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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

寄贈先の社会福祉法人弥生会
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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) 2014 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

日立キャピタル NBL 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  

株式会社リコー

2) 2014 年度に PC をご提供下さった方々 ( 計 879 台 )

株式会社大塚商会                                                                   �6 台

株式会社東芝およびグループ会社                                   638 台

ホンダエンジニアリング株式会社                                   174 台

NTT コムウェア株式会社                                                      30 台

横浜日野自動車株式会社                                                       11 台

3) 2014 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、Windows8、Office�010、Office365

4) 2014 年度に周辺機器等をご提供下さった方々

ブラザー販売株式会社 A3 レーザプリンタ、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/BD-R、USB フラッシュ、無線 LAN 子機、メモリー

株式会社ウェブスマート ディスプレー

個人                                                                        　　　　ネットワークハブ、USB ハブ、グラフィックボード、サウンドカード、
                                                                                                  インターフェイスカード、メモリキット、メモリ、ケーブル、
                                                                                                   無線 LAN 親機、無線 LAN 子機、USB-LAN アダプター

5) 2014 年度にその他でご協力頂いた方々

株式会社大塚商会　　　　　　　　　　　　　　　報告会会場、懇親会会場、タブレット用ペン

株式会社アルファテクノ　　　　　　　　　　　　PC 再生作業、PC 保管

株式会社アイ・オー・データ機器　　　　　　　　LED 電球

リコーロジスティック株式会社　　　　　　　　　PC の配送

ブラザー販売株式会社　　　　　　　　　　　　　クリアファイル

5) 2014 年度にその他でご協力頂いた方々
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6) 2014 年度に寄付金でご支援くださった方々
ART LAB OVA、CSO 市民活動センターようこそ、NPO みんなの健康ヨーガ普及協会、NPO 法人Ｃ・Ｃスペース、NPO 法人

Harmony、NPO 法人ＫＵＫＫＡ、NPO 法人Ｍｉｘｓｉｍ、NPO 法人 One、NPO 法人あくあ、NPO 法人お仕事チーム、NPO

法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ、NPO 法人キャンサーサポート北海道、NPO 法人こころ、NPO 法人コミュニケー

ション・アート、NPO 法人ころころねっと浜松、NPO 法人スウィートスマイル、NPO 法人スポーツライフ ’ 91 天城、NPO 法

人すまみらい、NPO 法人せんだい杜の子ども劇場、NPO 法人だんだん那須、NPO 法人チ－ム・スピリット、NPO 法人ハート

イヤ、NPO 法人ハイテンション、NPO 法人ひかり、NPO 法人ひこばえ、NPO 法人ボラみみより情報局、NPO 法人やまさくら、

NPO 法人ラ・ファミリエ、NPO 法人リール、NPO 法人リンク、NPO 法人横浜移動サービス協議会、NPO 法人楽の会リーラ、

NPO 法人環境ネットワーク埼玉、NPO 法人群馬ダルク、NPO 法人札幌ねこくらぶ、NPO 法人子ども・若もの支援ネットワー

クおおさか、NPO 法人市民ホスピス・福岡、NPO 法人市民農業の会、NPO 法人市民福祉団体全国協議会、NPO 法人障害者自

立センターつっかいぼう、NPO 法人真ごころ、NPO 法人生活相談サポートセンター、NPO 法人大分県近現代資料調査センター、

NPO 法人地域人材開発フォーラム、NPO 法人中津川中山道歴史文化研究会、NPO 法人長野サマライズ・センター、NPO 法人

東近江スポーツクラブ楽苦備、NPO 法人名張やわらぎの郷、NPO 法人緑サポート八王子、NPO 法人曖、アジア子ども基金、

いこいっこ、かまくら子育て支援グループ懇談会、ざま市民活動応援広場、すみれパソコンサークル、たじみプレーパーク・

楽風（らふ）、ぱそっ娘、ひだまりの会、わかば「お茶っこ」しよう会、岡山盲ろう者友の会、駆け込みシェルターとかち、郡

山パソコン要約筆記勉強会、犬山ＩＰＣクラブ、公益社団法人日本オストミー協会　京都府支部、高知うろこ（鱗）の会、高

知市民サポーター「はすのは」、社会福祉法人王慈福祉会、社会福祉法人元気の里とかち、社会福祉法人小高坂更生センター、

松阪点訳友の会、清瀬点訳の会、西部安全ネット会、青少年体験活動サポートセンター、長岡地域若者サポートステーション、

要約筆記サークル「ひまわり」、以上 75 件様

7) 2014 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、NEC ディスプレイソリューション株式会社、ニューバーガー・

バーマン株式会社



Annual Report 2014

4

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な評価を常に是正
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 ( 平成 27 年 4 月認定更新 ) 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 法人ウェルフェアポート湘南
私たちは介助犬と聴導犬の育成をして
います。日常の事務だけでなく、耳の
聞こえないユーザーさんとのコミュニ
ケーションではメールが必須。ホーム
ページ更新や、介助犬・聴導犬につい
ての福祉講演など、広く知って頂くた
めの活動にもパソコンが活躍中です。

寄贈品の動作保証
PC は 1 ヶ月以内の故障は無償で対応。
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	7/8・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 77 〜 79 回、、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、東京都 ( 練馬区 )、各地のNPO	と協働で実施し、寄贈式を開催

しました。

２）プロジェクター寄贈プログラム
NEC ディスプレイソリューションズ様のご支援で、プロジェクターを寄
贈しました。講座や説明会、そして要約筆記など、市民活動にとってプ
ロジェクターの出番は沢山あります。今回は、8台のところ 163 団体様
からの申請がありました。
リユース品ですが、プロの手によって整備されランプも明るく十分に活
用できるものをお贈りしました。

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。2014 年度は、アイ・オー・データ機器
様のご支援で Link	TV、CD/DVD、LED 電球、ブラザー販売様のご支援で
複合機、ラベルライター、クリアファイル、大塚商会様のご支援でタブレッ
ト用ペンを寄贈しました。

•

•

イーパーツでは、2014 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
・プロジェクター寄贈プログラム
・周辺機器寄贈プログラム
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寄贈プログラムの実施概要
イーパーツでは、2014 年度、計 19 の寄贈プログラムを実施しました。

2014 年 2015 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 10 回、神奈川	第 11 回
　藤沢市 , 茅ヶ崎市 , 小田原市 , 大和市 , 座間市 , 平塚市
　綾瀬市 , 相模原市

練馬	第 1 回

広島県	第 6回 　

名古屋市	第 3回

愛媛県	第１1回

岡山県	第 6回

三重県	第 11 回
　伊勢市 , 松阪市 , 伊賀市 , 津市 , 名張市 , 四日市市 , 尾鷲市

鳥取県	第 2回

複合機器寄贈プログラム

プロジェクター寄贈プログラム

Link	TV 寄贈プログラム

CD/DVD 寄贈（お役立ち企画）

LED電球寄贈（お役立ち企画）

寄贈式

第 77 回 東芝 第 79 回

公募

公募

寄贈式

寄贈式

寄贈式

第 10 回

第 78 回

公募 寄贈式 公募 寄贈式

公募

公募 寄贈式

公募

第 3 回

公募

第 80 回

公募

寄贈式

随時寄贈（継続中）

随時寄贈（継続中）

寄贈式

第 9 回

随時寄贈（継続中）

公募
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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 2014 年度

500

1000

1500

2000

2500

3000

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

2014 年度公募プログラム（第 77 回〜第 79 回他） 164 件 139 件 611 台 454 台

合計 4620 件 1828 件 13154 台 4675 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Windows7/8・Office2010・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。2014 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 4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 9回実施しました。

１）全国型リユース PC 寄贈プログラム
2014年度は全国を対象に、Webで第77回〜79回公募を計4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
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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 2014 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 10 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014/8/31 29 30 51 38

練馬第 1回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014/9/20 6 6 16 16

広島第 6回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014/10/5 25 17 51 27

名古屋第 3回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014/12/13 22 19 45 33

愛媛第 11 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2014/12/20 17 17 36 33

岡山第 6回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2015/1/25 12 12 25 23

三重第 11 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2015/2/14 21 17 43 38

神奈川第 11 回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2015/3/14 20 19 30 26

鳥取第 2回イーパーツリユース PC寄贈プログラム 2015/7/4 23 20 53 40

175 件 157 件 350 台 284 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

2014 年度合計 			8 地域							9 回実施 175 157 350 284

　　　　		117 回 1590 件 1314 件 3060 台 2462 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
　■　2013 年度以前に実施した地域

　■　2014 年度に実施した地域（2013 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 
　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 6
　イーパーツ（世田谷区）
　		世田谷区市民活動推進課（世田谷区）
							練馬区障害者福祉推進機構

神奈川 13（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）
									がみはら市民活動サポートセンター（相模原市）

三重 11（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 6（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 11  (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 6（1)
　		岡山市民活動センター（岡山市）

沖縄 3
　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 3（1)
　名古屋市
　	ボラみみより情報局 ( 名古屋市）

静岡 2
　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）

鳥取 2（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）

埼玉 1イーパーツ（世田谷区）
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第２回とっとりリユース PC 寄贈プログラムの寄贈式を鳥取県を東部・中部・
西部に分けて、３会場同時開催しました。そして、Microsoft Lync を使用し、
各会場の寄贈式の様子を中継、各会場の交流も行いました。

イーパーツ史上初！とっとりリユース PC 寄贈式３会場同時中継開催
Microsoft Lync で他会場の団体とも交流が可能に！

各地域で実施された魅力ある寄贈式

西部・米子市 中部・倉吉市 東部・鳥取市

Microsoft	Lync

1) 寄贈プログラム概要
実施地域：鳥取県

協働団体：公益財団法人とっとり県民活動活性化センター

寄		贈	 	式：2015/7/4( 鳥取市、倉吉市、米子市 )

寄贈式内容：セキュリティ双六、情報セキュリティ解説、リユース PC説明、リユース PC寄贈式、寄贈団体交流会

2）情報セキュリティ解説 & 他会場交流
今回の寄贈式では、鳥取市の東部会場にいるイーパーツの会田が、セキュリティ

解説をMicrosoft	Lync を使用し、3会場同時に行いました。解説は、インターネッ

ト詐欺の事例やウイルスの脅威、パスワードの安全性等、実際にパソコンを使う

上で重要な点を取り上げました。中部、西部の会場は、プロジェクターで解説者

の顔とパワーポイントが映っていたので、臨場感のある解説となりました。右図

が実際の解説中の様子です。

また、各会場の代表団体が中継を通して他会場へ団体紹介を行い、他会場の団体

とも交流することができました。 2015/7/4　中部会場で解説を聞く様子。
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寄贈式の参加団体が、団体の紹介をパネルに記入し、人間サイネージとして交
流会を実施。普段の活動では、顔を合わすことのない分野の異なる団体同士の
交流が見られました。

人間サイネージ ( 看板 ) で他団体と交流！
他団体との新たな出会いや事業のきっかけに！

首から下げるパネルは、団体のチラシを貼るもよし、手書きで想いを書き込むのも

よし。カラフルで見た目も様々なパネルが出来上がります。

さらにたくさんのコメントやシールが貼られることで、もっと賑やかなパネルが完

成します。( 右図参照 2014/12/13 名古屋寄贈式にて )

2) 実施地域
2014/10/5			第 6 回広島イーパーツリユース PC寄贈プログラム寄贈式

2014/12/13	第 3 回名古屋イーパーツリユース PC寄贈プログラム寄贈式

2015/1/25			第 6 回岡山イーパーツリユース PC寄贈プログラム寄贈式

2015/2/14			第11回三重イーパーツリユース PC寄贈プログラム寄贈式

1) 実施概要
パネルに①団体名、②団体が目指すもの、③得意なもの、④苦手なものを記入し、それを首から下げます。そのまま、会場に

いる様々な団体の人とお互いに団体紹介を行います。聞き手は、話し手の団体の活動内容等に対して、コメントを付箋で貼り

ます。話し手は、そのコメントを見て、いいなと思ったら、感謝の気持ちを込めてシールを聞き手のパネルに貼ります。これが、

一連の流れです。あとは、より多くの団体と交流し、たくさんのコメントといいねシールを集めます。

へー

私の団体は、
これが得意です！ 素敵な取り組み

ですね！

いいコメント
ありがとうございます

わーい どういたしまして

① ② ③

すごーい

2015/2/14　三重寄贈式にて 2015/1/25　岡山寄贈式にて 2014/12/13　名古屋寄贈式にて
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2014 年度地域の協働団体

第 6 回広島イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
実施地域：広島県
実施団体：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：2014/10/5

第 1 回練馬イーパーツリユース PC 寄贈プログラム
実施地域：東京都（練馬区）
協働団体：NPO法人練馬区障害者福祉推進機構
寄		贈		式：2014/9/20

第 3 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：2014/12/13

第 11 回愛媛イーパーツリユース寄贈プログラム
実施地域：愛媛県
協働団体：NPO法人ぶうしすてむ
寄		贈		式：2014/12/20

第 10 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、相模原市）

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、さがみはら市民活動サポートセンター

寄		贈		式：2014/8/31
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第 2 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：公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
寄		贈		式：2015/7/4

第 11 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、さがみはら市民活動サポートセンター

寄		贈		式：2015/3/14

第 11 回三重イーパーツリユース寄贈プログラム
実施地域：三重県 ( 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　

　　　　　動支援センター、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法人市民社会研究所、東紀州コミュニティデザイン、

　　　　　めいわ市民活動サポートセンター、みえきた市民活動センター

寄		贈		式：2015/2/14

第 6 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：2015/1/25

PC の準備はいつでも慎重に。 PCプレゼンターに "ヤマトン "参上！ 運営スタッフの Smile、無事終了です。
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リユース PC 寄贈団体一覧 1
2014 年度リユース PC 寄贈団体

第 77 回リユース PC 寄贈プログラム（2015.2）

団体名 所在地 32 件 141 台

NPO法人こころ 静岡県 保健・医療・福祉 4

一般社団法人九大学研都市圏の新しい暮らしをつくる協会 福岡県 保健・医療・福祉 2

オレンジカフェみやこんじょ 宮崎県 保健・医療・福祉 2

NPO法人名張やわらぎの郷 三重県 保健・医療・福祉 1

NPO法人あくあ 北海道 保健・医療・福祉 3

NPO法人ステップス 千葉県 保健・医療・福祉 1

里山資源 京都府 環境の保全 1

NPO法人音の風 京都府 保健・医療・福祉 2

南大阪電脳支援集団 大阪府 社会教育の推進 3

NPO法人キャンサーサポート北海道 北海道 保健・医療・福祉 5

NPO法人パクト 岩手県 災害救援 1

NPO法人姶良スポーツクラブ 鹿児島県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人ハートピュア盛岡 岩手県 保健・医療・福祉 10

雪どけ 東京都 子どもの健全育成 1

NPO法人ユースコミュニティー 東京都 子どもの健全育成 10

虹の架け橋 三重県 保健・医療・福祉 1

ぱそっ娘 東京都 情報化社会の発展 10

NPO法人日本農林再生保全センター 京都府 農山漁村又は中山間地域の振興 1

NPO法人世田谷さくら会 東京都 保健・医療・福祉 3

社会福祉法人青葉会 千葉県 保健・医療・福祉 10

公益財団法人日本国際交流センター 東京都 国際協力 3

社会福祉法人あかねの会 東京都 保健・医療・福祉 10

ART	LAB	OVA 神奈川県 保健・医療・福祉 3

NPO法人曖 岐阜県 保健・医療・福祉 3

NPO法人石原教育振興会 鳥取県 子どもの健全育成 6

NPO法人ゆずりは学園 愛知県 子どもの健全育成 4

NPO法人Ｃ・Ｃスペース 埼玉県 職業能力・雇用機会 2

わかば「お茶っこ」しよう会 千葉県 保健・医療・福祉 1

ガリレオクラブインターナショナル 兵庫県 国際協力 10

アジア子ども基金 兵庫県 国際協力 10

NPO法人ひだまり工房 愛媛県 保健・医療・福祉 6

社会福祉法人弥生会 神奈川県 保健・医療・福祉 10

第 78 回リユース PC 寄贈プログラム（2015.4）

団体名 所在地 67 件 203 台

NPO法人おどろ木ネットワーク 青森県 子どもの健全育成 2

NPO法人ノウハウ会 大阪府 社会教育の推進 2

郡山パソコン要約筆記勉強会 福島県 情報化社会の発展 3

社会福祉法人ぶるーむ 千葉県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ネクスト 兵庫県 職業能力・雇用機会 3

認定 NPO法人消費者支援ネット北海道 北海道 消費者の保護 1
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NPO法人まちづくりネット熊取 大阪府 まちづくり 1

NPO法人和　就労継続支援Ａ型事業所　シッポファーレ！ 北海道 保健・医療・福祉 3

NPO法人ワーカーズ風ぐるま 東京都 保健・医療・福祉 2

耕す人びと 京都府 子どもの健全育成 3

NPO法人長野サマライズ・センター 長野県 人権・平和 2

社会福祉法人のぞみ会 兵庫県 子どもの健全育成 6

NPO法人群馬ダルク 群馬県 保健・医療・福祉 4

土曜倶楽部 東京都 子どもの健全育成 2

福島就労支援センター 福島県 社会教育の推進 6

失語症会話カフェ 神奈川県 保健・医療・福祉 1

サロン・ドゥ・茶屋 兵庫県 まちづくりの推進 3

NPO法人京都ライフセービング 京都府 地域安全 2

NPO法人麦の会 宮城県 保健・医療・福祉 2

NPO法人まなの樹 神奈川県 子どもの健全育成 1

NPO法人フードバンク関西 兵庫県 保健・医療・福祉 1

NPO法人 One 岡山県 保健・医療・福祉 7

かわさき市民後見をすすめる会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人 CRファクトリー 東京都 ＮＰＯなどの活動支援 1

NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 東京都 国際協力 2

NPO法人恵泉会 愛知県 保健・医療・福祉 4

NPO法人自然環境アカデミー 東京都 社会教育の推進 2

NPO法人てぃだ与勝 沖縄県 保健・医療・福祉 7

WEWとかち 北海道 子どもの健全育成 1

NPO法人ネットワーク駒来の家　かすがいフォレスト 愛知県 保健・医療・福祉 7

NPO法人レジスト 神奈川県 保健・医療・福祉 2

犬山ＩＰＣクラブ 愛知県 社会教育の推進 5

NPO法人燦然会 大阪府 保健・医療・福祉 5

NPO法人沖縄地域人財活性 沖縄県 NPOなどの活動支援 7

NPO法人 ezorock 北海道 環境の保全 5

NPO法人隠岐しぜんむら 島根県 環境の保全 2

認定 NPO法人さいたまNPOセンター 埼玉県 NPOなどの活動支援 1

NPO法人ふれあいの家－おばちゃんち 東京都 子どもの健全育成 1

スマイルパソコン　ボランティアサークル 東京都 保健・医療・福祉 5

一般社団法人復興支援士業ネットワーク 宮城県 社会教育の推進 2

ほたる野を守るNORAの会 千葉県 環境の保全 2

NPO法人ころころねっと浜松 静岡県 子どもの健全育成 1

NPO法人ＡＣＴ－Ｒ 神奈川県 保健・医療・福祉 4

NPO法人市民農業の会 静岡県 農山漁村又は中山間地域の振興 1

NPO法人ジェルメ・まるしぇ 北海道 子どもの健全育成 2

認定 NPO法人みやぎ発達障害サポートネット 宮城県 保健・医療・福祉 2

NPO法人福祉ワーカーズほーぷ 大阪府 保健・医療・福祉 7

NPO法人いしのまきNPOセンター 宮城県 NPOなどの活動支援 3

NPO法人新　地域活動支援センターどーなつ 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ピープウ・ラボ 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人仕事の引出し 東京都 社会教育の推進 1



Annual Report 2014

18

リユース PC 寄贈団体一覧 2
NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ 福岡県 社会教育の推進 2

NPO法人楽の会リーラ 東京都 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 4

NPO法人アートネットワーク・ジャパン 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 7

NPO法人ひこばえ 群馬県 男女共同参画社会 2

NPO法人あそびっこネットワーク 東京都 子どもの健全育成 4

NPO法人よこはま言友会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人博英舎・こころや 宮城県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ハンド・イン・ハンド 北海道 保健・医療・福祉 3

NPO法人 ONE	NESS しおさいスポーツクラブ 千葉県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

NPO法人まぁむたかた 岩手県 男女共同参画社会 4

社会福祉法人八幡浜・大洲圏域　障がい者就業・生活支援センター　ねっとWork ジョイ 愛媛県 保健・医療・福祉 7

きこえのさぽーと	あきた 秋田県 保健・医療・福祉 3

UT-HACKs 神奈川県 情報化社会の発展 10

NPO法人ぐんまリユース食器センター 群馬県 環境の保全 2

自立生活センター濱松 静岡県 保健・医療・福祉 3

第 79 回リユース PC 寄贈プログラム (2015.6)

団体名 所在地 32 件 90 台

NPO法人真ごころ 千葉県 保健・医療・福祉 3

NPO法人たま・あさお精神保健福祉をすすめる会 神奈川県 保健・医療・福祉 6

里山資源 京都府 環境の保全 1

社会福祉法人王慈福祉会 岡山県 保健・医療・福祉 3

ＹＹパソコン塾 三重県 情報化社会の発展 2

NPO法人育てよう未来のオリンピックメダリスト 福岡県 子どもの健全育成 1

NPO法人しいの木会 千葉県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ジーエイチネットワーク 千葉県 保健・医療・福祉 1

一般社団法人ペガサス 神奈川県 保健・医療・福祉 5

社会福祉法人青葉会 千葉県 保健・医療・福祉 10

NPO法人北九州市視覚障害者自立推進協会あいず 福岡県 保健・医療・福祉 5

NPOくりはら 宮城県 災害救援 2

社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 東京都 保健・医療・福祉 10

NPO法人ＷＥＬ’ Ｓ新木場 東京都 職業能力・雇用機会 5

チーム　・パーキンソン 神奈川県 保健・医療・福祉 2

NPO法人 Ocean’ s	Love 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人文化学習協同ネットワーク 東京都 社会教育の推進 6

NPO法人ワーカーズコープ広島支部 広島県 農山漁村又は中山間地域の振興 1

NPO法人きらり水源村 熊本県 まちづくり 2

NPO法人つどい 東京都 保健・医療・福祉 3

岡山盲ろう者友の会 岡山県 保健・医療・福祉 3

NPO法人子どもの村東北 宮城県 保健・医療・福祉 3

NPO法人 KUKKA 岡山県 子どもの健全育成 1

NPO法人新潟西地区高齢者パソコン友の会 新潟県 情報化社会の発展 1

NPO法人共生会 愛知県 まちづくり 4
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NPO法人 AL サインプロジェクト 神奈川県 子どもの健全育成 1

NPO法人四日市ウエルネスクラブ 三重県 保健・医療・福祉 1

NPO法人中津川中山道歴史文化研究会 岐阜県 社会教育の推進 1

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法人もらと 三重県 保健・医療・福祉 1

NPO法人ふくおか視覚障害者雇用開発推進センター 福岡県 職業能力・雇用機会 1

第 6 回東芝リユース PC 寄贈プログラム (2015.2)

団体名 所在地 8 件 20 台

神奈川レスキューサポートバイクネットワーク 神奈川県 災害救助 1

パソコンボランティア青梅 東京都 情報化社会の発展 4

NPO法人神奈川県レクレーション協会 神奈川県 社会教育 3

NPO法人舞岡・やとひと未来 神奈川県 環境保全 3

NPO法人府中市体育協会 東京都 学術・文化・芸術・スポーツ 2

フットボールクラブ 1980 洋光台 神奈川県 子どもの健全育成 3

認定 NPO法人かものはしプロジェクト 東京都 人権・平和 1

NPO法人笑顔プロジェクト 東京都 ＮＰＯなどの活動支援 3
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地域型リユース PC 寄贈団体一覧 1
2014 年度地域版リユース PC 寄贈団体

第 10 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.8）

団体名 所在地 30 件 48 台

NPO法人ワップフィルム　 神奈川県 観光振興 2

ドリームエナジープロジェクト 神奈川県 保健・医療・福祉 2

医療生協かながわ片瀬鵠沼支部 神奈川県 保健・医療・福祉 1

NPO法人 Gateway	International	Center 神奈川県 子どもの健全育成 2

Light	Heart	Counselling 神奈川県 保健・医療・福祉 1

辻堂ファイト祭り委員会 神奈川県 まちづくり 2

NPO法人セカンドブックアーチ 神奈川県 子どもの健全育成 1

チーム団 cha（だんちゃ） 神奈川県 まちづくり 2

小田原食生活改善推進団体 神奈川県 社会教育発展 1

日本語教室いろはの会 神奈川県 国際協力 1

おだわらねこ 神奈川県 環境保全 1

メダカサポーターの会 神奈川県 環境保全 1

小田原史談会 神奈川県 社会教育発展 1

ネパール教育支援の会ＮＥＳＡ 神奈川県 国際教育 2

西さがみ文化フォーラム 神奈川県 社会教育発展 1

チーム　ピース　チャレンジャー大和支部 神奈川県 国際教育 2

NPO法人WE21 ジャパン大和 神奈川県 人権・平和 2

点図サークル「オーロラ」 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

座間 SC相模が丘防犯パトロール隊 神奈川県 地域安全 2

平塚肢体障害者福祉協会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

平塚人物史協会 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

相模原おもちゃドクターの会 神奈川県 子どもの健全育成 2

NPO法人ひまわりの会 神奈川県 子どもの健全育成 2

NPO法人デジタルコンテンツ研究会 神奈川県 情報化社会 2

NPO法人自遊クラブ 神奈川県 環境保全 2

NPO法人元気の出る歌の集い 神奈川県 保健・医療・福祉の増進 2

NPO法人きこり 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

さがみはら市民オンブズマン 神奈川県 その他（行政監視活動） 1

NPO法人相模原アレルギーの会 神奈川県 保健・医療・福祉の増進 1

第 1 回練馬イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.8）

団体名 所在地 6 件 16 台

NPO法人 I	am	OK の会 東京都 保健・医療・福祉 2

NPO法人トントゥハウス 東京都 保健・医療・福祉 4

一般社団法人セルフサポートマネージメント 東京都 保健・医療・福祉 2

東京都助産師会練馬地区分会 東京都 保健・医療・福祉 2

コミュニティカフェ　チャイハナ光が丘 東京都 まちづくり 2

ひとねっと 東京都 保健・医療・福祉 4
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第 6 回広島イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.9）

団体名 所在地 17 件 27 台

NPO法人子どもネットワーク可部 広島県 子どもの健全育成 1

NPO法人つくしんぼ作業所 広島県 保健・医療・福祉 1

NPO法人フリースクール木のねっこ 広島県 子どもの健全育成 2

NPO法人日本宇宙少年団備後ローズスター分団 広島県 社会教育 1

NPO法人日本インクルーシブ教育研究所 広島県 子どもの健全育成 1

NPO法人家族と教育を考える会 広島県 保健・医療・福祉 1

NPO法人シネマ尾道 広島県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人看護アカデメイア幸 広島県 保健・医療・福祉 1

NPO法人まなびや 広島県 保健・医療・福祉 3

甲田町地域振興連合会 広島県 まちづくり 1

NPO法人はぴままクローバー 広島県 子どもの健全育成 1

NPO法人陽だまり 広島県 保健・医療・福祉 2

NPO法人人間大好き　しゃくなげファーム 広島県 保健・医療・福祉 2

NPO法人父子家庭サポートネット・ひろしま 広島県 子どもの健全育成 2

NPO法人地域ネットくれんど 広島県 保健・医療・福祉 3

北振興会 広島県 農村漁村・中山間地域振興 1

NPO法人三次おやこ劇場 広島県 子どもの健全育成 2

第 1 回名古屋イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.11）

団体名 所在地 19 件 33 台

いのちと性を伝える出前講座はぐ 愛知県 子どもの健全育成 2

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

お花畑 愛知県 子どもの健全育成 1

野並日本一の会 愛知県 まちづくり 1

NPO法人ひだまりの丘 愛知県 子どもの健全育成 2

一般社団法人One	Life 愛知県 子どもの健全育成 2

中村パソコン支援ボランティアビット 愛知県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

愛知発達障害協会HOPE 愛知県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ディスカバリージャパン 愛知県 観光の振興 2

NPO法人愛・地球博ボランティアセンター 愛知県 まちづくり 3

コミュニケイション・スクエアネットワーク東海（NPO－CSネット東海）愛知県 まちづくり 1

NPO法人ささしま共生会 愛知県 保健・医療・福祉 1

なごや国際オーガニック映画祭実行委員会 愛知県 農山漁村又は中山間地域の振興 1

NPO法人アサヒキャンプ名古屋 愛知県 子どもの健全育成 3

NPO法人脳外傷友の会　みずほ 愛知県 NPOなどの活動支援 2

アースデイいわき実行委員会 愛知県 まちづくり 2

NPO法人名古屋コダーイセンター 愛知県 子どもの健全育成 1

フィリピン人移住者センター 愛知県 人権・平和 3

NPO法人ささしまサポートセンター 愛知県 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 2
第 11 回愛媛イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.12）

団体名 所在地 17 件 33 台

要約筆記サークルオリーブ大洲 愛媛県 都道府県又は指定都市の条例で定める活動 2

松前町ボランティア連絡協議会 愛媛県 NPOなどの活動支援 1

パソコン教室たんぽぽ 愛媛県 職業能力・雇用機会 3

まさきエコクラブ 愛媛県 まちづくり 1

石井東社会福祉協議会 愛媛県 NPOなどの活動支援 1

一般社団法人えひめ ICT チャレンジド事業組合 愛媛県 経済活動の活性化 3

傾聴ボランティアいずみ 愛媛県 保健・医療・福祉 1

点訳グループ「めばえ」 愛媛県 保健・医療・福祉 3

まつやま子育て支援NPO協議会 愛媛県 子どもの健全育成 3

NPO法人こころ塾 愛媛県 保健・医療・福祉 2

NPO法人ぽっかぽっか就労継続支援Ｂ型事業所あっぷるハウス久万 愛媛県 保健・医療・福祉 2

NPO松山冒険遊び場 愛媛県 子どもの健全育成 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

社会福祉法人南風会 愛媛県 保健・医療・福祉 2

NPO法人えひめ障害者ヘルパーセンター 愛媛県 保健・医療・福祉 1

NPO法人どんまい　いんさつの咲々屋 愛媛県 保健・医療・福祉 3

音訳ボランティアもみの木 愛媛県 保健・医療・福祉 1

第 6 回岡山イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2014.12）

団体名 所在地 12 件 23 台

NPO法人マザーリーフ 岡山県 子どもの健全育成 1

NPO法人ハート・オブ・ゴールド 岡山県 学術・文化・芸術・スポーツ 3

NPO法人吉備野工房ちみち 岡山県 まちづくり 2

NPO法人輝くママ支援ネットワークぱらママ 岡山県 男女共同参画 3

南輝ケア会議 岡山県 まちづくり 1

NPO法人未来へ 岡山県 子どもの健全育成 3

岡山県臨床心理会 岡山県 保健・医療・福祉 1

うけいれネットワーク　ほっと岡山 岡山県 災害支援 1

災害支援ネットワークNPOかけはし 岡山県 災害支援 2

数理科学同好会 岡山県 学術・文化・芸術・スポーツ 2

NPO法人育友カフェ 岡山県 子どもの健全育成 2

NPO法人岡山市子どもセンター 岡山県 子どもの健全育成 2

第 11 回三重イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2015.1）

団体名 所在地 17 件 38 台

城田地区まちづくり協議会 三重県 まちづくり 3

NPO法人たまき末芳園 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 2

NPO法人大紀町日本一のふるさと村 三重県 農村漁村又は中山間地域の振興 1

NPO法人ときわ会藍ちゃんの家 三重県 保健・医療・福祉 5

NPO法人大杉谷自然学校 三重県 環境保全 2

揥水まちづくり協議会 三重県 まちづくり 1

NPO法人 CTF 松阪 三重県 保健・医療・福祉 5
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三重県健康福祉生活協同組合デイサービスベル・はあと 三重県 保健・医療・福祉 3

NPO法人暖家 三重県 保健・医療・福祉 2

UDうれしの 三重県 まちづくり 2

みえ食文化研究会 三重県 社会教育 1

日本ボリビア人協会 三重県 まちづくり 2

NPO法人三重ドリームクラブ 三重県 まちづくり 1

NPO法人ワークスタイル・デザイン 三重県 男女共同参画 2

NPO法人なちゅらん 三重県 保健・医療・福祉 3

一般社団法人四日市大学エネルギー環境教育研究会 三重県 環境保全 2

第 11 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2015.2）

団体名 所在地 19 件 26 台

NPO法人湘南DVサポートセンター 神奈川県 子どもの健全育成 1

しょうがい者の為のパソコン支援ボランティア藤沢 神奈川県 情報化社会の発展 1

湘南地区生涯スポーツリーダー会 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

相続・遺言研究会 神奈川県 消費者保護 1

NPO法人 AL サインプロジェクト 神奈川県 子どもの健全育成 1

社会的養護当事者団体	白ひげ 神奈川県 子どもの健全育成 2

AMU 神奈川県 まちづくり 1

茅ヶ崎市ターゲットバードゴルフ協会 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

小田原録音奉仕会 神奈川県 保健・医療・福祉 2

原水爆禁止西さがみ地区協議会 神奈川県 人権・平和 1

NPO法人命を大切にする小田原を創る会 神奈川県 社会教育 2

認定 NPO法人いきいきフォーラム草の根支援 東京都 災害支援 2

大和市の観光資源を発掘、企画する会 神奈川県 観光 2

拠点やまと 神奈川県 情報化社会の発展 2

NPO法人ワーカーズ・コレクティブ　かめさん 神奈川県 保健・医療・福祉の増進 1

水交社の保存と利用をすすめる会 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 1

馬入水辺の楽校の会 神奈川県 環境保全 1

綾西コミュニティビジネス「花いちもんめ」 神奈川県 保健・医療・福祉 2

相模原市視覚障害者協会 神奈川県 保健・医療・福祉 1

第 2 回鳥取イーパーツリユース PC 寄贈プログラム（2015.6）

団体名 所在地 20 件 40 台

いなば西郷むらづくり協議会 鳥取県 まちづくり 2

NPO法人ライフサポートともだち 鳥取県 保健・医療・福祉 2

NPO法人とっとり整形外科 鳥取県 保健・医療・福祉 1

NPO法人あっとほうむ 鳥取県 子どもの健全育成 2

円護寺川をきれいにする会 鳥取県 環境保全 1

やらいや逢坂 鳥取県 まちづくり 1

NPO法人ＮＰＯみささ温泉 鳥取県 まちづくり 1

つぼみ畑 鳥取県 子どもの健全育成 2

東伯保護区保護司会 鳥取県 地域安全 1

NPO法人リカバリーポイント鳥取ダルク 鳥取県 保健・医療・福祉 3

NPO法人南部町総合型地域スポーツクラブ 鳥取県 学術・文化・芸術・スポーツ 1
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地域型リユース PC 寄贈団体一覧 3
三朝町青年団 鳥取県 まちづくり 2

いなばパソコンの会 鳥取県 まちづくり 3

NPO法人こどもスマイルプロジェクト 鳥取県 保健・医療・福祉 3

Reading	ACT 鳥取県 保健・医療・福祉 3

八橋振興会 鳥取県 まちづくり 2

社会福祉法人鳥取こども学園 鳥取県 保健・医療・福祉 3

NPO法人ラ・ルーチェ「絆縁」 鳥取県 保健・医療・福祉 3

市民エネルギーとっとり 鳥取県 環境保全 2

くがみ海山元気会 鳥取県 まちづくり 2
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※アイコンは活動地域と支援対象を表しています。

笑顔のメッセージ　パソコン編

NPO 法人あくあ
ＰＣ寄贈スタッフ一同大変感謝しております。職員全員が法人所有のパ

ソコンに切り替えることができ、業務全体が大変円滑に進むようになり

ました。また、大変使い勝手もよくＰＣ再生に取り組んだ方々の丁寧な

作業が想像されます。大切に使わせていただき少しでも地域福祉に寄与

できるよう頑張って参ります！

ぱそっ娘
清瀬市でＩＴアドバイザーをしている女性６人が、ボランティアで「ぱ

そっ娘」というパソコン講習会を行う団体を立ち上げ、4年目に入り

ました。この間、Excel のスキルアップを目指した講習会を 20 回開き、

延べ 394 名の参加者となっています。寄贈されたパソコンを使って、

今後も楽しい講習会を開いていきます！！

社会福祉法人あかねの会
この度は、ノート PCを寄贈して頂き、誠にありがとうございました！

頂きました 10 台の PC は、各事業所にて大活躍をしております。また

寄贈先の前PCは全てWin	XPだった為、セキュリティ向上にも寄与でき、

法人全体によるクラウド環境の完全導入に一歩前進できました。今後も

あかねの会は揺り籠から墓場まで切れ目の無い支援を行っていきます。

南大阪電脳支援集団
この度はノート PC3 台の寄贈を受けました。ありがとうございます。

南大阪電脳支援集団は、情報活用スキルの向上を図る活動を行っていま

す。さっそく、あべのハルカス” 縁活” のフリーソフト体験で使われて

頂いています。

パソコン教室たんぽぽ
公共の施設を使用し、シニア、初心者対象のパソコン教室をしています。

各自ノートＰＣ持参でしていますが、今回、いただいたＰＣを活用して、

デスクトップＰＣの方や徒歩や雨天で持ってくるのが困難だった方にも

来ていただけるようになり、大変喜んでいます。有効に大切に使わせて

いただきます。

北海道 障害者

大  阪 子ども

東  京 障害者

東  京 情  報

愛  媛 高齢者
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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。

NPO 法人自遊クラブ
行政への提案書作成、実績報告、会計処理、ホームページによる情報発

信等を個人のＰＣで行っていましたが、担当者のＰＣが古くなったため

作業が滞っていました。団体専用のＰＣが入手でき、ＨＰの更新作業や

会計処理がスムーズに行われるようになり、担当者も大変喜んでいます。

平塚肢体障害者福祉協会
ＰＣ寄贈頂き、ありがとうございます。今回の寄贈プログラムを含め、

団体所有のノートＰＣが４台揃い、ＰＣ操作教室で来年の年賀状作成を

題材に会員が意欲的に参加しています。障害を持っても家に閉じこもら

ないよう、会員が参加して楽しいＰＣ操作教室は、今後いろいろ題材を

取り上げ開催していこうと考えております。

NPO 法人どんまい　いんさつの咲々屋
精神障害者の方々の就労支援 B型事業所　いんさつの咲々屋です♪寄

贈いただいたパソコンを活用し、作業効率UP、技術の向上に役立てた

いと思います。名刺、冊子、ポスター等印刷のことならぜひぜひご相談

ください。

NPO 法人ひまわりの会
今回は、ＰＣを２台寄贈いただきました。職員・ボランティア一同とて

もうれしく思っております。寄贈いただきましたＰＣは、職員・ボラン

ティアさんが、日々の保育書類作成や児童管理・教材調べや教材準備・

行事や保育園から保護者に出すお便り等の面などで有効に利用させてい

ただこうかと思っております。

AMU
立ち上げたばかりの団体ですが、ボランティアの協力などを得ながら

活動をしていくなかで、個々の PCを作業で使うことが多く、またMac

環境が多いため、Windows 環境の確認が難しい状態でした。今回いた

だいた PC を団体専用のWindows 環境として、今後有効に活用してい

きたいと思っています！ありがとうございました！！

愛  媛 障害者

神奈川 子ども

神奈川 障害者

神奈川 環  境

神奈川 地 域
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※アイコンは活動地域と支援対象を表しています。

みえ食文化研究会
パソコンありがとうございます。食材辞典の続編の６月完成目指して原

稿作成中です！いただいたパソコンが大活躍です。本当にありがとうご

ざいました。

日本語教室いろはの会
この度は、立派な中古 PCをご寄贈戴き、誠に有難うございます。早速、

チラシ、予定表などの資料作りに利用させていただいております。Best	

smile とまではいきませんが、感謝の気持ちをこめて写真をお届けしま

す。このプログラムの今後ますますの発展を期待しております。先ずは

お礼申し上げます。

城田地区まちづくり協議会
先日は大変お世話になりました。ありがとうございました。事務局でも

活用にさせていただいております。パソコン教室の立ち上げ向け、準備

中です。地区の皆さん方に有効に活用していただきます。

認定 NPO 法人かものはしプロジェクト
私たちは、だまされて売られてしまう子供のために、児童買春の問題に

取り組む団体です。こんなに素敵なパソコンを寄贈してくださり、本当

にありがとうございます！いつも必要としている共有のパソコンとし

て、大切に使わせていただきます。

小田原録音奉仕会
小田原録音奉仕会は多面的情報を音声化しＣＤ・テープを媒体として視

覚障がい者に提供しているボランティア団体です。パソコンは録音・編

集機器として活用しています。リユースＰＣはパソコン作業講習に活用

させていただきます。ありがとうございました。

神奈川 障害者

三  重 地 域

神奈川 地 域

三  重 食  品

東  京 人  権
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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。

お花畑
名古屋市で乳幼児の親子の子育て支援をしている団体です。核家族・転

勤族が多い地域で、つながりのお手伝いをしながら、こどもにとってど

んな環境がよいのだろう？と学びあっています。個人のパソコンと団体

が共有でしたので、大変助かりました。ありがとうございました！

フットボールクラブ 1980 洋光台
少年サッカーチームとして 1980 から横浜市磯子区洋光台・港南区笹下

地区を中心に活動しています。チーム専用のパソコンがありませんでし

たので、大会の運営、HP、ブログの更新、総会、運営会など様々な場

面で有効活用させて頂きます。ありがとうございました。

NPO 法人父子家庭サポートネット・ひろしま
この度は２台のパソコンを寄贈していただき、ありがとうございました。

感謝です。今まではウィンドウズＸＰでしたが、これからはウィンドウ

ズ７で安心して作業ができます。皆さまが心を込めて再生されたパソコ

ンです。大切に使わせていただきます。皆さまのご健康と今後のご活躍

を心からお祈り申し上げます。

アースデイいわき実行委員会
このパソコンが我々の手元に届くまでにたくさんの方が関わってくだ

さったこと。忘れません。今後の活動に友好的にそして有効的に活用さ

せていただくことで恩返ししたいと思います！インディアン嘘つかな

い！ありがとうございました^^

NPO 法人ハート・オブ・ゴールド
２台は、本部事務局の仕事で活躍しています。もう１台は、カンボジア、

シェムリアップで運営する養護施設NCCC（ニューチャイルドケアセン

ター）でスタッフと子供たちが活用しています。

愛  知 地 域

愛  知 子ども

岡  山 スポーツ

広  島 子ども

神奈川 スポーツ
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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
2014 年度はお休みしました。2015 年度を準備中です。

2）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

3）リコーグループとの連携
プリンターのメンテナンスから寄贈団体までの搬送のご手配、そして保守など活用の相談までのって下さり、
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。

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
で自立を目指す障がい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のご協力に
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。

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
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第 4 回　NPO 法人国境なき子どもたち
日頃よりお世話になりまして誠にありがとうございます。プリンタの寄

贈を頂戴いたしまして、心より御礼申し上げます。配送いただきました

翌日からさっそく使用を開始し、写真展で展示する団体紹介データの出

力を中心にすでにフル稼働しております。仕上がりの美しさ、印刷スピー

ドの速さにスタッフ一同驚き改めてこのように立派なプリンタを寄贈い

ただけたことに深く感謝しております。ありがとうございました。

第 20 回　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、岩手県北のカシオペア連邦の地域づくり活動を、様々

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
ダイジェスト版

第 10 回　NPO 法人八王子市民活動協議会
広報誌や案内パンフレット、ポスター類の印刷に活用し、大助かりです。

狭い事務所ですが、比較的コンパクトで、印刷品質も非常によく、みん

な喜んでおります。これからは、パンフレットや報告書作成に、このプ

リンタ活かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。

第 14 回　NPO 法人タップ
この度はプリンターをご寄贈いただきありがとございました。おたより

や予定表、募集のチラシなど、印刷しなければならないものがたくさん

ありますが、プリンターをいただいたおかげで、気兼ねなく印刷でき活

動を伝えるおたよりも前より回数を増やして発行できています。これか

らの子どもたちの笑顔のため、プリンターをしっかり活用して活動の幅

を広げていきたいと思います。本当にありがとうございました。

第 17 回　NPO 法人ゆう・さぽーと
カラーレーザープリンターを寄贈していただきまして、ありがとうござ

いました。このプリンターを使って、法人の広報紙や事業所の事務所類

の印刷を行います。ドライバの設定も終わり、早速、使用させていただ

いています。綺麗なプリント面で、両面印刷もできますし、大変重宝し

ています。これからも大切に使わせていただきたいと思います。
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カラーレーザープリンター
寄贈先インタビュー

――現在カラーレーザープリンターをどのように利用していますか？

日本国際ボランティアセンターでは、多くの海外現地スタッフが活

躍しています。日本語を母国語としない現地スタッフが多く、英語

もしくは現地の言葉でコミュニケーションをとるしかありません。

　しかし、写真は、言葉が通じなくとも見るだけでも理解すること

ができます。カラーレーザープリンターがきれいに、また大きく印

刷できるということを利用して、日本国際ボランティアセンターで

は、ただ印刷するのではなく、大きなパネルを作成しています。

――パネルとは実際にどのように作成するのですか？

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、ラミネートシートでパウチします。これにより丈夫で見や

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

フや現地の方にも視覚で訴えるのに大変効果的です。

　また、ラミネート加工することにより、資料を何度も再利用する

ことができます。長く保存できることで、再利用するだけではなく、

過去の活動内容を見直す資料としても役立ちます。

――どのくらいの頻度でパネルを利用、作成していますか？

年間を通して 70 〜 80 本ほどあるイベントで利用しています。このように自分たちの活動を紹介するパネルが

あるとより簡単に理解してもらうことができますし、一際目をひく展示物となります。

NPO法人日本国際ボランティアセンター ( 東京都 )

1980 年にインドシナ難民の救助を機会に設立。アジア・アフリカ・中東・東日本大震災被災地など様々な場所

において支援活動を行っている団体。

2014 年 2月 20 日訪問

パネル利用で視覚的に訴える
NPO 法人日本国際ボランティアセンター　細野純也様
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――当プログラム応募以前の印刷物はどのように作成していましたか？

私たちは、「ボランティア」という単語に含まれるネガティブなイメー

ジを払拭するために「かっこいい」広報物作りに力を入れています。

プログラム応募以前は、インクジェットプリンターを使っており、白

黒印刷をし用紙の色を変えて目立つよう工夫していました。しかし、

いまいち「かっこいい」チラシを完成させることはできませんでした。

――カラーレーザープリンターに代わってからはどのようになりましたか？

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。

――カラーレーザープリンターの利用で活動への影響は何かありますか？

印刷方法における用紙やインクの使い方は、会員である学生さん自身

が用紙 1枚に 2ページ分印刷したり、必要のないときは白黒で印刷し

たりと使っていく中で徐々に学んでもらっています。また、一般の方だけでなく、普段メンテナンス等を行っ

てくださる、リコージャパンの営業担当者様にも活動に参加してみたいとお声をかけていただけるようになりま

した。NPO法人認定から 1年たち、新年度より新たなプロジェクトも始動し始める予定です。その中で、リコー

ジャパン様にもぜひ活動に参加していただけるように企画を進めていきます。

NPO法人　ezorock（北海道）

2001 年 4 月設立。北海道で行われる野外音楽フェスティバルがきっかけ。青年層によるプロジェクトチームを

中心とし、環境に関する取り組みを行っている団体。

2014 年 3月 22 日訪問

会員数増加 & メンテナンス担当者も活動参加
NPO 法人 ezorock　高橋優介様、大熊啓介様、高橋苗七子様
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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。

2014 年度実施記録 寄贈品 寄贈団体数

第 9回複合機寄贈プログラム

2014/8/20 〜 2014/9/20

ブラザー製：合計 41 台

A3 両面インクジェット複合機																								7 台

子機付インクジェット複合機										　　					10 台

両面インクジェット複合機																															9 台

インクジェット複合機																																								8 台

ラベルライター																																																					7 台

35 団体

第 10 回複合機寄贈プログラム

2015/2/23 〜 2015/3/20

ブラザー製：合計 84 台

A3 両面インクジェット複合機																								1 台

両面子機付インクジェット複合機																		1 台

子機付インクジェット複合機																											2 台

両面子機付インクジェット複合機																		9 台

インクジェット複合機																																					47 台

ラベルライター																																																		24 台

35 団体

NPO 法人環境ネットワーク埼玉
困っていたところに寄贈いただけたので、事

務局一同大変感謝しております。大切に使わ

せていただきます。

今までの複合機寄贈プログラム実施概要 ( 第 1 回～第 10 回 )

年度 プログラム名 公募期間 応募件数 寄贈件数 応募台数 寄贈台数

2009 第 1 回 FAX 電話および FAX 複合機寄贈プログラム 2010/ 4 / 5  ～ 2010/ 5 / 7 84 72 195 164

2010 第 2 回 FAX 電話および FAX 複合機寄贈プログラム 2010/10/20 ～ 2010/11/10 84 52 157 70

2011 東日本大震災復興支援インクジェット複合機寄贈プログラム 2011/ 5 /16 ～ 2011/ 8 /31 - - - 100

2011 第 3 回 FAX 電話および FAX 複合機寄贈プログラム 2011/ 7 /11 ～ 2011/ 7 /25 67 41 105 56

2011 第 4 回 FAX 電話および FAX 複合機寄贈プログラム 2011/11/11 ～ 2011/12/15 74 54 112 92

2011 第 5 回複合機寄贈プログラム 2012/ 6 / 5  ～ 2012/ 6 /29 72 48 109 59

2012 第 6 回複合機寄贈プログラム 2012/11/30 ～ 2012/12/ 7 64 45 95 58

2013 第 7 回複合機寄贈プログラム 2013/ 7 /23 ～ 2013/ 9 / 8 73 46 128 60

2013 第 8 回複合機寄贈プログラム 2014/ 2 / 1  ～ 2014/ 2 /10 112 65 211 89

2014 第 9 回複合機寄贈プログラム 2014/ 8 /20 ～ 2014/ 9 /20 83 35 139 41

2014 第 10 回複合機寄贈プログラム 2015/ 2 /23 ～ 2015/ 3 /20 43 35 115 84

合計 756 件 493 件 1,366 台 873 台
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第 9 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 )

公益社団法人日本オストミー協会　京都府支部 京都府 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

よりはぐプロジェクト 岡山県 子どもの健全育成 A3両面インクジェット複合機 (1)

松山肢体不自由児・者父母の会 愛媛県 保健・医療・福祉 両面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 両面インクジェット複合機 (1)、ラベルライター (1)

ざま市民活動応援広場 神奈川県 NPOなどの活動支援 コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人市民ホスピス・福岡 福岡県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人お仕事チーム 長野県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (1)

清瀬点訳の会 東京都 保健・医療・福祉 ラベルライターテープ付 (1)

NPO 法人 FUKUSHIMA いのちの水 福島県 災害救援 A3両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人おどろ木ネットワーク 青森県 まちづくり コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人デジタルコンテンツ研究会 神奈川県 情報化社会の発展 両面インクジェット複合機 (1)

金沢もてなし隊 石川県 観光の振興 ラベルライターテープ付 (1)

NPO 法人ハートイヤ 広島県 職業能力・雇用機会 A3両面インクジェット複合機 (1)

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 A3両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人百華倶楽部 広島県 環境の保全 コードレス電話付複合機 (1)

社会福祉法人新生会 兵庫県 保健・医療・福祉 ラベルライターテープ付 (1)

NPO 法人福聚会 栃木県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (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 ラベルライター (1)

ユースコミュニティー 東京都 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (1)

駆け込みシェルターとかち 北海道 人権擁護・平和推進 両面インクジェット複合機 (1)

いこいっこ 三重県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ブロッサム 京都府 学術・文化・芸術・スポーツ 両面インクジェット複合機 (1)

湘南サドベリースクール 神奈川県 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人フォー・クローバー 三重県 保健・医療・福祉 ラベルライター (1)

NPO 法人沖縄県脊髄損傷者協会 沖縄県 保健・医療・福祉 ラベルライター (1)

NPO 法人ひかり 愛媛県 男女共同参画社会 A3両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ＫＵＫＫＡ 岡山県 子どもの健全育成 A3両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ウィメンズアイ 宮城県 男女共同参画社会 A3両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ラ・ファミリエ 愛媛県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人真ごころ 千葉県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (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 コードレス電話付複合機 (1)

広域おやこ劇場ひき北いるま 埼玉県 子どもの健全育成 コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人ひろしまＮＰＯセンター 広島県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (3)

NPO 法人みえNPOネットワークセンター 三重県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (2)

名古屋市市民経済局市民活動推進センター 愛知県 NPOなどの活動支援 インクジェット複合機 (3)
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第 10 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法人生活相談サポートセンター 北海道 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

青少年体験活動サポートセンター 北海道 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (2)

NPO 法人白神山地を守る会 青森県 環境の保全 両面インクジェット複合機 (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 まちづくりの推進 両面インクジェット複合機（1）、ラベルライター (1)

NPO 法人せんだい杜の子ども劇場 宮城県 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (1)

東北ＨＩＶコミュニケーションズ 宮城県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (1)

NPO 法人ミューズの夢 宮城県 学術・文化・芸術・スポーツ 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人仁井田レッドスターズ 秋田県 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (2)

NPO 法人群馬ダルク 群馬県 保健・医療・福祉 コードレス電話付複合機 (1)

ＳＩＥＮ２　（シエンツー） 群馬県 国際協力 ラベルライター (1)

NPO 法人ひこばえ 群馬県 男女共同参画社会の形成 コードレス電話付複合機 (1)、両面インクジェット複合機 (2)

NPO 法人長野サマライズ・センター 長野県 人権擁護・平和推進 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人だんだん那須 栃木県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人環境ネットワーク埼玉 埼玉県 環境の保全 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人楽の会リーラ 東京都 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人リール 神奈川県 学術・文化・芸術・スポーツ 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ハイテンション 神奈川県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)、ラベルライター (1)

まちづくりスポット茅ヶ崎 神奈川県 まちづくりの推進 両面インクジェット複合機 (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 両面インクジェット複合機 (2)、ラベルライター (2)

ＮＰＯ法人市民農業の会 静岡県 農山漁村・中山間地域の振興 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ころころねっと浜松 静岡県 子どもの健全育成 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人 Harmony	 静岡県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (2)

NPO 法人恵泉会 愛知県 保健・医療・福祉 ラベルライター (1)

NPO 法人地域の応援団えがお 愛知県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)、ラベルライター (1)

NPO 法人ボラみみより情報局 愛知県 NPOなどの活動支援 ラベルライター (3)

三重イーパーツリユース PC実行委員会 三重県 NPOなどの活動支援 両面インクジェット複合機 (10)

一般財団法人とっとり県民活性化センター 鳥取県 NPOなどの活動支援 両面インクジェット複合機 (9)、ラベルライター (5)

NPO 法人福祉ワーカーズほーぷ 大阪府 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (2)

NPO みんなの健康ヨーガ普及協会 大阪府 保健・医療・福祉 両面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 両面インクジェット複合機 (2)、ラベルライター (1)

NPO 法人Ｍｉｘｓｉｍ 広島県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ひろしまNPOセンター 広島県 NPOなどの活動支援 両面インクジェット複合機 (3)

NPO 法人 One 岡山県 保健・医療・福祉 両面インクジェット複合機 (1)、ラベルライター (1)

NPO 法人隠岐しぜんむら 島根県 環境の保全 A3両面インクジェット複合機 (1)、両面インクジェット複合機 (1)

NPO 法人ぶうしすてむ 愛媛県 職業能力・雇用機会 両面インクジェット複合機 (1)、ラベルライター (7)



Annual Report 2014

37

２）第 3 回プロジェクター寄贈プログラム
NEC ディスプレーイソリューションズ様のご支援により、プロジェクターを非営利団体に寄贈いたしました。

NPOの活動において、講座や説明会、そして要約筆記等の情報のバリアフリー支援など、プロジェクターの

出番は沢山あります。今回は、8台に対し 163 団体から申請を頂きました。リユース品ですが、プロの手によっ

て整備され、ランプも明るく、寄贈先では十分に活用されています。

たじみプレーパーク・楽風（らふ）
映像により活動の理解を深めることを期待します。

2014 年度実施記録 寄贈品 寄贈団体数

第3回プロジェクター寄贈プログラム

2014/10/21 〜 2014/11/4

NECディスプレーイソリューションズ製：合計8台

NEC ビューライトNP-V260XJD																					2 台	

NEC ビューライトNP64J																																	2 台

NEC ビューライトNP-M350XJL																					2 台	

NEC ビューライトNP-U310WJD																			2 台

8 団体

団体名 都道府県 活動目的 寄贈品 8 台

松阪点訳友の会 三重県 保健・医療・福祉 NEC ビューライトNP-V260XJD 1

就業能力支援センター 北海道 職業能力・雇用機会 NEC ビューライトNP-V260XJD 1

たじみプレーパーク・楽風（らふ） 岐阜県 子どもの健全育成 NEC ビューライトNP64J 1

NPO 法人キズキ 東京都 社会教育の推進 NEC ビューライトNP64J 1

NPO 法人阿蘇きぼうの家 熊本県 保健・医療・福祉 NEC ビューライトNP-M350XJL 1

佐賀 DARC 佐賀県 保健・医療・福祉 NEC ビューライトNP-M350XJL 1

NPO 法人スポーツライフ	’ ９１天城 岡山県 学術・文化・芸術・スポーツ NEC ビューライトNP-U310WJD 1

NPO法人 NATURAS 北海道 子どもの健全育成 NEC ビューライトNP-U310WJD 1

今までのプロジェクター寄贈プログラム実施概要 ( 第 1 回～第 3 回 )

年度 プログラム名 公募期間 応募件数 寄贈件数 応募台数 寄贈台数

2010 第 1 回プロジェクター寄贈プログラム 2010/6/27 ～ 2010/ 7/3 77 2 77 2

2012 第 2 回プロジェクター寄贈プログラム 2012/5/20 ～ 2012/6/15 99 2 99 2

2014 第 3 回プロジェクター寄贈プログラム 2014/10/21 ～ 2014/11/4 163 8 163 8

合計 339 件 12 件 339 台 12 台
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3）CD/DVD・LED 電球寄贈
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。

また、同社様のご厚意により、2015 年 5月から LED電球の寄贈を開始

しました。

NPO 法人こころ
就労継続支援 B 型の事業所です。これから、

大切に使わせていただきます！

CD/DVD および寄贈

団体名 所在地 活動内容 寄贈品

NPO法人こころ 愛媛県 保健・医療・福祉 DVD,CD

NPO法人ひかり 愛媛県 男女共同参画社会の形成の促進 DVD,CD

NPO法人ひだまり工房 愛媛県 保健・医療・福祉 DVD,CD

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 DVD,CD

まちづくりスポット茅ヶ崎 神奈川県 まちづくり DVD,CD

NPO法人ライフサポートふれ愛 愛媛県 保健・医療・福祉 DVD,CD

NPO法人レジェンド松山 愛媛県 学術・文化・芸術・スポーツ DVD,CD

愛媛県男女参画・県民協働課 愛媛県 男女共同参画社会 DVD,CD

NPO法人育て上げネット 東京都 子どもの健全育成 DVD,CD

NPO法人機能紙研究会 愛媛県 経済活動の活性化 DVD,CD

鹿児島大学 鹿児島県 社会教育 DVD,CD

小田原録音奉仕会 神奈川県 保健・医療・福祉 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

障害者支援センターアクティブマインド 愛媛県 保健・医療・福祉 LED電球
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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 )

よりはぐプロジェクト
このたびは、念願のプリンター、しかもＡ３も印刷できる機種をいただ

き、ありがとうございます！タイムリーな情報を、拠点の中で印刷する

ことができ、とてもありがたいです。寄贈いただいたプリンターは、子

育てひろば「なちゅはぐ」で、通信やチラシ、子育て情報などの印刷に

大活躍してくれています。本当にありがとうございます。

NPO 法人フォー・クローバー
このたびはかわいいラベルライターをいただきまして誠にありがとうご

ざいました。当法人ではおもちゃ図書館の運営を行っています。障がい

のある子もない子も親子で集うコミュニケーションの場です。今回いた

だいたラベルライターで見栄えも良く、そして格好よくそれぞれのおも

ちゃ、そして整理箱にラベルを貼ることができるようになりました。

NPO 法人 FUKUSHIMA いのちの水
この度は、A3 対応複合機の寄贈を心より感謝いたします。Ａ３対応の

印刷機は切望でした。当団体は、毎月 5回福島県在住の放射能被爆児童、

妊産婦 800 名へ、水を無償配布しております。Ａ３対応機により、ポ

スター掲示を、敏速に、美しくしあげることができます。今月より、早

速ポスターを制作いたします。ありがとうございました！

NPO 法人ボラみみより情報局
複合機とラベルライターを寄贈いただき、ありがとうございます！情報

誌『ボラみみ』を編集・発行しており、毎月大量にコピー・印刷をしま

す。新しくハイスペックなプリンターが届き、とてもうれしいです。また、

イベントや講座で備品を持ち出す機会が多いので、かわいいラベルライ

ターを使い、管理していきたいと思います。ありがとうございました！

金沢もてなし隊
ラベルライターの寄贈をありがとうございました。金沢もてなし隊活動

資料のファイル整理と手作り遊びコーナーで手づくりの品の紹介用ラベ

ル作成します。（テスト印字しました。）

子ども

愛  知 N P O

岡  山

福  島 災  害

石  川 地 域

三  重 障害者
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※アイコンは活動地域と支援対象を表しています。

NPO 法人ひかり
プリンタをありがとうございます。今回はいただいたプリンタを使って、

２００枚のクリスマスカードを作りました。９月の敬老会でも、同じよ

うに歌やハンドベル演奏をしてカードを渡します。仕上がりも良く印刷

のスピードも速いので、これから園だよりやお知らせなどにも活用して

いきたいと思っています。

NPO 法人隠岐しぜんむら
この度は複合機を寄贈していただき、誠にありがとうございました。活

動の宣伝やツアー広告の作成に活用させていただいてます。広報に力を

入れる事が出来るようになったので、大事に使わせていただきます！こ

れからも離島のNPO法人として、地域への貢献と自然環境の保全のた

めに全力で活動していきたいと思います。ありがとうございました。

いこいっこ
何時もご支援有り難う御座います。老人憩いの家「いこいっこ」を立ち

上げ９年を迎えました。お蔭様で事業計画も順調に進み。寄贈品も有効

に活用させて頂いています。寄贈されました、プリンターはパソコン教

室で年賀状の作成、「いこいっこ」の事業に活用させて頂いています。

今後共宜しくお願します。

NPO 法人 One
事務所を開設してすぐにプリンターが届き助かりました。使い勝手も良

く事業内容を掲載したチラシ等、幅広く活用しています。ラベルライター

も大活躍です。スタッフ一同感謝しています。ありがとうございました。

三  重 地 域

愛  媛 子ども

島  根 環  境

岡  山 障害者

湘南サドベリースクール
複合機の寄贈を、ありがとうございました。プリンターが壊れたところ

だったので、大変助かっています。単に印刷するだけではなく、コピー

ができることは画期的で、スキャンもとてもきれいにできるので、大活

躍しています。イーパーツさん、そしてリユースして下さる企業のみな

さん、本当にありがとうございました。

神奈川 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。

NPO 法人地域の応援団えがお
このたびは、プリンターとラベルライターをありがとうございました。

おかげで、印刷のたびにコンビニ走っていく手間から解放されました。

ラベルライターは利用者さんの個人ファイルなどに利用させていただき

ます。いただいたプリンターを活用し、今後もよりいっそう地域の皆が

安心して暮らせる地域づくりをめざして、取り組んでいきます。

ＮＰＯ法人市民農業の会
多機能プリンターの寄贈をいただき、本当にありがとうございました。

地域の農業の発展のお手伝いをしています。会の活動の事務作業に役立

てています。農業とは言っても事務作業もありますから、会員の方々に

も活用していただきます。

NPO 法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ
様々な地域づくり活動に関わる事業を実施していながら、コピー機が故

障して以来長い間大変不便な思いをしてきました。今回寄贈していただ

き、とても助かっています。本当にありがとうございました。

東北ＨＩＶコミュニケーションズ
団体で長年使用してきた既存の電話機兼ＦＡＸは液晶表示が真っ黒と

なっておりましたが、無理を押して使い続けておりました。今回、ＦＡ

Ｘ複合機を受領することとなり、選んでいただけた事にとても感激して

おります。これから長く使い続ける所存です。現在は団体事務局の主力

機として稼働中です。本当にありがとうございます！

まちづくりスポット茅ヶ崎
コンパクトで事務所にピッタリ！チラシや資料の印刷に大活躍！スタッ

フ全員で大切に使います。ありがとうございました！

宮  城 人  権

愛  知 高齢者

岩  手 地 域

神奈川 地 域

静  岡 地 域
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※アイコンは活動地域と支援対象を表しています。

たじみプレーパーク・楽風（らふ）
これから活動を深めていくに当たり、もっと幅広い子ども観、子育て観

そして広い意味での街づくりという観点から地域の方々と学び合ってい

きたいと思っています。プロジェクターはそんな会に沢山活用させてい

ただきます。

松阪点訳友の会
プロジェクターをいただきましたので、毎月開いている勉強会（研修会）

で、点字表記の仕方について画面を見ながら説明できるし、説明を受け

る側から見ても分かりやすくなります。会員の理解度が深まるものと思

います。ありがとうございました。

NPO 法人阿蘇きぼうの家
この度はプロジェクターの寄贈、誠にありがとうございました。今まで

一人一人の席を回って画面を指さしながら、教室を開いていましたが、

みんなで大きな画面を見ながら、授業できるようになり夢のようです。

これからは資料投影や、障がいについての番組をみんなで視聴したりで

きるようになります。本当にありがとうございました。

NPO 法人スポーツライフ ’ ９１天城
文部科学省の受託事業である平成２６年度地域のスポーツクラブにおけ

る障害者スポーツの導入『ハ〜トフルスポ〜ツの集い』の会場でプロジェ

クターを利用し、他の会場での活動の様子を見てもらいました。

NPO 法人 NATURAS
寄贈していただいたプロジェクターのおかげで、子どもたちに画像や動

画を使って、楽しく分かりやすく自然のしくみや文化、歴史を伝えるこ

とができています。ありがとうございました。

岡  山 スポーツ

岐  阜 子ども

三  重 障害者

熊  本 障害者

北海道 子ども

笑顔のメッセージ　周辺機器編 ( プロジェクター )
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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　グッズ編 (CD/DVD,LED)

NPO 法人こころ
11 月に開所しました就労継続支援 B型の事業所です。これから、大切

に使わせていただきます！ありがとうございました。

NPO 法人ひかり
私たちの保育園では毎年クリスマスに、子どもたちの日常を撮影したビ

デオを編集し、ＤＶＤケースに入れて各ご家庭へのプレゼントにしてい

ます。いただいたディスクを使って、今年もビデオが出来上がりました。

クリスマスの夜は、それぞれのご家庭の楽しいクリスマスが、子どもた

ちの映像でより楽しく盛り上がると思います。ありがとうございました。

NPO 法人ひだまり工房
DVD-R をいただきまして、ありがとうございました。これから、様々

な場面で活用をさせていただきたいと思います。

N P O

愛  媛 N P O

静  岡

愛  媛 子ども

NPO 法人マインド内障害者支援センターアクティブマインド
私達は毎日アクティブマインドに通って EMぼかし、EMせっけん牛乳

パックリサイクルの紙漉き製品の製造販売をしている１０名のグループ

です。LEDランプは作業所で使わせていただきます。明るく頑張ります。

ありがとうございました。

愛  媛 障害者

NPO 法人 AL サインプロジェクト
第 11 回神奈川イーパーツリユース PC 寄贈プログラム寄贈式における

交流会にてたくさんの関心が寄せられた NPO法人 AL サインプロジェ

クトさんに景品としてお渡ししました。

子ども神奈川
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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)  2014 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
・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。2015 年 7 月現在、
全国で 49 回開催されています。

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の仕組みおよび
情報を保護する方法講座」を行いました。

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。

企 業
NPO

大 学
行 政
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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」、「著作権ってどうよ」など 37 1155
情報セキュリティ セキュリティ対策、個人情報など 225 4885
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 131 3748
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 72 2109
障害者支援 PC再生作業、自立のための IT 活用など 58 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 3026
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

・プレゼン実践講座・プレゼンコンテスト	in	愛媛
・「情報活用と保護の為の 10 の方法」
・Microsoft	Dynamics	CRM	活用講座

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 2015 年 6月 30 日までの 10 年間の累計です。
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リユース PC 寄贈プログラム連携プロジェクト
「プレゼンコンテスト　in えひめ」

リユース PC の寄贈団体であるかどうかに関わらず、Powerpoint やプレゼン
のスキルを上げてもらい、PC をさらに活用して頂くため、愛媛県で「プレゼ
ンコンテスト in えひめ」を開催しました。

1. コンテストのねらい
リユース PCの提供だけではなく、それを非営利活動にむけて使いこ

なす技術の伝授と、それを定着し広がる仕組みづくりが必要と考えま

す。その為、「プレゼン実践講座	in	えひめ」「プレゼンコンテスト	in	

えひめ」を連続しておこないました。そして、その成果を 2015/5/14

愛媛県水産会館にて報告しました（上写真）。

a)「プレゼン実践講座 in えひめ」のねらい

コンテストへの応募の前に Powerpoint や資料の整理の仕方を学べる

機会を設ける

先じて開催された日本マイクロソフトのプレゼン講座を受講した非

営利組織スタッフが講師となることで、地域の中で供に学び教え合

う環境をつくる

b)「プレゼンコンテスト in えひめ」のねらい

受け身の学習ではなく、学んだ事を試せる機会の創出。

互いに学び競い合う機会の創出

•

•

•

•
2014/10/10,10/11,12/6、全体のレベル向

上の為、プレゼン実践講座を実施
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2. コンテスト概要
a) プレゼン実践講座 in えひめ
【開			催		日】	2014/10/10,10/11,12/6

【開催場所】愛媛大学総合メディアセンター

【講座内容】		・	Microsoft	PowerPoint を使ったプレゼン資料の作り方

　　　　　		・プレゼン内容を、効果的なスライドに簡単に整理する方法

　　　　　		・アイデア出しとまとめかたワークショップ

b) プレゼンコンテスト in えひめ（第 1 回）
【実施地域】愛媛県内

【応募期間】2014/10/2 〜 11/30

【テーマと賞】

【入賞団体】

◎マルゴト賞：八幡浜大洲圏域障がい者就業・生活支援センターねっとジョイ

　　　　　		副賞：提案システムの構築（日本マイクロソフト提供）

◎マルゴト使いま賞：	元気！プロジェクト

　　　　　		副賞：プロジェクター（イーパーツ提供）

◎愛媛を魅力的なものとする夢で賞：NPO法人フェロージョブステーション

　　　　　		副賞：文具一式（愛媛県提供）

【選考方法】		2015/2/7,	13:00 〜 16:30、愛媛県障害者福祉センターにて、

　　　　　		プレゼン大会を実施。その公開審査ネット投票で決定

【報告会および表彰式】2015/5/14,	14:30 〜 17:20、愛媛県水産会館

3. 実施団体
認定NPO	法人イーパーツ、NPO	法人ぶうしすてむ、日本マイクロソフト、	

愛媛県、まつやま NPO センター、e- まつやま最先端情報技術研究会、

NPO法人えひめリソースセンター

2015/2/7　自転車で新居浜市沖の大島

をまわり地域を元気にする企画を提案

している「元気！プロジェクト」

2015/2/7　提案者のプレゼンの前に、

日本マイクロソフト	エバンジェリスト

の西脇氏がプレゼンの極意を伝授

2015/2/7　プレゼン大会では、各提案

者の Powerpoint データが張り出された

2015/5/14　会田が概要を説明　
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SNS でのトラブル、ネット詐欺、コンピューターウイルスなど様々な問題が
出てくる情報社会において、子どもたちがインターネットを上手に使うため
のマナーやコツを楽しくわかりやすく伝えます。

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。2014 年度の実施概要
は下記のとおりです。
講座対象：小学 5〜 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
使用教材：セキュリティ双六キッズ版、学習用Web
実施回数：東京都、京都府、愛媛県にて計 5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。

2014/7/15　京都府京丹波町立和知小学校にて成蹊大学学生 1名、東京電機大学学生 1名の学生スタッフが講師となり、ネット

安全教室を行いました。写真は、セキュリティ双六を用いて、セキュリティに関する出来事やその対応を学んでいる様子。

2014/11/17　東京都世田谷区立桜小学校

2015/6/23　愛媛県西条市立庄内小学校
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①著作権は、作品を作った人を応
援する目的もあります。

②自分で作った動画であればイン
ターネットにアップしてもよい？

③著作権に関して、最低でも 3つの
ことを考えてから使用しましょう。

3)　学習用 Web リニューアル
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」を使用しています。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、やって良い事と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。昨年度から学生スタッフ主導の下で行っていた「学習用Web」のリニューアルが完了しまし
た。SNS でのトラブルやネット詐欺等の最新の事例を取り入れ、6つのコンテンツからできています。

2015/6/23　愛媛県西条市立禎瑞小学校にて

ウイルスの疑似体験をしている様子。

a) PC・スマホでできること：チャットを体験してみよう　他
b) ネット詐欺：架空請求されたらどうすればよいか　他
c) コンピューターウイルス：ウイルスの疑似体験　他
d) コミュニケーション：ネット上で秘密や悪口を言うとどうなるか　他
e) 著作権：著作権はなぜ必要なのか　他
f) まとめとクイズ：勉強した内容を 2 択クイズで確認　他

SNS でのトラブルが増加していることから、特にネット上での情報の広が
り方は、実際の例を用いて子どもたちに解説しています。
上記が「学習用Web」の情報の広がり方に関するページの一部です。

2)　セキュリティ双六のマスを使用して解説
セキュリティ双六のマス目には、インターネットを利用する際に注意すること、やってい良い事と悪い事をわか
りやすく学べるように書いてあります。そして、双六後に、マスの中をいくつかピックアップし、解説を行って
います。プロジェクター等で画面を映し、出てきた用語に関連した事例や簡単なクイズなどを行っています。
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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、愛媛県八幡
浜市、広島県広島市にて計 5 回開催しました。

1）2014 年度実施記録

実施回数：計 5回

実施地域：【PC分解講座】

　　　　　東京都千代田区、愛媛県八幡浜市、広島県広島市

　　　　　【ワード deうちわ講座】

　　　　　東京都世田谷区立桜小学校

2）講座実施内容

◎ PC 分解講座

この講座では、日頃なかなかできない PC分解を通して、ものづくりの素

晴らしさを実感してもらいます。

2014 年 9 月 13 日に大塚商会にて実施された分解講座は、社会貢献体験

デー・体験イベントの一環として行われました。多くの親子に参加して

もらい、楽しみながら体験してもらいました。

また、2015 年 3 月 29 日には、NPO法人父子家庭サポートネット・ひろ

しま、ひろしま市民活動ネットワークHEARTtoHEART と一緒に広島県広

島市のひろしまNPOセンターにて「親子で学ぼう PCの仕組み」を開催し、

小学生とその保護者計 44 名もの人が集まりました。

◎ワード de うちわ講座

2015 年 6 月 6日に東京都世田谷区桜小学校にて「ワード de うちわ講座」

を開催しました。この講座は、小学 1，2年生を対象にした、さくらっこ

教室との毎年のコラボです。

Microsoft	Word でうちわの絵を思い思いにデザインし印刷します。印刷

したものをホネに貼り付け、自分だけのマイうちわを完成させます。小

学 1，2年生なので、初めてパソコンやワードを使う子もいますが、イー

パーツスタッフがその子どもにあったスピードで一緒に作っていきます。
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第３回 「ワードで作るチラシ・パンフレットコンテスト」を実施
2015 年度は、新しいキャラクターでリニューアル！

PC を寄贈するだけではなく、それをどう活用してもらうかが重要。
三重県内で、主にリユース PC をつかった市民活動のチラシコンテストを毎年
県内の中間支援センターと恊働で実施しています。
第 3回みえ「ワードで作るチラシ・パンフレットコンテスト」概要

◎大　賞：			一般社団法人津市観光協会

◎準大賞：			いなべの里山を守る会

◎特別賞：			輝く瞳	Ｗａｒａひろば実行委員会

【実施地域】三重県内

【応募期間】2014/10/2 〜 11/30

【表		彰		式】2015/2/14,	13:30、みえ市民活動ボランティアセンター

【主　　催】認定NPO	法人イーパーツ、東紀州コミュニティデザイン、

　　　　　		いせ市民活動センター、松阪市市民動センター、伊賀市市

　　　　　		民活動支援センター、NPO	法人アイ・コラボレーション伊賀、

　　　　　		津市市民活動センター、みえ市民活動ボランティアセンター

　　　　　		なばり NPO	センター、四日市市なやプラザ、市民活動通信

　　　　　		Sanpo

2015 年のチラシコンテストか

ら登場する New キャラクター。

2015年の公募期間は 2015/8/27 〜

10/27、表彰式は2016/2/13の予定

イーパーツの有給インターンシップ
学生のパワーと情熱を” より良き社会” へ

イーパーツでは、２年間の長期インターン制度で毎年２〜３名の学生をスタッ
フとして受け入れています。それぞれの関心や専門性を活かして、特定の業務
に責任をもって取り組んでもらう為、長期の有給制度をとっています。

◎インターン制度の目的
自分が関心のあること将来つきたい職業など、なるべく近い環境で、様々

な人と出会い交流し学び合いそれぞれスキルを磨くことが、学生の将来

にとっては有意義であると考えます。一方、イーパーツにとっても、新

しい考えや方法を取り入れ、彼らと供に新たなチャレンジをすることで、

更なる社会的責任を果たすことができると信じています。

◎今までのインターン生の成果
リユース PCの再生、セキュリティ双六「セキュろく」の開発、NEC ネッ

ト安全教室の教材作成、カラーレーザープリンター報告書作成、Web更

新、基幹システムの整備など

◎ 2003 年以降のインターの出身大学（50 音順）
慶応大学、駒沢大学、成蹊大学、首都大学東京、東京電機大学
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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。

2014 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

【NEC ネット安全講座】
NEC ネット安全教室（セキュろく） プロジェクト 2014/7/15 20 京都府京丹波町 京都府京丹波町立和知小学校
NEC ネット安全教室（セキュろく 3回） プロジェクト 2014/11/17 98 東京都世田谷区 東京都世田谷区立桜小学校
NEC ネット安全教室（セキュろく） プロジェクト 2015/6/21 30 愛媛県新居浜市 愛媛県新居浜市立多喜浜小学校
NEC ネット安全教室（セキュろく） プロジェクト 2015/6/23 26 愛媛県西条市 愛媛県西条市立禎瑞小学校
NEC ネット安全教室（セキュろく） プロジェクト 2015/6/23 32 愛媛県西条市 愛媛県西条市立庄内小学校
九段中学セキュリティ講座（セキュろく） プロジェクト 2015/2/13 5 東京都千代田区 株式会社大塚商会
計 6回 211 人

【キッズ】
PC分解講座 プロジェクト 2014/3/29 50 東京都千代田区 株式会社大塚商会
PC分解講座 プロジェクト 2014/8/18 30 愛媛県八幡浜市 八幡浜みなっと
PC分解講座 プロジェクト 2015/3/29 50 広島県広島市 ひろしまNPOセンター
九段中学 PC分解講座 講座 2014/11/7 5 東京都千代田区 株式会社大塚商会
ワードでうちわ講座 プロジェクト 2015/6/6 60 東京都世田谷区 東京都世田谷区立桜小学校
計 5回 195 人

【せきゅろく　情報セキュリティ講座】
せきゅろく プロジェクト 2014/9/20 15 東京都練馬区 練馬区NPO活動支援センター
せきゅろく プロジェクト 2014/10/5 50 広島県広島市 ひろしまNPOセンター
せきゅろく プロジェクト 2014/12/13 40 愛知県名古屋市 名古屋市市民活動推進センター
せきゅろく プロジェクト 2014/12/20 40 愛媛県松山市 まつやまNPOサポートセンター
せきゅろく プロジェクト 2015/1/25 30 岡山県岡山市 ゆうあいセンター
せきゅろく プロジェクト 2015/2/14 50 三重県津市 みえ市民活動ボランティアセンター
せきゅろく プロジェクト 2015/7/4 20 鳥取県鳥取市 とっとり県民活動活性化センター
せきゅろく プロジェクト 2015/7/4 20 鳥取県倉吉市 とっとり県民活動活性化センター
せきゅろく プロジェクト 2015/7/4 20 鳥取県米子市 とっとり県民活動活性化センター
計 9回 285 人

【大学関連プロジェクトおよび講座】
東京電機大学未来プロジェクト プロジェクト 2014/7/18 50 東京都足立区 東京電機大学
関西学院大学「リユース PC寄贈プログラム」レクチャー 2014/11/20 10 兵庫県三田市 関西学院大学
計 2回 60 人
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【非営利組織の情報スキル支援】
イーパーツ活動報告会
「寄贈するってどういうこと？」

プロジェクト 2014/7/31 80 東京都千代田区 株式会社大塚商会

プレゼン実践講座	in	えひめ プロジェクト 2014/10/10 3 愛媛県松山市 愛媛大学総合メディアセンター
プレゼン実践講座	in	えひめ プロジェクト 2014/10/11 5 愛媛県松山市 愛媛大学総合メディアセンター
プレゼン実践講座	in	えひめ プロジェクト 2014/12/6 35 愛媛県松山市 愛媛大学総合メディアセンター
恊働ノウハウ講座
「他者と連携しながら事業を発展・展開させ
ていくコツ・方法」を学ぼう！」

レクチャー 2014/12/12 20 愛知県名古屋市 名古屋市市民活動推進センター

プレゼンコンテスト	in	えひめ プロジェクト 2015/2/7 70 愛媛県松山市 愛媛県障害者福祉センター
春のNPO事務局講座
「情報活用と保護の 10 の方法」

プロジェクト 2015/4/26 10 鳥取県倉吉市 とっとり県民活動活性化セン

ター
Microsoft	Dynamics	CRM講座 プロジェクト 2015/5/13 3 石川県河北郡 ジョブスタジオノーム
プレゼンコンテスト	in	えひめ　表彰式 プロジェクト 2015/5/14 50 愛媛県松山市 愛媛県水産会館
計 9回 276 人

【PC再生 DAY】
ノーム PC再生用データベースプロジェクト１ プロジェクト 2014/8/28 4 石川県河北郡 ジョブスタジオノーム
PC再生品質基準プロジェクト１ プロジェクト 2014/8/29 7 石川県河北郡 ジョブスタジオノーム
PC再生 DAY プロジェクト 2015/5/12 30 石川県河北郡 ジョブスタジオノーム
計 3回 41 人
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メディア掲載記録
2013.7.1 〜 2015.6.30 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】14 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

愛媛新聞 2015/2/8 「地域活性化企画案競う」
愛媛県内で市民活動団体が、情報の発信力強化を目指すプレゼンテーションコンテストを行いました。

愛媛新聞 2015/6/22 「個人情報公開慎重に」
愛媛県多喜浜小で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付　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］
「セキュろくキッズ〜双六を用いた情報セキュリティ教育の試み」を会田が執筆しました。
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2014 年度会計報告
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2015 年度活動予定

2015 年度、寄贈プログラムとレクチャー・スペシャルプログラムは、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 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 80
第 81 回リユース PC寄贈プログラム 2015 年			8 月 10 日〜				9 月 10 日 2015 年 10 月末頃 150
第 82 回リユース PC寄贈プログラム 2015 年			11 月 20 日〜	12 月 20 日 2016 年 1月末頃 150
第 5回東芝リユース PC寄贈プログラム 2016 年			1 月〜 2月 2016 年 3月頃 20
第 83 回リユース PC寄贈プログラム 2016 年			1 月 20 日〜				2 月 20 日 2016 年 4月初頃 150
第 84 回リユース PC寄贈プログラム 2016 年			3 月 20 日〜				4 月 20 日 2016 年 5月末頃 150

b) 地域版リユース PC 寄贈プログラムの実施 (330 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 12 回神奈川リユース PC寄贈プログラム 2015 年 6月 3日〜 7月 3日 2015 年 8月 23 日 30
第 2回ねりまリユース PC寄贈プログラム 2015 年 8月	〜 9 月 2015 年 10 月頃 20
第 7回ひろしまリユース PC寄贈プログラム 2015 年 9月〜 10 月 2015 年 12 月頃 50
第 7回おかやまリユース PC寄贈プログラム 2015 年 9月〜 10 月 2016 年 1月 31 日 50
第 12 回愛媛リユース PC寄贈プログラム 2015 年 9月 1日〜 9月 30 日 2015 年 10 月 24 日 30
第 3回名古屋市リユース PC寄贈プログラム 2015 年 11 月〜 12 月 2015 年 12 月 19 日 50
第 16 回みえリユース PC寄贈プログラム 2015 年 11 月 2日〜 2016 年 1月 28 日 2016 年 2月１3日 50
第 3回鳥取リユース PC寄贈プログラム 2016 年 6月〜 7月 2016 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およびドット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
ドットプリンタ寄贈プログラム 2015 年 9月〜 10 月 2015 年 11 月頃 未定
第 21 回カラーレーザー寄贈プログラム 2015 年 10 月〜 11 月 2016 年 1月頃 未定

e) 周辺機器等寄贈プログラム
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 11 回複合機等寄贈プログラム 2015 年 8月〜 9月 2015 年 10 月中頃 72
第 12 回複合機等寄贈プログラム 2015 年 11 月〜 12 月 2016 年 1月末頃 60
第 4回プロジェクター寄贈プログラム 未定 未定 未定

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、マイナンバー対応に向けての調査研究

f)	NPO におけるMicrosoft	Dynamics	CRM活用研究
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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
堀部　葵
・プロジェクト担当
永野　雄大
・Web、プロジェクト担当
八巻　慶介
・Web、広報、プロジェクト担当
久米　貴大
・データ管理、プログラミング担当
工藤　竜也
・PC再生技術担当

■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、駒澤大学学生およびOBOG、成蹊大学学生およ
びOBOG、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）
	 2015 年 4 月    9 日（東京都）
■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センター補佐官
	 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
	 日立キャピタルNBL 株式会社
	 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。

特定非営利活動法人イーパーツ活動報告会資料（2014.7.1 〜 2015.6.30）	

発行：2015 年 7月 24 日

編集・発行：特定非営利法人イーパーツ

　　　　　　〒 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　　E-mail:info@eparts-jp.org　　URL：http://www.eparts-jp.org/

																											(C)2014	eparts,	All	Rights	Reserved　　　　　　　　		イラスト：きたがわめぐみ

本報告書は、アドビ		システムズ株式会社様ご提供の Adobe		Creative	Suite	で作成いたしました。
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