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平成 29 年度 事業報告書 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

 

特定非営利活動法人 ウェブアクセシビリティ推進協会 

 

1. 事業の成果 

 平成 29 年度の会員数は 13 名で、その内訳は正会員 11 名（個人 6 名、営利団体 3 名、非営利団体 2 名）、賛

助会員 2 名（個人 1 名、非営利団体 1 名）であった。 

日本のウェブアクセシビリティの品質レベルを維持・向上させていく事業として、2 つのワーキンググルー

プ（WG）で活動を進めた。WG1 では、北海道の公式サイトのウェブアクセシビリティ診断を行い結果の説明を

行った。WG2 では、ウェブアクセシビリティに関する普及啓発事業として、JIS X 8341-3:2016 を活用したウ

ェブアクセシビリティの理解・普及を目的として、ウェブの管理者や制作者・公共機関等を対象に、特定非営

利活動法人情報通信政策フォーラムとの共催で「ユーザ中心の Web アクセシビリティをデザインする」をテー

マにしたセミナーを実施した。また、特定非営利活動法人情報通信政策フォーラム主催のシンポジウム「アク

セシビリティ法は社会をいかにして・どのように変えてきたか―諸外国の事例を中心に」の開催に協力した。

更に、名古屋市広報課より委託を受けて「名古屋市公式ウェブサイトウェブアクセシビリティ研修」を実施し

た。 

セミナーや研修会では、障害者や高齢者のニーズ、JIS X 8341-3:2016 の概要と関連技術情報、先行事例の

紹介に加えて、「障害者差別解消法の制定」による関係の解説を行い、参加者にウェブアクセシビリティを普

及させる意義を実感して頂くとともに、JISX8341-3:2016 の実装について、推奨できるサイトの紹介、各官庁

や地方自治体や公共性の高い企業・団体のウェブアクセシビリティ対応状況を公開した。更に、推奨でき

るウェブアクセシビリティサイトの事例紹介をサイトに掲載し、普及啓発活動を行った。 

 なお、ウェブアクセシビリティをさらに向上させるための調査研究事業については、ウェブアクセシビリテ

ィの普及啓発に寄与するため「地方公共団体のコミュニティサイトづくり」についての研究を行った。また、

関連機関及び諸団体との提携協力関係の構築事業では、日本のウェブアクセシビリティの品質レベルを維持・

向上させていく事業に関連してウェブアクセシビリティ基盤委員会との情報交換に努めた。 

 

2. 事業の実施に関する事項 

特定非営利活動に係る事業 

事業名 内容 実施日時 実施場所 従事者

の人数 

受益対象者の

範囲と人数 

支 出 額

（円） 

日本のウェブ

アクセシビリ

ティの品質レ

ベルを維持・向

上させていく

事業 

 

 

北海道の公式サイトのウェ

ブアクセシビリティ診断を

行い結果の説明を行った。 

通年 メンバー

ベース 

2 名  0 

1号議案 
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ウェブアクセ

シビリティに

関する普及啓

発事業 

特定非営利活動法人情報通

信政策フォーラムとの共催

で「ユーザ中心の Web アクセ

シビリティをデザインする」

セミナーを実施 

2016 年 5

月 26 日 

エムワイ

貸会議室

四谷三丁

目 会議

室 B 

10 名 非会員を含め  

40 名 

 

260,172 

「名古屋市公式ウェブサイ

トウェブアクセシビリティ

研修」の実施 

2017 年 5

月 9 日 

名古屋市

中区ホー

ル 

3 名 

 

 

300 名 

ホームページ掲載 常時   会員及び一般 

ウェブアクセ

シビリティを

さらに向上さ

せるための調

査研究事業 

ウェブアクセシビリティの

普及啓発に寄与するため「地

方公共団体のコミュニティ

サイトづくり」についての研

究を行った。 

通年    0 

関連機関及び

諸団体との提

携協力関係の

構築事業 

日本のウェブアクセシビリ

ティの品質レベルを維持・向

上させていく事業に関連し

てウェブアクセシビリティ

基盤委員会との情報交換に

努めた。 

    0 
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平成 29 年度 財産目録 

平成 30 年 3 月 31 日現在 

特定非営利活動法人 ウェブアクセシビリティ推進協会 

        

       （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ 資産の部    

 1流動資産    

  現金預金    

   手元現金  0   

   普通預金 455,188   

  未収入金 0   

 流動資産合計  455,188  

        

 2 固定資産 0 0  

        

資産合計   455,188 

        

Ⅱ 負債の部    

 1 流動負債    

  短期借入金  0   

  未払い金  200,000   

  預かり金  0   

 流動負債合計  200,000  

        

 2 固定負債 0 0  

        

負債合計   200,000 

        

正味財産   255,188 
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平成 29 年度 貸借対照表 

平成 30 年 3 月 31 日現在 

特定非営利活動法人 ウェブアクセシビリティ推進協会

  

       （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ 資産の部    

  1 流動資産    

   現金預金 455,188  

  未収入金 15,000  

  流動資産合計  470,188 

         

  2 固定資産  0 

         

資産合計   470,188

         

Ⅱ 負債の部    

  1 流動負債    

   短期借入金    

   未払い金  200,000  

  預かり金    

  流動負債合計  200,000 

         

  2 固定負債  0 

         

負債合計   200,000

         

Ⅲ 正味財産の部    

  前期繰越正味財産 245,960 

 未収入金損失  

  当期正味財産増加額 24,228 

         

  正味財産合計   270,188

         

負債及び正味財産合計   470,188
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平成 29 年度 活動計算書 

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

特定非営利活動法人 ウェブアクセシビリティ推進協会 

        

       （単位：円） 

科目 金額 

Ⅰ 経常収益    

  1 受取会費    

 正会員受取会費  230,000   

 賛助会員受取会費  10,000 240,000  

  2 受取寄付金    

 3 受取助成金    

  4 事業収益    

   (1)受託費収入 262,000 262,000  

  5 その他の収入 4 4  

  経常収益合計   502,004 

         

Ⅱ 経常費用    

  1 事業費    

   (1)人件費    

   給料手当    

   人件費計    

  (2)その他の経費    

    印刷費 119,880   

   施設借上費 14,580   

    講師派遣費 108,000   

   通信費 17,712   

   その他の経費計 260,172   

  事業費計  260,172  

  2 管理費    

   (1)人件費    

   役員報酬    

   給料手当    

   人件費計    

  (2)その他経費    

  管理業務委託費等 200,000   

   什器備品費    

   光熱水費    

   消耗品費    

  通信運搬費    
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  印刷製本費    

   支払い手数料 1,404   

   交通費    

   慶弔費 16,200   

  雑費    

  その他の経費計 217,604   

  管理費計  217,604  

  経常費用計   477,776 

  当期経常増減額   24,228 

Ⅲ 経常外収益    

      

      

  経常外収益計    

         

Ⅳ 経常外費用    

  未収入金損失    

      

  経常外費用計    

      

   税引前当期正味財産増減額    

  法人税、住民税及び事業税    

  当期正味財産増減額   24,228 

  前期繰越正味財産額   245,960 

  次期繰越正味財産額   270,188 
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書式第１６号（法第２８条関係） 

平成 29 年度 計算書類の注記 

特定非営利活動法人 ウェブアクセシビリティ推進協会 

 

１．重要な会計方針 

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（２０１１年７月２０日 ２０１１年１１月 20 日一部改

正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。 

（1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。 

２．事業別損益の状況 

（単位：円） 

科目 

日本のウェ

ブアクセシ

ビリティの

品質レベル

を維持・向

上させてい

く事業 

ウェブア

クセシビ

リティに

関する普

及啓発事

業 

ウェブアク

セシビリテ

ィをさらに

向上させる

ための調査

研究事業 

関連機関

及び諸団

体との提

携協力関

係の構築

事業 

事業部門計 管理部門 合計 

Ⅰ 経常収益               

 1.受取会費      240,000 240,000 

 2．事業収益  262,000   262,000  262,000 

 3.その他収益  
    4 4 

 経常収益計  262,000   262,000 240,004 502,004 

Ⅱ 経常費用         

（１）人件費  
      

給料手当        

人件費計        

（２）その他経費  
      

管理業務委託      200,000 200,000 

  印刷費  119,880   119,880  119,880 

  施設借上費用  14,580   14,580  14,580 

講師派遣費  108,000   108,000  108,000 

  通信費  17,712   17,712  17,712 

支払手数料      1,404 1,404 

慶弔費      16,200 16,200 

その他経費計  260,172   260,172 217,604 477,776 

 経常費用計  260,172   260,172 217,604 477,776 

 当期経常増減額  1,828   1,828 22,400 24,228 

※該当事項のない項目については記載を省略 


