVD,CD

NPO法人ボラみみより情報局 愛知県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 東京都 保健・医療・福祉 DVD,CD

NPO法人リンク 岡山県 保健・医療・福祉 DVD,CD

NPO法人 NPOサポートちがさき 神奈川県 NPO等の活動支援 DVD,CD

NPO法人市民活動センターまにわ 岡山県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

茅ヶ崎市民活動サポートセンター 神奈川県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会 神奈川県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

NPO法人日本NPOセンター 東京都 NPOなどの活動支援 DVD,CD

ざま市民活動応援広場 神奈川県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

ひろしま市民活動ネットワーク	HEART	to	HEART 広島県 NPOなどの活動支援 DVD,CD

東京電機大学 東京都 情報化社会 DVD,CD
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※写真とメッセージの掲載には各団体様より承諾を頂いております。

笑顔のメッセージ　周辺機器編（複合機）

遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会
此の度はインクジェト複合機を寄贈して頂きありがとう御座いました。

従来は個人が所有しているものを使用していましたが、これからは事務

所にあるので、とても効率が良くなりスムーズに仕事ができるようにな

りました。皆大喜びしています。大事に使用したいと思います。さっそ

くパンフレットを作成しました。

にこにこの会
これまでスタッフ事務ルームに複合機がなく、特に保護者さまとの連絡

帳類のコピーや書類の印刷が早急にできず困っていました。お陰様で便

利に利用させて頂いています。子ども達の好きなキャラクターのコピー

や制作等にもどんどん利用したいと思います。

岡山マインド「こころ」
私たちは心の「病」といわれる生き辛さを抱えた当事者が、隠さずに活

動の中心を担うNPO法人です。10 月 1日から当事者が運営する小規模

作業所を立ち上げました。与えられる立場から共に創り出す、同じ目線

の繫がりの場がスタートです。寄贈いただいたプリンターは私たちの船

出への大きなプレゼントとなりました。本当にありがとうございました。

アカツキ
福岡で活動するNPOへのファンドレイジングのコンサルティングやセ

ミナーなどの事業を実施する中で、多くの資料を印刷する機会がありま

す。新しく頂いた白黒レーザープリンターは印刷スピードもとても早く、

仕上がりも綺麗！今後の活動で大活躍しそうです。スタッフ一同、寄贈

いただけたことに深く感謝しております。

平塚市肢体障害者福祉協会
複写機寄贈いただき、ありがとうございます。今までは個人所有の機器

で事務を行っていましたが、今回の寄贈機器を活用し、今後は当協会の

事務作業を一括管理していきます。来年度以降は、パソコン及び機器操

作習得を目的とした講習会を開き、多くの会員が機器操作に慣れて、協

会運営に参加できるようにしていきたいと考えています。

福  岡 N P O

北海道 障害者

岡  山 障害者

神奈川 障害者

東  京 障害者
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ボラみみより情報局
FAX が壊れてしまい、困っていたところ寄贈していただきとても助かり

ました。また、無線ＬＡＮの使えるタイプでしたので、お母さん達にも

タブレットから気軽に印刷していただけます。また、ラベルライターは、

これから入園や進級を迎える季節ですので皆さんにフル活用していただ

きます。

スマイル・ちわ
この度はラベルプリンターを寄贈頂きましてありがとうございました。

ラベルプリンターは書類箱にネームを張り整理に役立っています。便利

屋機材などにもスマイルのネームをつけました。春には野菜の販売を開

始しますがその時に展示ケースなどにスマイルの名前や野菜の名前、単

価などにも使って行きます。

ファミリーハウス
ご寄贈いただいた「ラベルライター」は早速、新ハウスのオープン準備

のために大活躍です。ハウスに新しく設置する家具や家電などの備品に

表示を貼付するために使用しています。コンパクトなため手軽に持ち運

ぶことができ、2週間足らずで、すでにテープ 1本を使い切るまで活用

しております！

リベルテ
私たちは、全国の障がい者福祉施設や支援団体の制作されている雑貨を

販売するショップなどを運営しています。頂いたコードレスフォン付き

複合機とラベルライターは、主に運営しているショップの在庫管理の為

のラベル印刷や、取引先との連絡等、ショップの販売促進の為のチラシ

の印刷など、どんどん活用していきたいです！

いせコンビニネット
新規事業として指定就労継続事業所「アイル」を開所の準備段階にて各

通所者の情報ファイルや各書類ファイル背表紙にラベルライターを使用

し、書類の整理をさせていただいてます。又、新規施設のため新たな電

話回線導入のため、電話・FAX・プリンターとしてコードレスフォン付

複合機を利用させていただいてます。

長  野 障害者

愛  知 N P O

岡  山 地 域

東  京 子ども

三  重 地 域
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※写真とメッセージの掲載には各団体様より承諾を頂いております。

フェロージョブステーション
YouTube を活用して利用者さんのスキルアップに繋げます。動画を自

由に見えるので休憩時間の娯楽にスキルアップのための勉強会に利用し

ます。　大画面で YouTube を視聴できるので感動しております。皆で

大切に使わせていただきます。

岡山市子どもセンター
私たちが行っている事業の舞台芸術鑑賞事業で、作品の研究する時に、

You　Tube をプロジェクターに繋げて使って研修しています。多くの

人で共有できて助かります。ありがとうございました。

フォー・クローバー
当法人の中核事業の「おもちゃ図書館」において LinkTV は大活躍して

います。お気に入りの動画をみつけては見入る姿があります。子どもた

ちは大好きな動画が連続して再生されるので、特に難しい操作もなく

LinkTVを楽しむことができています。今回のLinkTVを頂いて、「おもちゃ

図書館」に新しいメニューが加わって、地域の楽しみが増えました。

岡山県青年団協議会
児童遊園や科学館での活動で利用しています。イベントで綿菓子を作る

ときなど全員で学ぶ時などに重宝しました。学習会などで、パワーポ

イントと並行して You	Tube を見るときなど、スムーズな切り替えがで

きました。まだこの LinkTV の利用法がなかなか理解できていませんが、

付き合いながら、新たな利用法が広がればと思います。

藤沢市市民活動推進連絡会
頂いた LinkTV は、実施事業の商店街の活性化事業として、高齢者サロ

ン「ゆくり庵」に設置しました。LinkTV を活用することで、映像を鑑

賞する企画を取り入れることができ、プログラムの幅がより広がると感

じています。写真にあるように、現在ゆくり庵スタッフがLinkTV操作し、

YouTube 内の様々な動画を確認しながらプログラムを制作しています。

岡  山 子ども

愛  媛 障害者

三  重 子ども

神奈川 N P O

岡  山 子ども

笑顔のメッセージ　周辺機器編（LinkTV,CD/DVD）
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ひかり
動物園やプラレール、電車の映像が大人気で、見ている時にお迎えがあ

ると、小さい人たちは「かえらん！」と動かなくなってしまうほどです。

なので、お迎えのある時間帯を外して使っています。。毎年、春・夏の

高校野球の時期には、NHK の子ども番組がほとんどカットになってし

まうので、今年はこれが大活躍すると思います。

国際子ども学校を支援する会
これまで、皆で映像を見るにはパソコンをプロジェクターにつないで壁

に映すか、小さいパソコン画面を皆で覗き込む状態でした。LinkTV は

準備も容易で、映像の検索もしやすく、これから授業で使うことが増え

ると思います。今は主に、小学生の生徒が日本の小学校生活の様子を見

たり、日本各地の暮らしの様子や植物などの映像を見ています。

恭和会
入居者様は全介助の方々ばかりです。そのような方でも日々の生活の中

で、離床時間を作り自室ではなくリビングで過ごして頂いています。今

までは、ただ放映しているテレビを見て頂くだけでしたが、LinkTV を

使用するようになりお元気だった頃に見ていた映像などを見ることが出

来て、真剣に見ている様子が増えるなど、表情もよくなりました。

ポナ
パソコンとは違いリモコンで使用するため、パソコンが使用できない子

どもたちも簡単に操作ができました。また今まで YouTube を見るのも

携帯でしかみられなかったのですが、テレビでみられるという所では一

人で見るのではなく数名の子どもが集まりみんなで見れるので楽しくワ

イワイとみれています。とても活用させていただいております。

伊勢市ひばり朗読奉仕会
CDは、早速いせ広報で使用させて頂きました。たくさんの CDの寄贈

には、会員一同驚きと共に、只々感謝しております。新年度では、早速、

マイク、インターフェースの購入をと考えている次第です。私達の会に

多大な御配慮を賜りました事、本当に有難うございました。

広  島 障害者

愛  媛 女  性

愛  知 子ども

岡  山 高齢者

三  重 障害者
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レクチャー・スペシャルプロジェクト
情報化社会の抱える諸問題を、NPO・教育機関・行政・企業と連携し、解決
にあたります。

1)  レクチャー・スペシャルプロジェクトの目的
イーパーツは、ただ単に情報機器を寄贈するだけでは、本当の情報化に
つながらないと考えています。
市民活動団体やNPO	にとって、高度情報化社会において、どのように
情報を利用しどのようにリスクを管理するのかも重要な課題です。イー
パーツは、これらの課題に対して、講演や講座を中心とする「レクチャー」
と、独自の視点からシンポジウム等をプロデュースしたりコンサルティ
ング等を行う「スペシャルプロジェクト」でソリューションを提示した
いと思っています。

2)  2013 年度主な実施内容
以下のレクチャーとスペシャルプロジェクトを主に実施しました。

2-1) 情報セキュリティの啓発と教育
専門性を持たない人でも、安全にインターネットを利用できるようにな
ることを目指し、下記を中心に実施しました。

・セキュリティ双六「セキュろく」をつかった情報セキュリティ教育
・NEC ネット安全教室
・東京電機大学未来科学プロジェクト
 （セキュリティ双六デジタルハイブリッド版を使ったインターネット安全教育）

・XP サポート終了対策講座
・他講座

2-2)PC 再生 DAY
リユース PCを、障がい者・シニア・ボランティアが一緒になってクリー
ニングしOS 等をインストールするイベントです。障がい者施設で PC
を再生する技術の向上と普及を目的としています。2014 年 7 月現在、
全国で 46 回開催されています。昨年から、本格的な「PC再生技術者養

成講座」も開始しました。

2-3) キッズ関連講座
子どもたちに、情報技術のすばらしさや楽しさを理解してもらう為に
「Word でつくるウチワ講座」「PC分解講座」を実施しました。
また、大塚商会様にて、都立九段中学生に対して、
「PCに

他と協働することの重要性

講演・講座・シンポジウム等をイーパー

ツ単独で行うことよりも、文化も領域も

違った団体と協働するように努めていま

す。

　異なる団体と一緒に開催することで、

戸惑いやトラブルもありますが、それ以

上に１団体ではとうてい達せない成果を

上げることができます。また、いろいろ

な団体と共同作業を行うことで、新たな

出会い、今まで知り得なかったことやノ

ウハウなどに触れる事ができると考えま

す。
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テーマ 内容 実施回数 のべ受講者数
情報を考えるシリーズ 市民セクター全国会議 37 1155
情報セキュリティ セキュリティ対策、個人情報など 216 4600
市民、市民活動への情報化支援 アプリケーション講座、広報・メディア関連 122 3472
防災、災害復興支援 新潟中越復興支援、災害とメディア 3 280
子ども達への情報化支援 PC分解講座、うちわを作ろうなど 67 1924
障害者支援 PC再生作業、自立のための IT 活用など 55 1256
学校への情報教育支援 ネット安全教室、PowerPoint とプレゼンテーション、個人情報など 46 2985
その他 情報化支援マネージメント、CRM研究会企業研修、成果制作など 19 420
合計 564 回 16082 人

2-4) 非営利組織の情報スキル支援
リユース PCの寄贈先の団体を対象に、情報のまとめ方講座、Word の使い方を競うコンテストを実施し、リユー
ス PCの活用推進と非営利組織の情報スキルの向上を目指しました。
・NPOの情報活用法（えひめリユース PC寄贈プログラム説明会
・ワードでつくるチラシ・パンフレットコンテスト

・東日本大震災被災地NPOスタッフインターン受け入れ

3)  今までの実施記録
多々あるテーマの中から、イーパーツでは、次の 6つに絞りレクチャー・スペシャルプロジェクトを実施してい
ます。以下、実施回数、のべ受講者数は 2003 年 7月 1日から 2013 年 6月 30 日までの 9年間の累計です。



Annual Report 2013

48

ウイルス、詐欺、個人情報の扱い、ネットいじめなどの様々な問題がある情
報社会、将来インターネットを利用する子供たちへ、インターネットを安全
に使うコツとマナーの大切さを伝えます。

NEC ネット安全教室
子ども達のインターネットの安全安心の為に

1)　NEC ネット安全教室の概要
1999 年より実施されている「NEC ネット安全教室」を、イーパーツは
2011 年より日本電気様と恊働で実施しております。2013 年度の実施概要
は下記のとおりです。
講座対象：小学 4〜 6年生
講座人数：１回あたり 20 〜 40 人程度
講座時間：１回あたり 45 分または 90 分
講座内容：インターネット詐欺の被害と対策
　　　　　ウィルスの恐怖と対策
　　　　　情報発信のマナー 1（個人情報、プライバシー、ネットいじめ）
　　　　　情報発信のマナー 2（著作権）より、2つ選択
　　　　　まとめとクイズ
実施回数：東京都、愛知県、茨城県、山形県、兵庫県、山口県にて計 10
　　　　　回実施（52 ページ参照）

インストラクターは主にイーパーツ学生スタッフが中心となっておりま
す。子どもたちとコミュニケーションをとりながら、和気あいあいとネッ
ト安全教室を進行しております。

2013.10.22、神戸の南甲子園小学校にて、東京電機大学の3名、成蹊大学1名の学生スタッフが主導となり講座を進行した。セキュ

リティのスゴロク（前述）「セキュろく」に登場したインターネット用語を解説している様子。

2014.06.24、弥富市立弥生小学校で開

催された NEC ネット安全教室の様子。

講師は、東京電機大学未来科学部 4年

の松元さん。子どもたちは真剣な表情

で講座を受けていた。
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2014 年度に向けてリニューアルした

「学習用Web」。より親しみやすいデザ

インになった。今後はゲーミング性を

取り入れた教材を考案中である。

2014.01.17、浜田市立松原小学校での

様子。生徒だけではなく、保護者の参

加も多く見られる。

2)　教材「学習用 Web」
教材は「セキュリティ双六キッズ版（セキュろくキッズ 2）」と「学習用Web」からできています。前者は A1サ
イズの図版で、マス目にはインターネットを利用する際に注意すること、やってい良い悪い事をわかりやすく学
べるようになっています。後者は、ネット安全教室において子どもたちがインストラクターの指導のもとで扱う
コンテンツです。2012 年度から使用されていたこちらの「学習用Web」を 2014 年度へ向けてリニューアルし
ました。
これまでの「学習用Web」から、スマートフォンコンテンツが追加されました。子どもたちにより身近に感じて
もらえるよう、アプリケーションの脅威についても解説しています。

2014.06.24、弥富市立弥生小学校での

様子。セキュろくを楽しみながら、イ

ンターネットの脅威について学ぶ。

3)　NEC ネット安全教室の実施実績
2011 年度以降のイーパーツでの実施実績は下記の通りです。
一昨年、昨年は 1 回あたり 20 〜 40 人規模で実施していたため、実施
回数が大幅に増えたものの、参加人数の変化は多くありませんでした。
2013 年度は、生徒が大人数（1回あたり最大 203 人）または保護者の方
を含めたネット安全教室の開催があったため、参加者が急増しております。
そんな中、保護者の声としては「子どもたちがインターネットで何をして
いるのか分からなくて心配」「子どもの方がくわしい、何をやっているか
不安」などが多く上がります。イーパーツではこの様な疑問に対して保護
者向けパンフレットを配布し、家族間のコミュニケーションを増やすなど
の解決策を提示しております。

ネット安全教室で使用するチャット

ルーム。ここで子供たちはインターネッ

ト上のコミュニケーションを体験しな

がら危険性を学ぶ。

ネット安全教室の年度ごとの実施回数と参加人数

NEC ネット安全教室で使用する「セキュ

ろくキッズ 2」は、東京電機大学学生

の制作したもの。スマートフォンの使

い方も含まれている。

参加人数

実施回数
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1) 2013 年度実施記録
実施回数：26 回
実施地域：山形県、茨城県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、兵庫県
　　　　　岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県など
参		加		者	：1528 名

2) セキュろく後の講座やイベント
セキュリティ双六で学んだ内容を、さらに深堀する「セキュリティ講座」、
学んだ内容を標語にまとめてみる「セキュリティ標語コンテスト」、実際
に役立つパスワードをつくってみる「パスワードコンテスト」、また参加
者全員にセキュリティに配慮することを宣言する、などを実施しました。

a) セキュリティ講座
インターネット詐欺やウイルス感染などの被害例をあげ、Windows のセ
キュリティ機能の活用やウイルス対策ソフトの導入について解説。最近は、
SNSなどによるコミュニケーショントラブルと対策法についても触れてい
る。ほとんどのセキュろくの後で実施している。

b) セキュリティ標語コンテスト
セキュろくや講座の後で、学んだ事を標語にまとめ参加者の前で発表。そ
の後、全員で点数をつけ、最高得点を表彰する。

c) パスワードコンテスト
堅牢なパスワードの作り方を説明した後、実際に参加者にパスワードを
作ってもらう。作ったパスワードは全員で共有し、専門家によるアドバイ
スをうける。パスワードの大切さはほとんどの人が理解はしているが、具
体的なつくり方を学ぶ機会がなかったことをから始めた。

d) セキュリティ宣言
セキュろくや講座で学んだ内容のうち、印象に残った内容や特に気を付け
たい内容を、紙に書き宣言する。他の人がどんな事を注意しようと思って
いるのかも勉強になります。

2010 年に制作されたセキュリティ双六「セキュろく」は、もうすぐ実施 100
回となります。NEC ネット安全教室の標準コンテンツにもなりました。
また、双六の後、学んだことをどうするか、いろいろな試みがなされました。

双六で情報セキュリティを学ぼう「セキュろく」
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PC 再生 DAY46
障がい者の継続的な就労を目指して！

イーパーツが提供しているリユース PC は、石川県津幡町の「ジョブスタジオ
ノーム」でも再生されています。障がい者のスキルアップ、ボランティアの募集、
、障がい者就労の理解の為のイベントです。

たくさん方々がジョブスタジオホーム

を支えて下さっています。それぞれの

方の能力が、上手に組み合わさること

で、ハンディキャップは解消され、大

きな力を生み出します。ノームは年間

700台のリユースPCを再生しています。

2014/6/14、東京都世田谷区桜小学校に

てワード	de	うちわ講座。

　Microsoft	Word でうちわをデザイン、

印刷してホネに貼り付け私だけのマイ

ウチワの完成。さくらっこ体験教室と

毎年のコラボです。

キッズへ IT の素晴らしさを伝えたい！
PC 分解講座、ワード de うちわ講座

PC 分解講座、Microsoft　Word でのうちわ作成講座を中心に、情報とモノの
関わりについて、楽しく役立つ講座を東京都千代田区、世田谷区、北海道旭川
市にて開催しました。

日頃 IT に慣れ親しんでいる方でも、PC

の再生作業はまったく別物。

逆に、障がい者の方々に教わる事も多

い。これら地道な作業が、イーパーツ

のリユース PC プログラムを支えて下

さっている。

障がい者との共同作業。

PC を間に挟む事で適当な距離感が保

て、初めての者同士でも作業はスムー

ズに進む。

2013/10/19、東京都墨田区フレンドリー

プラザ東向島児童館で開催された PC分

解講座。

　PCが情報を処理する仕組みを学んだ

上で、PCの構造を調べました。

2013/11/15、東京都千代田区大塚商会

で PC分解講座「レアメタルを探せ」。

　世界で枯渇しているレアメタルが PC

の中でどのように使われているのかを

学び、その成果はタブレットで「レア

メタルマップ」として纏められました。
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NPO CRM 研究会
スキルアップして、もっと便利に効率的に情報を扱おう！

テレビ会議システム　Microsoft Lync の普及
時間を有効に使い、より密接なコミュニケーションを

2012 年に導入した Dynamics	CRM は、

イーパーツにとって、寄付品寄贈品、

故障やトラブル対応、寄付者や寄贈先

の管理にと、業務の基幹システムとし

て必要不可欠なものとなっている。

※図はDynamics	CRM2011 版

2014/4/25	イーパーツ事務所（三軒茶

屋）と岩手県一関市にある「いわて

連携復興センター」とを結び、安全な

無線 LAN の設定講座を実施。Lync で

PowerPoint を共有することで、同一会

場にいるかのうように講演できた。

Microsoft Dymanics CRM は、Web で利用できるデータベース。
大企業が使用するこのソフトウェアを、NPO が使いこなすことはなかなか難
しい。そこで、専門家を迎えて勉強会を開催しました。

Microsoft が非営利組織に無償で提供しているテレビ会議システムで、遠方と
のやりとりも密となり、プロジェクトの進行もスムーズになります。
寄贈プログラムの恊働団体と打ち合わせツールとして普及につとめました。

1：1 でも、1：多でも会話が可能。今

まで実際に会って行っていた打ち合わ

せを、気軽に行うことができるように

なりました。その結果、交通費や移動

時間が削減されると共に、打ち合わせ

の回数も増えました。

メッセンジャー機能で、参照URLを送っ

たり、ホワイトボード機能でお互いに

図を共有することも可能。

Word や Excel を共有して共同作業も可

能、更にOneDrive を使う事でファイル

の共有もスムーズとなります。

日本マイクロソフト様のご協力で、Dynamics	CRMの機能活用の勉強会と、
NPOの先駆的活用例から自らの利用法を検討する交流会を開催しました。

1) 2013 年度実施記録
回数：2013/7/16,9/2,9/17,10/16,11/13,12/9,12/19,	2014/1/9 の 8 回
会場：日本マイクロソフト他
参加：イーパーツ、NIRE、若者サポートステーション、ファンドレックス、
　　　日本NPOセンター、日本マイクロソフトなど

2)  2013 年度実施内容
・アクティブフィールドの活用、セキュリティロールの設定、アップデー
トの方法、レポート機能の活用他
・非営利組織における活用例のヒアリング
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NPO 情報セキュリティポリシー研究会

XP サポート終了対策講座
「サポート切れってどういうこと？」

企業のセキュリティポリシーをそのま

ま使うのではなく、NPO スタッフにわ

かりやすく、実際に守ってもらえるも

のにする為の工夫がいろいろ。

現在使ってきた XP の PC をどうする

か、費用とスキルの面から検討できる

フローチャートを作成し、具体的な対

応策をアドバイスしました。

ウイルス感染に、情報漏洩…社会で問題となっています。これらは非営利組織
にとっても他人事ではありません。思いつきの対策ではなく、組織としての対
応が必要です。

2014 年 4 月 8 日、長らく使用されてきた Windows XP のサポートが切れ、今
後使用すると「どんな危険性があるのか？」「対策は？」についてに答えました。

日本マイクロソフト様のご協力で、NPO版セキュリティポリシーの構築
を試みました。
1) 2013 年度実施記録
回数：4回
会場：日本マイクロソフト
参加：イーパーツ、HANDS、ファンドレックス、日本NPOセンター、
　　　日本マイクロソフトなど
2) 内容
・企業のセキュリティポリシー研究（2回）
・NPO版セキュリティポリシー（簡易版）の項目の洗い出し
・NPO版セキュリティポリシーガイドブックの検討
3)2013 年度成果物
・「NPO版セキュリティポリシーガイドブック」台割
　目次：非営利組織に知ってほしい情報セキュリティの基礎、非営利組織
　　　　に必要なルール、非営利組織に必要な情報セキュリティ対策

2014/2/21 東京都八王子市、2/22 東京

都足立区、3/6 鳥取県鳥取市、3/7 鳥取

県米子市、3/16神奈川県藤沢市にて、「あ

なたの XPが危ない！“サポート終了”っ

てどういうこと？」で講演しました。

XPのサポート切れでOSやOfficeのアッ

プデートができなくことで、どのよう

な被害が起こりやすいかを、ウイルス

感染の実例を交えながら解説しました。

　同時にできるだけ新しいソフトウエ

アを使用することを薦めました。
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セキュリティ双六による情報セキュリティ講座、非営利団体の情報セキュリ
ティ体制づくり、子どもたちへの情報モラル講座、リユース PC による障がい
者支援などに取り組みました。実施回数 78 回、総受講 2338 名 ( 重複なし）

2013 年度レクチャープロジェクト実施一覧

レクチャー・プロジェクト名 種別 実施日 人数 実施場所

【セキュろく　情報セキュリティ講座】

双六からはじまる情報セキュリティ入門 講座 2013/7/12 40 兵庫県三田市 関西学院大学

セキュろく	70 プロジェクト 2013/7/13 40 愛媛県松山市 まつやまNPOサポートセンター

セキュろく	71 プロジェクト 2013/8/27 50 神奈川県藤沢市 藤沢市市民活動推進センター

セキュろく	72 プロジェクト 2013/9/7 30 沖縄県沖縄市

家庭教育学級「子どもたちをとりまくインターネットの現状〜
双六で学ぶインターネットの安心安全	for	kids 〜」 講座 2013/9/14 20 東京都世田谷区 花見台小学校

NPO情報セキュリティポリシー研究会 プロジェクト 2013/9/30 4 東京都港区 日本マイクロソフト

セキュろく	73 プロジェクト 2013/10/6 40 広島県広島市 ひろしまNPOセンター

NPO情報セキュリティポリシー研究会 プロジェクト 2013/10/30 4 東京都港区 日本マイクロソフト

セキュろく	74( あなたのパソコンは狙われている！ ) 講座 2013/11/9 20 東京都町田市 町田生涯学習センター

セキュろく	75( あなたのパソコンは狙われている！ ) 講座 2013/11/16 20 東京都町田市 町田生涯学習センター

NPO情報セキュリティポリシー研究会 プロジェクト 2013/11/26 4 東京都港区 日本マイクロソフト

セキュろく	76 プロジェクト 2013/12/1 40 岡山県岡山市 あいゆうセンター

セキュろく	77(TechSoup の集い ) 講座 2013/12/6 20 東京都千代田区 日本NPOセンター

NPO情報セキュリティポリシー研究会 プロジェクト 2013/12/19 4 東京都港区 日本マイクロソフト

セキュろく	78 プロジェクト 2014/1/11 40 愛知県名古屋市 名古屋市市民活動推進センター

セキュろく	80(情報セキュリティの達人に学ぶ！

楽しく安全に PC	とインターネットを使うポイント )
講座 2014/1/18 30 神奈川県茅ケ崎市 ちがさき市民活動サポートセンター

セキュろく	81	(第 2 回 NPO事務局力向上

「安全安心なインターネット利用の為に」)
講座 2014/1/23 16 岩手県大船渡市 岩手県立福祉の里センター

セキュろく	85( 九段中学　情報の活用と保護 ) 講座 2014/2/12 6 東京都千代田区 大塚商会

セキュろく	86 プロジェクト 2014/2/15 50 三重県津市 みえ市民活動ボランティアセンター

XPサポート終了対策講座 講座 2014/2/21 25 東京都八王子市 八王子市市民活動支援センター

XPサポート終了対策講座 講座 2014/2/22 5 東京都足立区 足立区ＮＰＯ活動支援センター

とっとりリユース説明会 XPサポート終了対策講座 講座 2014/3/6 10 鳥取県鳥取市 鳥取県庁

とっとりリユース説明会 XPサポート終了対策講座 講座 2014/3/7 10 鳥取県米子市 鳥取県西部総合事務所

セキュろく	87 プロジェクト 2014/3/8 20 東京都港区 東芝本社

セキュろく	88 プロジェクト 2014/3/9 50 神奈川県平塚市 ひらつか市民活動センター

セキュろく	89 プロジェクト 2014/3/15 30 愛媛県八幡浜市 八幡浜みなっと	港交流館

XPサポート終了対策講座 講座 2014/3/16 30 神奈川県藤沢市 藤沢市市民活動推進センター

無線 LANルーター設定講座 プロジェクト 2014/4/25 7 岩手県一関市 オンライン

スタッフ向け情報セキュリティ講座 講座 2014/5/27 4 鳥取県倉吉市 とっとり県民活動活性化センター

セキュろく	93 プロジェクト 2014/6/27 12 鳥取県鳥取市 とりぎん文化会館

セキュろく	94 プロジェクト 2014/6/28 15 鳥取県倉吉市 とっとり県民活動活性化センター

セキュろく	95 プロジェクト 2014/6/29 9 鳥取県米子市 米子コンベンションセンター

計 32 回 705 人
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【NEC ネット安全教室】

NEC ネット安全教室（セキュろく	69、2回） プロジェクト 2013/7/11 77 東京都世田谷区 世田谷区立桜小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	74、2回） プロジェクト 2013/10/22 161 兵庫県西宮市 西宮市立南甲子園小学校

NEC ネット安全教室（3回） プロジェクト 2013/11/25 94 山形県山形市 山形市立第 6小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	79、2回） プロジェクト 2014/1/17 65 島根県浜田市 浜田市立松原小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	80） プロジェクト 2014/1/22 151 愛知県蟹江町 蟹江町立新蟹江小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	83、2回） プロジェクト 2014/1/30 69 山口県山口市 山口市立上郷小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	84、2回） プロジェクト 2014/2/6 48 茨城県常陸大宮市 常陸大宮市立山方南小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく	90） プロジェクト 2014/3/26 30 東京都荒川区 尾久第六小学校内放課後クラブ

NEC ネット安全教室（セキュろく	91、3回） プロジェクト 2014/6/14 156 東京都北区 北区立梅木小学校

NEC ネット安全教室（セキュろく 92、2回） プロジェクト 2014/6/24 203 愛知県弥富市 弥富市立弥生小学校

計 10 回 1054 人 * 人数は保護者の数も足してあります

【キッズ関連他講座】

PC分解講座 講座 2013//9 10 北海道旭川市 旭川市役所

PC分解講座 プロジェクト 2013/10/19 20 東京都墨田区 フレンドリープラザ東向島児童館

九段中学 PC分解講座「レアメタルを探せ」 講座 2013/11/15 6 東京都千代田区 株式会社大塚商会

ワードでうちわ講座 講座 2014/6/14 45 東京都世田谷区 世田谷区立桜小学校

計 4回 71 人

【東京電機大学未来科学プロジェクト】

ガイダンス プロジェクト 2014/4/11 50 東京都足立区 東京電機大学

セキュろくキッズ体験 プロジェクト 2014/5/14 4 東京都足立区 東京電機大学

LINE に関するマス目作成 プロジェクト 2014/5/19 4 東京都足立区 東京電機大学

データベース環境構築 プロジェクト 2014/5/26 4 東京都足立区 東京電機大学

中間報告 プロジェクト 2014/5/30 50 東京都足立区 東京電機大学

データベース構築作業、セキュろく実施準備 プロジェクト 2014/6/4 4 東京都足立区 東京電機大学

データベース構築作業、セキュろく実施準備 プロジェクト 2014/6/9 4 東京都足立区 東京電機大学

データベース構築作業、セキュろく実施準備 プロジェクト 2014/6/16 5 東京都足立区 東京電機大学

データベース構築作業、セキュろく実施準備 プロジェクト 2014/6/23 5 東京都足立区 東京電機大学

データベース構築補助 プロジェクト 2014/7/3 2 東京都世田谷区 イーパーツ

セキュろくハイブリッドデモ準備 プロジェクト 2014/7/7 4 東京都足立区 東京電機大学

セキュろくハイブリッドデモ準備 プロジェクト 2014/7/7 4 東京都足立区 東京電機大学

セキュろくハイブリッドデモ プロジェクト 2014/7/13 4 東京都墨田区 東向島児童館

報告書作成 プロジェクト 2014/7/14 4 東京都足立区 東京電機大学

最終報告 プロジェクト 2014/7/16 50 東京都足立区 東京電機大学

計 15 回 198 人
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【大学関連プロジェクトおよび講座】

関西学院大学　オンラインプレゼン オンラインプレゼン 2013/11/5 7 オンライン

関西学院大学　MTG（リユース PC寄贈） MTG 2013/12/2 7 兵庫県三田市 関西学院大学

関西学院大学　オンラインMTG（リユース PC寄贈） オンラインMTG 2014/4/9 7 オンライン

関西学院大学　画像編集講座、PC寄贈式 プロジェクト 2014/4/22 20 兵庫県三田市 関西学院大学

イーパーツ活動紹介 講座 2014/5/21 25 東京都世田谷区 駒澤大学

計 5回 66 人

【PC再生 DAY】

PC 再生 DAY46 プロジェクト 2013/9/24 30 石川県河北郡 ジョブスタジオノーム

計 1回 30 人

【非営利組織の情報スキル支援】

NPOの情報活用（えひめリユース PC説明会） プロジェクト 2014/2/1 20 愛媛県八幡浜市 八幡浜みなっと	港交流館

ワードでつくるチラシ・パンフレットコンテスト プロジェクト 2014/2/15 50 三重県

NPOスタッフインターン受け入れ プロジェクト 2014/3/1-3 20 東京都

計 3回 90 人

【CRM活用研究会】

CRM研究会 プロジェクト 2013/7/16 10 東京都港区 日本マイクロソフト

NPO	CRM研究会　活用事例見学会 プロジェクト 2013/9/2 8 東京都品川区 教育サポートセンターNIRE

NPO	CRM研究会　バージョンアップ プロジェクト 2013/9/17 5 東京都港区 日本マイクロソフト

CRM研究会 プロジェクト 2013/10/16 5 東京都港区 日本マイクロソフト

NPO	CRM研究 プロジェクト 2013/11/13 5 東京都港区 日本マイクロソフト

NPO	CRM研究 プロジェクト 2013/12/9 5 東京都港区 日本マイクロソフト

NPO	CRM研究 プロジェクト 2013/12/9 5 東京都港区 日本マイクロソフト

NPO	CRM研究 プロジェクト 2014/1/9 5 東京都港区 日本マイクロソフト

計 8回 48 人
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メディア掲載記録
2013.7.1 〜 2014.6.30 までに、以下メディアに、イーパーツ関連記事を掲載し
て頂きました。

【新聞・雑誌など】12 回

沖縄タイムズ 2013/7/12
「中古 PC希望者募集」
第 3回おきなわイーパーツリユース PC寄贈プログラム公募が紹介されました。

読売新聞 2013/10/9
「WindowsXP」サポート終了、
パソコンの脆弱性とセキュリティについて会田が取材に回答した内容が掲載されました。

読売新聞 2013/10/22
「PC 分解して理科に興味」
東京都墨田区で小学生を対象に PC分解講座を行いました。

山形新聞 2013/11/26
「無料サイトにわながあるかも、気を付けて　山形六小でネット安全教室」　
山形県でNEC ネット安全教室を開催しました。

読売新聞 2014/1/12
「市内 26 団体にパソコン贈る　NPOなどを支援」
名古屋第 2回リユース PC寄贈式とセキュリティ講座を行いました。

中日新聞 2014/1/24
「蟹江　安全な使い方は？　すごろくでネット小学生大切さ学ぶ」
愛知県でNEC ネット安全教室を開催しました。

茨城新聞 2014/2/10
「ネット利用安全に」常陸大宮山方南小　危険性やマナー学ぶ　
茨城県でNEC ネット安全教室を開催しました。

東京新聞 2014/3/27
「すごろくで学ぶネットマナー　荒川の子ども施設で安全教室」　
荒川区立尾六にこにこすくーるでNEC ネット安全教室を開催しました。

神戸新聞 2014/4/23
「関学大生ら　神戸のフリースクール支援　再生パソコンを寄贈」　
関西学院大学にて PC寄贈式を行いました。

朝日新聞 2014/4/23
「再生パソコンで勉強してね　関学大生不登校生のフリースクールへ」
関西学院大学にて PC寄贈式を行いました。

関西学院大学 K.G.TODAY
No.282	JUNE

2014/5 「総合政策学部の学生が再生パソコンを寄贈〜神戸のフリースクールへ〜」

中日新聞 2014/6/25
「ネット安全に使おう　弥富・弥生小すごろくで学ぶ」　
愛知県でNEC ネット安全教室を開催しました

【テレビ】3回

さくらんぼテレビ 2013/11/25
SAY スーパーニュースにて
山形市立六小で開催した、NEC ネット安全教室の模様が放送されました。

NHK山形 2013/11/25
夕方のニュースにて
山形市立六小で開催した、NEC ネット安全教室の模様が放送されました

NHK山口 2014/1/30 山口市立上郷小学校でNEC ネット安全教室の開催が放送されました

【WEB ニュース】2回

山形新聞 2013/11/26
「無料サイトにわながあるかも、気を付けて　山形六小でネット安全教室」　
山形県でNEC ネット安全教室を開催しました。

神戸新聞NEXT 2014/4/22
「神戸のフリースクールにパソコン寄　関学生ら」　
関西学院大学にて PC寄贈式を行いました。

【学会・紀要など】5回

情報処理学会	DICOMO 2013/7/11
市川	智史	( 東京電機大 ),	会田	和弘	( イーパーツ ),	佐々木	良一	(	東京電機大 )
「情報セキュリティ教育のためのセキュろくハイブリッドシステムの開発と適用」

ATISR2013 2013/11/24
"DEVELOPMENT	AND	 EVALUATION	OF	 THE	 SECURITY	 SUGOROKU	HYBRID	 SYSTEM	 FOR	
INFORMATION	SECURITY	EDUCATION"	Satoshi	Ichikawa,	Kazuhiro	Aida,	Ryoichi	Sasaki

13 周年情報セキュリティ
佐々木研究室概要

2014/4/1
東京電機大学　未来科学部　情報メディア学科　情報セキュリティ研究室
「双六で学ぶ情報セキュリティ、"キッズ版への展開 "」を会田が寄稿しました。

Journal	of	Policy	Studies 2014/6/20
関西学院大学 [
　総合政策研究NO.46　Policy	Topics
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2013 年度会計報告

[ 財産の部 ]

資産 2011 年度 2012 年度 2013 年度

現金預金 現金 6月 30 日現在　手許在高 5,502 29,448 286,678

普通預金 みずほ銀行　目黒支店　 6,614,802 5,448,532 6,578,096

ジャパンネットバンク　本店 644,721 1,667,128 1,876,229

ゆうちょ銀行 40,615 40,615 40,627

郵便振替口座 ゆうちょ銀行 891998, 1,032,818 1,518,408

災害支援口座 ゆうちょ銀行 52,599 53,599 68,519

合　　　　計 8,250,237 8,272,140 10,368,557

貯蔵品 OSおよびOffice ライセンス 0 446,009 682,224

仮払い金 普通預金利息 国税182円、地方税60円 0 0 0

前払い費用 労働保険料 概算労働保険料 98,365 112,475 118,053

器具備品 平成 17 年 2月取得 液晶プロジェクター 6月末帳簿価格 9,555 9,555 9,555

平成 24 年 5月取得 セカンダリDCサーバー 6月末帳簿価格 137,954 87,049 54,928

合　　　　計 147,509 96,604 64,483

ソフトウエア 平成 21 年 6月取得 リニューアルホームページ　6月末帳簿価格 624,738 298,788 0

敷金 平成 21 年契約 事務所（パレグレイス501号室）賃借　敷金 308,000 308,000 308,000

長期前払費用 平成 21 年 事務所（パレグレイス501号室）賃借　更新料 50,531 151,594 50,532

合　　　　計 358,531 459,594 358,532

資産合計 9,932,404 9,685,610 11,591,849

負債・正味財産 2011 年度 2012 年度 2013 年度

未払金 報酬、出張旅費他 本年度 6月分 162,610 50,790 476,085

未払費用 労働保険料 前年度確定労働保険料（7月納付分） 25,270 126,957 123,783

本年度労働保険料（4月〜 6月分） 140,410 31,052 27,993

社会保険料 健康保険・厚生年金・児童手当拠出金（平成24年5月分） 140410 139,336 0

前受金 請負事業次期繰越分 NECネット安全教室運営費 416,000 329,334 156,000

預り金 源泉徴収税 本年度 6月預り分 44,985 58,866 45,648

特別徴収地方税 本年度年 6月預り分 1,100 7,300 6,400

合　　　　計 872,741 743,635 835,909

正味財産 当期正味財産増加額 2,166,502 △	108,018 1,804,295

前期正味財産繰越額 6,893,161 9,059,663 8,951,645

合　　　　計 9,059,663 8,951,645 10,755,940

負債・正味財産合計 9,932,404 9,695,280 11,591,849

[ 収入の部 ] 2011 年度 2012 年度 2013 年度

会費収入 6,900,000 8,903,000 8,600,000

寄付金、助成金等その他収入 3,756,947 476,400 387,420

情報機器の再利用の促進及びその配布 4,046,600 7,004,190 9,495,780

情報機器の利用に必要な技術の供与 2,368,584 1,392,546 2,480,718

非営利団体の運営、活動に関する研究 53,035 476,400 0

出版業 0 24,000 33,000

その他 1320 1,513

計 17,125,166 17,794,572 20,998,431

[ 支出の部 ] 2011 年度 2012 年度 2013 年度

情報機器の再利用の促進及びその配布 9,597,298 8,733,797 10,112,806

情報機器の利用に必要な技術の供与 3,060,636 4,669,561 3,816,248

非営利団体の運営、活動に関する研究 30,000 10,000 10,000

出版業 0 246,884 159,203

管理費 2,182,355 4,179,232 5,025,879

計 14,870,289 17,592,590 19,124,136
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2014 年度活動予定 
2014 年度、寄贈プログラムとレクチャー・スペシャルプロジェクトを、次のように実施予定です。

1) 寄贈プログラムの予定
a) 全国版リユース PC 寄贈プログラムの実施 (700 台 )
実施予定寄贈プログラム 公募予定期間 寄贈決定時期 寄贈予定台数
第 77 回リユース PC寄贈プログラム 2014 年	8 月 20 日〜	9 月 20 日 2014 年 10 月末頃 175
第 78 回リユース PC寄贈プログラム 2014 年 11 月 20 日〜 12 月 20 日 2015 年 1月末頃 175
第 79 回リユース PC寄贈プログラム 2015 年 2月 20 日〜	3 月 20 日 2015 年 4月末頃 175
第 80 回リユース PC寄贈プログラム 2015 年 5月 20 日〜	6 月 20 日 2015 年 7月末頃 175

b) 地域版リユース PC 寄贈プログラムの実施 (460 台 )
実施予定寄贈プログラム 公募予定期間 寄贈式予定日 寄贈予定台数
第 10 回神奈川リユース PC寄贈プログラム 2014 年 6月 19 日〜 7月 24 日 2014 年 8月 31 日 50
第 1回ねりまリユース PC寄贈プログラム 2014 年 7月	1 日〜 7月 31 日 2014 年 9月 20 日 14
第 6回ひろしまリユース PC寄贈プログラム 2014 年 7月 26 日〜 8月 28 日 2014 年 10 月 5日 100
第 6回おかやまリユース PC寄贈プログラム 2014 年 9月〜 10 月 2014 年 12 月頃 30
第 3回名古屋市リユース PC寄贈プログラム 2014 年 11 月〜 12 月 2015 年 1月頃 50
第 16 回みえリユース PC寄贈プログラム 2014 年 12 月〜 2015 年 1月 2015 年 2月頃 50
第 11 回神奈川リユース PC寄贈プログラム 2014 年 12 月〜 2015 年 1月 2015 年 2月頃 40
第 5回東芝リユース PC寄贈プログラム 2015 年 1月〜 2月 2015 年 3月頃 20
第 11 回愛媛リユース PC寄贈プログラム 2015 年 1月〜 2月 2015 年 3月頃 26
第 4回おきなわリユース PC寄贈プログラム 2015 年 6月〜 7月 2015 年 9月頃 30
第 2回鳥取リユース PC寄贈プログラム 2015 年 6月〜 7月 2015 年 9月頃 50

c) 被災地支援リリーフリユース PC 寄贈プログラム (30 台 )

特に公募期間を設けず、全国版および地域版リユース PC寄贈プログラム内で柔軟に実施。

d) リコージャパン様・リコー様ご支援カラーレーザープリンタ寄贈プログラム
実施予定寄贈プログラム 公募予定期間 寄贈決定時期 寄贈予定台数
第 20 回カラーレーザー寄贈プログラム 2014 年 10 月頃 2014 年 12 月 10 日 未定
第 21 回カラーレーザー寄贈プログラム 2014 年 12 月頃 2015 年 8月頃 未定

e) ブラザー様ご支援複合機等寄贈プログラム
実施予定寄贈プログラム 公募予定期間 寄贈決定時期 寄贈予定台数
第 9回複合機等寄贈プログラム 2014 年 8月 15 日〜 9月 15 日 2014 年 10 月中頃 60
第 10 回複合機等寄贈プログラム 2014 年 11 月 20 日〜 12 月 20 日 2014 年 1月末頃 60

f) NEC ディスプレイソリューションズ様液晶プロジェクター寄贈プログラム（8 台）
実施予定寄贈プログラム 公募予定期間 寄贈決定時期 寄贈予定台数
第 3回プロジェクター寄贈プログラム 2014 年 9月 2014 年 10 月末頃 8

2) レクチャー、スペシャルプロジェクト
a) セキュリティ双六「セキュろく」の改善と実施

b)	NEC ネット安全教室

c)	非営利組織の情報スキル支援（パワーポイントプレゼンコンテスト、ワードチラシコンテスト）

d)	子ども向け PC支援（PC分解講座、Word でうちわ作成講座）

e)	NPO 版セキュリティポリシー作成に向けての調査研究

f)	NPO におけるMicrosoft	Dynamics	CRM活用研究

g) 国立環境研究所との調査研究
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■代表理事
佐々木良一 ( 東京電機大学教授、内閣官房情報セキュリティセンター補佐官 )
・活動統括

■常務理事・事務局長
会田 和弘
・寄贈プログラム統括担当
・市民活動の為の情報セキュリティ対策担当
・市民活動団体の情報化支援プログラム開発担当

■事務局主任　
鈴木　幸江
・寄贈先データ管理担当
・寄贈品管理担当
・事務局一般

■事務局スタッフ　
外海　多伽子
・会計処理、決算等担当
池田　容子
・Web担当
工藤　竜也
・PC再生技術担当
岩片　未央
・データ管理、プロジェクト担当
上野　由貴
・Web、データベース、プロジェクト担当
堀部　葵
・プロジェクト担当

■プロジェクトボランティア
【デザイン】　松原	慶太　　
【イラスト】　きたがわ	めぐみ
【ネットワーク技術】　谷津	浩行、吉田	健司
【講座ボランティア】　東京電子専門学校OB、産能短期大学OG、東京電
機大学学生およびOBOG、駒澤大学学生、成蹊大学学生他

スタッフ紹介
イーパーツは、少人数で小回りのきく事務局と大勢のボランティアスタッフに
よって支えられています。

イーパーツ	代表理事　佐々木	良一

1971 年	日立製作所入所。システム開発研究

所にてシステム高信頼化技術、セキュリティ

技術、ネットワーク管理システムなどの研究

開発に従事。同研究所第 4部（ネットワーク

関連）部長、セキュリティシステム研究セン

ター長、主管研究長などを経て、2001 年 4

月より東京電機大学教授。工学博士。

1983 年、電気学会論文賞受賞。1998	年、電

気学会著作賞受賞。平成 13 年度情報処理学

会論文賞受賞。2005 年、システム制御情報

学会産業技術賞受賞。2007 年 9 月、暗号技

術をはじめとし教育など、情報セキュリティ

への取り組みが認められ総務大臣賞「情報セ

キュリティ促進部門」を受賞。

2001 年よりイーパーツ代表理事

2007 年より NPO日本ネットワークセキュリ

ティ協会会長。

2010 年より、内閣官房情報セキュリティセ

ンター補佐官
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団体概要

■名称	 特定非営利活動法人イーパーツ
　　　　　　　　		
■設立	 2002 年 5 月 23 日（東京都認証）
■認定	 2010 年 4 月 16 日（国税庁）

■所在地	 〒 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-55-8　パレグレイス 501
	 TEL：03-5481-7369　　	　　　　　FAX：03-6805-2728
	 URL：http://www.eparts-jp.org/			　E-mail:info@eparts-jp.org

■役員	 代表理事	 佐々木　良一	 東京電機大学　教授　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	内閣官房情報セキュリティ補佐官
	 常務理事	 会田　和弘	 東京電機大学　成蹊大学　非常勤講師
	 理　　事	 大塚　裕司	 株式会社大塚商会　代表取締役社長
	 					同	 西部　忠	 北海道大学　教授
	 					同	 細野　昭雄	 株式会社アイ・オー・データ機器　代表取締役社長
	 　	同	 吾妻　まり子　リコージャパン株式会社　常務執行役員
	 監　　事	 岡崎　智道　　公益財団法人東京大学新聞社監事

■支援企業	 株式会社大塚商会
	 日本マイクロソフト株式会社
	 株式会社アイ・オー・データ機器
	 アドビ	システムズ株式会社
	 株式会社アルファテクノ
　　　　　　　　		株式会社東芝
	 トレンドマイクロ株式会社
	 日本電気株式会社
	 日本ヒューレット・パッカード株式会社
	 株式会社日本ビジネスリース
	 株式会社リコー

イーパーツは、リユース PC を寄贈する活動やシンポジウムの開催などを通し
て、非営利組織、ボランティア団体、障がい者支援グループの情報化を目的と
する特定非営利活動法人です。
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