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平成２７年度 ＮＰＯと企業の協働事例 
 

 

Ｃａｓｅ1 点字名刺による営業活動 

団体名 ＮＰＯ法人 北九州視覚障害者自立推進協会あいず 

企業名 泰平印刷株式会社 

概 要 

NPO が制作する点字名刺の受注拡大を目的に印刷会社が営業支援を行った事例。 

特色ある営業商品を模索していた泰平印刷は、北九州視覚障害者自立推進協会あい

ずが制作する点字名刺に注目した。受注してあいずに発注することで通所者の賃金ＵＰに

つながり泰平印刷の新商品にもなると考え、営業社員の名刺を点字名刺に変更し、点字

名刺を見せながらの営業を行う事であいずの販路拡大に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

点字名刺サンプルの仕上り具合を確認 

 

 

Ｃａｓｅ2 災害保険加入促進につながる防災教室の開催 

団体名 ＮＰＯ法人 男女・子育て環境改善研究所 

企業名 全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）福岡県本部 

概 要 

 共済事業を取り組む生活協同組合が、災害保険の加入促進を行うため、防災に

ノウハウのある NPOと組んで防災教室を開催した事例。 

全労済は災害保険の加入者を増やすためには防災意識を高める事が有効と考

えていた。ただ、単独で防災教室を開催するだけのノウハウを持っていなかった

ため、防災事業に取り組む男女・子育て環境改善研究所と県内 16 ヶ所で防災教

室を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの様子（非常持ち出し袋に入れる物の検討） 
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Ｃａｓｅ3 インターネットバンキング普及のための高齢者向けタブレット教室 

団体名 ＮＰＯ法人 ＮＰＯふくおか 

企業名 西京銀行、株式会社ダイナステップ（サムスン電子） 

概 要 

 高齢預金者に向けてのインターネットバンキング普及を図りたい銀行が高齢

者向けスマートフォン教室の開催実績がある NPO と組んでタブレット教室を開

催した事例。 

ＮＰＯふくおかは、平成２６年度、サムスン電子の国内向け社会貢献事務局を

務めるダイナステップと開催したスマートフォン講座のノウハウを他の企業の

社会貢献として活かせないか考えていた。一方、西京銀行はインターネットバン

キングを高齢預金者にどう普及啓発していくかを検討していた。西京銀行の課題

を知った本事業の関係者が、高齢者向けにスマートフォン講座を行った実績のあ

るＮＰＯふくおかを紹介したところ、双方の考えが合致し、高齢者向けタブレッ

ト講座を協働で開催することとなった。開催にあたっては、株式会社ダイナステ

ップを通して、サムスン電子のタブレットについて無償貸与の協力を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

  タブレットを体験する高齢者の皆さん 

 

 

Ｃａｓｅ4 災害用食品の活用 

団体名 NPO法人 フードバンク北九州ライフアゲイン、くるめこども食堂 

企業名 日本郵便株式会社九州支社 

概 要 

 災害用食料（クラッカー）を備蓄している郵便事業者が、食料を必要としてい

るＮＰＯ等へ寄附した事例。 

日本郵便九州支社は災害用クラッカー500缶を有効利用するため 

① 企業や個人から提供された食品で社会福祉施設、生活困窮者に自立支援活動

を行っている NPO法人フードバンク北九州ライフアゲインに 400缶 

② さまざまな事情で十分な食事のとれない子どもたちに食事と心のケアを提供

しているくるめこども食堂に 100缶 

２団体に寄附を行った。 

 

 

 

 

提供されたクラッカー缶 
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災害対策型自動販売機 

 

Ｃａｓｅ5 スポーツ応援カレーパン＜寄附付き商品事例①＞ 

団体名 九州ラグビーフットボール協会 

企業名 株式会社黒乃屋 

概 要 

 活動資金不足に悩んでいるスポーツ競技団体に対し、食品販売事業者の新商品

の売上の一部を寄附する寄附付き商品の事例。 

九州の女性ラグビー選手の強化と日本代表候補の支援を考え、遠征費等の活動

資金を調達したい九州ラグビーフットボール協会の事を知った本事業のアドバ

イザーが、温浴施設等に黒酢を製造販売している黒乃屋に、新商品として開発し

ている「冷凍カレーパン」の売上の一部を協会へ寄附することで社会貢献につな

がる寄附付き商品としての販売の提案をおこなった。黒乃屋は、商品販売の話題

づくりにもつながる事を考え承諾した。第１号店として湯布院での販売がはじま

った。 

 

 

 

 

 

 

 

寄附付きカレーパン            湯布院の販売店舗 

 

 

Ｃａｓｅ6 ＮＰＯを応援する災害対応型自動販売機＜寄附付き商品事例②＞ 

団体名 NPO法人 共働のまち大野城北コミ 

企業名 大塚製薬株式会社 

概 要 

 医薬品、食料品製造販売会社が NPO の協力によ

り設置した災害対策型自動販売機の売上の一部を、

ＮＰＯに対して寄附する寄附付き商品の事例。 

 寄附付き自販機は、自販機の設置場所の提供者が

指定したＮＰＯ等に売上の一部が寄附される。 

団体の活動資金調達を考えていたＮＰＯ法人共働

のまち大野城東コミは、「企業からの協働提案セミナ

ー」で寄附付き災害対策型自動販売機の設置で社会

貢献を考えている大塚製薬の話に興味を示し、運営 

している東コミュニティ―センターへの設置の検

討をはじめた。また、併せて大野城市内の関連ＮＰ

Ｏ、大野城南コミ、中央コミ、北コミにも紹介し、各ＮＰＯもそれぞれが運営す

るコミュニティーセンターへの設置の検討を始めた。大野城北コミでは、北コミ

ュニティーセンター運営に係る関係団体等と調整が完了、平成 28年 4月に設置

することになった。 
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舞台公演ちらし 

 

Ｃａｓｅ7 クラウドファンド会社による劇団の公演の企画・運営サポート 

団体名 劇団Ｒｅｖｅ 

企業名 FAAVO福岡（株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー） 

概 要 

 劇団の公演運営費を得るためにクラウドファンド会社から舞台公演の企画内

容や起案書作成等のサポートを受けて公演を成功させた事例。 

劇団Ｒｅｖｅは、心の現代病（ADHD、うつ、パ

ニック障害等）など様々なハンディキャップのある

方の働ける場所、学べる場所、社会復帰までの場所

を提供することを目的に劇団活動を行っている。社

会性を身につけるために定期的に公演を行いたい

と考えていたが、公演を開催するための資金が不足

していた。本事業の関係者がこの事を知り FAAVO

福岡を紹介し、資金調達のためのクラウドファンド

がスタートした。ＦＡＡＶＯ福岡は、資金調達を成

功させるために、公演の企画内容等の話し合いにも

参加し、目標金額を２５万円と定めた。クラウドフ

ァンドによる資金調達は成功し、公演を無事開催す

ることができた。 

 

 

Ｃａｓｅ8 社員参加型の障がい支援イベントサポート 

団体名 任意団体『障がい支援☆福岡おやじたい』 

企業名 西部ガス総務広報部 CSR環境 

概 要 

 ガス事業社が、障がい者をもつおやじが集まる団体の主催するイベントの会場

提供を行った事例。 

西部ガスは、「障がい支援☆福岡おやじたい」が企画しているイベントの会場探しを行っ

ていることを知り、イベント会場としてガスホールの提供を行った。 

併せて、ＣＳＲの１つとして社員が障がい者を理解することも重要と考え、ボランティアスタ

ッフ参加としての人的支援も行った。 

次年度以降も継続的に会場提供を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

福岡おやじたいメンバー                  パンフレット 

トークセッションの様子 
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Ｃａｓｅ９ 寄附付きＴシャツ＜寄附付き商品事例③＞ 

団体名 ＮＰＯ法人ロシナンテス 

企業名 株式会社 Regaty 

概 要 

 ＷＥＢ上でチャリティＴシャツ企画製造販売を立ち上げた企業が、売り上げの

一部（700円）を NPOに寄附する寄附付き商品の事例。 

 Regaty が、チャリティ付Ｔシャツ事業を始めるにあたり、本事業の関係者に寄附先団体の

開拓や選定の相談に訪れた。福岡県内、全国のＮＰＯ法人に関する情報提供・紹介を

行う中で、支援先第一弾は、代表が会社を立ち上げる時から決めていたという地元福岡の

ＮＰＯ、スーダンでの医療支援活動を行うロシナンテスとの協働を決定、販売を開始した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regaty社長よりチャリティＴシャツの説明。 

   第１弾の支援先をロシナンテスに決定。         出典：ロシナンテスホームページ 

 

Ｃａｓｅ10 地域活性化イベントの広報支援（経済団体①（西日本鉄道株式会社）） 

団体名 NPO法人くるめ日曜市の会 

企業名 西日本鉄道株式会社 

概 要 

くるめの活性化のため毎月１回商店街で日曜市を開催している NPO の集客広

報の課題に対して、集客広報の支援として私鉄会社が自社発行広報物でイベント

告知を行った事例。 

くるめ日曜市の会は、西鉄久留米駅そばの明治通り沿いで日曜市を毎月最終日

曜日に開催している。駅が近い事もあり、西鉄沿線沿いの方に来場してもらいた

いと考えているが集客広報の手段がなかった。今回、西鉄に広報支援の相談に行

ったところ、NPOの活動に対して毎月発行の広報物「にしてつニュース」（発行

部数 7万部）のイベント紹介ページでの広報支援をすることが決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

賑わいのある日曜市の様子             西鉄ニュース（参考） 
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食品運搬の様子 

食品保管の様子 

工場の外観 

 

Ｃａｓｅ11 こども食堂への食品の保管・運搬支援（経済団体②（エフコープ）） 

団体名 NPO法人チャイルドケアセンター 

企業名 エフコープ 太宰府支所 

概 要 

地域のこども食堂をサポートするためのフードバ

ンク活動を行うＮＰＯに対して、生活協同組合が食

品保管機能及び運搬を支援する事例。 

チャイルドケアセンターが運営するふくおか筑紫

フードバンクへの食品提供は増える一方だが保管場

所に悩んでいた。活動に賛同したエフコープ太宰府

支所では、支所の一部を保管場所として提供する他、

子ども食堂等への食品の運搬の支援をすることが決

定した。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃａｓｅ12 ＮＰＯに対する銀行の融資事例 

団体名 NPO法人よか隊 

企業名 福岡中央銀行、トリマー事業者（企業名は未公表） 

概 要 

ＮＰＯによるキャットフードの商品化に対し

て、融資を通して銀行が、試食を通してトリマー

事業者が支援している事例。 

循環型社会・食育の推進を図る事業や障害福祉

サービス事業に取り組むよか隊は、福岡中央銀行

から融資を受けて建築した工場で鮮魚店から提

供してもらっている魚の切り落としとよか隊自

身が運営する福祉農園で収穫される野菜の葉材

を乾燥させた材料を利用してキャットフードを

商品化できないか、試作を繰り返していた。トリ

マー事業に取り組む事業者が、試作品の試食を通

してキャットフードの商品化に協力している取

組。今後、クラウドファンディングを利用して資

金調達を行い商品化していく予定。 

 なお、本事例は、銀行によるＮＰＯへの融資事

例として先進的な事例であり、中小企業庁が平成 

２７年１２月に発行した冊子でも紹介されている。 
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良選企画専用什器 

 

Ｃａｓｅ13 ＮＰＯと協働した企業の紹介による営業拡大 

団体名 NPO法人 ワーク inならや わくワーク館 

企業名 株式会社良選企画・株式会社黒乃屋 

概 要 

障がい者の就労支援施設を運営する NPO

に健康茶の製造販売を行う企業が什器を発

注することで障がい者の就労支援につなが

った事例。 

ワーク inならや わくワーク館は、以前、

ＮＰＯと企業の協働促進事業を契機とし

て、温浴施設で黒酢を販売する黒乃屋から

のオーダーに対応することで、施設ごとの

オーダーメイドに対応した専用什器を製作

するノウハウを身に付けた。今回、同じく、

温浴施設で健康茶を販売している良選企画

がオーダーメイドの什器の出来栄えに関心

を示し、黒乃屋からの紹介で専用什器を発

注した。黒乃屋の紹介でワーク inならや 

わくワーク館の受注先がひろがっていった 

ビジネスマッチングの取組。 

 

 

Ｃａｓｅ14 工場用地の提供による地域貢献 

団体名 NPO法人 アートもん 

企業名 株式会社山口油屋福太郎 

概 要 

NPO のイベント企画に対し、食品製造販売会社が社会貢献・地域貢献と会社

の PRを兼ねて工場用地の一部をイベントの会場として提供した事例。 

アートもんは、星をテーマにした添田町民と都会の住民との交流イベントを企

画し、会場を探していた。それに対して添田町にめんべい工場を建設した山口油

屋福太郎が、地域貢献（社会貢献）の一環として、工場用地の一部を提供するこ

とで応えた事例。 

山口油屋福太郎としては、地域貢献するとともに町の内外からの来場者を受け

入れることで工場の PRにもなった取組。 

 

 

 

 

 

 

 

工場敷地内に設置されたプラネタリウム       体験ブースの様子 
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Ｃａｓｅ15 中間支援 NPOと企業の連携による寄贈商品の提供 

団体名 特定非営利活動法人ふくおか NPOセンター 

企業名 株式会社大塚商会 

概 要 

 企業の商品寄贈と企業からの寄贈商品を NPO に提供する事業を行う中間支援

NPOを結びつけた事例。 

 大塚商会では、通販サービス事業「たのめーる」において、戻し入れ品になっ

た商品や余剰在庫を NPO 団体に寄贈する社会貢献プログラム「たのくんからの

贈り物」を実施している。 

 一方で、ふくおか NPO センターでは、企業の不用品・余剰品を、サイトで公

開し、希望する NPO に提供する「つこーちゃらん？」という事業を実施してい

た。 

 大塚商会から、福岡県 NPO・ボランティアセンターに対して、「たのくんから

の贈り物」の寄贈活動の受け入れ先の紹介依頼があり、県内の幅広い NPOへの、

安定的な寄贈活動を可能とするため、既にサイトで商品の提供を希望する NPO

を広く募集する事業を行っているふくおか NPO センターに打診し、両者を結び

つけたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

※現在、「つこーちゃらん？」は会員制 

 

 


