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１．寄附付 ウェア サイトの開設 
団体名：認定特定 営 活動法人 ロシナンテス (国 支援) 
企業名：株式会社ワーキングハセガワ ( 販売業) 

 
【概 要】 

用ウェアの販売 1 着につき 100 円をアフリカで 支援活動を う NPO に寄附する通販サ
イトを開設する取組。 

 
【経 過】 

業務用ユニフォームを販売する株式会社ワーキングハセガワは、平成 25 に新規事業として
用ウェアの通販サイトの ち上げを計画。「商品と関わりのある 分野で社会貢献をしたい」

と県 NPO・ボランティアセンターを訪問した。 
県センターでは、消費者が商品やサービス等を購入するごとに一定の割合で企業が売り上げの一

部を NPO に寄附する“寄附付き商品”の手法を紹介するとともに、前 に県が勧作した、企業と
の協働に意欲的な NPO を紹介する冊子「ふくおか NPO50 CSR パートナーカタログ」からアフ
リカ・スーダンで 支援を うと認定特定 営 活動法人ロシナンテスを紹介、両者の面談を仲
介。両者の面談により、 用ウェアの販売 1 着につき 100 円をロシナンテスに寄附することが
決定した。 

併せて、県センターでは、同社の「寄附付き ウェア商品通販サイトをより消費者の共感を高
めるものにしたい」という意向を受け、NPO 向けにファンドレイジング(*)支援を う中間支援
NPO アカツキを紹介。ワーキングハセガワとアカツキとの契約に基づき、アカツキがサイトの画
面構成や文章表現に対するアドバイスのほかプレスリリースへの協 を った。 

【成  果】 
この取組を通じて、企業、NPO、消費者の 3 者にメリットのある協働が実現された。 
ワーキングハセガワは、社業を通じた無 のない社会貢献を具現化できた。また、この取組が今

後、他社との差別化につながることが期待される。 
ロシナンテスにとっては、継続的な寄附収入の獲得と、通販サイトを 用する全国の 従事者

に団体の PR を うことができるようになった。 
消費者( 通販サイトを 用する 従事者)に対しては、海外で 支援に取り組む NPO の活

動に触れる機会と、商品購入を通じて団体への支援が える身近な社会参加の方法が提供された。 
 

 

 

＊ファンドレイジング 
資 調達、資源開 。 義では に「寄附集め」とされる
が、広義では支援者となる市 の共感を集め、課題解決のため
事業を推進する仲間を広げていく 全般のことであり、NPO
活動の根幹をなすもの。 
(参考引用「ふくおか NPO50 CSR パートナーカタログ」H24
福岡県) 
 

ー ングハ の 用ウェア サイト 

「メディカルウェアジャパン」の HP (一部抜粋) 
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２．モデルハウスを活用したライフスタイル提案イベント 

団体名：NPO 団体 (アートもん、FJQ、芸術の森デザイン会議) 
企業名：タマホーム株式会社 ( 販売) 

 
 
【概 要】 
 販売会社と地域の NPO が協働し、モデルハウスを活用して、地域 向けに様々なライフ
スタイル提案型ワークショップを展開する取組。 

【経 過】 
タマホーム株式会社は、「適正価格で を提供し、生活に とりと豊かさをもたらすことで社

会に貢献する」ことを社の基本 としている。 
同社は、その一環として、また、新たな顧客の開 を期待して、自社の 展示場(当時県内 8

箇所)のモデルハウスを平日の来客の少ない時間帯に地域の NPO に開放することを検討。NPO の
情報を求めて県 NPO・ボランティアセンターを訪問した。 

県センターでは、同社との面談の中で同社の社会貢献の考え方や取組(上記)を 取し、地域
に暮らしを彩るライフスタイルの提案ができる NPO との協働を提案。県内 4 地域ごとに地域のア
ート振興に取り組む団体や父親の育児参加促進等のライフスタイル提案を う団体を仲介した。 

平成 25 8 月以 、県内 4 地域・7 店舗で、 向けにアクセサリーづくりのワークショップ
や父子工作教室、クラフト雑貨の展示即売会等の催事が展開されている。 

【成 果】 
この取組を通じて企業、NPO、地域 の 3 者にメリットのある協働が実現された。 
タマホームにとっては、社の に近い で社会貢献を地域 着型で具現化でき、併せて、地域

に対して、普段、敷居が高いと思われがちなモデルハウスに気軽に足を運んでもらえる機会が
提供できた。 

NPO にとっては、同社の広報協 を通じて効果的に団体の PR ができ、新規の顧客の獲得につな
がり、併せて、企画運営に係る経費が支払われたことで収入の確保につながった。 

地域 にとっては、普段、敷居が高いと感じるモデルハウスで、気軽に参加できるワークショ
ップの機会が提供された。 
 

 
 
ジュエリーづくりワークショップの風景ジュエリーづくりワークショップの風景ジュエリーづくりワークショップの風景ジュエリーづくりワークショップの風景    ((((タマホーム筑後店タマホーム筑後店タマホーム筑後店タマホーム筑後店))))    
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３．まちのミニ図書館・本の寄附ＢＯＸ 
 
団体名：特定 営 活動法人 福岡テンジン・ユニバーシティ・ネット 

ワーク(福岡テンジン大学) (まちづくり) 
企業名：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

(TSUTAYA 天神駅前福ビル店) 

 

【概 要】 
 中古本の買取・販売事業者とまちづくりに取り組む NPO が協働し、勗 館内に“ミニ図書館“を
開設。事業者が無償提供する中古本や からの寄贈本を配架し、定期的に入れ替れを うことで、
ミニ図書館を基点に“もう まなくなったけど、まだ かの に てる本”を介して、人と本のコミ
ュニケーションの地域循環の創出を図る取組。 

【経 過】 
TSUTAYA 天神駅前福ビル店(運営;カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)は、DVD・

CD のレンタルに加え、県内の店舗で 一、中古本の買取・販売を っている。 
同店では平成 23 のオープン当初から、「店舗の特徴である“本”を使って、もっと街と関わりた

い」という意向があり、そのきっかけを求めて、県 NPO・ボランティアセンターを訪問した。 
県センターでは、同店の意向を踏まえ、“まちを自由で広がりのある生涯学習の場”としてまちの

新たな や人と人のつながりをつくり出すための多彩な活動を展開している特定 営 活動法
人福岡テンジン・ユニバーシティ・ネットワーク(テンジン大学)との面談を仲介。 

両者の面談の中から、毎月数万冊に及ぶ同店の廃棄本(痛んだ本だけでなく持ち込まれる数が多
いことから勘拖在 となってしまう過去のベストセラー本も多く含まれる)を活用して、勗 館の
図書コーナーを、地域 が気軽に本を りられる「まちのミニ図書館」にする取組が発案された。 

9 月から同店が 1 ヶ月に 1 回 、「まちのミニ図書館」の中古本を定期的に入れ替えるととも
に、「まちのミニ図書館」に地域 から本の寄贈を呼びかける「本の寄付 BOX」を設置。寄贈さ
れた本を配架するとともに、一部は同店が買い取り、買い取り相当額をテンジン大学の活動に対し
て寄附している。 

【成 果】 
この取組を通じて、企業、NPO、地域にメリット 

のある協働が実現された。 
TSUTAYA 天神駅前福ビル店は、地域 に対し 

て同店の PR を図るとともに、廃棄本を生かして 
より効果的な地域貢献が実現できた。 

NPO にとっては、 的なまちづくりという団体 
の目的に適う取組が展開できるとともに、寄附収入 
の確保につながっている。 

地域 にとっては勗 館内に 的な図書スペ 
ースが提供され、勗 館にとっては、図書コーナー 
の 用者が増加するなど本を 介として地域 の 
新たなコミュニケーションの場が創出された。 
    

    

    

    

 

 

「まちのミニ図書館」 
勗 館によれば「 用者がビックリするほど増え
た」という。 
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４. 寄付本プロジェクト 
 

団体名：一般社団法人ストリートプロジェクト(拊 者の自 支援) 
企業名：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 

(TSUTAYA 天神駅前福ビル店) 

【概 要】 
中古本の買取・販売事業者が、中古本の買取相当額を NPO 団体に寄附する取組(「寄付本プロジ

ェクト」)。 
企業が製品の売上げや取引に応じて、得られた の一定割合を社会課題の解決に取り組む組織

に寄附することを訴えて販売促進を図る「コーズ・リレーテッド・マーケティング(CRM)」の一 。 

【経 過】 
TSUTAYA 天神駅前福ビル店(運営; カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)は DVD・CD

のレンタルに加え、県内の店舗で 一、中古本の買取・販売を っているが、 のような経営課題
を抱えていた。 

① 中古本の買取・販売業では後発となることから、PR 強化を通じて買取経 ・点数を拡大させ
ること。 

② 地の特性上、買取商品が 画やゲームに りがちであり、小説や実用書、ビジネス書、学
術書など幅広いジャンルの書籍を仕入れ(買取)ること。 

同店では CRM の観点と社会貢献の PR 効果を狙って「寄付本プロジェクト」を企画。寄附先と
して協働ができる団体の情報を求めて県 NPO・ボランティアセンターを訪問した。 

県センターでは、この取組が同社にとって初めての試みであることから、すでに同業他社と同様
のプロジェクトを実施した経験のある一般社団法人ストリートプロジェクトを紹介。両者の協議を
経て、8 月から試 的にプロジェクトが開始された。 

約 間の取組期間中には、同店舗内に「ストプロ寄付本プロジェクト」コーナーを設置し、団
体の活動紹介を掲示するとともに、配送で本の寄附ができる申込用紙を配架したところ、買取件数
が月間 2,000 3,000 冊増加。また、ストリートプロジェクトの支援者を中心に、小説や実用書等
が寄附された。 

【成 果】 
この取組を通じて、企業、NPO、消費者に 

メリットのある協働が実現された。 
TSUTAYA 天神駅前福ビルは、買取経 ・点 

数の拡大と多様な商品の確保につながる手法を 
試 することができ、併せて社会貢献の PR を 
図ることができた。 

NPO にとっては活動 PR と寄附収入の確保に 
つなげることができ、同店の 用者には、社会 
課題について知る機会と、本の寄附を通じて社 
会課題の解決に取り組む団体を支援するという 
身近な社会参加の機会が提供された。 

なお、本取組は 間の試 期間を終え、現在、 
本格始動に向けて、寄附先の NPO を広く募集 
するなどの準備が進められている。 
    
同店舗内の寄付本プロジェクトの告知コーナー 
ストリートプロジェクトの取組紹介とともに、拊 を取り巻く社
会問題に関する書籍の紹介(販売促進)も われた。 
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５．事業系生ごみの堆肥化、福祉農園・レストランでの活用、寄附受入プロ
グラムの構築 

 

団体名：NPO 法人よか隊(食育・循環型社会推進) 
企業名：有限会社魚盛(鮮魚販売) 

 

【概 要】 
就労継続支援施設(Ａ型)にて、生ゴミを堆肥化して無農薬・無化学肥 で野菜を育てる事業(福

祉農園)とその野菜を使った飲食事業(福祉レストラン)を展開するＮＰＯと、その活動を事業系生
ゴミの提供と活動資 供与で支える小売店の取組。 

【経 過】 
NPO 法人よか隊は、循環型社会の実現と障がい者の就労機会創出のため、就労継続支援施設(Ａ

型)を宇美町に開設、無農薬、無化学肥 栽培にこだわった福祉農園事業とレストラン事業を展開
している。 

平成 25 には、事業拡大を目指して生ゴミ堆肥化装置を拗入、1 日 200kg の生ゴミ処 が可能
になったが、堆肥化に適した拖拾かつ充分な の生ゴミの確保が課題となっていた。 

今 、宇美町ほか福岡市近郊でスーパーマーケットを展開するＳＭジョイント社の仲介で、Ｓ
Ｍジョイント内のテナントである有限会社魚盛（本社：糟屋郡須恵町）との面談が実現。よか隊の
取組に共感した魚盛から、生ゴミの提供と活動資 供与の申し出があった。 

㈱フラウ*のコーディネートにより、生ゴミ提供にあたっての両者の取り決めや、寄附 額の設
定等を い、地域の企業から生ゴミの提供と寄附を受け入れる方法を整 し、仕組を構築した。 

【成 果】 
この取組を通じて、NPO、企業にメリットのある協働が実現された。よか隊は堆肥化に適した拖

拾な生ゴミの確保と活動資 の獲得ができ、また、今後、地域の企業からの協 を受け入れる仕組
みをつくることができた。一方、有限会社魚盛はこれまで有償で処分していた生ゴミの一部をよか
隊に無償提供し、よか隊への寄附を通じて社会貢献活動を うことができた。今後は、この仕組み
を活用して、支援者となってくれる地域の小売店を開 していく予定。 

 
    

    

    

    
    

    

 
よか隊が運営するレストランよか隊が運営するレストランよか隊が運営するレストランよか隊が運営するレストラン((((糟屋郡宇美町糟屋郡宇美町糟屋郡宇美町糟屋郡宇美町))))    

福祉農園で栽培した野菜を使ったランチメニュ

ーを提供。障がいのある方が調理、接客を担って

いる。 

よか隊では、今回、立ち上げた仕組みを応用して、地

域の幼稚園、保育園を対象にした食育プログラム(食

の大切さを訴える紙芝居や園児による堆肥づくりや

野菜づくり)のスポンサーを募集していく。 

(写真は、保育園での食育の授業風景) 

*㈱フラウ H26 福岡県「NPO と企業の協働促進事業」委託業務受託者。県と協働し、NPO と企業の協働事業をコー

ディネートしている。 
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６. 自閉症・発達障がい児にとってストレスの少ない音響空間を創出する 
取組 

 

団体名：特定 営 活動法人アントレ(発達障がい児支援) 
企業名：AURAL SONIC 株式会社(音響用パネル開発製造) 

 

【概 要】 
通所支援施設にて発達障がい児等への 育・ 動支援を っているＮＰＯと、音響用調音パネル

の開発製造メーカーが協働して、調音パネルの自閉症・発達障がい者に対するストレス軽減効果を
検証する取組。 

【経 過】 
アントレは、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障がいなどの発達障がいや発達に関する
れ、支援が 要な小中高生を対拺に 育や 動支援を う通所支援事業所を運営。児童・生徒が

週 1 3 回通所し、一人ひとりの特性に合わせた個別支援計画に基づき、支援を っている。 
AURAL SONIC 株式会社は音響用調音パネルの開発製造メーカーで、同社のパネルは室内の残響

音・反射音の調整効果が高いとして、音楽家や音響エンジニア等の音響関連業界から高い評価を得
ている。 

同社は、このパネルが、近 、 が くなった高齢者でも 師の拨が聞き取りやすくなるという
由で高齢者 者が多い病院の診 室での採用事 が増えたことから、発達障がい者への適用を着

想。音響ストレスの軽減効果等を検証するパートナー(施設や団体)を探していた。 
そこで、㈱フラウが AURAL SONIC とアントレとの面談を仲介し、検証を うことを合意。施

設内の面接室や勉強コーナーなどにパネルを設置し、通所児童らの 動面・感情面の変化を職員が
っている。 

【成 果】 
現在、調音パネルの効果は検証中であるが、通所児童への効果が確認できれば、アントレにとっ

ては音響ストレスが少ない環境で 育、 動支援を うことが可能となる。また、AURAL SONIC
社にとっては、音響関連業界、病院・高齢者施設に続く、新たな市場開 につなげることができる。 

また、双方で広報の協 を う(AURAL SONIC はアントレがきめ かな支援を う先進的な事
業所であることをＨＰなどで紹介し、アントレは音響パネルの PR を う)ことを合意している。 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

面接コーナーに面接コーナーに面接コーナーに面接コーナーに設置された調音パネル設置された調音パネル設置された調音パネル設置された調音パネル    

 

残響時間が長く、残響音が大きいほど聴取環境は悪

化するといわれている。 

AURAL・SONIC 社のパネルは壁からの反射音を、適切

なレベル(20%)に軽減させる効果を謳っており、音

響環境の改善効果が期待されるという。 

 

広汎性発達障がいには刺激の少ない落ち着いた環

境が好ましいとされており、アントレと AURAL・

SONIC では、パネル設置による音ストレスの軽減効

果を期待している。 

 



ＮＰＯと企業の協働事  (Ｈ２５) 

 

7 

７． 櫨
はぜ

を活用した高保湿ハンドクリームの製造開発 
 

団体名：ちくご松山櫨
はぜ

活委員会 (景観保全活動) 
企業名：株式会社ツツミプランニング (化粧品企画開発) 

 

【概 要】 
地域資源を活用した商品に取り組むＮＰＯに対して、企業が無償で試作開発に協 し、商品化に

つながった事 。 
 

【経 過】 
ちくご松山櫨(ハゼ) 活委員会は、失われたハゼの名品種「松山櫨(ハゼ)」の 活を目的にハゼ

の振興・広報活動をしながら、ハゼ蝋の需要拡大のため商品開発・販売を っている。 
主に、和蝋燭やハゼの の心材を使った 商品の販売を っていたが市場規 は大きくなく、

より現代的な商品の開発による需要の拡大を目指し、強い粘り気を生かしたハゼ蝋をベース材とし
た保 化粧品の開発を していた。 

団体では、化粧品開発の専門企業との協働を希望し、県が実施する「ＮＰＯと企業との協働面談
会」に参加。新規事業のアイディアを求めてこの面談会に参加していた株式会社ツツミプランニン
グと面談が われた。 

ツツミプランニングは、地域資源を活かして商品開発に取り組む団体の考えや取組の実績、共感
者の広がりに賛同するとともに、ハゼ蝋の素材(商材)としての可能性に着目し、無償でハンドクリ
ームのサンプル製造(100 個)を申し出た。 

 
【成 果】 

団体では、専門企業の協 によりサンプル製造されたハンドクリームでモニタリング調査を実施、
評 がよかったことから商品化に踏み ることになった。 

このハンドクリームは、現在、「ほのかにあかりて」の商品名で、製造をツツミプランニングが
の子会社が受託し、ちくご松山櫨 活委員会により販売展開されている。 
 

ハンドクリーム「ほのかにあかりて」(18ｇ) 

久留米産椿油や櫨蝋など全て天然由来成分を使っている。 

椿油も櫨蝋も江戸時代から日本髪の鬢付け化粧下地に使わ

れ、昔から日本人に長く愛され続けた化粧成分だという。 

 

 

ハンドクリームの収益は櫨の保存振興活動

に活用される。 
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８． 商業ビル内クリエーター支援スペースの企画運営 
 

団体名：NPO 法人 heyho（ヘイホー）(文化芸術振興) 
企業名：株式会社サウンド・ヴィジョン・アンド・テクノロジー 
    (映像・音響技術業) 

 
【概 要】 
 福岡を中心に九州地 在 のクリエーターの支援活動を うＮＰＯと、映像・音響技術業者が協
働して、ハード・ソフト一体となったサービスを提供するクリエーター支援施設を運営する取組。 

【経 過】 
NPO 法人ｈeyho(ヘイホー）は、クリエーターの情報発信や企業とのマッチングイベントの実施

を通じて、クリエーターが経済的に自活しながら、福岡で活動が継続できる市場環境の創造を目指
している。 

株式会社サウンド・ヴィジョン・アンド・テクノロジーは、映像・音響技術業者であり、クリエ
ーター支援施設「福岡クリエイティブビジネスセンター（ＦＣＢＣ）」(中洲の商業施設「gate’s（ゲ
イツ）」8F)の運営会社。 

同社では、平成 26 4 月の施設オープンにあたり、クリエーターに対してソフト面でのサービ
ス(イベントの企画支援や情報発信、企業とのマッチング)を提供する専門団体を探しており、
heyho とのマッチングが成 したもの。 

【成 果】 
今回の協働により、ハード(施設・備品貸与等)とソフト(情報発信や企業等のマッチング支援)の

のサービスが一体的に提供できるクリエーター支援拠点が整備された。 
ｈeyho にとっては、活動拠点の確保とサウンド・ヴィジョン・アンド・テクノロジー社からの

勣定的な活動資 (委託 )により、従来から取り組んできたクリエイター支援活動を劇的に拡大さ
せることができる。 

一方、株式会社サウンド・ヴィジョン・アンド・テクノロジーは、ｈeyho との協働によるハー
ド・ソフトの一体サービス提供により、支援施設の 働 の向上に加え、複合商業施設全体への集
客効果も期待している。 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ハード面でのサービス例ハード面でのサービス例ハード面でのサービス例ハード面でのサービス例    

セミナーや会議などに利用できる共有スペースや平面

物の作品展示などができるギャラリースペース、ダンス

レッスン教室やフォトスタジオとして使える多目的ス

タジオ 2室、レンタルロッカーなどを設ける。延べ床面

積は約 138 平方メートル。    

 

クリエーターに対する助言等ソフト面でのサービスは

heyho が担う。 

写真は施設に掲示された heyho の紹介パネル。 
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９．親子防災ミニ教室 
 

団体名：NPO 法人男 ・子育て環境 研究所(子育て支援) 
企業名：大牟田ガス株式会社(ガス事業) 

 

【概 要】 
 子育て支援やまちづくりに取り組むＮＰＯとガス事業者による親子向けの防災ミニ教室。 

 
【経 過】 

ＮＰＯ法人男 ・子育て環境 研究所は、子育て支援の一環として、大人から子どもまで家族
で防災についての知 を身につけてもらう「親子防災ミニ教室」を県内各地で実施。このイベント
にできるだけ多くの家族に参加してもらいたいとの思いから、会場提供や企画運営費の支援企業を
求めていた。 

一方、大牟田ガス株式会社は、地域のインフラ事業者として、地域 に対して楽しく参加しな
がら防災意 を高められるような事業ができないか していた。 

㈱フラウのマッチングにより、両者が面談。大牟田ガスの地域イベント内での「親子防災ミニ教
室」の実施が決定した。 

 
【成 果】 

「秋のガス展 2013」会場（大牟田市）で 11 月 16 日（土）17 日（日）の２日間「親子防災ミ
ニ教室」を開催。２日間で約１００名の親子が参加し、親子で楽しみながら、実 的な防災知 を
身につけられる機会が提供された。 

大牟田ガスにとっては効果的な地域貢献として、男 ・子育て環境 研究所にとっては幅広い
活動の場として、今後も継続的に実施していくことを合意している。 
    

    

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

親子ミニ防災教室の風景親子ミニ防災教室の風景親子ミニ防災教室の風景親子ミニ防災教室の風景    

楽しく防災が学べるよう、絵本に見立てたエプロンを背景にぬいぐるみを使ってお話するなど、子どもを飽きさせない

工夫が随所に凝らされている。「親子防災ミニ教室」会場は、ガス式床暖房の体感スペースを活用。企業にとっては商

品ＰＲの場にもなった。 
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１０．パパスクール ミナー 
 

団体名：特定 営 活動法人 FJQ (父親の育児社会参加) 
企業名：ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社( 業) 

 

【概 要】 
 父親の子育てなど社会参加の促進に取り組むＮＰＯと、消費者 企業が共催する「パパスクー
ル 銭セミナー」 
 
【経 過】 

特定 営 活動法人ＦＪＱ（ファザーリング・ジャパン九州）は子育て中のパパへの子育て情報
提供の場「パパスクール」の開催を計画しており、その会場を探していた。 

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社は、社会貢献の一環として、自社店舗内のイベン
トスペースをＮＰＯ・ボランティア団体等に提供しており、そのスペースを使って同社とセミナー
を共催するＮＰＯを探していた。 

両者は、県が実施する「ＮＰＯと企業との協働面談会」に参加し、それぞれの専門分野を活かし
て「パパスクール 銭セミナー」を共催することを合意した。 

 
【成 果】 

12 月 17 日に FJQ 主催第１回パパスクールとして「パパスクール 銭セミナー」を開催。 
当日は、「子育てにまつわる 銭感覚」をテーマに、第一部としてＳＭＢＣコンシューマーファ

イナンスが「家計拻 のすすめ」「パパの消費 動診 」「ライフイベント表（将来計画）」につい
て講義やワークショップの運営を担当。第二部では、FJQ が進 を務め、参加者同士で、お につ
いて困っていることやそれぞれが っている節約術を 。普段、男性同士の会話では出ない内容
に話が盛り上がったとのこと。 

FJQ にとっては、子育て中の父親に対して、子育てにまつわる学びの場と、企業組織での「縦の
つながり」ではなく、父親同士の「横のつながり」づくりの機会を提供するという、団体の活動趣
旨に適う協働が実現できた。 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パパスクール＆金銭セミナー」「パパスクール＆金銭セミナー」「パパスクール＆金銭セミナー」「パパスクール＆金銭セミナー」    
 
当日のプログラム 
1.自己紹介 
2.ライフイベントに必要なお金の情報（教育費） 
3.消費行動診断 
4.家計管理のススメ 
5.パパたちの節約術 
 
2～4 はＳＭＢＣコンシューマーファイナンスが担当 
5 はＦＪＱが担当 

会場は、ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス天神お客様

サービスプラザの 2Ｆにあるイベントスペースを活用。 

同社では、NPO 団体の展示会やワークショップ、講演会や

セミナー等、地域の交流の場として提供している。 

収容人数 32 名。スクリーン、プロジェクター、スクリーン

等完備。    
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11. 新商品のパッケージ制作    

団体名：NPO 法人まる (障がい者支援) 
企業名：株式会社ジャパンシーフーズ(水産物加工業) 

【概 要】 
 水産加工メーカーと障がい者の創作活動支援に取り組むＮＰＯによる商品パッケージのリニュ
ーアルプロジェクト。 
 
【経 過】 
 株式会社ジャパンシーフーズは で獲れたアジ・サバを生食用の 身に加工し、全国のスー
パー等に卸している水産加工メーカー。パック売りの 身にバリエーション豊かなタレを同包した
り、季節感溢れるパッケージや商品ポップを添えるなど、スーパーに対して「消費者への売り方」
の提案を うことで、他社との差別化を図り、売り上げを ばしている。 
 同社が平成２５ に発売した「あなご し」には、当初、既製品のタレを添えていたが、味が
濃くあなご本来のうまみを消してしまうことから、同社ではオリジナルのタレの開発に着手。併せ
て「パッケージデザインもより消費者の目を引くインパクトのあるものに一新したい」と して
いたところ、福岡県と福岡経済同友会が主催する社会貢献セミナーで、ＮＰＯ法人まるに出会った。 
 障がい者の雇用機会の創出や社会とのコミュニケーションづくりなどを目的に障がい者の創作
活動を支援するＮＰＯ法人まる。多くの商品を展開しているが、どれも障がい者が創作したことを
強調するのではない。「『障がい者の商品だから買ってください。』とお情けや同情で買ってもらい
たくない。これがいい！と思って手に取ってもらいたい」。というまるの 事 の想いと作品の独
特なデザイン性に株式会社ジャパンシーフーズの社 が共感し、あなご しのパッケージ・リニュ
ーアルのプロジェクトがスタートした。 

デザイナー（障がい者）が、工場 学や商品を試食をしてデザインイメージを高め、また、
社 から商品の特徴やセールスポイントをヒアリングして、最終的に 16 の個性ある作品を提
案。そのなかから下記のデザイン案が選ばれ、ブラッシュアップを重ねてパッケージと売り場
で展開するポップが完成。7 月の販売促進キャンペーンに向けて店頭に並ぶ予定。 
 
【成果】 
 ＮＰＯにとっては作品 通の場の確保と障がい者の収入向上につなげることができ、企業は
新商品を売り場で効果的に訴求できるパッケージデザインを実現した。 

 
 

 
工場見学をする工場見学をする工場見学をする工場見学をする    まるのデザイン制作者たちまるのデザイン制作者たちまるのデザイン制作者たちまるのデザイン制作者たち    あなご刺しのタレのパッケージあなご刺しのタレのパッケージあなご刺しのタレのパッケージあなご刺しのタレのパッケージ    
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12.「 とアパート が ながる 空教室」 

団体名：特定 営 活動法人 循環生活研究所 (循環型生活促進) 
企業名：HandA マネジメント(勘動産賃貸業) 

 
【概 要】 
 賃貸アパートのオーナーが、 ある「地域」「 」「物件」づくりを目指して、入
居者同士や地域 とのコミュニケーションを活発化させるため専門性を持つＮＰＯ
と組んでさまざまなミニイベントを開催する取組。 
 
【経 過】 

自社保有のアパート 2 棟などを拻 する「H and A マネジメント」。菜園付きや自由
に内装が変えられることを売りにした「ヴィンテージ賃貸アパート」で高い入居 を実
現している。 

同社では、入居者と がつながるきっかけとなる様々な小イベントを していた
ところ、中小企業家同友会（ソーシャルビジネス委員会）で聞いた「テンジン大学」の
取組みが参考となり、地域の専門家が講師になって授業をするというスタイルをとるこ
とで、地域を巻き込み、人が集う場所とする着想を得た。 

福岡県ＮＰＯ・ボランティアセンターでは、それを実現するため、ノウハウを持つ
NPO との協働プランを提案した。 

協働プラン 
・プラン①NPO 法人 循環生活研究所との協働によるダンボールコンポスト講座の実施 
・プラン②NPO 法人 アートのたねとの協働による、アパート 場敷地で子どもたちが 

地面に思いきり絵を描くイベント「地面に大きな絵を描こう」の開催 

【成 果】   
「地域 とアパート がつながる 空教室シリーズ」と題した第１回目「ダンボ 

ールコンポストを学ぼう」には、定員 15 名に対し 24 名、入居者の他、近所の主婦・
園芸好きの地域 、主催者の同 生、地域おこしに関心のある方など、多世代、様々
な 性の地域 が参加。7 世帯がダンボールコンポストをはじめることになり、そこ
からさまざまなコミュニケーションが派生している。 
 また、6 月にはアパートの 場敷地で子どもたちがチョークを使って思いきり絵を
描くイベントを開催し、地域の親子づれで賑わった。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 月には講座第 2 回目として堆肥の出来具合を共有する品評会と食事会を開催。段ボールコンポス

トについては、以前、オーナーがチャレンジをしたが、うまく堆肥化できずに した経 があった。
今回は、フォローアップも入れた複数回の講座とすることで、堆肥化をスムーズに えるプログラム
として実施。 

 

ダンボールコンポスト講座 「地面に大きな絵を書こう」 
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１３．グリーンバード大牟田の ち  

団体名：NPO 法人グリーンバード 福岡チーム(環境美化活動) 
企業名：株式会社カンカングループ(飲食業・勘動産拻 業) 

 
【概 要】 
 大牟田市の中心市街地活性化に取り組む飲食・勘動産拻 事業者が、活動の仲間を募
る方策として、全国で活動を展開しているＮＰＯ（グリーンバード）の大牟田ブランチ
を ち上げた事 。 
 
【経 過】 

大牟田市で飲食業や賃貸物件拻 業を っている株式会社カンカングループ。地元新
栄町駅前にもう一 賑わいを取り したいと、地元の有 や地勻者らと協 し、 らく
空室となっているテナントビルを町おこしの拠点としてリノベーションするなど様々
な計画を構想している。 

同社は、福岡県と福岡県中小企業家同友会（ソーシャルビジネス委員会）が共催した
企業向けセミナーに参加した 、“朝のコンパ”と して街のゴミ いに取り組む原宿表
参道発信のプロジェクトを全国で展開する「ＮＰＯ法人 グリーンバード」を知り、同
ＮＰＯの手法を採り入れることで、まちづくりの仲間を効果的に募ることを着想。 

県では、同社の意向を受けて、NPO 法人グリーンバード（福岡チーム）」とのマッチ
ングを った。マッチングでは、福岡チームの代表者がグリーンバードの活動コンセプ
トから ち上げ方法、運営の仕方、 の活動の 意点などのノウハウを提供し、カンカ
ングループでは、ノウハウの採り入れに まらず、グリーンバードの大牟田チームを発
足させることを決めた。福岡・熊本のグリーンバードへの体験参加、大牟田でプレ清掃
を ってから、今春、正式にグリーンバード大牟田チーム発足する運びとなった。 
 
【成 果】 

地域に対して効果的にアプローチを いたいという企業に対して、ＮＰＯがノウハウ
を提供。それに共感した企業が NPO のフランチャイズを ち上げた。NPO がノウハウ
を提供することで、企業の地域貢献が実現した。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・大牟田チームの活動は週 2 回（ 、日 朝） 。拊
者や子ども連れなどが気軽に参加できるのが特徴。 

 
・NPO 法人グリーンバードは、「きれいな街は、人の心もき

れいにする」をコンセプトに誕生。街のお掃除を通した PR
活動から様々なコラボレーションへと発展し、現在では日
本各地・海外で 55 チームが活動している。福岡チームは
2003 10 月から「天神」で、毎週 2 回の朝そうじから
活動がはじまり、「福岡打ち水大作戦」（2004 ）や、
法・放置自 対策チーム「b-cycle」の発足（2009 ）
等へと発展している。 
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１4． 部 災 支援の棚田米を社員食堂での活用 
団体名：山村塾 (中山間地支援、災 興支援) 
企業名：新日本製薬株式会社 (製薬) 

 
【概要】 

ＮＰＯが取り組む九州勾部 で被 に った 原地 （福岡県 市 町) 興支援の
「棚田米サポーター」として、企業が毎月８０ｋｇを購入し、社員食堂で提供する取組。 

【経過】 
新日本製薬は、様々な社会貢献活動に取り組んでいるが、なかでも社員のひとりひとりが参

加でき、社会への貢献を実感できる取組を重視しており、その一 として、社員食堂において、
１食につき２０円が開発途上国の子どもの学校給食への寄附になるランチメニュー(＊１)を提
供している。 

＊１ 特定 営 活動法人テーブル・フォー・ツー(以下 TFT。東京都)が展開する事業で、TFT が企
業の社員食堂向けにヘルシーメニューのレシピを提供。 1 食あたり 20 円を企業から寄附として受
け取り、開発途上国の学校給食支援に充てるもの。   

同社は、幅広い世代に対するがん検診啓発の取組「カフェで気軽に学べるがんセミナー」で
平成 25 「ふくおか共 社会づくり表 」協働部門賞を受賞したが、授賞式後の 会で、
同じく地域貢献部門賞を受賞した、 原地 （福岡県 市 町）で 山保全運動に取
り組む山村塾の活動に触れ、それが契機となり、山村塾の「 原棚田米サポーター勧 (＊２)」
を支援するため棚田米の社員食堂での 用を決定した。  

  ＊２ 棚田米サ ーター制    
平成 24 7 月 14 日に招きた九州勾部 で被 に った 原地 （福岡県 市 町）では、 農

する や都会に む子どものもとに身を寄せる が増え、過 化に がかかっている。山村塾では、
農家が棚田で作るお米を 5 間継続して購入してくれる人を募集する「 原棚田米サポータ 勧 」を開
始。契約は、1 ごとで、1 口（ 間 60 キロ）4 万 5 千円。サポーターには契約農家から、毎月 5 キロず
つ棚田米が発送される。山村塾によると、3 をめどにサポーターを 300 口に増やせば、被災前の 50 ヘ
クタールのうち、1 割弱の棚田での米作りを支援できる。  

【成果】 
  新日本製薬株式会社は毎月 80 キロ・ 間 960 キロの棚田米を購入。これは「 原棚田米サポー
ター勧 」初 の目 100 口のうち 16 口分に相当するもので、この大口の支援が弾みとなり山
村塾は初 目 の 100 口獲得を達成した。 

初 の目 達成を目の当たりにして地元農家の意欲も高まってきており、プロジェクト開始か
ら 3 後の 300 口獲得に向けて支援の が広がっている。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

社員食堂の風景 

(写真左)棚田米支援の意義や笠原地区の現状を伝えるポスターを掲示し、社

員に関心をもってもらえるような工夫をしている。 

(写真左)棚田米を使ったメニューも登場。さつま芋とベーコンのリゾット。 

(新日本製薬㈱ホームページより) 
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１5． 部 災 の 災 の ラン ィア活  

団体名：山村塾 (中山間地支援、災 興支援) 
企業名：九州 グループ１７社 ( ) 

 
 

【概要】 
九州 グループが九州勾部 災 に取り組む山村塾と協働し、 興支援のボラン

ティア活動を実施。グループ１７社から延べ８２名が参加した。 
 
【経過】 

九州 は平成 25 からの の中期経営方拏において、社員参画によるボランティ
ア活動の展開など が える人的貢献の社会貢献を打ち出しており、九州 グループ、九州

本社、支店などが様々な活動を展開している。 

その一環として、2012 ７月に発生した九州勾部 災 からの に取り組む地元のボ
ランティア団体である山村塾との協働により 作業のボランティア活動を企画し、グループ
会社の社員に参加を呼びかけた。 

なお、九州 グループは 、収集ボランティア（書損じ・未使用ハガキ）を っており、
山村塾は 2012 の寄附先団体。その経過から、今回の 作業ボランティアの企画に発展
したもの。 

９月７日、10 月 26 日及び２月８日（いずれも土 日）の 日間にわたり、九州 グルー
プ１７社から延べ８２名が参加し、 道 、棚田の み、棚田の 持拻 作業（ソバの種
まき）、 拎した 株の除去等に従事。 

 
【成果】 
企業がグループを挙げて社員にボランティア参加を呼びかけ、ＮＰＯがボランティアの受け

入れ・活用ノウハウを発 し、効果的な 作業が図られた。 
 
 

棚田の石積み復旧作業の様子 (九州電力のホームページより) 


