
２００８年１０月 

 

ＮＰＯの「情報開示」事例集（第１版） 

- 社会からの信頼と共感を得るために - 

 

地域･テーマ公益ポータル推進プロジェクト（※） 

事務局：ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所] 

 

 団体の情報開示や活動の発信は、社会からの信頼と共感を得るための大切な取り組みです。 

 ＩＩＨＯＥでは、全国１８の中間支援組織のご協力を得て「情報開示ワークショップ」を開催するなど、

各地のＮＰＯの方々にその意義をお伝えしておりますが、 

「情報開示の必要性はわかったが、具体的にどうすればいいの？」 

「本当に自分の団体でもできるだろうか？」 

といった声も少なくありません。 

 そこで、さまざまな地域やテーマで活動する団体から、身近なモデルとなる情報開示の事例を集めて公開

することで、これから情報開示にしっかり取り組みたい、その質を高めたいという方々に、他団体の取り組

みのいいところをどんどん取り入れていただきたいと考えております。 

 以下にご紹介する計３８件のモデル事例は、「地域･テーマ公益ポータル推進プロジェクト」（※）にご参

加いただいている１６の中間支援組織から、下記の観点に基づいて、ご推薦いただきました。 

<<事例集掲載の視点>> 

★「団体基本情報」が、他よりも一歩踏み込んだ情報の記述であり社会からの支援や信頼の獲得への意

欲が伝わってくる。 

★「事業報告書」が、社会の課題や、団体の現状を伝えるツールとして内容が充実している。 

★「ウェブサイト」や「ブログ」が、効果的に活用されている。 

 

「おすすめポイント」とともに、じっくりご覧いただき、効果的な情報開示にご活用ください。 

※情報開示事例は、都道府県ごとに「■団体名」、「（活動分野・テーマ）」の順で示しています。 

活動分野・テーマが複数あるものについては、特に該当するもの３つまでを表示しています。 

 

 
（※） 地域・テーマ公益ポータル推進プロジェクト  
ＮＰＯに対する市民・企業・行政からの信頼を高めるための情報開示を質的に向上させるとともに、ＮＰ

Ｏの持つ資源（サービス・情報・活動等）に対する寄付や購入を促すための情報インフラ（ポータルサイト）

の開発と活用の推進を目指す試みです。２００８年度は１８の中間支援組織にご参加いただき、地域・テー

マ公益ポータルの機能や運用者の要件を検討する推進会議を開催するほか、各地域で「ＮＰＯの情報開示」

「行政の協働環境」「企業のＣＳＲ」をテーマとした勉強会を開催しています。 

取り組みの詳細については、専用ブログ（http://blog.canpan.info/portal/）をご覧ください。 

 



【北海道】  

■いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 

（環境・エコロジー） 

◎http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/kumagera/greeting/（ウェブサイト） 

 ウェブサイトでは、活動報告の写真入り記事、年間の活動予定など、きめ細かく掲載している。また、ト

ップページのリンクから「会の概要と会員募集」ページへつながっており、興味を持った人が参加しやすい

よう設計されている。 

 なお、サイト運用には札幌広域圏組合が提供する「コミュサポ」を使用している。 

→http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/index.htm 

 

■北海道グリーンファンド 

（環境・エコロジー） 

◎http://www.h-greenfund.jp/index.html（ウェブサイト） 

 北海道を代表するＮＰＯ法人。ウェブサイトでは、「あゆみ」が年ごとに示され、発足の経緯と活動の広が

りがよくわかる。企業サポーターについては、トップページに企業名の掲載、及び制度の詳細ページへのリ

ンクが張られるなど、企業からの支援を重視していることがうかがえる。 

 

■霧多布湿原トラスト 

（環境・エコロジー） 

◎http://www.kiritappu.or.jp/donation/（ウェブサイト）  

 北海道の認定ＮＰＯ法人第１号。団体情報に関するページでは、活動年表や湿原の保全状況などの他、理

事、スタッフの顔写真とメッセージがあり親しみがわく。 

 また「事務局だより」（ブログ）ではフィールドである霧多布湿原の様子（花、風景、鳥や動物）を週２回

程度、写真と解説で伝えており湿原の大切さが伝わる。 

 

 

【岩手】 

■岩手子ども環境研究所 

（子ども 環境・エコロジー） 

◎http://www5d.biglobe.ne.jp/̃morikaze/index.html（ウェブサイト） 

◎http://morikazeblog.blog5.fc2.com/（ブログ） 

 団体や施設の概要情報はウェブサイトに、イベント情報の案内や報告はブログの機能を使うというように、

情報の内容によってうまく機能を使い分けている。団体情報も設立趣旨、代表者、スタッフの紹介、主な事

業とその実績、活動経緯（年表）等が見やすくまとめられている。またトップページとリンクする形で、主

要事業の専用ブログもあり、事業の担当者が情報の発信、管理できる仕組みもつくられている。 

 

■いわて脳外傷友の会イーハトーヴ 

（福祉 保健・医療） 

◎http://blog.canpan.info/i-hato-v2/（ブログ） 

 ブログを団体の公式ウェブサイトと位置付け、支援情報発信の場と活動報告の場として利用されています。

研究会や講習会の様子なども写真入りで丁寧に報告がなされるなど、岩手県における高次脳機能障害に関す



る情報発信の機能を担っている。 

 団体の基礎情報については、ブログのトップページからＣＡＮＰＡＮのデータベースとのリンクにより発

信する形態だが、内容の充実は今後に期待。 

 

 

【宮城】  

■仙台市森林アドバイザーの会 

（環境・エコロジー） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00002875/dantai_detail.html（団体データベース） 

 団体情報はＣＡＮＰＡＮのデータベースを使っており、開示レベルは最高の５つ星。活動概要、活動実績

とも整然とわかりやすくまとめられている。 

◎http://blog.canpan.info/morittosendai/（ブログ） 

 ブログは週に３~４度更新され、森林での研修や実際の活動の様子を頻繁に情報を提供している。写真も

同時にアップされ非常にアピール度が高い。 

 

■ＦＯＲ ＹＯＵ にこにこの家 

（子ども 高齢者 地域・まちづくり） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00002577/dantai_detail.html（団体データベース） 

 団体情報はＣＡＮＰＡＮのデータベースを使っており、開示レベルは最高の５つ星。特に活動概要が詳し

い。またパンフレット、年次計画書、報告書、会計書類などの添付書類も公開されている。 

◎http://www.k4.dion.ne.jp/̃nikoniko/infomati.htm（ウェブ） 

◎http://blog.canpan.info/nikonikonoie/（ブログ） 

 ウェブでは事業毎の概要説明や毎月の予定表が掲載され、ブログでは「にこにこ」の家らしく、「にこにこ」

した子ども達の写真ともに、活動の様子が発信されている。 

 

■発達支援ひろがりネット 

（障がい者） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00002572/dantai_detail.html（団体データベース） 

 団体情報はＣＡＮＰＡＮのデータベースを使っており、開示レベルは最高の５つ星。活動概要の他、添付

書類もしっかり公開されている。 

◎http://blog.canpan.info/haxtutatusien/（ブログ） 

 ブログ更新は週平均３回。同団体がネットワーク型の活動であることから、研修会や講習会、発達障害者

の支援情報、行政資料の検索に役立つような情報発信を目指して運用されている。 

 

 

【栃木】 

■青少年の自立を支える会 

（福祉 青少年） 

◎http://www.tochigiweb.jp/fund/db/1005/1005.html（団体データベース） 

 認定ＮＰＯ法人。とちぎコミュニティファンドのデータベース上で団体情報を開示。事業内容、協働実績、

組織運営、財政状況などが明示されている。 



◎http://www2.ucatv.ne.jp/̃sasaeru.snow/（ウェブサイト） 

 制度外のサービスを支えるため、ファンドレイズに以前から取り組んでおり、情報の出し方が上手。結果、

多くの方の共感と寄付・会費を集めて活動している。 

事業報告書には、対応ケースごとの報告も載っており、対象者の様子が目に浮かぶよう。 

 

■とちぎボランティアネットワーク 

（市民活動団体の支援） 

◎http://www.tochigiweb.jp/fund/db/1003/1003.html（団体データベース・事業報告書） 

 認定ＮＰＯ法人。とちぎコミュニティファンドのデータベース上で団体情報を開示。何と言っても総会資

料（事業報告書）がすごい。それを読めば社会の動き、課題が見えてくる。個々の事業についてもその内容

は詳細で、団体の活動が手に取るように分かる。 

◎http://www.geocities.jp/tvnet1995/（ウェブサイト） 

 ウェブサイトのコンテンツも多様。情報誌も充実していて、情報発信の成果が多額の寄付・会費収入に表

れている。 

 

 

【千葉】 

■地域医療を育てる会 

（保健・医療） 

◎http://www.geocities.jp/haruefjmt/（ウェブサイト） 

 ウェブサイトでは、会報や研修会、懇談会等の資料、記録等がれ、ＰＤＦでダウンロードできるようにな

っている。活動の具体的な内容を知ることができ、医療に関する情報提供、啓発にもつながっている。 

◎http://hello.ap.teacup.com/sodateru/（ブログ） 

 ブログも記事のカテゴリが適切に設定されており、過去の事業の実施状況を参照する際にも利用しやすい。 

 

■山仲間アルプ 

（障がい者） 

◎http://www.npoalp.com/（ウェブサイト） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00000671/dantai_detail.html（団体データベース） 

 ウェブサイト上に、会の目的、会員制度、運営、参加の仕組みがよくまとめられている。この他ＣＡＮＰ

ＡＮの団体情報データベースでも情報開示行っており、協働実績の記録など丁寧に行われている。 

 リンク集には「障害者との登山を実施している山の会」や「山小屋のホームページ」など、それぞれの特

徴とともに的確に分類された情報が１０件近くあり、障害者登山支援のポータルサイト的な役割を果たして

いる。 

◎http://blog.canpan.info/npoalp/（ブログ） 

 ブログでも登山前に下見した様子の発信や、登山後の報告など丁寧に行われている。 

 

 



【神奈川】 

■神奈川子ども未来ファンド 

（子ども 青少年 市民活動団体の支援） 

◎http://www.kodomofund.com（ウェブサイト） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00002392/dantai_detail.html（団体データベース） 

 ウェブサイト上に、設立趣旨、役員、賛同人、ファンドのしくみ、事業報告、決算報告のＰＤＦなどが公

開されており、団体情報の発信が充実している。 

 また、ＣＡＮＰＡＮの団体情報データベースでは、情報開示レベルが５つ星。協働先別に事業内容、実施

年度、参加者数などが公開されている。 

 ウェブサイトは、子育て情報のポータルサイトとして、「イベント情報（地域の団体が主催するもの）」、「子

どもの居場所情報箱（支援団体の検索、団体情報の提供）」、「ボランティア募集」、「助成金情報」の機能を提

供している。 

◎http://blog.canpan.info/kodomofund（ブログ） 

 ブログでも、助成金情報や、子育て団体発のトピックスなど多岐にわたるコンテンツを提供。事務局長の

ブログも歴史は浅いが充実度高い。 

 

■ままとんきっず 

（福祉） 

◎http://www.mamaton.jpn.org/jigyo1.htm#（ウェブサイト） 

 ウェブサイトでは、組織概要や年度ごとの事業報告が簡潔にまとめられて公開されている。企業に対して

も、どんな協力ができるほか、どんな支援が欲しいのかを明示している。 

「ままとん」で行われていること、「困ったとき」の支援などが利用方法と料金が明確に示されている。また、

「アクセス」では、連絡先の他、交通集団や近隣拡大図があり、初めて訪ねてくる人への心遣いが感じられ

るなど、利用者が知りたい情報が充実している。 

◎http://mamaton.seesaa.net/（ブログ） 

 ブログも更新頻度は少なめだが、写真が多く、活動の雰囲気がよく伝わる。 

 

■フリースペースたまりば 

（子ども 青少年） 

◎http://www.tamariba.org/（ウェブサイト） 

 ウェブサイトのトップページはイベントやシンポジウム、「えん」の月間スケジュールカレンダーなど、参

加機会の情報を中心にまとめていて、リピーターも利用しやすい。 

 「フリースペースえん」の紹介は子どもが見ることを想定して、大きな文字、呼びかける言葉と絵、写真が

盛り込まれている。 

 「助成団体一覧」で、過去に受けた支援を、年、資金提供元、菜人活用したなどが示されている。助成金、

指定管理料、委託金、補助金、寄付金、賞金、表彰と、支援の全体が示されている。また、２００３年以降

の主な活動紹介記事が一覧になり、閲覧できるなど、助成団体一覧とともに、支援者向けの情報開示も充実

している。 

 



■市民セクターよこはま 

（市民活動団体の支援 高齢者 福祉） 

◎http://www.shimin-sector.jp/index.html（ウェブサイト） 

 ウェブサイトでは、設立趣旨、団体概要、組織運営に係る情報（役員、運営員、事務局スタッフ、ボラン

ティアスタッフ、会員数）が示されている。同ページに、事業報告書・決算報告書・事業計画書が年度ごと

に添付されている。その他、新聞記事等の一覧やニュースレターも閲覧できる。 

◎http://www.shimin-sector.jp/profile/index.html（事業報告書） 

 事業報告書（１９年度）は３１ページ。最初に年度を振り返った総括評価があり、㈵組織運営、㈼事業内

容別に、報告がまとめられている。事業計画書（２０年度）は１９ページ。事業樹形図が示され、事業の位

置づけが明快に示されている。 

◎https://canpan.info/open/dantai/00003284/dantai_detail.html（団体データベース） 

 ＣＡＮＰＡＮデータベースへの団体情報登録あり。星４つ。入会申込書と退会届の書式も添付されている。 

 

■ＷＥ２１ジャパン 

（国際協力） 

◎http://www.we21japan.org/（ウェブサイト） 

 団体の基礎情報が一覧になっており、３ヵ年の活動報告書と収支決算書が添付。 

◎http://www.we21japan.org/about.php（事業報告書） 

 活動報告書は１２ページで写真が効果的に使われていて、ボリューム的にも見やすい。最初に主な事業の

解説が一覧になっており、以降にそれぞれの事業実績が説明されている。 

 ２００７年度活動報告書内に２００８年度事業計画が盛り込まれている。また、２００７年度決算報告と

２００８年度予算が併記されている。収入と支出は円グラフで示され、内訳が一見してわかる。事業と組織

運営についても映像を組み込んで丁寧に紹介されている。 

 

 

【愛知】 

■ボラみみより情報局 

（市民活動団体の支援） 

◎http://www.boramimi.com/（ウェブサイト） 

 月刊ボラみみの「紙面作成の流れ」で、活動の状況・実態が見えて団体への親しみが増す。月刊ボラみみ

（1 万部）の配布先（７１０箇所）のリストは地区別に掲載されている。 

◎http://blog.canpan.info/boramimi/（ブログ） 

 ブログは週３回程度更新。カテゴリ検索できる。サービスやイベントの案内などを丁寧に発信している。 

 

■地域福祉サポートちた 

（福祉 市民活動団体の支援） 

◎http://www.cfsc.npo-jp.net/dantai/index.html（ウェブサイト） 

 団体概要のページに理念が記され、基礎情報の項目が整理され、クリックで詳細ページに移れるようにな

っている。設立経緯・実績では、各講座や事業の実施年月と受講者数等が羅列され、地道な活動の実績が伝

わる。サポートニュース（隔月）では、事業実施報告が写真と感想を盛り込んで開示されている。事業・イ

ベント案内も掲載あり。ＰＤＦでウェブサイトにアップされている。 



 トップページはイベント・セミナーの案内および進行プロジェクトの項目が掲載されており、クリックで

詳細ページへ移ることができる。 

 

■スモールワン 

（障がい者） 

◎http://www.smallone-toyota.com/（ウェブサイト） 

 トップページに何をする団体かと理念がシンプルに明記され、ストレートに思いが届く。事業の様子の写

真が効果的に使われている。 

◎http://smallone.boo-log.com/d2008-06.html（ブログ） 

 ブログは月に２~５件更新。大きな写真入りで、支援者の活動の様子や設備の建設の進捗、寄付があった

ことなどが紹介され、前向きな取り組みの様子がうかがえる。； 

 

■起業支援ネット 

（市民活動団体の支援 高齢者 福祉） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00000839/dantai_detail.html（団体データベース） 

 CANPAN のデータベースへの団体情報登録あり。星 3 つ。 アピールポイント、現在力を入れていることが

端的に表現されている。今後の活動の方向性・ビジョンに２００８年度の基本方針５項目が記されている。 

◎http://www.npo-kigyo.net/index.html（ウェブサイト） 

 ウェブでは、事業は内容ごとにページが設けられ、利用方法と料金が明記されている。「起業の学校」の紹

介は、「入学から卒業までの流れ（日程入り）」「同学校をすすめる 3 つの理由」「カリキュラム」「卒業生から

のメッセージ」「学校風景（講座の様子などの写真）」「ＦＡＱ」など充実し、商品やサービスの見せ方として

参考になる。 

◎https://blog.canpan.info/sekido/（ブログ） 

 ブログは代表理事のエッセイ的なものだが、事業に直結した感想やアドバイスがあるので、受講者には人

気が高い。 

 

■ＮＰＯ愛知ネット 

（災害救援） 

◎http://www.npo-aichi.or.jp/content/index.php（ウェブサイト） 

 ＩＴに強い防災ＮＰＯらしく、災害救援・防災に関する情報が整っている。災害時には、メルマガにて職

員が被災地の基礎情報と、現地リポートを災害救援活動が一段落するまで毎日送っている。 

 メディア掲載実績のページがあり、記事の写真と文章の転記があって読みやすい。 

◎http://npo-aichi.or.jp/content/modules/tinyd0/index.php?id=8（事業報告書） 

 ２００２年からの活動報告書、２０００年からの会計報告書の公開。活動報告書は５０ページあり、多岐

にわたる事業実績が写真と参加者数などとともに簡潔にまとめられている。経年比較が充実していて、客観

的な数字で活動の推移が確認できる。 

 



■ユニフェム（国連女性開発基金）日本国内委員会 

（男女共同参画） 

◎http://www.unifemnihon.jp/index.html（ウェブサイト） 

 国連本部のユニフェム（国連女性開発基金）と連携している。 

 基礎情報として、目的・沿革、役員、組織図、会員数・会員団体名、地域等委員会（各地９委員会の連絡

先、活動状況）が開示されている。 

 認定ＮＰＯ法人であることが明記され、寄付の方法がわかりやすく説明されている。 

 

 

【京都】 

■テラ・ルネッサンス 

（国際協力、人権・平和） 

◎http://www.terra-r.jp/（ウェブサイト） 

 トップページに「テラ・ルネッサンスとは」のもと、「設立目的、指名、活動理念」「活動紹介」「役員・顧

問」「事務局について（住所、電話、地図）」「代表者の独り言（ブログ）」が設けられ、ほしい情報にたどり

着きやすい。 

◎http://blogterra-r.net/（ブログ） 

 ブログは活動拠点（事務局、ウガンダ、カンボジア等）ごとに運用。 

活動紹介と各事業の活動報告には、支援国の現状の課題とその歴史的背景が数値をもとにした丁寧な説明が

あり、支援の必要性が明確に伝わる。 

 支援者やスタッフ間のコミュニケーションツールとしても機能をしている印象を持ち、伝えるための工夫

がされている。 

 

■京のアジェンダ２１フォーラム 

（環境・エコロジー） 

◎http://ma21f.jp/（ウェブサイト） 

◎http://ma21f.jp/03archive/（事業報告書） 

 「各種公開資料」ページに総会議案書が公開されている。事業報告は、事業ごとに、実施内容、参加者数、

写真（実施風景、成果物など）が掲載されている。決算報告は、全体の収支計算書に加え、事業ごとの内訳

と集計が示されており、各事業の透明性が高い。財産目録、貸借対照表の公開もあり、充実している。 

 事業計画は、当年度の活動方針と、各事業の方針・進め方・金額がまとめられている。 

 各種報告書、各種発行物（事務局通信、ニュースレター）、サイト内ニュースのバックナンバーなども掲載

され、定期的にしっかりと更新されている。 

 

■日本国際民間協力会（ＮＩＣＣＯ） 

（国際協力） 

◎http://www.kyoto-nicco.org/index.htm（ウェブサイト） 

◎http://www.kyoto-nicco.org/kessan.htm（事業報告書） 

 ウェブサイトの「情報公開」コーナーで、役員報酬規定や事業報告、決算報告が掲載されており、情報公

開に対する意識が高い。 

 事業報告書は、各事業の資金助成元、事業実施の経緯、目的、受益者層・人数、事業内容、具体的な事業



活動と成果（写真）、事業費の書式で開示されており、同団体の活動を初めて知る人にも理解しやすい。 

「０７年度海外派遣者一覧は」、国名・事業・指名・職責・出国日・帰国日で示されており、どういうスキル

の人をどのように投入したかについて透明性が高い。 

 またウェブサイトでは、各事業（緊急災害支援、イラン・アフガニスタン、ヨルダンなど６種）の概要の

説明、トピックス、詳細、スタッフ・インターンの声、活動風景、事業年表で構成され、事業の展開状況を

これまでの実績と現状の双方から確認できる。 

 

 

【宝塚】 

■スポーツクラブ FALCO 

（子ども スポーツの振興） 

◎http://www.voluntary.jp/falco/（ブログ） 

 基礎情報として、連絡先、団体概要、活動紹介、設立年が掲載されている。 

会員になる方法や対象（選手の年齢や住所制限など）やサポーターや支援者募集、年間計画や試合日程など、

外部者が参加できる情報を、見やすく提供する工夫が求められる。 

 コーチによるブログは、ほぼ１日ごとに更新される。多い日では２５００ 以上のページビューあり．累計

約１００万ページビュー。田舎のサッカークラブでも、コーチの人柄がよく伝わり、地域からの支持も得て

いる。 

 

■ゆずり葉コミュニティ（逆瀬台小学校区まちづくり協議会） 

（地域・まちづくり） 

◎http://www.hnpo.comsapo.net/yuzuriha/（ブログ） 

 地域のまちづくり協議会によって運営されているブログ。 

ジャンル（カテゴリ）は、域内総会・役員会・会議、議事録・要綱・規定、事務局、広報部、環境美化、人

の迷惑など、１８の活動部門に分類され、必要な情報を探しやすくなっている。会報の他、会議等の資料、

動画もアップされている。住民はだれでも提案権・活動権があり、いつでも参加可の旨、案内コメントあり、

参加しやすい状況をつくっている。 

 また、議事録には、日時、場所、出席者、依頼事項、報告事項、決議事項が簡潔にまとめられている。会

議に関する透明性がたいへん高い。 

 

■ソーシャル・デザイン・ファンド  

（地域・まちづくり 子ども 市民活動団体の支援） 

◎http://voluntary.jp/weblog/myblog/186/1915764#1915764（事業報告書） 

 事業報告書も公開されている。３０ページ（２００７年度）。文字や写真がカラーで、各事業の内容、実施

の様子が示され、今後の展望が述べられている。 

◎http://www.voluntary.jp/sdf/（ブログ） 

◎http://www.hnpo.comsapo.net/sdf/（ブログ） 

 ブログでは、様々活動や事象が紹介され、市民活動のエッセンスが詰まっていて興味深い。寄付の使途な

どの活動報告はブログにて行っている。関西ええこと.mot の管理者。 

 



【岡山】 

■おかやま犯罪被害者サポートファミリーズ 

（保健・医療 地域・まちづくり 人権・平和） 

◎http://www17.ocn.ne.jp/̃families/（ウェブサイト） 

◎https://canpan.info/open/dantai/00001047/dantai_detail.html（団体データベース） 

 基本情報はＣＡＮＰＡＮのデータベースへ登録あり。岡山県内で最もはやく５つ星を獲得。業務が８項目

に整理されて明記されており、活動の内容がわかりやすい。 

 情報開示についてしっかりとした理念を持ち、実践し、戦略的に活用されている点で、岡山県では最も取

り組みが進んでいる。 

◎http://blog.canpan.info/families/archive/1039（ブログ） 

◎http://blog.canpan.info/families/archive/1054（ブログ） 

 ブログは、活動の紹介・報告と活動を通じて感じたことなどが高い頻度で更新されている。書き手の心情

が描写されている記事では、活動の悩みや苦労がとてもよく伝わり、それでも前向きに取り組んでいる姿勢

には心が打たれる。利害関係者（組織）との関係も包み隠さず記載されており、被害者支援の現状と課題が

とてもよく理解できる。 

 

■くらしきパートナーシップ推進ひろば  

（地域・まちづくり 市民活動団体の支援） 

◎http://blog.canpan.info/hiroba（ブログ） 

 団体の基礎情報については、ブログのバイオグラフィで公開されており、図や動画を取り入れて、楽しく、

わかりやすい内容になっている。 

事業報告書と決算報告書、度事業計画書もブログの記事に添付のＰＤＦファイルで公開されている。 

 その他、事業や内部会議の報告を公開されており、当日の様子だけでなく、資料なども添付するなど、ブ

ログを情報共有にツールとして活用している。 

◎http://blog.canpan.info/hiroba/archive/79（事業報告書） 

 前年度までの成果と総括が冒頭にあり、その後当該年度の成果と総括という構成のため、初めて事業報告

書を読む人にとっても理解がしやすい工夫がある。また、主要な事業については、Ａ４サイズ１ページに１

事業の形で簡潔にまとめられおり読みやすい。 

 

■はっぴいひろば・とまとさん家 

（高齢者 障がい者 福祉） 

◎http://ameblo.jp/tomatosanchi/（ブログ）  

 Ａｎｅｂａブログ「ＮＰＯ・ボランティア」ジャンルにて、人気上位を維持しつづけています。ほぼ毎日

更新で、活動の様子をかざらない文章で綴られているところに好感が持てる。 

 

 

【広島】 

■コミュニティリーダーひゅーるぽん 

（子ども 障がい者 地域・まちづくり） 

◎http://www.hullpong.jp/ （ウェブサイト） 

 ウェブサイト上で団体情報を開示しており、シンプルで、見やすい。設立の経緯、目的、活動内容、定款、



役員など必要事項はすべて掲載している。 

 活動の場である「じゃんけんぽん」の紹介は写真が豊富で、スライドショーもあり、様子がたっぷり伝わ

る。「ほっとすぺーすぽんぽん」の活動日記も写真と記事が１~２か月に１回程度追加されていて、状況がよ

くわかる。また、同スペースができるまでもスライドショーの写真とコメントで紹介されている。「建築にご

協力いただいているみなさま」で協力者すべての名前を紹介している。 

◎http://web.mac.com/hullpong/NPOHullPong/情報公開.html（事業報告書） 

 情報公開をクリックすると事業報告書、決算書を開示している。プロジェクトごとの活動時間や収支計算

など、詳細に開示している。 

 

■ひろしまインターネット美術館 

（文化・芸術の振興） 

◎http://www.hiroshima-e-art.com（ウェブサイト） 

 基本的な団体情報はウェブサイトに掲載。活動自体が、インターネットを使った芸術・美術の発信のため、

内容は充実している。 

 更新履歴＝応募作品等のアップが作家名で掲載されており、名前をクリックすると作品の写真ページに移

行できる。会員の展覧会・展示会、教室の情報が充実している。 

 

 

【山口】  

■シンフォニーネット（下関市自閉症・発達障害者支援センター） 

（障がい者 保健・医療） 

◎http://sympho.jp/（ウェブサイト） 

 トップページに「助成金の報告」のボタンがあり、クリックすると助成元と、助成を受けた事業、金額、写

真が掲載され、助成元への感謝が示されているとともに、財源の透明性を高くしている。 

◎http://sympho.jp/blog.html（ブログ） 

 ６つの事業、事務局、ボランティア、広報と８つのブログがあり、担当部長が更新している。ウェブサイト

のトップページから９つのブログへつながる一覧ページがあり、事業ごとの情報をチェックしやすい。 

 

■ココロとカラダ健究会 

（子ども スポーツ振興 地域・まちづくり） 

◎http://pillory.fc2web.com/index.html（ウェブサイト） 

 地域総合型スポーツクラブ。トップページ「ココカラとは？」をクリックすると、連絡先、構成（正

会員・利用会員・サポーター、役員の各人数）、会費、目的、特定非営利活動の種類、事業名（５）、組織体

制図が掲載され、組織の運営が理解しやすい。 

 地域のスポーツ団体（約２０）の詳細情報を紹介するページもあり。事業予定は探しやすく、事業報告は写

真も含めわかりやすく掲載している。 

◎http://pillory.fc2web.com/data/data.html（事業報告書） 

 「運営管理」をクリックすると、事業報告書、決算報告書の公開ページあり。（ただし書類は、所轄庁へ提

出するひな形に沿って作成されたもの。） 

 



■シニアネット光 

（教育・学習支援 高齢者） 

◎http://snhikari.cool.ne.jp/（ウェブサイト） 

◎http://snhikari.cool.ne.jp/syoukai/1syoukai/h19jigyouhoukoku/jigyouhoukoku.html 

（事業報告書） 

 ウェブサイトのトップページに「シニアネット光紹介」のコーナーがあり、概要、理念、あゆみ、定款、入

会案内、１９年度事業報告の項目が設けられ、クリックで各ページに移れる。「あゆみ」では、発足のきっか

けとなる事業から、主な活動内容を年・月で紹介されている。 

 ３種類の事業「パソコン学習支援事業」「ＩＣＴ指導者養成事業」「地域活動活性化事業」については、具体

的な事業名と概要を整理して写真とともに掲載。事業名をクリックすることで、詳細に移れるようにしてお

り、団体の活動概要をつかみやすい。 

 

 

【宮崎】 

■みやざき子ども文化センター 

（子ども 文化・芸術の振興） 

◎http://www.kodomo-bunka.org/（ウェブサイト） 

 トップページに「新着情報」と「イベント情報」が掲載され、どんどん参加の場を創造している様子がうか

がえる。 

 「キッズルーム」のページでは、イベント一覧、絵本図書館などのさらに詳細の案内に移れる。写真を多く

掲載し、１ページの情報を盛り込みすぎず、すっきりさせていて、子どもやお母さんにとって見やすい。 

◎http://kodomobunka.miyachan.cc/（ブログ） 

 ブログ「イベント日記」は写真と共に実施内容が紹介され、どういう場であったかよく解る。カテゴリもイ

ベントの内容ごとに分類されていて、それぞれがどんな活動かさかのぼって確認できる。 

 

■精神障がい者自立支援ネットワーク・宮崎もやいの会 

（福祉 障がい者 就労支援・労働問題） 

◎http://www1.bbiq.jp/m-moyai/index.html（ウェブサイト） 

 ウェブでは、団体の概要の他、「精神疾患の知識」「クスリについて」など、基本的な知識の提供するページ

が充実している。 

◎http://photoen.miyachan.cc/（ブログ） 

 ブログは「障がい者写真集団「えん」」という名前になっていて、活動の様子とともに、「宮崎の自然」「宮

崎の名所」などが優れた写真で掲載され、外部の人にも見ごたえのある内容になっている。障がい者に写真

を撮ってみることを促し、投稿を求め、掲載するという、ユニークな取り組みの発表の場にもなっている。 

 

 

 


