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はじめに
今日、急速に進む少子高齢化や人々の価値観の多様化に伴い、NPO・ボランティアの活動は、福祉や子育て、環
境問題など、さまざまな分野に広がっています。NPO・ボランティアは、社会の課題にいち早く気付き、他の共感
を得ながら、「私」の利益を超えた公的な活動を行っており、新しい公的サービスの担い手として、大いに期待さ
れています。
一方、企業においても、持続的発展のためには地域社会の一員としてさまざまな社会的課題の解決に取り組むべ
きであるという考えのもと、いわゆる「CSR（企業の社会的責任）」の取組が広がりつつあります。中には NPO・
ボランティアと協働（※）することにより、お互いの強みを活かして相乗効果を高め、社会に有用な新たな価値を
生み出している事例も見られるところです。
こうした中、福岡県では、県民一人ひとりが福岡県に生まれてよかった、生活してよかったと実感できる「県民幸
福度日本一の福岡県」を目指し、NPO・ボランティアや企業、そして行政などが知恵や力を出し合い、ともに支え
合う「新しい共助社会」づくりを進めています。
その一環として、NPO・ボランティアと企業との協働を進める取組を行っており、このたび全国から多種多様な
協働事例を集めた冊子「新しい協働のケース 100 〜これからの社会活性化のヒント〜」を発行しました。
本冊子は、“NPO との協働のイメージが湧かない” “関心はあるが、具体的にどう進めればいいのか分からない”
という思いをお持ちの企業に、さまざまな協働のカタチを紹介するものであり、協働が始まったきっかけのほか、
事業を実施する上でのそれぞれの役割、協働のメリット、活動継続の秘訣など、協働に向けたヒントとなる情報を
掲載しています。
また本冊子と併せて、企業との協働に積極的な県内の NPO・ボランティア情報を集めた冊子「ふくおか NPO50
〜 CSR パートナーカタログ〜」を発行しました。こちらは、NPO・ボランティアとの協働に意欲や関心をお持ち
の企業に、そのパートナーとなる NPO・ボランティアを紹介するものであり、団体の活動拠点や財務状況などの
基本情報から、ミッション、事業内容、協働の実績や今後の展開まで、協働のパートナーを探す際に役立つ多彩な
情報を掲載しています。
これらの冊子が、福岡県における NPO・ボランティアと企業の協働の促進、ひいては社会の課題解決の一助と
なれば幸いです。是非、ご活用くださいますようお願いいたします。
（※）
「協働」とは… NPO・ボランティア団体、
企業、行政のそれぞれの 主体性・自発性のもとに、
互いの特性を認識・尊重し合いながら、
対等な立場で、共通の目的を達成するため協力・協調すること。

平成 25 年 3 月
福岡県 NPO・ボランティアセンター
（福岡県新社会推進部社会活動推進課）
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本誌の見方

「環 境」が よ く な る
NEW COPRODUCTION
ケースの分類について
本誌では、
「これからの社会活性化のヒント」として、
企業と NPO の協働事例を以下の８つの「よくなる」
（課題を解決する）ジャンルに分けて紹介しています。

「環境」 「子ども」 「地域」 「文化」 「人権」 「経済」 「福祉」 「いろいろ」

CASE
001-016

団体の活動分野について
アイコンで表記しています。団体の活動に当てはまる分野はハイライトで表現されています。
(※ 団体の定款にある活動分野を示しています。)

保 …活動が当てはまる場合（各ジャンルの色がバックに入ります）

保 …活動が当てはまらない場合

アイコンの意味は以下の 20 の分野の略称です。NPO 法人は、定款の設立目的や設立趣意書に、
「主たる活動内容」
として以下の 20 分野の非営利活動のいずれかに該当する項目を記載しています。
（※平成 24 年 4 月 1 日の改正特
定非営利活動促進法の施行により、活動分野が従来の 17 分野から 20 分野になりました。）NPO 法人がどのような

環境を良くするための活動には、さまざまな形で

活動を行うのかを示すものです。20 分野の中であれば選択に数の制限はありませんが、
変更は届け出が必要です。

参加が可能です。まず、ごみを必要以上に出さな
い、使えるものは再利用するなど、普段の事業活

保 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

共 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

社 社会教育の推進を図る活動

子 子どもの健全育成を図る活動

ま まちづくりの推進を図る活動

情 情報化社会の発展を図る活動

観 観光の振興を図る活動

科 科学技術の振興を図る活動

農 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

経 経済活動の活性化を図る活動

学 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

職 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

環 環境の保全を図る活動

消 消費者の保護を図る活動

災 災害救援活動

中 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は

地 地域安全活動

人 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国 国際協力の活動

活動に関する連絡、助言又は援助の活動（中間支援）

条 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は
指定都市の条例で定める活動

動の中で、できることがあります。
また貴重な自然や生態系の観察、保全のための清
掃や、美観を保つ啓発活動など。現場に直接出か
けて、活動することも重要です。また燃料などの
資源をできるだけ使わない、新しい技術も生まれ
ています。
企業が環境問題の解決をミッションとする NPO
とタッグを組むことで、環境に良い取組をより効
果的に行うことができます。身近なごみ減量か
ら、社員や家族ぐるみでの参加、自社の持つ技術
やノウハウの提供まで。本章では活動のヒントと
なる事例を集めてみました。
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NEW COPRODUCTION

CASE

00 1
「環境」がよくなる

2

3

4
1 イベント会場での回収風景。最近では企業や行政のほか、大
学の学園祭などのイベントで利用が多く、
導入の拡大が期待
されている。
2.3 洗浄の作業風景。洗浄・減菌・検品・梱包という４つの流れ
でひとつひとつ丁寧に作業を進めていく。
使用する洗剤も植
物性のものを利用し、環境に配慮している。
4 地元のサッカーチーム「ギラヴァンツ北九州」でのリユース
カップ利用風景。
5 ポスター等を利用し、積極的に活動を進めている。

1

福岡県北九州市／平成 17 年〜

リユース食器普及活動
株式会社 ギラヴァンツ北九州など複数企業 × 洞海工芸舎 × 特定非営利活動法人 北九州エコ・サポーターズ

NPO が生み、
企業が使う。
エコ志向のビジネスモデル

する株式会社ギラヴァンツ北九州も、実際に

「イベント関係の受注は夏から秋に集中して

す。
「ゴミ削減と、環境美化の啓発という２つ

しまいます。その点、コールセンターでの採用

の目的で、
試験的に 3 試合でリユースシステム

は年間を通して収入が安定するので大変あり

を導入しました。サポーターさんたちにも親

がたいですね。私どもの事業所では、ほかにも

しんでもらったようです。本格的な導入には

お菓子の化粧箱の組み立て、家具の解体、野菜

初期投資や現場の販売業者さんとの理解・連

の袋詰めなど、さまざまな作業をおこなって

携が必要ですが、今後も導入を検討していま

おり、リユース食器システムと他の作業との

す。
（同社・木下さん）
」

スタッフ配置の最適化も大事だと思っていま

また市内の大手企業のコールセンターのオ

協働 POINT

・NPO、福祉作業所、企業の協働により、エコと雇用と CSR を同時に実現する仕組みを創出したこと
・NPO がビジネスモデルを軌道に乗せ、ノウハウ移転を試みるという先駆的な取組であること

洞海工芸舎としても、地域の企業や大学、行

社でこの採用を進めてくれた担当者が別の事

政とつながること、さまざまな方々に自分た

業所に異動後、そこでもこのシステムを採用

ちの活動を知ってもらうことはとても有意義

してくれたといいます。

であり、一生懸命作業に取り組んでいる利用

特定非営利活動法人 北九州エコ・サポー

「このシステムをビジネスとして自立した

り、平成 20 年の貸出しは約 6 万個だったもの

てリユースする仕組みです。この洗浄工程を

形で移転したいと考えています。ほかに移転

が、
平成 23 年度は約 15 万個に増えています。

障害福祉サービス多機能型事務所 洞海工芸舎

の例としては、リユース食器は糸島で毎夏に

ぶり、カップ、箸などを貸し出し、回収、洗浄し

ターズは、九州工業大学が開発した“土に還る

の方々が担当することで、障がい者の方々の

開催される大型音楽イベントで利用されたこ

プラスチック”などの環境保全技術を活用し

雇用創出にも役立てています。

とで知名度が上がったのですが、徐々にノウ
ハウを移転し、現在ではイベント主催者が独

て大学、産業、市民など多様な主体を結びつけ
て環境保全と地域の活性化に寄与することを

事業をビジネス的な道筋をつけて、
移行させる

自でリユースを行うようになっています。」

者にとっても励みになりますと新治事業所長
は話してくれました。
収益事業として自立させていくにはまだ成
長段階とのことですが、さらに利用者が増え

地域密着で、
システムを継続させていく

システムの導入が広がっていけば、エコと雇
用支援と CSR を同時に実現させる仕組みとし

事業を進めていく上での今後の課題として
は、年間通じての受注を平準化していくこと

て大きく発展していく可能性を秘めていま
す。
今後の動向を注目したいケースです。

5

団体がシステムの運営を開始した当初は、

目的とする団体です。同団体は、同じく北九州
市若松区にある障害福祉サービス多機能型事

団体理事の一人が洞海工芸舎のスタッフを

リユース食器の認知度も低く、資金的にもス

業所 洞海工芸舎と協働でリユース食器システ

知っていて、雇用につながるのではと声をか

タッフの人的体制にも苦労があったそうです

ムを運営しています。スポーツなどのイベン

けたことがきっかけとなり、団体が運営して

が、一度利用すると、次も使いたいというリ

ト会場では、食事の際に使われた紙コップ、紙

きたリユース食器のシステムを、洞海工芸舎

ピーターが多く、リユース食器を導入する企

皿などがゴミとして大量に出てしまいます。

に移行することになりました。永田事務局長

業や大学、行政は年々増えているとのことで

これを減らすのが、プラスチック製の皿、どん

は説明します。

す。地元北九州のプロサッカークラブを運営

008

す。
」

ペレーター向けにも採用されていますが、同

環境意識の高まりやリピーターの獲得もあ
エコと雇用創出を、同時に生むシステム

だと洞海工芸舎の新治事業所長は語ります。

試合会場などでリユースを導入した企業で

■ 障害福祉サービス多機能型事業所 洞海工芸舎 【業種】その他
【住所】福岡県北九州市若松区浜町 11025 【TEL】093-761-2770 【HP】http://www.kitaiku.com/facilities/west̲doukai̲kougei.html

■ 特定非営利活動法人 北九州エコ・サポーターズ

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県北九州市若松区向洋町 10-1 【HP】http://www.kitaq-eco.net/
【代表】白井 義人 【認証】平成 17 年 【会員】10 名（平成 25 年 1 月現在）
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CASE

002
「環境」がよくなる

2

1

全国・海外／平成 17 年〜

TOTO 水環境基金
TOTO 株式会社 ×NPO など 133 団体

大切な水資源を守り、持続的な発展を目指す

3

4

1~5 社員や家族によるボランティア参加風景。TOTO グルー

密接に関わり合う「環境貢献活動」や、環境意

ら「暑い最中の選考視察だったが、メンバーの

識の高い「ひとづくり」を進められています。

環境に対する情熱はさらに熱かった !」
「竹や葦

第 8 回の助成団体が決定した平成 25 年３月現

を単に取り除こうとするのではなく、環境浄化

い る。平 成 24 年 度 は 延 べ 27,000 人 が グ リ ー ン ボ ラ ン

在では、通算 133 団体が採択され、1 億 5,741

サイクルを構築するという姿勢が評価できる」

事業所の社員が中心となり、積極的にボランティアに参

万円が助成されています。

というコメントが寄せられています。

加している。

プでは、
地球環境に貢献するボランティア活動を「グリー
ンボランティア」と称し、グループ社員の参加を促進して
ティアに参加。水環境基金助成団体の活動にも、最寄りの

「水」
に関連する社会貢献事業
採択事業の一例を紹介しましょう。TOTO
本社の傍を流れ、北九州市のシンボル的な河川

協働 POINT

・助成金による経済的支援だけでなく、社員のボランティア参加にも積極的であること
・地域を問わず全国において、基金のテーマに沿った地元密着型の活動に対して支援を行っていること

である紫川の水源再生に取り組む「めざせ ! 紫
川を日本一の清流にするプロジェクト〜“山”
TO“水”TO“私たち中谷”水源再生事業 ( 実施 :
中谷地区まちづくり協議会 )」。これは、近年放
置された孟宗竹の増殖や里山の生態系の激変

水まわりのトップメーカーとしての取組
平成29年に創立100周年を迎えるTOTO株

を使うことで機能する製品をつくる企業」な

す。TOTO には、団体と一緒になって活動した

などによる水質悪化が著しい紫川の上流で、竹

らではの美しい水環境の維持または再生・保

いという明確な意思があり、社員が休日に活

を活用した環境保全サイクルを定着させる試

全の取組への支援を行っています。

動へ参加できるかどうかの有無を応募書で確

みです。具体的には、竹を伐採し伐採跡地には

認しています。また、審査の際には TOTO グ

広葉樹を植樹することで里山・水源を保全、伐

ループの各事業所から集まったボランティア

採した竹で竹炭をつくり川へ投下して水質浄

推進担当者で構成する「水環境基金選考委員

化し、使用済みの竹炭は畑に入れて野菜づくり

毎年多数の応募があるこの基金では、助成

会」を設置し、書類選考とともに現地で視察や

に活用するなどの活動を、地域の住民・企業・

事業の選考に、いくつかの基準があります。

ヒアリングを行うなど、活動内容や主旨の確

行政・NPO の協働により推進しています。

式会社。水まわりのトップメーカーとして、環
境ビジョン「TOTO GREEN CHALLENGE」

単なる経済的支援で終わらないために

の中で4年後（平成29年）までのアクションプ
ランを掲げ、
「 商品・サービス」
「 ものづくり」
「社会貢献」の3つの軸の活動を通じて、環境意

認が入念に行われます。

識の高い「ひとづくり」を推進し、環境負荷の

「地域の暮らしに根差した活動で継続性があ

軽減に貢献しています。NPOをはじめとする

るか」、
「生物多様性の保全に寄与するか」
、
「プ

市民活動の果たす役割も重要視し、平成17年

ロジェクトの必要性や実現性があるか」など

事業所の TOTO 社員とその家族が、継続的に

には、｢創りだそう！水と暮らしの新しい文化

がその基準となります。その中で、最も特徴的

ボランティアとして参加します。助成金によ

｣をテーマとして市民の取組を支援するため、

なポイントが、
「各団体の活動に自社の社員や

る経済的支援だけでなく、社員が環境保全活

家族が参加でき、協働できるか」ということで

動にも積極的に参加することで、地域社会と

「TOTO水環境基金」をスタートしました。
「水
010

採択が決まった団体の活動には、最寄りの

場所が本社に近いことから、多くの社員や家
族が参加したこの事業には、同社の選考委員か

5

■ TOTO 株式会社 【業種】製造業（その他製品）
【住所】福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1 【TEL】093-951-2224（TOTO 水環境基金事務局）【HP】http://www.toto.co.jp/
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CASE

003
「環境」がよくなる

2

3

4
1.2 NEC 田んぼ作りプロジェクト。同社は「人と地球にやさしい
情報社会」の実現に向けて、その基盤づくりのために全社員
の環境意識の向上を図っている。本プロジェクトには社員が
稲作やお酒造りなど年間を通して参加し、
谷津田を再生させ
た。
また気象データを測定するセンサーシステムを現地に設
置するなど、今後の事業化にも役立てている。
3~5 アサザプロジェクトの活動風景。
学校ビオトープを利用した
環境教育や維持管理、霞ヶ浦の浮葉植物アサザの系統保存な
ど水生生物の保護、植生帯復元地区での植付けなどを、学校
や企業などさまざまな主体と協働する市民型公共事業とし
て推進。
霞ヶ浦につながる各流域での水源地の再生事業など
も積極的に行い、霞ヶ浦の再生に取り組んでいる。

1

茨城県／平成 7 年〜

霞ヶ浦アサザプロジェクト、NEC 田んぼ作りプロジェクトなど
日本電気 株式会社 ほか × 認定特定非営利活動法人 アサザ基金

美しい湖への再生に向けて、従来の枠を越えて取り組む
協働 POINT

とつに、企業との協働による水源地保全事業

では、トキの野生復帰を目標とした調査や稲

感想をよくもらうのです。提案だけではなく、

があります。

作、お酒造りなどの活動で社員さんたちの環

リスクや責任を共に背負う。そうでなければ

三井物産株式会社、UBS 証券株式会社、株式

境への意識が変わることと並行して、同社の

達成する楽しさもないし、自立もできない。そ

会社損害保険ジャパン、株式会社ホギメディ

気象観測センサーシステムを田んぼの各ポイ

の点に関しては NPO も企業も、全く同じなん

カルなど多くの企業との協働事例があります

ントに置くことで、将来の事業化に役立つよ

です。
（飯島代表理事）
。」

が、その一例が、平成 16 年から日本電気株式

うな技術データも収集してもらっています。

会社 (NEC) と行っている「NEC 田んぼ作りプ

相互の活動のスタンスがあって協働ができて

葉は、既成概念に囚われず、目的と責任をシェ

ロジェクト with アサザ基金」。同社の社員が

いるのです。企業の担当者からは、
『NPO さん

アしお互いに対等な立場で取組を向上させて

稲作から酒造りまでを１年を通じて体験する

と聞いて最初身構えたりしていたが、ご一緒

いくという協働の意義を、再確認するものと

自然体験型プログラムです。霞ヶ浦流域の荒

してみたら私たちと変わりませんね』という

なりました。

日本を代表する環境系 NPO の代表者の言

廃した谷津田（やつだ）地区を再生し、
「100 年

・既製の枠に囚われずに提言し、実践していくことで、協働の輪が広がること

5

後に野鳥トキの野生復帰を目指す」という目

・社員の意識の向上と、本業への貢献を同時に果たしていること

標を共有し、対等な関係を大切にしながら約
10 年続いているこの活動は、社員が直接自然
に触れ、その素晴らしさを感じ、収穫の原点を

特定非営利活動法人 アサザ基金の飯島代表理

のかの提案が必要です。そしてプロジェクト

実感できる機会であると同時に、NEC が持つ、

事が立ち上げたのが霞ヶ浦再生事業・アサザ

を開始するならば、ひとつの事業から生み出

IT・ネットワーク技術を活用して、生態系の

プロジェクトです。平成 7 年に始まったこのプ

す付加価値を次々に繋いでいくことで、地域

観測や生物多様性保全に貢献する IT ソリュー

近年では、水質の汚濁や漁業の衰退、森林の減

ロジェクトは市民型公共事業とも呼ばれ、地

に新しい人、モノ、金の動きをつくり出す、“一

ションの開発や実証にも繋げるものです。

少などの問題を抱えており、1970 年代から多

域住民や企業、農林水産業、地場産業、教育機

石何十鳥”もの効果を引き出す発想が必要で

“一石何十鳥”の発想で、提案し活動する
日本で 2 番目に面積が大きい湖沼・霞ヶ浦。

くの対策が講じられてきましたが、十分な改

関、行政のほか 200 を超える学校、市民など多

善が図られない状況が続いています。その一

様な主体が参画し、環境や福祉、産業、教育な

因 は、霞 ヶ 浦 の 流 域 面 積 が 約 220 平 方 キ ロ

ど既存の行政分野を超えた事業展開が広大な

メートル、茨城県、千葉県、栃木県の 3 県にまた

流域で実現されており、
「新しい公共」のモデ

がるなど極めて広域なことから、さまざまな

ルにもなっています。これまでの参加者は、22

縦割りの社会システムに被われており、流域

万人を超えています。

全体を視野に入れた総合的な取組が困難なこ
とにあります。
平成 7 年、
その状況を打破するために、認定
012

す。
（飯島代表理事）」

「『みんなでやるとこういう社会が実現でき
ます』というビジョンを共有することで、企業
との協働は効果が出ます。NEC さんとの協働

ビジョンと責任をシェアする強み
飯島代表理事は、持続可能な社会をつくっ
ていくためには、地域において、環境を意識し

「縦割りの部署、行政区、法律や制度に囚わ

た人、モノ、金の流れをつくることが必要で、

れずに考える、そこから始めることが大事で

このことは地域経済にも刺激を与えビジネス

す。現状の批判だけではなく、どう乗り越える

チャンスになると考えています。その中のひ

■ 日本電気 株式会社 【業種】製造業（電機機器）
【住所】東京都港区芝 5-7-1 【TEL】03-3798-6617（ダイヤルイン）【HP】http://jpn.nec.com/eco/ja/life/education/tanbo/index.html

■ 認定特定非営利活動法人 アサザ基金

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】茨城県牛久市南 3-4-21 【TEL】029-871-7166 【HP】http://www.kasumigaura.net/asaza/
【代表】飯島 博 【認証】平成 11 年（認定：平成 24 年）【会員】20 名（平成 25 年 3 月現在）
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1.2 「博多湾の貴重な生態系を残す和白干潟の観察や保全」
（活動
団体：和白干潟を守る会）全国的にも珍しい存在となった干
潟の、貴重な自然ならではの生き物観察をして学びを深め、
将来に残していくための活動をおこなっている。
3.4 京築地区の自然の観察や保全を考える活動（活動団体：豊の
国海幸山幸ネット）福岡県北東部に位置する京築地区の豊富
な自然での屋外体験を通して、
生態系の大切さやこれからの
保全について考える活動を展開中。
5.6 九州大学伊都キャンパス周辺の生物の調査や保全（活動団
体：元岡「市民の手による生物調査」生き物との触れ合い、モ
ニタリング調査、水辺の保全を行い、里山の再生を目指す活
動。里山の価値を再認識するとともに、豊かな感受性を養う
ことを目的としている
7

プロジェクトホームページ。
全国各地で行っているプロジェ
クトを紹介。また、損保ジャパン Web 約款の案内なども掲載
されている。

1

日本各地／平成 23 年〜

SAVE JAPAN プロジェクト
株式会社 損害保険ジャパン×認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター ×各地のNPO支援センター ×
各地の環境団体

地域特有の生態系など、日本の自然を守るための取組

に、
東日本大震災が発生したため、
急遽、
被災地

と連携して、
地域の特性に合わせて幅広く同時

で復興活動を行う NPO を支援する「東日本大

に展開していく全国規模の取組です。CSR の

震災現地 NPO 応援基金」
（日本 NPO センター

明確な理念を持つ大手企業が、
ネットワーク力

が運営）
にも同プロジェクトから寄附を行いま

や専門性を持つ NPO と協働することで、日本

した。平成 24 年度から、47 都道府県での環境

各地域の団体と結び付き、
そこから効果的な活

保全活動の支援を開始。
福岡でも特定非営利活

動を展開できる事例と言えます。

動 法 人 ふ く お か NPO セ ン タ ー の コ ー デ ィ
ネートにより３つの活動を支援しています。
博
多湾の貴重な生態系を残す和白干潟の観察や
保全
（活動団体：和白干潟を守る会）
、
京築地区

協働 POINT

・大手企業と NPO 支援組織が協働することで、地域の特性を活かして全国で活動を展開
・市民参加を企業と NPO が協働でデザインし、市民活動への理解を広げていること

の自然の観察や保全を考える活動
（活動団体：
豊の国海幸山幸ネット）
、九州大学伊都キャン
パス周辺の生物の調査や保全
（活動団体：元岡
「市民の手による生物調査」
）です。同プロジェ
クトの特設サイトでは、
それぞれの活動単位で

の方に、
自然環境の保全に取り組む全国各地の

に寄附します。そして、日本 NPO センターが

行われる市民参加型のイベントの概要や、
参加

活動に参加してもらうことで、
希少生物種保全

47 都道府県の日頃連携している NPO 支援セ

申込の告知や窓口の情報、
そして活動のレポー

日本では地球温暖化など自然環境の変化に

と生物多様性に寄与する、
「SAVE JAPAN プロ

ンターに委託し、全国の環境 NPO と協働して

トが掲載されており、
ボランティア希望者は自

より、
ホタルやメダカ、
ハヤブサなど、
かつては

ジェクト」
を、
平成 23 年度から 3 年計画で行っ

イベントを実施します。
企業の社会貢献活動の

分の住んでいる最も身近なエリアを探して、
活

身近に存在してきた生物が絶滅の危機に瀕し

ています。

一環としての取組だけにとどまらず、
企業の本

動に参加することができます。

気軽に参加できる活動を、
協働で設計する

ています。
このような国内の希少生物種の住む

これは 47 都道府県の環境 NPO と、
損保ジャ

自然環境の保全に、
社会全体で積極的に取り組

パンが一緒になって、全国各地の「いきものが

むことが必要とされています。

住みやすい環境づくり」
を行うプロジェクトで

株式会社損害保険ジャパン（以下、損保ジャ

す。損保ジャパンの保険契約者が「Web 約款」

パン）
は、
市民、
行政、
NPO などと協働して課題

を選択することで活動に寄与できることが大

業を NPO と協働することで、より付加価値の
高い活動にしています。
地域の特性に合わせた、
環境保全への取組
プロジェクトの初年度である平成 23 年は、

解決に取り組む
「地域における協働の促進」
を、

きな特徴です。
Web 約款とは、
インターネット

CSR の重点課題として掲げている企業です。

を通じてパソコンなどで約款（契約条項）をい

北海道、青森、茨城、山梨、新潟、石川、愛知、大

同社は全国の NPO を支援する認定特定非営

つでも閲覧できるサービスで、
同社はその選択

阪、
兵庫、
岡山、
香川、
大分の全国 12 か所での活

利活動法人日本 NPO センターと連携し、
一般

数に応じて、
一定の金額を日本 NPO センター

動支援を行いました。
プロジェクトの実施直前

014

本事例は事務局である日本 NPO センター
が、各地域の NPO 支援センターや環境 NPO

7

■ 株式会社 損害保険ジャパン 【業種】保険業
【住所】東京都新宿区西新宿 1-26-1 【TEL】03-3349-3204 【HP】http://www.sompo-japan.co.jp/index.html

■ 認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター（※全国事務局）
【住所】東京都千代田区大手町 2-2-1

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

新大手町ビル 245 【TEL】03-3510-0855 【HP】http://savejapan-pj.net/sj2012/（※プロジェクト HP）

【代表】早瀬 昇 【認証】平成 11 年（認定 : 平成 23 年）【会員】645 名（正会員数、平成 24 年 3 月現在）
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1 平成 14 年に開館した北九州市環境ミュージアム。
「北九州市
の変遷」
「公害克服の歴史」
「地球環境とわたしたち」
「環境技
術とエコライフ」
「北九州市環境未来都市」
という５つのゾー
ンの展示のほか、
情報ライブラリやリユースコーナーなども
充実している。
2 来館者は、館内での展示見学のほか、スタッフやボランティ
アによるガイド、体験できるコーナーへの参加など、さまざ
まな形で環境について学ぶことができる。
3 見学風景。北九州市が過去の公害に苦しみ乗り越えた事例
を、
資料などを見ながら考えることができる。
4 同ミュージアムで働くスタッフのみなさん。来館者が環境へ
の気づきと理解を深めるサポート、利用者の立場に立った
サービスを心掛けている。
5 同ミュージアム外観

1

福岡県北九州市／平成 21 年〜

協働に大切な
『おもちより』
の感覚

北九州市環境ミュージアム指定管理事業
公益財団法人 タカミヤ・マリバー環境保護財団 × 特定非営利活動法人 里山を考える会

理念の共有で実現した、指定管理というチャレンジ

て、年間約 10 万人が訪れています。
「NPO の

指定管理という、難しいけれど有望でもあ

方々は若いし熱意もある。そして私たちに無

る事業。ミッションとビジネスの両立を目指

実際の現場では、ミッションとビジネスを

い視点や戦略を持っているので、協働をやっ

し、双方の強みを活かしながら環境の大切さ

両立させることは難しいと、里山を考える会

て良かったという印象です。ただし指定管理

を 市 民 に 情 報 発 信 す る。本 事 例 は、企 業 と

の関代表は話します。
「NPO の方々は全体的

という制度自体については制約も多く、もっ

NPO の協働の新しい可能性を示唆するケー

にミッション性が強い。私どもも里山から学

とこの分野での協働や参入が進むための提案

スと言えます。

んだ考え方で、都市でもできる持続可能な暮

の余地はあると思っています。
（橋本室長）
」

らし方を提案するというミッションを持って
います。けれどこれからの NPO は、ビジネス
の感覚も無ければ継続した活動が成り立たな

協働 POINT

い。コスト面や接客サービスに関しては、企業

・指定管理という、企業と NPO の協働としては比較的新しい動きであること

人の視点はとても大切で、顧客第一にならな

・双方の強み（ビジネス面、ソフト面）を活かした運営を行っていること

ければいけない。このように協働にあたって
は、同じ目的を共有する企業、NPO、行政など
がお互いのメリットを『おもちより』する感覚

まずは、
考え方が共有できるか
昭和 24 年に 1.5 坪の釣具店として創業、レ

同財団のさまざまな取組の一つとして、
北九

たその思いを実現するビジネス的な発想力、
実

が大切です。指定管理という形の協働も、企業

州市の北九州市環境ミュージアムの指定管理

際のオペレーション力を持っていることが、
大

と NPO の良いところを合わせることで、ミッ

があります。4 年前から始まったこの事業は、

きな決め手でした。
」

ションとビジネスは両立できると思います。
」

ジャー産業が発達した高度成長期に急成長し

同財団と特定非営利活動法人里山を考える会

平 成 14 年、八 幡 東 区 東 田 に 開 館 し た 同

環境ミュージアムでは、展示室観覧料無料

た株式会社タカミヤ。
現在日本国内に 64 店舗、

が協働で運営管理をしています。
株式会社タカ

ミュージアムは、
市民のための環境学習・交流

化の実施（平成 24 年度より）や館内リニュー

海外３店舗で釣具やアウトドア製品を販売す

ミヤの CSR の現場に長年携わっている橋本潤

総合拠点施設として、
子どもから大人まで幅広

アル、自主企画の積極的な実施などさまざま

る
『釣具のポイント』
を展開し、
市民に親しまれ

社長室長に協働のきっかけを伺いました。
「里

い利用者に親しまれています。同財団と NPO

な展開を試みており、双方の努力の成果とし

る存在です。同社は地域への恩返しとして、創

山を考える会の関さんとは 10 年以上前から懇

による指定管理を開始してからは、
前者が主に

業者の時代から紫川を中心とした地元の環境

意にしており、
協働での指定管理のご提案をい

企業のネットワークやノウハウを活かした

を守る社会貢献活動を積極的に進めています。

ただきました。
制度上の制約が多いなど躊躇も

ハード面の施設管理やメンテナンスを担当、
後

あったのですが、
最終的にこの事業で手を組む

者が NPO の視点やアイデア力を活かしたソフ

い。
」その想いが水環境美化などの CSR 活動、

に至った決め手は、
両者の考え方が基本的に一

トの面として、
集客や環境学習を目的とした展

そして公益財団法人タカミヤ・マリバー環境

緒だったことです。環境保全に取り組む姿勢

示内容やイベントの企画、
現場スタッフの採用

保護財団の設立につながっていきます。

や、
優秀な人材を育てたいという熱い思い、
ま

や接客サービスの指導などを担当しています。

「小倉のシンボルである川を再び綺麗にした

016

5

■ 公益財団法人 タカミヤ・マリバー環境保護財団 【業種】その他
【住所】福岡県北九州市八幡東区前田企業団地 1-１（㈱タカミヤ内）【TEL】093-661-3171（代表）【HP】http://www.takamiyamariver.or.jp/
保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

■ 特定非営利活動法人 里山を考える会
【住所】福岡県北九州市八幡東区東田 2-5-7

東田エコクラブ 【TEL】093-662-3100 【HP】http://www.satoyama.cn/

【代表】関 宣昭 【認証】平成 14 年 【職員】26 名（平成 24 年 4 月現在）
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1 作業場からほど近い竹林を伐採し、
粉砕機に投
入する様子。竹は、繁殖スピードが早いことか

として「Re☆創庫」を定期的に回って古紙など

ら、周辺の生態系に悪影響を及ぼすなど、各地

を回収している。

で深刻な問題となっている。

「環境」がよくなる

1 石川マテリアルの運搬車が、
回収場所のひとつ

2「エコロジーセンター Re☆創庫あつた」
（名古

2 機械を通し、パウダー状になった孟宗竹。畑に

屋市熱田区）の外観。週末には多くの方が来館

被覆することで、食物の生育が早まり、丈夫で

して、環境教育プログラムに参加している。平

美味しい作物が出来ると言われている。

成 23 年 10 月には春日井市にも「エコロジーセ
ンター Re☆創庫」
がオープンし、
現在は２館を
運営している。

1

1

福岡県八女市／平成 18 年〜

孟宗竹の間伐代行

愛知県名古屋市／平成 22 年〜

エコロジーセンター Re☆創庫

株式会社 エヌケイ技研 × 特定非営利活動法人 八女グリーン・ヘルパー

株式会社 石川マテリアル × 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

荒れ果てた竹林を、粉砕技術とネットワークで整備する

リサイクルからリユースへ、一歩進んだエコシステム

協働 POINT

協働 POINT

• 放置竹林を解決するために「間伐代行」という仕組みを生み出したこと

・常設の活動拠点を設けたことで、新たな利用者が関われる活動に広がったこと

• 竹を細かく粉砕する優れた技術により、間伐材に原料としての価値を生みだしたこと

・NPO の活動が広がることが企業のメリットにつながること

放置された竹林と向き合う

粉砕する機械を開発して、竹の間伐材を原料

間伐した孟宗竹は 5 円 /kg で同社が買い取る

リサイクルからリユースへ

いる時に、
株式会社石川マテリアルの石川社長

大へと繋がっています。
「これまでは限られた

から営業所跡地の提供 ( 安い賃料での貸し出

曜日や時間帯での活動でしたが、
常設拠点がで

し ) を提案してもらったのが「Re☆創庫」が生

きたことでいつでも利用できるようになり、
こ

まれたきっかけです。

れまで利用しにくかった共働き家庭や単身者

とした土壌改良材「ちくまつ君」を商品化しま

ため、所有者が負担する費用を軽減すること

竹は成長が早くて加工しやすい特徴を持っ

した。作物の周りに撒くだけで、土壌の保温性

ができます。また、買い取った孟宗竹は「ちく

名古屋市内で循環型社会のシステムづくり

ており、昔から工芸品や建築資材として使わ

などが向上し、作物の育成を促す効果もある

まつ君」となり、農地へと還っていきます。こ

に取り組んでいる特定非営利活動法人中部リ

れるなど、生活に身近なものです。しかし、時

ことから、減農薬農家からの問い合わせも多

のように NPO が「労力」として間伐を代行し、

サイクル運動市民の会は、
リサイクル中心から

再生資源の卸売業や廃棄物再生、
産業廃棄物

層の利用も増えました。また、常設拠点を利用

代の変化とともに竹の使用量が減少。放置さ

くなっています。

付加価値のある「処分」により所有者の負担を

リデュース・リユース中心のライフスタイル

処理業を営む同社は、
過去にも事業系古紙のリ

して、以前から取り組んでいた「環境教育プロ

軽減することで、竹林整備を進めやすくした

への転換を提唱し、
市民が日常的に参加できる

サイクルシステム構築に向けた活動を同会と

グラム」を定期的に開催できるようになり、牛

のです。

仕組みづくりを進めています。
その１つとして

一緒に取り組んだことがあり、
循環型社会の実

乳パックの紙すきや間伐材を使ったマイ箸づ
くり、
衣料品のリメイク教室など多彩なプログ

れた竹林はその繁殖力の強さから他の植生を
破壊して、日本各地で社会問題となっていま

行政・企業ができない所で NPO が活躍する

「抜本的な問題解決を図るためには、間伐し

取り組んでいるのが「リサイクルステーショ

現に向けたお互いの活動を理解していたこと

齢者・遠隔地に住む所有者が多いことから竹

竹林整備で課題となるのが「伐採の労力」と

た竹を材料として販売できる仕組みが重要だ

ン」
。
家庭から排出される資源を 10 品目に分別

でスムーズに協働へと進みました。

林整備に手をかけられないこともこの問題の

「伐採材の処分」です。そこで、津村社長は、荒

と考えました。竹を間引くだけで大変な労力

して回収するこのシステムは、
平成 3 年に始ま

廃竹林の所有者らに呼びかけ、特定非営利活

が必要です。その労力が対価を生む仕組みで

り、平成 24 年 3 月現在で名古屋市内に 44 箇所

動法人八女グリーン・ヘルパーを立ち上げ、

ないと、この問題に取り組む人はいなくなっ

の回収場があり、広く市民に浸透しています。

れていた竹に正面から向き合ったのが、株式

竹林の間伐代行を行うシステムを構築しま

てしまいます。安定というにはまだまだ課題

そのような中、
年間 3,000 トンを超えるリサイ

2010 年 6 月にグランドオープンした「エコ

会社エヌケイ技研です。竹が繊維質や糖質、ミ

す。竹林の所有者が同 NPO に孟宗竹の間伐を

は山積みですが、全国に広がる竹林問題を解

クル品の中には、
古着や食器などのまだ使える

ロジーセンター Re☆創庫 あつた」は、10 時か

ネラルなどを豊富に含み、安全に土に還る有

依頼し、伐採から搬出・処分まで一括して行

決 す る 一 助 と な れ ば と 思 い ま す（津 村 理 事

不用品も目立つようになってきました。
これら

ら 17 時まで営業しています（火曜定休日）
。常

機質資材であることに着目し、パウダー状に

います。所有者は NPO に対価を払いますが、

長）
」

を仕分け、
保管、
販売するための拠点を探して

設の拠点を設けたことで新たな利用者層の拡

す。私有林が多く行政の対応が難しいこと、高

原因となっています。
使用機会を失い、処分に困って野積みにさ

■ 株式会社 エヌケイ技研 【業種】製造業（その他製品）

アルの取り扱う古紙量の増加につながるなど

拠点が生まれて、
活動が広がる

の好影響も出ています。
「一緒に取り組む双方
の重要なポイントだと考えています。
」

保社 ま 観農 学環 災地 人国 共 子情 科 経 職消 中条

【住所】愛知県名古屋市昭和区山花町 124 【TEL】052-763-6697 【HP】http://www.ishikawa-material.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

保 社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県八女市室岡 984-６ 【TEL】0943-24-6050

【住所】愛知県名古屋市熱田区八番 2-19-16 【TEL】052-659-1007 【HP】http://www.es-net.jp

【代表】津村 弘祐 【認証】平成 18 年

【代表】永田 秀和 【認証】平成 12 年 【会員】170 名（平成 25 年 1 月現在）
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にメリットがあることが、
協働で事業を行う際

■ 株式会社 石川マテリアル 【業種】サービス業

【住所】福岡県八女市室岡 984-６ 【TEL】0943-24-6050 【HP】http://chikumatu-kun.com/index.html

■ 特定非営利活動法人 八女グリーン・ヘルパー

ラムを行っています。
（永田代表）
」
また、
古紙の
回収も行っており、
利用者の増加が石川マテリ
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「環境」がよくなる
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1 生ゴミの堆肥化プラントには周辺の小学生が
見学に訪れ、環境学習の場となっている。その

「環境」がよくなる

1 海に沈めた竹コンクリート魚礁は海草類の付着
も良好で、
魚たちの新しい住処となっている。

他にも菜の花の収穫や菜種油での調理など、
活
動と環境学習をつなげた取組を進めている。

2 竹コンクリート魚礁の実証実験の様子。
竹にコ
ンクリートを流し込んだ小型サンプルを山口

2 生ゴミの回収の様子。27 カ所に設置された「生

県の海岸に沈めて、
竹魚礁の経年変化を記録し

ゴミステーション」と食品関連 71 事業所をト

た。これにより、自治体や漁協に対してビデオ

ラックで周り、
生ゴミと廃油を回収している。

やカメラの画像を使って説得力のある説明が
できた。

1

1

佐賀県伊万里市／平成 18 年〜

『生ゴミを宝に！』食資源循環のまちづくり

山口県柳井市／平成 22 年〜

竹魚礁プロジェクト協議会

有限会社 北九給食センター × 特定非営利活動法人 伊万里はちがめプラン

カワノ工業 株式会社 × 特定非営利活動法人 自然と釣りのネットワーク

地域のゴミ問題から生まれた、地域循環ネットワーク

アイデアをカタチにしたものづくり技術、カタチに信頼を生んだ海中調査

協働 POINT

協働 POINT

・ゴミ「問題」ではなく、「持続可能な社会づくり」という前向きなアプローチをしていること

・山の課題（竹林）を海の生産とつなげることで、ストーリーが生まれたこと

・生ゴミの分別、回収を無理せずに実践している企業と連携したこと

・困った時に相談できる産学連携拠点があり、つなぎ役として機能したこと

会員であった関連会社の幹部などの仲介によ

「生ゴミを資源に」
は理解があってこそ

となりました。
（福田理事長）
」

山と海をつなげて考える

弁当惣菜や仕出しを提供するほか、
名村造船所

んでいる特定非営利活動法人はちがめプラン。

の食堂も運営しており、寮で生活する約 100

平成 4 年当時、毎日 14 トンもの生ゴミが可燃

名の社員の食事も賄っています。
調理工程等か

ゴミとして焼却されている同市のゴミ問題を

ら出てくる生ゴミを分別して水分をしっかり

清掃などを行っていた同 NPO が活躍し、２年

利用できないかと考え、竹で魚の住処となる

間の追跡調査によって、集魚状況が良いこと、

山口県柳井市のコンクリート製造メーカー

魚礁をつくることを思いつきます。しかし、同

水深の浅い場所では多くの藻類が定着してい

であるカワノ工業株式会社。ソーラーパネル

社には漁業や水産に関する知見がなかったた

るなどの効果が確認できました。これにより、

この活動が広がり、現在では食品関連 71 事

架台から道路擁壁まで幅広いコンクリート二

め、大島商船高等専門学校の地域連携交流会

次第に多くのメディアでも取り上げられるよ

業所、市民の生ゴミステーショングループ 27

次製品を製造する技術を活かし、竹林整備で

に相談したことから、同会のメンバーであっ

うになり、
「竹コンクリート魚礁のカワノ工

り、協働が実現しました。北九給食センターは
佐賀県伊万里市で生ゴミの堆肥化に取り組

しい海を守るため、竹の間伐材を資源として

さらなる連携の拡大で、
環境都市の実現へ

なんとか解決できないかと飲食店や旅館の経

切り、
はちがめプランに毎日提供しています。

カ所、250 世帯の参加・協力によって、年間約

伐採された竹を有効活用した竹コンクリート

た特定非営利活動法人自然と釣りのネット

業」としての知名度も上がってきました。現在

営者、
市民などが中心となって活動が始まりま

「生ゴミを一般廃棄物と一緒に出せば、分別や

650 トンの生ゴミを回収し、約 300 トンの「は

魚 礁 の 開 発 に 成 功 し ま し た。竹 魚 礁 開 発 の

ワークとの協働が始まりました。

では、竹を伐採する地域団体や漁協とのネッ

した。調査と啓発活動に 5 年、生ゴミを堆肥化

徹底した水きりなど余分な工程も要りません

ちがめ堆肥」を生産し、販売しています。
「これ

きっかけは、同社の河野社長が山口県知事と

するための微生物の研究に 3 年を費やし、
平成

し、
私たちと契約するよりも安く廃棄できるん

からは小学校や地域の婦人会などと連携して

の懇談をきっかけに、森林を浸食し続ける竹

12 年に市民の協力と出資によって生ゴミ堆肥

です。しかし、生ゴミを資源として活用しよう

菜の花を育て、
採れた菜種油を家庭科の授業や

林の間伐材を有効活用できないかと考えたこ

化実験プラントが完成。市内各所に生ゴミス

とする私たちの活動に賛同してくれ、
持続可能

料理教室で使う仕掛けを考えています。
これま

とから。国内第３位の広さを有する山口県の

テーションを設けて生ゴミと廃油を回収し、
生

な社会づくり・地域内循環システムに協力的

での活動をさらに継続発展させて、
市民、
企業、

竹林は著しく増加しており、身近な地域課題

海に沈めた後の効果を検証するため、海草類

もある瀬戸内海の生物多様性や海中の景観を

ゴミは堆肥に、
廃油はバイオディーゼル燃料と

な環境意識の高い方々に支えられて活動が継

農家、
NPO、
行政が主体性を持って参加する真

として問題視されていました。

の付着状況や集魚状況などの追跡調査が必要

守る取組に貢献できていることに誇りを持っ

して利用しています。

続できています。環境への意識が高く、生ゴミ

の協働事業を展開し、持続可能な環境都市「い

ています。
（藤本理事）」

を安定的に供給できる企業との連携は、
私たち

まり」
の実現を目指しています。
（福田理事長）
」

有限会社北九給食センターとの協働が進ん
だのは平成 18 年から。
生ゴミステーションの

の活動をしっかりと支えてくれる重要な基盤

■ 有限会社 北九給食センター 【業種】サービス業

ミッション達成にも寄与しています。
「美しい

効果の検証が信頼を高める

海を守る製品開発に関わることで、希少価値
竹コンクリート魚礁の開発にあたっては、

その一方で、この周辺の海域は日本最大規

でしたが、潮の流れや透明度などの自然条件

模のニホンアワサンゴ群生地であり、海域公

が大きく作用するため、高い潜水技術と観察

園地区にも指定されています。このような美

力が必要となります。この点についても海底

の高いニホンアワサンゴの国内最大群生地で

■ カワノ工業 株式会社 【業種】製造業（ガラス・土石製品）

【住所】佐賀県伊万里市黒川町塩屋 5-5 【TEL】0955-27-2272

■ 特定非営利活動法人 伊万里はちがめプラン

トワークも構築でき、新商品の開発が NPO の

【住所】山口県柳井市柳井 1740-1 【TEL】0820-22-1111 【HP】www.kawanokk.co.jp
保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 自然と釣りのネットワーク

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】佐賀県伊万里市大坪町狩立乙 2436-1 【TEL】0955-22-4058 【HP】http://hachigame-plan.org

【住所】山口県大島郡周防大島町大字久賀 1102-1 八幡生涯学習のむら内 【TEL】0820-22-4489 【HP】http://nfn.e-towa.net/

【代表】福田 俊明 【認証】平成 15 年 【会員】300 名（平成 24 年現在）

【代表】小田 貞利 【認証】平成 16 年 【会員】25 名（平成 24 年現在）
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「環境」がよくなる
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1 ミツバチたちは 4 キロ四方の蜜を運べる。
周辺
の皇居・浜離宮、
銀座の街路樹など緑豊な自然

「環境」がよくなる

1 雨水タンクを設置した駅は、
子どもたちの学習
の場になっている。

が残っていたことで、
予想以上のハチミツを集
めることができた。

2 駅に設置してある雨水タンクを親子で巡るス
タンプラリー。
楽しみながら親子の交流ができ

2 ハチミツを採る風景。平成 18 年 3 月後半から、

ると評判を得ている。また、駅名の由来をクイ

西洋ミツバチを 3 群 3 万匹設置。
ソメイヨシノ、

ズにしており、
地域のことを知る機会にもつな

マロニエ、ユリノキなどの都会の樹木から、ハ

がっている

チミツを採ることに成功。
現在では 800kg を超
える量を確保している。

1

1

東京都中央区／平成 18 年〜

銀座ミツバチプロジェクト

京都府京都市／平成 19 年〜

嵐電沿線協働緑化プロジェクト

地元コラボレーション企業 × 特定非営利活動法人 銀座ミツバチプロジェクト

京福電気鉄道 株式会社 × 特定非営利活動法人 京都・雨水の会

都会の街でできる、自然との共生

緑化をきっかけにして、無人の駅に関わる機会をつくる

協働 POINT

協働 POINT

・都会の街に自然を持ち込んだことが、高いメッセージ性を生んでいること

・NPO のコーディネート力を活かすことで、企業の取組が地域に広がり根付いていること

・共感を持った企業や商店が参加しやすい仕組みとなっていること

・口コミによって、各家庭単位の小さな活動へと広がっていること

銀座のまちで、ミツバチを育てる

かけて回ったところ、同じように「おもしろい」

元の百貨店・松屋のお歳暮カタログに銀座のハチ

開業 100 周年の節目を緑化で彩る

京都・雨水の会が知り、
環境に優しい緑化事業

て伝える講座を行っています。
このような講座

を嵐電沿線に広げていこうと、平成 19 年から

も座学だけでなく、
実際の緑化活動と連動させ

京福電気鉄道や地域とともに
「嵐電沿線協働緑

ることで、
より実践的な活動へと広がっていき

化プロジェクト」
が始まります。

ました。
「企業側の関わり方も、
係わるスタッフ

との声が。パティシエやバーの支配人から都市

ミツ商品群が掲載されたり、
サッポロビール株式

銀座のビルの屋上で養蜂を行う
「銀座ミツバチ

プランナー、弁護士までさまざまな職種の人か

会社と共同開発した、
ハチミツの酵母から採れた

京都市内で嵐電（らんでん）の愛称で親しま

プロジェクト(略称銀ぱち)」
。
まちおこしの成功

ら賛同を得られ、話を聞きつけた新聞社・テレ

ビール
「銀座ブラウン」
が、
銀座の店舗で限定販売

れている京福電気鉄道嵐山本線と北野線。
風光

例として、
全国各地に波及し、
札幌、
名古屋、
北九州

ビ局から取材されたことで弾みがつき、平成 18

されたりと、
大小多くの企業に広がりを見せてい

明媚な嵐山をはじめとする観光地への行楽路

など各都市で取組が始まっています。

年に NPO 法人化します。

ます。

線であり、繁華街へ出るための地域の足にも

銀座で採れたハチミツを、銀座で食べる

今では、
銀座のビルの屋上にはさまざまなガーデ

22 年 3 月に開業 100 周年という大きな節目を

嵐電は、京都市街を Y 字型に走る路線で、終

地域や小学校との関わりをもっと深くしてい

「銀ぱち」
の試みは、
他のビルオーナーにも波及。

銀ぱちのきっかけは、
平成17年、
当時、
貸し会議
室の運営会社に勤めていたNPO法人副理事長の

が増えたり、
社内での認知が広がるなどの変化
が見られました。また、口コミでプロジェクト

地域の力で、
駅舎を学習の場に

に協力してくださる方々も増えてきています。

なっています。京福電気鉄道株式会社は平成

ンや農園が、
合わせて1,000㎡以上あるそうです。

迎えるにあたり、平成 18 年から嵐電沿線の魅

点と分岐点の 4 駅以外の 17 駅は全て無人駅で

き、
広がりを持ったまちづくり活動になること

のことを耳にし
「おもしろそう」
と感じたこと。
屋

ミツバチが蜜を運ぶ範囲は4km四方。
緑が少な

そこは、
近隣の小学校が苗植えなどを行う環境教

力向上に取り組み、
その一環として沿線緑化を

す。沿線緑化の取組を広げていくためには、花

を期待しています。
（上田理事長）
」

上を貸せば場所代として銀座産の蜂蜜がもらえる

いという印象の銀座ですが、
意外にも街路樹や皇

育の場として、
また、
障がい者が軽作業を担う就労

行いました。活動は、龍安寺駅周辺の商店街と

壇の管理を行う地域との連携が欠かせません。

と期待して、
その養蜂家に会ったところ
「しっかり

居、
浜離宮など広大な蜜源があるのだそう。
初年度

の場として、
さらには新商品のアイデアが生まれ

連携して駅の空きスペースに花壇を整備、
植栽

「駅を公共のものとしてとらえよう」というコ

勉強して」
と言われ、
いつの間にか自身で蜂を飼う

に は150kgを 収 穫、７ 年 目 の 平 成23年 に は、

る異業種交流の場として機能しています。

を植えることから始まりました。
多くの駅に水

ンセプトに賛同した、
同法人がコーディネート

ことになっていたのだそうです。

840kgもの蜂蜜が採れました。

道が無いために雨水タンクを設置して水源と

役を担当。
沿線の小学校 4 校や商店街に協力を

し、
水やりは地域の方々が担いました。

求め、
11 駅に 14 台の雨水タンクを設置して緑

田中氏が、
養蜂場としてビルの屋上を探す養蜂家

農業生産の現場から最も遠いと思われる銀座の

折りしも、銀座のビルの高さの制限が定めら

このハチミツは
「銀座に来なければ食せない」
と

街で、
自然の恵みとしてのハチミツを採ること。
そ

れ、そのハードルを超えた、街の活性化が課題に

いうルールのもとに、
職人の街・銀座の技を活か

のハチミツを使って街が連携し、
歴史と伝統を持

なっていたことから、“都市と自然環境の共生”

して、
老舗バーでカクテルになったり、
有名ケーキ

つ銀座ならではの企画が生まれること。
共感して

というメッセージ性のあるまちおこしになるに

店や和菓子店でスイーツになったりと、
街を挙げ

くれる有志の助けもあって、
街を挙げた大きな輪

違いないと考え、実現に向けて知り合いに声を

たコラボレーションへと進化しています。
また、
地

へと広がり、
さらに全国へと波及しています。

このような活動を、
雨水活用の普及啓発を通
じて環境教育に取り組む特定非営利活動法人

化活動を広げていきました。また、小学校へ出
向き、
緑化事業の意義や雨水の有効活用につい

■ 京福電気鉄道 株式会社 【業種】陸運業
【住所】京都府京都市中京区壬生淵田町 18 【TEL】075-801-5328 【HP】http://www.keifuku.co.jp

■ 特定非営利活動法人 銀座ミツバチプロジェクト

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 京都・雨水の会

保 社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】東京都中央区銀座 3-9-11 紙パルプ会館 11F 【TEL】03-3543-8201 【HP】http://www.gin-pachi.jp/

【住所】京都府京都市山科区御陵封ジ山町 3-52 【TEL】075-581-3619 【HP】http://amamizu.org/

【代表】高安和夫 【認証】平成 18 年 【会員】30 名（平成 24 年 3 月現在）

【代表】上田 正幸 【認証】平成 17 年 【会員】37 名（平成 20 年 3 月現在）
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ヤマハ発動機 株式会社 × 特定非営利活動法人 サンクチュアリエヌピーオー

「環境」がよくなる

2

「環境」がよくなる

静岡県浜松市／平成 3 年〜

ビーチクリーン作戦＆子ガメ放流会

感動を共有することで 1,000 人以上のパワーが集まる

1 エアバックやシートベルトをリユース・リサ
イクルし、商品化したビジネスバッグ。使用済
み自動車の再資源化にむけて理解促進を図る
ためのシンボル的な製品。
2 山形県自動車販売店リサイクルセンター外観

1

山形県／平成 21 年〜

使用済自動車再資源化プロジェクト
地元全メーカーディーラー 18 社 × 特定非営利活動法人 山形県自動車公益センター × 地元複数企業

協働 POINT

・プログラムに「感動」を採り入れることで参加者の多くがリピーターになること
長年にわたり浜松市遠州灘海岸での環境保

は、昭和 62 年に浜松市中田島砂丘で絶滅危惧

は年々増え、平成 16 年にはグループ会社 14

護活動に取り組んでいる特定非営利活動法人

II 類に指定されているアカウミガメが発見さ

社から、1,200 人の社員と家族が参加するまで

サンクチュアリエヌピーオー。自然体験での

れたこと。団体の調査で 22 巣の産卵が確認さ

に広がりました。産まれたての子ガメが懸命

「感動」を通じた環境教育に力を入れ、海岸のゴ

れ、希少な産卵地であることがわかりました。

に海に向かう姿は感動的で、子ガメとの 20 年

ミ回収、野生動植物の調査保護、そして子ガメ

同じく浜松市に拠点を持つヤマハ発動機株

後の再会に夢を膨らませ、この会に参加した

の放流体験など多彩な活動を行っています。団

式会社では、平成 3 年からこの活動に賛同し、

人たちは、なんと 9 割以上がリピーターになる

体のメイン行事のひとつである「ビーチクリー

毎 年 欠 か さ ず に 社 員 が 参 加 し て い ま す。ス

と言われています。

ン作戦＆子ガメ放流会」がはじまったきっかけ

タート時は 10 数名だった同社からの参加者

■ ヤマハ発動機 株式会社 【業種】製造業（輸送用機器）

販売者の責任を果たす新たな組織づくり

【住所】静岡県磐田市新貝 2500 【TEL】0538-32-1196（スポーツ・社会活動推進グループ）【HP】http://www.yamaha-motor.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 サンクチュアリエヌピーオー

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】静岡県浜松市中区幸 2-17-9 【TEL】053-475-6535 【HP】http://sanctuarynpo.jp/

協働 POINT

【代表】馬塚 丈司 【認証】平成 12 年 【会員】19 名（平成 25 年 3 月現在）

• 事業者が自らの社会的責任を果たすため、複数社の連携により専門性の高い NPO を立ち上げたこと
• 地元企業や福祉作業施設などとも連携した、地域に根ざす協働となっていること
NEW COPRODUCTION

CASE
さらに平成 21 年には、山形・庄内の 2 事務

理解促進を図るためのシンボル的な事業とし

所において年間 10,000 台程発生する使用済み

て、
エアバックやシートベルトをリユース・リ

山形県では過去に倒産した中堅の解体事業

自動車の適正処理をする中で、
自動車のリサイ

サイクルしたビジネスバッグの商品開発に取

者による 6,000 台規模の使用済み自動車の不

クル・再資源化など環境活動としての取組を

り組みました。

法投棄が発生し、
その解体業者に処理委託をし

強化するため、
会社とは別に
「NPO 法人山形県

エアバックやシートベルトは取り外しが難

ていた県内の各ディーラーが排出者責任を問

自動車公益センター」
を設立。
「環境活動を通し

しいことから再利用はほとんど前例がありま

われ、
再度処理費用の負担を強いられるという

て人と車と自然との調和を考える」
というテー

せんでしたが、
NPO の熱意ある呼びかけに、
地

事態が起きました。

マのもと、エコカー普及推進、エコドライブ普

域の染色会社、かばん製造業者、福祉作業所な

及推進、
エコ整備促進、
交通安全推進活動、
自動

どが応じ、
難しい工程を経て商品化に成功。

販売者としての責任を果たす

これを契機に、県内の自動車ディーラーが、
最終所有者から責任を持って使用済み自動車

車リサイクル・再資源化等の研究開発、
地域福

テレビや新聞などに取り上げられ、
全国から

を引き取る体制を整備するために立ち上げた

祉活動、地域・産学連携事業の推進、環境マイ

も問い合わせが舞い込んでくるようになりま

014

京都府・大阪府・兵庫県

「エコトレイン 未来のゆめ･まち号」
事業

平成 20〜21 年

阪急電鉄 株式会社 × 特定非営利活動法人 環境市民

「環境」がよくなる

メッセージを乗せた電車が、まちを走る
協働 POINT

・NPO との協働を通して、市民参加の環境メッセージを発信できたこと
阪急電鉄株式会社では、環境への取組を加

ターやステッカー類も全て環境をテーマにし

沿線自治体、協賛企業から提供を受けたポス

たもので統一しました。神戸線・宝塚線・京

ターや、阪急電鉄との打合せを重ねながら、

のが
「株式会社山形県自動車販売店リサイクル

スター認定制度への支援事業からなる 8 事業

した。
堅牢な素材で作られ、
実用性も高いため、

速 さ せ る た め の シ ン ボ ル 事 業 と し て、環 境

センター」
です。
県内のディーラー全 18 社の出

に取り組んでいます。

地元の銀行が渉外活動の際に使用するバッグ

メッセージ列車「エコトレイン未来のゆめ・

都線（各 8 両編成）の 3 編成の運行を実施し、期

NPO のネットワークを駆使して作成したポ

として複数購入され、
社会貢献活動の一環とし

まち号」を、地球温暖化防止月間である平成 20

間中の乗客は延べ 800 万人に達しました。

スターが並びました。沿線の行政や市民、企業

て「ものづくりやまがた」の取組を支援する動

年 12 月から、洞爺湖サミットから 1 年後とな

この取組は、特定非営利活動法人環境市民

等との積極的なパートナーシップのもと、環

きとなるなどの広がりを見せています。

る平成 21 年 7 月まで運行しました。先頭車両

の企画監修によるものです。車内の広告は、

境に配慮したサステイナブルなまちづくりを

には、
「エコ」をテーマにした大きなイラスト

2 ヶ月ごとに更新され、運行期間の 8 ヶ月間で

推進するきっかけとなる効果的なキャンペー

をラッピング。外観だけではなく、車内のポス

合計 177 種類のポスターを掲出しました。国・

ンとなりました。

資によるこの組織は、自ら解体工場を持ち、使
用済み自動車の徹底したリサイクルと廃棄を

多くの事業者の協力で商品開発に向かう

行っています。使用可能な部品はストックし、
商品として流通させています。

同法人では、
使用済み自動車の再資源化への

■ 阪急電鉄 株式会社 【業種】陸運業

■ 株式会社 山形県自動車販売店リサイクルセンター 【業種】サービス業
【住所】山形県山形市大字漆山字行段 1422 【TEL】023-686-4801 【HP】http://www.yauto-rc.jp/

■ 特定非営利活動法人 山形県自動車公益センター

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】大阪府大阪市北区芝田 1-16-1（本社事務所）【TEL】06-6373-5165（広報部）【HP】http://rail.hankyu.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 環境市民

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】山形県山形市大字漆山字行段 1422 【TEL】023-673-0251 【HP】http://www.yauto-center.net/

【住所】京都府京都市中京区麩屋町通ニ条下る 225 第二ふや町ビル 405 号室 【TEL】075-211-3521 【HP】http://www.kankyoshimin.org/

【代表】鈴木 吉徳 【認証】平成 21 年

【代表】杦本 育生 【認証】平成 4 年 【会員】535 名（法人会員を含む。平成 22 年現在）
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「環境」がよくなる

福岡県福岡市／平成 19 年〜

ベッタ会
地元企業各社 × 特定非営利活動法人 新聞環境システム研究所 × 特定非営利活動法人
南畑ダム貯水する会 × 特定非営利活動法人 循環生活研究所

小さな循環、いい暮らし
協働 POINT

「子ども」がよくなる

・多くの事業体が連携し、理想的なネットワークを形成していること

NEW COPRODUCTION
「ベッタ会」とは、3つのNPO法人と2つの大学
の研究者を中心に、
企業と行政も加わってできたゆ

土)から、
その専門的知識と経験で裏づけされた手
法での仕組みづくりに取り組んでいます。

通した学習を行い、
資源循環型の社会を体験できる
カリキュラムとして評価されています。
地域
（福岡

るやかな連携体組織です。
「地べた」
と
「地道」
をキー

福岡市を基点にさまざまな活動を行う中、平成

市港湾局）や企業（積水ハウス 株式会社、西部ガス

ワードに、
環境に優しい暮らしを地域単位ですすめ

22年には博多湾に浮かぶ人工島「アイランドシ

株式会社ほか）
が一体となって、
ハード先行で整備

る任意団体として、平成19年に発足しました。各

ティ
（略称：IC）
」
で、
小中学生に向けた環境教育を

が進むICに、
顔が見えるネットワークの形成と資

NPOがミッションとしている3つの要素(紙・水・

スタートさせました。
単発の授業ではなく、
年間を

源循環に向けた取組が進められています。

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経職消 中条

■ 特定非営利活動法人 新聞環境システム研究所

CASE
017-028

【住所】福岡県福岡市東区名島 3-6-2 【TEL】092-662-2226 【HP】http://www.pepa.jp【代表】加来 睦博 【認証】平成 13 年
保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経職消 中条

■ 特定非営利活動法人 南畑ダム貯水する会

【住所】福岡県福岡市城南区樋井川 5-34-２ 【TEL】090-8402-0777 【代表】山下 輝和 【認証】平成 15 年
保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経職消 中条

■ 特定非営利活動法人 循環生活研究所

【住所】福岡県福岡市東区三苫４-４-27 【TEL】092-405-5217 【HP】http://www.jun-namaken.com/index2.html 【代表】波多野 信子 【認証】平成 16 年
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全国／平成 17 年〜

そらべあスマイルプロジェクト

次世代を担う子どもたちを育むために、体験型の

シチズン時計 株式会社 × 特定非営利活動法人 そらべあ基金

「環境」がよくなる

シンボルキャラで、
親しみやすい環境改善活動

プログラムを通して、子どもたち一人ひとりの興
味や可能性を伸ばす活動が盛んになっています。
子どもはプロフェッショナルの現場や仕事に興
味を持ちます。普段は体験することのできない、
プロのスキルや言葉に目を輝かせます。社会の第

協働 POINT

一線で働く社員や専門職の持つスキルは、子ども

・お互いのステークホルダーをキャンペーンに取り込み、シンボルキャラを使うことで効果的な取組となっていること

たちにとって貴重な財産であり、教える側にとっ
ても、自分たちの持つものの価値を再認識する機

子どもたちへの環境教育効果も意図しており、そ

で動き、二次電池に有害物質を含まないことを特

ギーの普及啓発に取り組む NPO です。平成 20 年

のため、ホッキョクグマの兄弟「そら」と「べあ」

徴とする時計「光発電時計シチズンエコ・ドライ

に立ち上がったそらべあ基金では、市民や企業か

( 温暖化で氷の大地が割れ、母クマと生き別れに

ヴ商品」の売り上げの一部を基金へ寄附する活動

報や社会における安全安心など。企業と NPO が

らの寄附金をもとに全国の幼稚園や保育園に太

なり、いつも泣いているという設定です。) をシン

を展開しています。太陽光というクリーンエネル

次代を担う子どもたちのために進めている取組

陽光発電設備を寄贈する「そらべあスマイルプロ

ボルキャラクターに使うなど、子どもたちにも伝

ギーの推進に取り組む両者が、子ども、その親、教

を紹介します。

ジェクト」を実施しています。( 平成 24 年 11 月時

わりやすい工夫が凝らされています。

育施設、消費者など、お互いのステークホルダー

NPO 法 人 そ ら べ あ 基 金 は、再 生 可 能 エ ネ ル

点で全国の幼稚園・保育園、計 38 箇所に寄贈 )。
園舎に再生可能エネルギーを導入することで

シチズン時計株式会社は、このプロジェクトに
賛同する企業のひとつで、平成 21 年から、太陽光

をプロジェクトに取り込むことにより、双方にメ
リットがある効果的な取組となっています。

■シチズン時計 株式会社 【業種】製造業（精密機器）
【住所】東京都西東京市田無町 6-1-12 【TEL】03-6327-3911（国内時計事業部 営業企画部）【HP】http://citizen.jp/

■ 特定非営利活動法人 そらべあ基金
【住所】東京都港区新橋 2-5-6

【代表】市瀬 慎太郎 【認証】平成 20 年 【会員】64 人（平成 25 年 2 月現在）
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保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経職消 中条

大村ビル 8 階 【TEL】03-3504-8166（環境企画室）【HP】http://www.solarbear.jp/

会になります。未来につながる学びや気づき、情
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4
1~5 アフタースクール実施風景。
実際の小学校の施設を利用して
活動する。現在では東京と名古屋の３つの私立小学校で、学
校ごとのアフタースクールを実施している。プログラムは
「衣」
「食」
「住」
「スポーツ」
「音楽」
「文学」
「表現」
「遊び」
「学び」
の 9 ジャンルがある。

1

東京都／平成 17 年〜

アフタースクール（放課後プログラム）
複数企業、市民など × 放課後 NPO アフタースクール

「できること」
で、
子どもたちの可能性を育てる

ラリーマンであり、その経験からも、子どもた

そ、子どものうちに自分が夢中になれる目標を

改めて仕事の根本的な意義が浮かび上がった

ちが社会人や企業人と接することはとても大

決めてやらせる、大人と関わってやってみるこ

りします。社会が魅力的であることを子どもた

切なことだと話します。
「前職で人事担当だっ

とが大事。失敗しても乗り越えるところに自分

ちに知ってもらえたという充実感も大きいよ

た際に、面接に来る若者の覇気の無さを痛感

の成長や価値が発見できると思います。」

うです。放課後の子どもと企業人、大人が『でき

していました。確かに社会人は楽ではないで

活動に参加した市民先生や企業からは、
「子

ること』の可能性を通じてお互いに成長や発見

すが、だからこそ発見や成長も多いし、やって

どもの将来に向けての活動ですが、教えたり指

ができるプロジェクトとして、東京だけでなく

みないとわからないこともある。子どもの頃

導をしたりして関わっているとこちらが元気

全国で応用できる取組だと言えます。

から大人や社会に触れることで、その面白さ

になる」という感想をよくもらうそうです。子

を知ることが大切だと考えたんです。キャリ

どもたちに説明したり意見を求めたりすると、

ア教育として小学生のうちに、
『大人は頑張っ

協働 POINT

ている』
『できると楽しい』という部分は知っ

・子どもたちに「本当の仕事」を体験できる貴重な機会を提供していること

5

てほしいんです。
」

・企業人も含めた市民が、普段持つノウハウで参加できる事業であること

企業と協働で開発している子ども向けプロ
グラムには、著名海外ブランドの哲学の話、証
券マンや銀行マンによるお金の話、放送局との

発生し社会的に大きく報じられました。
同時期

ラムを、地域の公民館で１年間実施します。料

番組づくりや、百貨店の販売員としての修行ま

に平岩代表理事が父親になったばかりだった

理を通じて自分たちの「できる」という自信や

で幅広い内容が並びます。
「誰でもできる」予定

東京都の特定非営利活動法人 放課後 NPO

こともあり、
子育て環境に不安を感じていたと

価値を見つけた子どもたちの笑顔を見て、
団体

調和のゴールではなく、実際に結論が「できな

アフタースクールは、
小学生の放課後を充実さ

き、
友人から海外にはアフタースクールという

スタッフは自分たちの活動の必要性を強く確

かった」でもいい、大人たちがやっているレベ

せる「アフタースクール」という活動をする

存在があることを教えてもらいます。
さまざま

信します。

ルをそのまま教えてもらい、やってみることが

NPO です。
アフタースクールでは、
さまざまな

な内容のプログラムが用意され、
子どもたちが

参加型プログラムが提案、実施されます。同団
体のミッションに賛同した企業社員や自営業

「必要とされている」
「できる」ことが大切

現在では、500 人の市民先生を迎え、300 種

大切だと平岩さんは話します。
「今の子どもた

自主的に選んで参加できることに感銘を受け、

類ものプログラムを提供できるようになり、
約

ちは、知識はあるけれども体験は少ない。失敗

日本でも実現したいと活動を始めました。

50 校の学校に提供。累計 1,000 回を超えるプ

することを恐れて大人が体験させていない。そ

ログラムを開催し、30,000 人以上の参加者を

れは生きる力を奪ってしまうんです。だからこ

者が「市民先生」と呼ばれる各プログラムの講

開始当初は実績の無さから、
理解者を増やす

師として参加したり、50 社以上の企業が子ど

こと、活動場所を見つけること、チラシ配布の

も向けプログラムの開発・運営に参加してい

許可を得ること、
子どもたちの参加を促すこと

ます。

など、さまざまな苦労が続きます。そんななか

同団体の活動のきっかけは 9 年前にさかの
ぼります。
下校途中の子どもを連れ去る事件が
028

集めるという堂々とした実績を重ねています。
社会人、大人になることは魅力的なこと

で、ある料理人を「市民先生」に迎え、毎週水曜
日の放課後に子どもたちが和食を学ぶプログ

■ 特定非営利活動法人 放課後 NPO アフタースクール

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】東京都港区新橋 6-18-3 中村ビル１F 【TEL】03-6721-5043 【HP】http://www.npoafterschool.org/
【代表】平岩 国泰 【認証】平成 21 年 【会員】200 名（平成 25 年 3 月現在）

平岩さんは百貨店に 15 年間勤務した元サ
029
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子育て支援の活動拠点として、地域からの参加も盛んな長崎
シビックホール。父親世代、高齢者など、それぞれの企画に
沿ったイベントも頻繁に行われており、他の NPO やボラン
ティア団体も参加し連携した、幅広い活動が継続的に展開さ
れている。

4 長崎市の中心市街地にある、長崎シビックホール外観。メッ
トライフアリコ生命保険が管理するオフィスビルの一角を
使って、
事業を行っている。

1

長崎県長崎市／平成 18 年〜

長崎シビックホール
メットライフアリコ生命保険 株式会社 × 特定非営利活動法人 インフィーニティー

1,500 名。
地方都市・長崎にとっても大きな雇

社の社員への徹底したケアも、
結果としては地

内での自主事業（グッズ販売など）を認めても

用を生み出す施設です。
「このビルは、
市内の中

元地域を大事にする貢献活動へとつながって

らうことなど、
契約に縛られないゆるやかな関

心部の新たな開発地区として注目される常盤・

います。

係を構築しています。
もちろん、
いろいろと大

出島交流拠点用地に建っているので、
地元から
の期待も大きなものでした。
もちろん、この地

変なこともありましたけれど、
団体として子ど
もたちを受け入れる場所を持てたのはとても

子育て支援の活動拠点として

に事業拠点をシフトさせる企業側にとっても

スペースを開放し、地域と共に歩む会社へ

『地域と共に歩むこと』
は、
最も重要なテーマと
なりました。
（長崎総務室緒方室長）
」

・オフィスビルの一角を開放して、企業が地域とつながるきっかけを生んでいること
・企業の理念を踏まえることによって、NPO が自分たちのミッションを実現していること

現在では、
「地域の皆様と共に歩む会社であ

共に「無償」による運営委託となっています。

りたい」という企業の思いを体現し、
福祉関係

「できるだけ双方の負担にならない仕組みに、

機関や大学・NPO・地域の住民もボランティ

アンケートを実施。
自由に休憩が取れるブレイ

という思いから、例えば、企業側は必要な什器

アに参加するなど、
子育て支援の活動拠点とし

クアウトルームやコンビニ、ATMなどは全て

や備品・電気代を提供し、
NPO側は、
スペース

ての役割を担っています。

同社では、
ビルの開設を前に全社員に向けた
協働 POINT

幸せなことでした。
（野口代表）
」
現在、長崎シビックホールは、事業費・賃料

社員の要望から実現したものです。
その中でも好評を得ているのが、
九州最大規

4

模を誇る託児所の設置です。
女性比率が9 割と
いう、
このビルならではの施設で、
0歳児から小
子どもたちの
「生きる力」
を引き出す

動を通じて、子どもたちの「生きる力を引き出

族で参加できるワークショップなどが開催さ

学校入学前までの子どもを受け入れることが

す」
ための環境づくりに取り組んでいます。

れ、子育てに関する情報共有の場、情報発信の

できます。託児所ができたことで、結婚・出産

拠点として多くの市民が利用しています。

後も仕事を続ける女性社員が増加。
子どもが風

昭和60年頃に始まる、
いわゆる
「お受験ブー

現在、
インフィーニティーの活動の軸となっ

ム」
や、
テレビゲームの急速な普及によって、
全

ているのが、
平成 18年からスタートした
「長崎

国的に人間形成の基盤となる子どもたちの
「遊

シビックホール」の管理事業です。このホール

びの質」
が著しく変化しました。
その状況は、
長

は、
企業が運営するオフィスビルの一部を市民

崎市内でも例外ではなく、
子どもたちが育ちに

に開放したもので、
ビルのオープン時に管理運

このオフィスビルを運営しているのが、
メッ

くい環境への危機感は、
切実なものとなってい

営団体を地元地域に公募したことがきっかけ

トライフアリコ生命保険株式会社（開設当時

ました。

となってこの事業が始まりました。

は、
アメリカンインターナショナルグループ株

邪を引いてもすぐに駆けつけることができ、
ま
企業が、
地域と共に歩むこと

く参加できます。

平成 8年から団体としての活動を開始し、
平

スペースには、
絵本や積み木などのおもちゃ

式会社）
です。
保険支払いや保険料の収納、
契約

成 15 年 9月に法人化を果たした特定非営利活

が置かれ、
子どもたちが自由に遊べるコーナー

査定など、日本全国のオペレーション（コール

動法人インフィーニティーには、
子どもを取り

や、カウンセリング、各種講座が開催できる多

センター、カスタマーサービスセンター）の中

巻く環境を真剣に考える仲間が集まり、主に

目的スペースが設けられています。

枢業務の多くを同ビルに集約しています。

「子ども教室」
や
「子育てサポート」
といった活
030

また、
2階のミニホールでは、
子育て講座や家

た、
さまざまなイベントにも会社を休むことな
ワークライフバランスを健全に保ちながら、
安心してキャリアを積むことが可能な環境。
自
■ メットライフアリコ生命保険 株式会社 【業種】保険業
【住所】長崎県長崎市常盤町 1-1 【TEL】095-818-7338 【HP】http://www.metlifealico.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 インフィーニティー

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】長崎県長崎市大手 1-22-27 【TEL】095-822-8161 【HP】http://www7b.biglobe.ne.jp/civichall/index.html
【代表】野口 美砂子 【認証】平成 15 年 【会員】25 名（平成 25 年 3 月現在）

同ビルに在籍するスタッフの数は、
現在約
031
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1 大会で優勝した中学生サッカー部の記念撮影。部活ガンバの
サイトでは、
部活で活躍する子どもたちの姿の写真が多数配
信されており、学校関係者や保護者からの支持を集めてい
る。
写真は、
サイトから購入することも可能。
2 部活ガンバ、ウェブサイトのトップページイメージ。最新情
報も頻繁に更新されている。福岡県中学のコーナーでは、16
もの競技に対応している。
3「部活ガンバ」謝恩交流会での集合写真。たくさんの大人たち
が関わって、子どもたちの頑張りを応援している。また高体
連と中体連の交流の場となる等、これまでつながりが希薄

1

福岡県福岡市／平成 24 年〜

部活ガンバ
株式会社 西日本新聞社 ×NPO 法人 部活ガンバ

情報提供でつながる、二者のメリット

常である新聞社のメディアを無償で利用でき

んはこれまでの活動を振り返り、このホーム

るようになりました。例えば、西日本新聞社の

「部活ガンバドットコム」を開設。はじめは、つ

ページが、子どもたちのやる気を引き起こし

サイトや新聞紙上に団体のバナーや広告を掲

ながりのある先生から提供された情報が中心

たり、コミュニケーションを生み出したりと

載できたりというものです。

でしたが、７年経った現在では、福岡県中学高

いう社会的意義があることを実感し、スポー

また、手続きが難しいバナー広告も、西日本

校部活動の情報のほか、全国の高校野球情報

ツ振興と子どもたちの健全な育成をミッショ

新聞社が代行してくれるようになり、情報収

を発信するサイトへと成長しています。部活

ンとした NPO 法人を設立しました。

集に専念できるようになりました。新聞に掲

同サイトは、部活動に関する膨大な情報を

載される生徒のスポーツ情報も広範囲に充実
し、地域に根差した購読者層の拡大にもつな

トを開くと、自分の記録や他の選手の記録を

したのが、株式会社西日本新聞社です。同社

がります。
「生徒たちの活動を応援する保護者

見ることができます。大会の結果を知ること

は、新聞を中心にさまざまな情報提供メディ

や友達の前向きな力が、生徒たちのがんばり

だけに留まらず、サイト内に設けられた掲示

アを持っており、地域に密着した優良な情報

を支えています。その力をもっと大きなもの

板を利用して情報交換や応援メッセージの発

を求めていました。多くの記者がいるものの、

になるように、もっと広がるように活動する

信、大会の写真やビデオを観ることも可能で

特に部活ガンバが提供しているような、量が

のが部活ガンバの使命です。
（森さん）
」

す。さらに、中体連や高体連、インターハイな

多く内容が細やかな情報は、魅力的なコンテ

先生（全体の９割）がそのソフトを活用するほ

どの公式サイトも運営し、福岡県内の膨大な

ンツでありながら、対応が難しいものでした。

交換ができる掲示板が顧問や生徒、
保護者から

どになり、
平成 17 年には、
個人が作ったソフト

部活動情報を取り扱っています。

人気を集め、自身が担当するホームページは、

としては異例となる、
福岡県の教育委員会の推

タイムを全て掲載した、
丁寧な情報提供や情報

れる部活動の情報を知る機会が少ない現状に

学校や教科、研究会なども含め、一時は８つを

奨を得るまでになりました。
そこで培った先生

気付き、自身が顧問を務めていた水泳部の大

数えるほどに拡大します。
「学校の教員なので、

同士のつながりは、同時に部活動（多くの先生

活動はもちろん全てボランティアです。
皆さん

大会のお知らせや各生徒の記録公開を始めま

に喜んでもらえることが、何よりも嬉しくて、

した。それまでは新聞紙面に上位の結果が掲

依頼されたら断れません。
なんとか力になりた

は、顧問を担当）のネットワークを形成するこ
とにもなりました。
子どもたちを支える情報サイト

載される程度で、生徒たちの部活動が、どこ

いと思ってしまうんです。
」
森さんは、
同じよう

で、どのような大会が行われ、どのような結果

な気持ちから、
県内の高校入試で使われる調査

になったのかを知ることは、大変難しい状態

書や通知表などの編集を助ける校務ソフトを

平成 18 年、森さんはこれまで本業（教諭）の

にあったのです。

開発し、教員の作業効率を上げる支援（ソフト

傍らで行っていた、先生や生徒のサポート活

「パソコンの勉強になればいい」と独学で始

ウェアの提供、
使い方の指導、
メンテナンス）
に

動に限界を感じ、21 年間の教諭人生を終える

めたホームページでしたが、
生徒の大会ごとの

も取り組みます。
平成 14 年には、
県内 290 校の

ことを決意。前述のソフト販売などによる学

032

となるなど、利用者数が拡大しています。森さ

しました。それを機に、部活動サポートサイト

蓄積しています。そのことにメリットを見出

・NPO が先駆けた活動を、企業が参画しさらに拡大させたこと

会情報を掲載したホームページを開設、競技

校に関わる人たちのサポートを自身の仕事に

れなかった保護者や他地区の人たちも、サイ

・企業単独では事業化しにくい分野での活動を実現したこと

中学教諭だった森省三さんは、学校で行わ

だった先生同士の連携も生まれている。

動に励む生徒はもちろん、今まで情報を得ら

協働 POINT

力になりたいという気持ちから

3

この企業と NPO の協働は、
「部活ガンバ」が
有するネットワークや情報量と、西日本新聞

つながりを加速する新たな連携

社が持つさまざまなコンテンツを通じた情報
提供力によるもので、双方にメリットが高い

「部活ガンバ」の活動は、ホームページのア

ものです。

クセス件数も増え、生徒同士の情報交換の場

これによって部活ガンバは、有料掲載が通

■ 株式会社 西日本新聞社 【業種】情報・通信業
【住所】福岡県福岡市中央区天神 1-4-1 【TEL】092-711-5555（代表）【HP】http://www.nishinippon.co.jp/

■ NPO 法人 部活ガンバ

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県福岡市西区姪浜駅南 1-6-13 藤井第一ビル 3B 【TEL】092-407-4561 【HP】http://www.bukatsuganba.com
【代表】森 省三 【認証】平成 25 年 【会員】9 名（役員 平成 25 年 3 月現在）
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020
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「子ども」がよくなる

021

2

1 森林や田畑の残る貴重なエリアである甲山の

1 ソープボックス（Soapbox）とは、エンジン等

農地を保全するとともに、
「食農教育」の場とし

の動力を持たず、
主に重力のみを動力源として

て活用する『LEAF 甲山農地プロジェクト』の

走行する車両。
石けんの空箱にタイヤとハンド

活動風景。
2 環境学習プログラム実施風景。
西宮市内の小中
学 生 と 保 護 者、教 員、そ し て 企 業 か ら の メ ン

「子ども」がよくなる

ルをつけて走ったのが始まり。
2 ソープボックスの製作風景。子どもたちは夢中
になって、
心に残る一日を過ごす。

バーが環境学習の授業を行った。
単なる授業だ
けではなく、
実際に
「つくる」
「触る」
など、
体験す
るワークショップ的な趣向も工夫されている。

1

1

全国／平成 20 年〜

兵庫県西宮市／平成 13 年〜

トヨタ原体験プログラム

企業・学校・NPO による環境学習支援プロジェクト
企業各社 × 特定非営利活動法人 こども環境活動支援協会 (LEAF)

株式会社 トヨタマーケティングジャパン × 特定非営利活動法人 日本ソープボックスダービーほか

将来を担う子どもたちに、社会ができること

クルマを通して、ココロに残る体験を
協働 POINT

協働 POINT

・企業の人材やスキルを活用できる、子どものための環境学習プログラムであること

・企業の社会貢献プログラムに NPO が参加し、賑わいが生まれたこと

・企業との関係やネットワークを維持し、幅広い活動を展開していること

・NPO が培った専門性が発揮される催しとなったこと

企業と協働で開発した、環境学習プログラム

座、シンポジウムを開催するなど、環境学習プ

協働をきっかけに、さらに広がる活動の輪

五感を刺激する「体験」を創出

た。そして平成 15 年から LEAF 企業プロジェ

ソープボックスレースとは、エンジン等の

きな可能性をもつ「クルマ」を使って、走るこ

動力を持たず、原則として重力のみを動力源

この事業以降も、LEAF と企業の活動はさま

パソコンや携帯電話、テレビゲームなどの

との迫力を感じたり、エンジンやブレーキの

として走るクルマを走らせる競技のことで、

仕組みに触れたりできる、世界の環境や経済

アメリカ発祥のモータースポーツとして、そ

を身近に感じる機会を提供するものです。

の早さや距離を競うレースが各地で行われて

ログラムの開発に精力的に取り組んできまし
兵庫県西宮市は、平成 15 年に全国で初の環

グラムは、子どもたちの体験の教材として、大

境学習都市宣言を行い、市民・事業者（企業な

ク ト と し て、
「衣」
「食」
「住」
「エ ネ ル ギ ー」
「ビ

ざまな分野に拡大しています。西宮市環境学

デジタル技術の普及と進化は、私たちの生活

ど）・行政の連携による環境学習活動を進め

ン」
「エコ文具」のテーマ別の分科会を組織し、

習都市宣言の５つの行動憲章（「学び合い」
「参

にさまざまな変化をもたらしました。多くの

クルマのパワーをコントロールできる「空

ている都市です。同市を拠点に活動する特定

各会でさまざまな企業や教育関係者が協働に

画・協働」
「循環」
「共生」
「ネットワーク」
）を重

ことを「画面の中」で行える便利な技術は、私

います。

非営利活動法人 こども環境活動支援協会（以

より小中学校における環境学習の支援プログ

要な指針とし、企業や事業者など 65 団体の会

たちの生活に必要不可欠なものとなっていま

気エンジンカーの実験」やクルマと環境・経

この授業では、普段から実施している「クル

済との関わりを学ぶ、チーム対抗の「ボード

マまるわかり教室」に加え、特別に、子どもた

下 LEAF）と、企業群が協働で実施した子ども

ラムを企画。同年秋に西宮市内の小中学校で、

員とともに事業を展開。従来の分野に加えて、

す。一方で、バーチャル技術の進展により、子

のための環境学習への取組は、平成 18 年に特

持続可能な循環型社会について学ぶ６つのプ

地元の甲山などでの自然体験活動を推進する

どもたちにとって、五感を刺激するようなワ

ゲーム」や「ワークショップ」など、小学校高学

ち自身がソープボックスカーを作る「ソープ

定非営利活動法人パートナーシップ・サポー

ログラムを実施しています。例えばビン部門

事 業、そ し て 独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構

クワク・ドキドキのあるリアルな体験機会が

年に向けた出張授業を展開しています。

ボックスカー工作教室」を実施。授業の中で子

トセンターが主催する「第 4 回パートナーシッ

では、ビン製造業者（生産）
、お酒のメーカー

（JICA）などとも連携した国際的な環境活動交

少なくなっています。実体験の記憶は、長い年

プ大賞」グランプリを受賞するなど、全国に先

（加工）、販売店や流通業者（販売）、原料加工業

流事業など。次代を担う子どもたちが地球環

月を経ても「原体験」として、心に残りやすい

境に配慮した暮らしや活動ができる地球市民

と言われます。

駆けた事例として話題となりました。

者（リサイクル）が参加し、子どもたちは一連

どもたちは、クルマの開発者になった気分で、
作る楽しさに触れる一日

どうしたら遠くまで走れるのかを考えなが
ら、作ることの楽しさに触れる一日を過ごし

平成 9 年から子どもたちの環境学習活動に

の流れを学ぶといった内容です。参加企業か

へと成長する、その学習の場やシステムづく

株式会社トヨタマーケティングジャパンで

取り組んでいた LEAF は、平成 13 年に「持続可

らは「子どもの反応が良い」
「社会の中での自

りのため、同団体と企業を中心とした活動の

は、
「自動車会社として子どもたちにできるこ

及活動を行う、特定非営利活動法人日本ソープ

輪はこれからも広がっていきます。

と」に取り組むため、平成 20 年から「トヨタ原

ボックスダービーも参加し、東日本大震災の被

体験プログラム」を実施しています。このプロ

災地を廻る「特別公開授業」を実施しました。

能 な 社 会 に 向 け た 教 育 を 推 進 す る 企 業・

社の必要性を再認識し、やりがいを感じた」な

NPO・学校連携プロジェクト」を開始。企業活

どの声も上がっていました。

平成 23 年には、ソープボックスレースの普

ました。

動と学校教育をつなぐ場としての定例会、講
■ 株式会社 トヨタマーケティングジャパン 【業種】サービス業
【HP】http://www.toyota.co.jp/gentaiken/

■ 特定非営利活動法人 こども環境活動支援協会 (LEAF)

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 日本ソープボックスダービー

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】兵庫県西宮市甲風園 1-8-1 ゆとり生活館アミ 1F 【TEL】0798691185 【HP】http://leaf.or.jp/index.htm

【住所】神奈川県秦野市蓑毛 346-3 【TEL】0463-80-3346 【HP】http://www.nsbd.org/

【代表】小澤 紀美子 【認証】平成 14 年 【会員】個人会員 158 名、団体会員 65 団体（平成 24 年 5 月現在）

【代表】関谷 正徳 【認証】平成 15 年 【会員】30 名（平成 25 年 3 月現在）
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022

2

「子ども」がよくなる

023

2

1 東ティモールでの「nepia 千のトイレプロジェ

1 公園内の田んぼビオトープに苗を植える子ど

クト」
。
毎年、
キャンペーン期間の対象商品の売

もたち。初体験の子どもたちが大半で、泥んこ

上の一部で、
ユニセフを支援し、
1,000 以上の家

になりながらも、楽しみながら、体験を通して

庭のトイレ建設と、
学校のトイレの建設または
修復を実施。
衛生習慣の普及と定着のための活
動を支援している。
2 うんち教室開催風景。
授業を受けて
「元気にトイ

「子ども」がよくなる

身体で環境を学んだ。
2 もとは菖蒲園だった、このスペース。機械など
が必要となる大掛かりな下準備は、ふれあい隊
のメンバーや、大人が担当した。

レに行けるようになった」
「体調チェックに必要
なものだと分かった」
などの声が集まった。

1

1

東京都／平成 19 年〜

うんち教室

福岡県春日市／平成 20 年〜

春日公園田んぼビオトープ作り事業

王子ネピア 株式会社 × 特定非営利活動法人日本トイレ研究所

NEC フィールディング 株式会社 × ふれあい隊

キラキラうんちを出す教育を日本から世界に

子どもたちが都市の中で環境を学ぶ場づくり

協働 POINT

協働 POINT

• 企業にとって、NPO との協働が、海外支援に目を向けるきっかけとなったこと

• 身近な取組から始まった活動に、企業が協力し地域に定着していったこと

• NPO にとっては、
「成果の見える化」を意識することで、組織の成長につながったこと

• 年間を通してプログラムが用意されており、参加しやすい活動であること

トイレに行って、
健康な生活を送ろう

ン・PRに関するアドバイス、
そして教室の実施・

からだと健康とうんち。
新しい教育の連携。

「できることからやろう、
何かしたい」
がマッチ

運営は両者で行います。
平成19年、
東京デザイナーズウィークで、
ト

これまでの実施件数は 95 校、12,186 人（平

クトに参加することで、一緒に環境を学べる

ても、体験をベースとした環境学習の機会とし

新たな協働が生まれました。
「できることから

て役立っており、田んぼでの作業がない時は、

NPO にとって、企業との協働は大きな学び

子どもたちの世代に美しい環境を残したい

やろう」という団体と「何かしたい」という企

植生調査や生き物観察などを行い、多面的に環

イレットロールを敷き詰めた斬新なブース出

成 24 年度末時点）にものぼり、活動の成果は、

であり支えとなります。
活動の成果を分析し数

という思いから、廃油石けんづくりや地域の清

業が出会い、初期段階から企業の協力が得ら

境に触れる機会が生まれています。田んぼの生

展をしていた王子ネピア株式会社。
当時、
本業

子どもたちの「うんち日記」に記される行動の

値化する姿勢も、
企業との協働から学べる要素

掃活動など、身近な環境問題に取り組んでき

れたことで人的パワーが増え、プロジェクト

態系は常に変化し、新しい生き物も増えてお

であるトイレットペーパーに関連した社会貢

変化として見ることができます。
「学校でうん

です。一方、企業にとっては、NPO を通じて社

た、ふれあい隊。
「子どもたちが都市の中で環境

の推進力はぐっと大きなものとなりました。

り、生き物の生息空間を確保するというビオ

献活動を模索していました。
その会場で偶然の

ちができるようになった」
「キラキラうんち
（健

会の課題に気づき、
社会貢献の取組を始める契

を学ぶことのできる場所と機会をつくりたい」

また、この出会いは、NPO の提案を企業につ

トープ本来の機能からも、この田んぼが貴重な

出会いを果たしたのが、
小学生を主な対象にト

康的なうんちの呼称）を出すために、野菜を食

機となります。王子ネピアでは、この協働を

というメンバーの提案から、福岡県営春日公園

なぐ福岡県 NPO・ボランティアセンターの

場所となっています。また田んぼを活用し続け

イレにまつわる環境改善に取り組んでいた特

べて、
運動をするようになった」
など、
保護者か

きっかけに世界にも目を向け、平成 20 年から

でのプロジェクトが動き始めました。平成 20

事業から生まれ、双方のニーズが合致した好

るには、草刈り、土壌の管理、種まきや稲刈りな

定非営利活動法人日本トイレ研究所。
両者は、

らのメッセージも届きます。平成 22 年度から

「nepia 千のトイレプロジェクト」
を開始。
ネピ

年に公園管理者から許可を得て、当時使われて

事例となりました。

ど、年間を通して定期的な管理が必要であるた

そこから意見交換を重ね、
同年、
共同企画
「うん

は養護教諭や一般教諭向けのワークショップ

ア商品の売り上げの一部を、
ユニセフの東ティ

いなかった園内の菖蒲園を田んぼとして改良
することになったのです。

ち教室」
を開始します。
小学校低学年を対象に

を開催、
授業を通じて活動を展開する仕組みも

モールにおける「水と衛生に関する支援活動」

「トイレに行くこと」
「健康状態を知るためにう

でき、また平成 24 年からは大学生も運営に参

をサポートするプロジェクトに充て、
子どもた

んちをチェックすること」
の大切さを学ぶ出前

加するプログラムもスタートしています。
トイ

ちに
「うんち教室」
を届けました。

教室を協働で行っています。
日本トイレ研究所

レに行くことは恥ずかしいことではないとい

が、
小学校との調整や企画・運営の責任を持ち、

う心が育まれ、
子どもたちが健全な学校生活を

王子ネピアは広報面の協力、
製作物のデザイ

送ることにつながっています。

で広がっています。

め、稲の成長プロセスに沿って、自ずとプログ
自然の摂理に沿って決まるプログラム

このプロジェクトの力強いパートナーと

ラムが決まるところも特徴のひとつです。
環 境 へ の 意 識 が 自 然 に 高 ま る ほ か、四 季

なったのが、IT システムのサポートサービス

30 ヘクタールの広大な面積を持つ春日公

折々の体験により肌感覚で自然を感じること

協 働 か ら 生 ま れ た「う ん ち（排 泄）教 育」の

を行っている NEC フィールディング株式会

園。元々は菖蒲園だった場所に、年間を通して

ができるこのプログラムは、参加しやすい活

ムーブメントが全国の小学校、
そして世界にま

社内にある「FIELDING 社会貢献倶楽部」
。社

稲作を体験できる立派な「田んぼビオトープ」

動でありながら、子どもたちの記憶にも強く

員の自発的な社会貢献活動を会社が支援する

ができ上がっています。田んぼづくりの過程は

残るため、家族の絆づくりや環境教育に効果

この倶楽部から、社員とその家族がプロジェ

もちろん、でき上がった後の活用や管理におい

的だという意見が企業からも出ています。

■ 王子ネピア 株式会社 【業種】製造業（パルプ・紙）
【住所】東京都中央区銀座 5-12-8

王子ホールディングス 1 号館 【TEL】03-3248-2855 【HP】http://www.nepia.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 日本トイレ研究所

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】東京都港区新橋 5-5-1IMC ビル新橋 9F 【TEL】03-6809-1308 【HP】http://www.toilet.or.jp/
【代表】加藤 篤 【認証】平成 21 年 【会員】186 名（平成 24 年 3 月現在）
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■ NEC フィールディング 株式会社（福岡支店） 【業種】情報・通信業
【住所】福岡県福岡市博多区榎田 2-3-27 【TEL】092-472-2853 【HP】http://www.ﬁelding.co.jp/cr/community/club.html（※CSR ページ）

■ ふれあい隊
【TEL】092-592-5891 【代表】藤村 公一
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「子ども」がよくなる
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1.2 ウォーク実施風景。
平成 24 年度はスタート地点

1.2 ワークショップに参加した子どもたち。講師

から角川庭園、杉並区立児童青少年センター

は、現場の第一線で働く外科医や看護師、技師

「ゆう杉並」
、
都立善福寺川緑地公園天王橋脇の

など。
参加者はマスクや帽子、
手術衣、
手袋をは

３つのチェックポイントを経由して、
南阿佐ヶ

めて、
本物の手術で使う針と糸を使った縫合の

谷すずらん商店街にゴールする 5 キロのコー

仕方や、内視鏡手術のトレーニングマシン、超

ス。ポイントでのミニゲーム、コース沿いの観

音波メスや最新の心肺蘇生方法、
放射線治療の

光ガイド、ゴール後の抽選会なども開催。また

実際など、
数名の班に分かれて医療現場の模擬

各チェックポイントに南相馬市のための支援

体験をする。この取組は現在、ジョンソン・エ

金箱も配置した。

ンド・ジョンソン株式会社が全国の病院と共

「子ども」がよくなる

催で実施する事業「ブラック・ジャック セミ
ナー」
として発展し継続されている。

1

1

東京都杉並区／平成 13 年〜

杉並チャリティー・ウォーク

東京都・神奈川県横浜市／平成 22〜24 年

キッズ医療体験ワークショップ

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル、岩崎通信機 株式会社ほか×特定非営利活動法人 未来をつなぐ子ども資金

医師・医療機関 × 特定非営利活動法人 神奈川胃癌ネッツ × 特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン

ウォークラリーへの参加が、子どもの支援につながる

専門家とNPO が連携して取り組む、
社会的課題解決への試み

協働 POINT

協働 POINT

・レクリエーションの参加が子ども支援につながる、ユニークな事業であること

• 医師や医療機関などの専門家と、NPO の企画力で効果的な事業を生んだこと

・企業が地域住民や行政と一体となって、充実感をもって運営されていること

• 専門職能と NPO がともに将来の専門家を育んでいく協働の取組であること

このイベントは、特定非営利活動法人 未来

500 円を同社が払う形で寄附します。平成 24

外科医療の増加と外科医師の不足、

事を子どもたちに模擬体験してもらい、
「将

ワークショップの運営には、両団体のネッ

をつなぐ子ども資金と複数企業、杉並区の協

年度は 315 名の社員が参加しました。また杉

気付きと興味を与えるワークショップ

来、医療に携わる仕事に就きたい」という興味

トワークを通じて、医師や看護師、最新鋭の医

働で企画運営され、市民のための活動を市民

並区久我山に本社を置く岩崎通信機株式会社

を抱いて欲しいとの思いから「キッズ医療体

療機器を操作する医療機器スタッフなど約 40

として、東京都杉並区で始まった「杉並チャリ

が助成するという善意循環のしくみとして、

もイベントの主旨に賛同し、CSR 活動の一環

胃がんに関する検診と治療の向上を目指す

験ワークショップ」を企画しました。

人の医療従事者が参加しました。

ティー・ウォーク」
。子どもたちの健全育成に

また、コイン１枚で始められる楽しいボラン

として企画検討から当日の運営まで積極的に

特定非営利活動法人神奈川胃癌ネッツと、がん

取り組むボランティアグループへの資金助成

ティアとして、多くの地域住民や企業が参加

参加しています。

患者が本人の意思に基づき治療に臨むことが

専門家と企業と NPO。多様な目線から作られ

医療の現場を良くしていきたいという想い、

を目的とし、毎年初夏に開催されています。参

しています。

できるよう、患者擁護の立場から、科学的根拠

る、社会へのアクション

また将来の医師不足を解消しようとする想い

コイン一枚で、楽しく社会貢献
平成 13 年の「ボランティア国際年」を契機

昨年（平成 24 年）の開催時は好天に恵まれ、

加 費 は 500 円（小 学 生 100 円 ※杉 並 区 が 交
付・販売している『杉並子育て応援券』でも参

着実に浸透する、地域住民と企業人の交流

加可能）
。集まった参加費は全額がボランティ

医療従事者とがんと向き合う NPO、ともに

は一緒でした。

ウォーカーと運営ボランティア協力者を合わ

に基づく情報発信に取り組む特定非営利活動

せて 600 名以上が参加しました。イベント参

法人キャンサーネットジャパン。
「がん」という

このワークショップでは、中学 1・2 年生を対

高い知識・スキルと使命感で社会を支える

加を通した寄附というユニークな試みは、ゆっ

共通の課題に対して、普段からセミナーやシン

象に、手術着の着方から、鶏肉を使った本格的

さまざまな専門的職業を志す若者が減ってい

ア活動を支援するための資金として活用され

杉並区荻窪に本社ビルがあるアメリカン・

くりとですが着実に地域住民の中に根付いて

ポジウムを共同で企画運営しています。

な模擬手術までを行います。
「手術シミュレー

ること、その先に訪れる未来を社会的課題と

ます。毎年 7 〜 8 月に支援先となる活動を募

エキスプレス・インターナショナルでは、同

います。また企業も自分たちにできるサポート

両者は、日本の医師不足、中でも外科医を志

ター」というソフトや超音波メスを用い、手術

して共有することが必要です。
「医療」だけで

集し、9 月下旬に公募委員を含む委員による公

社の社会貢献の柱のひとつである「地域社会

を継続し、NPO や行政、市民と連携を図ること

望する医学生が減少している状況を危惧し、

器具を実際に操作するという臨場感溢れる体

なく、専門職能と NPO がともに将来の専門家

開選考会で支援先と金額を決定。平成 24 年度

への貢献」の一環として同イベントを支援し

で、企業市民としての信頼を得ているという素

その解消のためには、外科医の志望生が増え

験に、子どもたちからは驚きの声が沸き上がり

を育んでいく協働の取組は、これからも増え

は 8 団体に総額 30 万円を助成しました。

ており、毎年社員とその家族が参加。参加料

敵なマッチング事例となっています。

るような土壌を育んでいくことが必要だと感

ました。保護者も見学できるので、親子で医療

ていくことが望まれています。

じていました。そこで、尊い命を救う医師の仕

という職業への関心を共有できると好評です。

■ アメリカン・エキスプレス・インターナショナル 【業種】その他金融業
【住所】東京都杉並区荻窪 4-30-16 【TEL】03-3220-6000 【HP】http://www.americanexpress.co.jp

■ 特定非営利活動法人 神奈川胃癌ネッツ

■ 岩崎通信機 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都杉並区久我山 1-7-41 【TEL】03-5370-5111 【HP】http://www.iwatsu.co.jp/index.html

■ 特定非営利活動法人 未来をつなぐ子ども資金

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン

【住所】東京都杉並区成田東 5-33-20 【TEL】03-3391-2396 【HP】http://homepage3.nifty.com/k-shikin/

【住所】東京都文京区湯島 1-10-2

【代表】宇治川 敏夫 【認証】平成 14 年 【会員】52 名（平成 22 年 11 月現在）

【代表】岩瀬 哲 【認証】平成 13 年 【会員】183 名（平成 25 年 3 月現在）

038

保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【代表】今田 敏夫 【認証】平成 20 年 【会員】74 名（神奈川県内 74 施設、平成 25 年 3 月現在）
保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

御茶ノ水 K&K ビル 2F 【TEL】03-5840-6072 【HP】http://www.cancernet.jp/
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複数企業 × 特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

「子ども」がよくなる

2

「子ども」がよくなる

東京都／平成 18 年〜

お仕事探検隊

子どもたちの「学ぶ力」を引き出す

1.2「NEC ネット安全教室」
開催風景。
チャットの体
験、
ウィルスの実例と対策、
フィッシング、
架空
請求などのネット犯罪、
インターネット上のモ
ラルやルールについて学ぶ。小学生や保護者、

協働 POINT

実際に子どもと向き合う教員などが参加。
講師
は社員ボランティアと、特定非営利活動法人

・企業が参加しやすい仕組みとなっていること

イーパーツのメンバーなどが担当する。
全国で
開催会場を募集しており、
同社のホームページ
から申し込みができる。

1

東京都ほか／平成 11 年〜

NEC ネット安全教室
日本電気 株式会社 × 認定特定非営利活動法人 イーパーツ

「お仕事探検隊」
とは、
企業の新入社員や大学

働くことにネガティブな印象を持っているこ

1,092 人の大学生、そして約 4,000 人の子ども

生のインターン生が小学生向け仕事体験プロ

とがあります。彼らに、仕事の意味やおもしろ

たちが参加し、
先生や保護者からも大きな評価

グラムを企画・運営する、新しい学びのプロ

さを気付かせ、
「働く大人はカッコイイ！」
「大

を得ています。

ジェクトです。国内外の NPO や企業と連携し

人になるのも悪くない」
と未来に対して前向き

て子ども向けプログラムの開発を行っている

な気持ちを持ってもらうことが、
この事業の目

特定非営利活動法人じぶん未来クラブが、
コー

標です。

ディネーター役を務め、
子どもたちが１日の会

平成 18 年に始まったお仕事探検隊は、これ

社見学で体験するプログラムを 10 日間で企

までにさまざまな企業とプログラムを実施し

画・運営するものです。子どもたちは、会社で

てきました。
6 年間で、
278 人の新入社員、

安全なインターネット利用を学べる教室
保 社 ま観農 学環災地人 国共子情科経職消 中条

■ 特定非営利活動法人
じぶん未来クラブ
□
団体名 2

【住所】住所 【TEL】xxx-xxx-xxxx
【住所】東京都港区赤坂
2-17-22 赤坂ツインタワー本館
【HP】http://www.
6F 【TEL】03-5549-1791 【HP】http://jibunmirai.com/index.html

協働 POINT

【代表】佐野
【代表】○○ ○○
一郎【認証】xxxx
【認証】平成年
19【職員】xx
年
名（xxxx 年 x 月現在）

・事業と NPO の持つ専門性やノウハウを活かした協働であること
・インターネット上で起こっている事件やトラブルから子どもたちを守る、社会貢献活動であること
NEW COPRODUCTION

CASE
既に１万人以上の子どもたちが参加

ト上の犯罪などが増加している現状を背景に、

験し、
その対策について説明します。
同社は日本全国で開催の希望を受け付けて

この教室は開催されています。

います。
対象者は小学校の中・高学年の生徒及

日本電気株式会社
（NEC）
と、
認定特定非営利
活動 法人 イーパーツは、子どもたちが安全に

ハウス食品 株式会社 × 各地の NPO

食べるもの、生きるもの、親子で学ぶ教室

ンが使用できる環境が必要ですが、
実施は無料
教室のテーマは
「子どもたちが安心・安全な

ハウス 食と農と環境の体験教室

「子ども」がよくなる

び保護者です。小学校や公共施設など、パソコ

安全を守るための、
最強のタッグ

インターネットを活用できるように指導する
「NEC ネット安全教室」
を開催しています。
この

028

国内各地／平成 22 年〜

で行っています。

教室は、
平成11年より同 社の社会貢献活動の

インターネット社会を過ごす」こと。NPO と

講師を担当するイーパーツは、リユース PC

一環として継続して行われており、
これまでの

NECのスタッフは講師として、
違法な情報や子

を無償で寄贈する活動やシンポジウムの開催

実 施 回 数 は 約 200回、累 計 参 加 児 童 数 は 約

どもたちにとって有害な情報について注意を

などを通して、
非営利団体、
ボランティア団体、

11,500人を数えます。
平成 23年度からは、
イー

促し、
ネット犯罪などに巻き込まれないよう子

高齢者、
障がい者などのIT 化、
情報化の支援を

パーツと協働で全国9府県で実施し、
教員、
保護

どもたちを指導しています。講義では、チャッ

する認定NPO 法人です。子どもたちを危険か

ハウス食品株式会社は「食を通じて、家庭の

平成 21 年から各地域で食育・環境教育活動

で、
「食」と「自然環境」の大切さを関連付けて

トを使った実際のインターネットでの発信を

ら守るために、企業と、専門性やノウハウを持

幸せに役立つ」という企業理念を持ち、それに

を展開しているＮＰＯなどと協働で実施して

学んでいきます。この活動は、子どもたちや保

インターネット元年と呼ばれる平成７年か

体験しながら、ネットの特徴を踏まえつつ、悪

つNPO がタッグを組むことで、効果的な協働

基づいて、主に子どもたちを対象とした食育

いる「ハウス食と農と環境の体験教室」です。

護者が体験を通じて、食と農と環境が自分自

ら、
既に20年近くが経過しています。
子どもた

口やプライバシーにかかわる発言、
著作権のあ

事業が展開されています。

活動を積極的に行っています。幼稚園や保育

この教室は家族単位で参加するもので、年

者を含め 400人以上 が参加しています。

協働 POINT

・生産の現場を通して「食」と「自然環境」の大切さを同時に学べること

ちにとっても、
既にインターネットは情報入手

る作品の適切な扱い方などについて説明。
また

園で子どもたちが初めてカレーをつくる「は

４〜５回実施されます。田んぼや畑に自らの

やコミュニケーションの手段として欠かせな

疑似ファイルや疑似架空請求サイトの体験な

じめてクッキング」や、食を通して文化や生活

手で作物を植えて育て収穫し、そのお米や野

い存在です。
その一方で個人情報の流出、
ネッ

ど、
なるべく実際のウィルス被害に近い形を体

を考える出張授業、自社工場の見学など、さま

菜を調理して食べることや、田畑や周囲の自

ざまなメニューがある中で注目したいのが、

然と触れ合ったり、生き物の観察をすること

身にも「つながって」いることを実感する貴重
な機会となっています。

■ 日本電気 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都港区芝 5-7-1 【TEL】03-3454-1111（代表）【HP】http://www.nec.co.jp/community/ja/index.html（※社会貢献活動ページ）

■ 認定特定非営利活動法人 イーパーツ

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情科 経 職消 中条

【住所】東京都世田谷区三軒茶屋 2-55-8-501 【TEL】03-5481-7369 【HP】http://www.eparts-jp.org/

■ ハウス食品 株式会社 【業種】製造業（食料品）
【住所】東京都千代田区紀尾井町 6-3（CSR 部）【TEL】03-5211-6036 【HP】http://housefoods.jp/

【代表】佐々木 良一 【認証】平成 14 年（認定：平成 22 年）【会員】10 名（平成 25 年 2 月現在）
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「子ども」がよくなる

1.2 Embrace幼児保育器（Embrace Infant Warmer）
は、
未熟児や低出生体重児用の保温器です。
保育
器は寝袋のような形状をしており、
内側のヒー
ターを入れると、生存に必要な35〜37度の温
度を4〜6時間保つことができる。
電力の確保が
難しい地域でも利用できるように、
お湯を使っ
て暖めるタイプも開発された。

1

Embrace Infant Warmer（低価格で持ち運び可能な保育器の PR など）
BT×embrace（ブリティッシュ・テレコム × アンブレイス）

「地 域」が よ く な る
NEW COPRODUCTION

CASE
029-041

小さい命を守る切実さを、広報で支援する
協働 POINT

・情報を扱う企業との協働で、NPO のミッションが効果的に広報できること
・かけがえのない命を守る広報に関わることで、企業イメージが向上すること

少子・高齢化、防犯や防災など、私たちが住んで
毎年、世界中で 2,000 万もの未熟児や低出

ビーモニターに Embrace のパンフレットを

確立̶BT の CSR のニーズ―に貢献している

産体重児が生まれ、1 ヶ月でそのうちの 400

同梱し、ベイビーモニター本体にも Embrace

のです。こうした Win-Win の関係を進める上

万人が命を落としています。というのも、発展

を 紹 介 す る ス テ ッ カ ー を 添 付 す る な ど、

では、プロジェクトにおけるお互いの義務を

途上国では、良質で安価な「保育器」が十分に

Embrace のプロモーション活動を BT の販売

前もって契約の際に確定しておくことが重要

者は入り難いイメージのジャンルです。しかし、

行き届いていないからです。この問題を解決

網を通じて実施、そして③ベイビーモニター

で、タイミングさえ合えばそれほど難しいも

例えば自治会などの地縁組織と、娯楽施設を運営

するために、Embrace は、低価格で持ち運び

の売り上げの一部が Embrace に寄付されま

のではないと担当者は言います。

可能な保育器を開発し、インドを中心に世界

す。この協働にあたっては、主に Embrace の

中の問題を抱える地域へ普及を行っていま

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ ィ レ ク タ ー と BT の

す。ここで紹介するのは、Embrace とイギリ

マーケティング部門が一緒に、パンフレット

登場しています。

スの大手通信会社 BT（British Telecom）との

のコンテンツ制作に携わりました。

また安全や安心だけでなく、地域活性化するため

協働の事例です。

この協働は双方に成果をもたらしているよ

いる地域のさまざまな問題。一般的には住民のみ
が中心の動きと思われがちであり、企業など第３

する企業が、施設の営業ルールを協議して決定し
遵守する、従来には無かった協働スタイルの例も

の動きも重要です。こちらも住民だけでなく、地

Embrace が早熟児と低出生体重児を助け

う で す。Embrace に と っ て は、彼 ら の ミ ッ

る活動に専念する一方、BT は Embrace の活

ションに広範に取り組む上で不可欠な寄付金

動を PR するプロモーションを強力にサポー

獲得と支援者への PR 効果が生まれています。

な動きも見られます。さまざまなまちならでは

ト し て い ま す。そ こ で 具 体 的 に は、①BT が

そ し て BT に と っ て は、
「世 界 中 の コ ミ ュ ニ

の、さまざまな特徴を活かした動きを、是非ご参

Embrace の活動を PR するパンフレットの開

ティを支援し、価値観と製品に一貫性のある

発・デザイン・印刷を負担、②BT 社製のベイ

驚くべきカンパニー」という企業イメージの

■ BT（ブリティッシュ・テレコム）
【HP】http://www.bt.com/

■ embrace（アンブレイス）
【HP】http://www.embraceglobal.org/
【活動に関する HP】http://www.embraceglobal.org/btpartnership

042

場に根ざした企業や中小企業も参画した積極的

照ください。
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福岡県福岡市／平成 21 年〜

地域と店舗、
良好な関係のモデルケースに

ビックエコー小田部店 店舗営業協定書
平 成 24 年 8 月 の こ と、校 区 内 に カ ラ オ ケ
ボックス「ビッグエコー小田部店」を出店する

株式会社 九州第一興商 × 小田部校区自治協議会

地域課題を取り込む、ポジティブな街づくり
協働 POINT

・地域が主体となって、各セクターの連携が進んでいること
・企業の真伨な対応が、ポジティブな関係を生み出していること

開店までの 2 ヶ月の間に 2 回の地元説明会を

を設置してもらっているそうです。みんなで

開催。対象となる地区全戸に参加への呼びか

仲良く地域を盛り上げたいという思いが、企

けのチラシを配布するという、徹底したもの

業と地域との間に、新しい信頼関係を生んで

でした。

います。

挨拶のため、株式会社九州第一興商の社員が、

同社は小田部校区自治協議会と、9 項目から

小田部校区の公民館を訪れます。店舗建設の

なる「ビックエコー小田部店 店舗営業協定書」

挨拶で企業が公民館に来ることは珍しくあり

を締結しました。内容は定期的な話し合いを

ませんが、
「朝 5 時までの深夜営業」
という説明

実施することや、児童・生徒に不審点があれ

に、小田部公民館の戸田館長と、その日偶然居

ば学校や PTA に連絡すること、騒音防止や客

合わせた松永自治会長が「待った」をかけま

による違法駐車に対応すること、同社従業員

す。
「建設許可がおりているから問題ない、と

が地域活動へ積極的に参加することなど、決

いう企業さんの気持ちはよく分かります。で

して禁止事項を並べるものではなく、地域を

すが、この校区には、これまで深夜営業の店は

良いものへと導くポジティブな内容ばかりで

ほとんどなく、深夜の騒音や子どもたちの徘

す。
「地元と良好な関係を築くモデルケース

徊は、パトロールを徹底したこともあって、問

に」という企業側と「不安だからといって排除
するのではなく、地域の一員になってもらい

区自治協議会に平成 13 年に結成された「だい

で取り組まれている自治体の「青色防犯パト

題が少ない状況にあります。他の地区と比べ

こんの会」の活躍です。当時、子どもを狙う痛

ロール」のモデルとなりました。ガソリン代に

ても、特に気を配ってきたという自負があり

安心を確保したい」という地域側との協定は、

早良区小田部校区は、福岡市の西部に位置

ましい事件が相次ぎ、この地域でも類似する

充てるため、今ではすっかり名物となった「こ

ます。ですから、店舗と地域が対立するのでは

全国各地で同様の深夜営業店を営む同社に

し、1km 四方弱の面積に約１万人が暮らして

事件がありました。これをきっかけに「地域の

たべ餅」を地域の行事で販売するなど、
「無理

なく、互いができることを出し合って、一緒に

とっても、
モデルとなる事例となりました。

自治会から生まれた先駆的な活動

います。さまざまな生活基盤が十分に整って

子どもは自分たちの手で守ろう」とのかけ声

なく、楽しみながら」をモットーに活動が継続

良い地域をつくっていこうよと提案したんで

されています。

す
（松永自治会長）
。
」

いながらも、一方では田畑も残り、西側には室

のもと、保護者と地域住民による「パトロール

見川の河畔公園が広がる静かな住宅地となっ

カー」が走り始めました。当初は、
「効果がある

「以前は、少し物騒な時間帯もありました

ています。幹線道路もあり、都心からの路線バ

のか」などの声が地元からも上がり、また警察

が、パトロールを始めてからは物騒さが一切

スも頻繁に走っているため、その便利さと生

も、回転灯を付けたパトロールカーに難色を

なくなり、毎日の積み重ねが安全につながる

活 環 境 の 良 さ か ら、近 年 は 賃 貸 や 分 譲 マ ン

示していましたが、やがて地域の犯罪件数が

ことを実感しています。防犯には、日頃から住

ションが多く建てられています。県外からの

減少したり、防犯意識が高まるなどの効果を

民同士が声を掛け合うような信頼関係が重要

いわゆる転勤族も多く、気に入って定住する

上げ始めます。次第に取組への理解も広がり、

ですが、週に 6 日（１日 3 回）のパトロールは、

家族も多いようです。

平成 16 年のパトロールカーへの青色回転灯

その環境づくりの一翼を担っています（松永

装備を認める法改正へとつながったり、全国

自治会長）。」

この校区に注目が集まったのは、小田部校
044

不安を示す校区住民の要望を受け、同社は

「校区内を行き交う全ての人に声かけをし

3

1 ビックエコー小田部店の外観。
2 協定成立の報告に、早良区長（右）を表敬訪問する自治会メン
バー
（中央が松永会長）。
3 青色回転灯が装備された「だいこん号」
。青色回転灯は、自主

ます。
」と言う松永自治会長。すでに、近所の飲
食店や美容院には、カラオケ店の割引チラシ

防犯パトロール用に許可された車両にのみ搭載できる。同会
は、
「小田部だいこん」の産地であることにちなんで「だいこ
んの会」
と命名された。

■ 株式会社 九州第一興商 【業種】サービス業
【住所】福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-5 【TEL】092-412-2111 【HP】http://www.dkkaraoke.co.jp/

■ 小田部校区自治協議会
【住所】福岡県福岡市早良区小田部 6-6-10 【TEL】092-851-8846
【代表】松永 マツエ
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4
1-4 スガモフラット内観。共用のリビング／ダイニングキッチン
は、コモンスペースと呼ばれており、居住者が集まって料理
や食事をしたり、
コミュニケーションを楽しめるスペースと
なっている。住戸はファミリーも住める広さで 3 戸、シング
ル用 8 戸、そのうちの 4 戸が 4 人でシェアするタイプで家賃
も軽減される。ほぼ満室稼動しており投資物件としての利回
りは 6% ほどだと言う。

1

東京都／平成 15 年〜

コレクティブハウス事業（スガモフラット）

「関わり」
のある居住空間を、
企業と NPO が提案する
協働 POINT

・企業は市場の可能性を、NPO は住まい方の可能性を、協働により追求していること
・協働により、これからのコミュニティや「絆」のかたちを示していること

コレクティブハウジングとは、これまでの

ています。
「暮らしが始まって、5 年目を迎えま

「ルールを守って協力して暮らすような人

すが、大人が 15 人前後と子どもが数人、人数

たちなら既存住民とのトラブルもないはず」

は増減しつつも和気あいあいとにぎやかに暮

と、改修に必要なマンション管理組合の理解

らしています。コレクティブハウスは巣鴨の

も得られ、事業主・平和不動産、監修コーディ

ほか聖蹟、大泉公園にもあり、また前橋、蔵前

ネート・CHC の体制でプロジェクトがスター

などでも誕生しつつあります。住人が良い空

ト。CHC はハウスの基本設計や入居者の募集

間と良い仲間がいることに納得して、自分た

タイルも雇用の形態もさまざまです。だから

を手がけたのは、同社としては後発参入とな

こそ人々がどんな場所で、どう生活するかが

コンサルティング、運営支援などを行ってい

る住宅賃貸市場における高付加価値化を視野

事だけでなく、標準的な契約フォーマットで

問われているんだと思います。
（コレクティブ

る団体です。居住者や居住予定者を主体に、各

に入れてのことでした。

はカバーしきれない、コレクティブハウス特

ハウジング社 宮前理事）
」

スガモフラットは、平和不動産が分譲した

有の契約形態を柔軟かつ的確に明文化するな

都市生活者にとってだけでなく、高齢化や

14 階建ビルのうち、賃貸フロアだった 2 階部

ど法務面でも CHC と入居希望者をサポート

少子化という将来的に避けられない課題を背

しました。

景にしたとき、コレクティブハウスのような

このうち平和不動産株式会社と共同開発した

分を使った、戸数 11 戸の小規模なコレクティ

方。それぞれが独立した専用の住居とみんな

のが「スガモフラット」です。

ブハウスです。以前は豊島区の児童館が入って

で使ういくつかの共用スペースを持ち、生活

ビジネスとして投資する企業の先駆性にも注
目すべき事例だといえます。

住民同士が協力しながら生きていく居住スタ

いましたが、移転に伴い空スペースになったた
市場としての可能性を試すための投資

分や家族の生活は自立しつつも、血縁にこだ

046

ス、新しい入居者の紹介などを継続して行っ

のです。
（平和不動産 平山さん）」

針を固めていきました。一方、企業側は改修工

自由に、楽しく、安心安全に住み続ける暮らし

特定非営利活動法人 コレクティブハウジン

した稼働率が見込めるのではないかと考えた

暮らし方などについて意見交換し、生活の方

でコレクティブハウスを開発・運営しており、

グ社（以下 CHC）はこの居住スタイルの実現

者の組織で行われ、CHC は入居後のアドバイ

ちの責任で住み始める、私たちはそのための

人との新しい関わり方をつくりながら、より

まいのかたちです。

完成したスガモフラットの運営管理は居住

レクティブハウスのような存在であれば、安定

良い賃貸住宅をつくりたい。現代はライフス

地の地主、物件オーナーと協働して都内各地

わらない広く豊かな人間関係の中で暮らす住

えていく中で、特定の層に根強く支持されるコ

20 回開催。入居希望者は、入居後の家事分担や

を目指し、コレクティブハウスの企画・開発、

イルは、今後ますます注目されていくのでは
と思います。またその可能性に着目し、将来の

を担当し、入居希望者向けワークショップを

家族や福祉、住宅の考え方にとらわれず、人と

の一部を共同化する合理的な住まいです。自

住人が納得した住まい方で、
未来をつくる

た。
「立地条件などからいくつかの改修案が消

平和不動産 株式会社 × 特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

新しい可能性を持った、住人主体の生活空間

高付加価値な賃貸住宅への転用を選択しまし

め用途転換したものです。同社は当初、オフィ
スやレンタル倉庫、店舗テナントなどへの転用

証券取引所ビルをはじめとするオフィスビ

を考えましたが、周辺が住宅地や小規模店舗が

ル賃貸のほか不動産開発、宅地・マンション

立ち並ぶエリアであることから、収益性がない

分譲、商業施設開発を行う大手不動産会社で

と判断。“居住ニーズも多いが、競合物件も多

ある平和不動産がコレクティブハウスの開発

い”というマーケットに向けて、競争力のある

■ 平和不動産 株式会社 【業種】不動産業
【住所】東京都中央区日本橋兜町 1-10 【TEL】03-3666-0181 【HP】http://www.heiwa-net.co.jp/sugamo/index.html

■ 特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】東京都千代田区神田錦町 3-21 ちよだプラットフォームスクウェア 1175 【TEL】03-3315-0255 【HP】http://www.chc.or.jp/
【代表】伊藤直子、宮前眞理子、宮本諭 【認証】平成 12 年 【会員】27 名（正会員、平成 24 年 6 月現在）

047

NEW COPRODUCTION

CASE

031
「地域」がよくなる

2

3

4
1 博多かたりべロタクシーの運行風景。博多エリア、大濠エリ
ア、
天神エリア、
シーサイドももちエリアの４つのエリアを主
に運行している。
観光客の希望を取り入れたコースが好評だ。
2-4 地域の交通手段としては、
防犯のための子どもの送迎などの
ニーズが高い。
また唐人町商店街での運用時は、
シニアを中心
とした利用者の足となり、
撤去時には惜しむ声も多かった。
5 ドイツ製のベロタクシーとドライバー。一般販売はなく、ど
う運行するのかを提示する利用計画がないと販売やライセ
ンス使用ができない。開始当時、楢崎さんは 1,500 万円を投
じて 7 台を購入した。

1

福岡県福岡市／平成 17 年〜

博多
「かたりべ」
ロタクシー事業

んにも配慮をいただいて、安全に運行させて

告」と「タクシー」に加え「観光」という部分を

い、博多織の五色献上柄のデザインをまとっ

もらっています。
（楢崎代表）
」

強化したものだと楢崎さんは説明します。
「唐

たベロタクシーの運行が開始されました。

このベロタクシー事業の収入構成は、広告

協賛企業 ×NPO 法人 トータス環境都市教育研究所

ゆっくりと
「まち」
の人々をつなぐベロタクシー
協働 POINT

• 企業の視点から始まった活動が、商店街とのつながりを経て NPO 的な展開へと発展したこと
• 商店や企業の共感を乗せる媒体として、ベロタクシーの可能性を拡げたこと

人町商店街の経験が、
『ニーズと協賛があれば

「ドライバーが、まちを好きになる、そこか

収入７割に対して運賃収入３割だと言いま

良いモデルになる』と教えてくれたんですね。

ら愛着が生まれ、まちを知り守る気持ちが生

す。しかし広告収入は、景気や社会事情で安定

事 業 の 立 ち 上 げ に あ た っ て は、福 岡 市 の コ

まれる。その気持ちを持って接客することが

しない難しい面があります。このような収入

ミュニティビジネス販路拡大支援事業に全面

一番の成長、これからもこの事業を大事に育

構造を踏まえ、次の展開を考える大きなヒン

的なサポートをいただきました。体験試乗会

てていきたい。
」と楢崎さんは語ってくれまし

トとなったのが、
唐人町商店街での 2 年半に及

やワークショップを開いていただき、そこで

た。当初の広告主とクライアントとしての時

ぶベロタクシーの活動でした。国の商店街活

生まれたのが『博多の伝統文化や歴史をドラ

期を経て、地域の商店や企業の共感を乗せて

性化事業の助成を受けて商店街の一角にス

イバーが語る』というコンセプトです。」その

地域をつなぐ存在になる。その協働の可能性

テーションを置き、利用者の送り迎えをする

趣旨に共感した調味料メーカー、洋菓子店、博

を乗せて、今日もベロタクシーはまちをゆっ

うちに、住人と信頼関係を築くまでになりま

多織メーカー、旗店、陶器店の５社が支援を行

くり走っています。

した。残念ながらこの事業は、助成の終了とと
もに終わってしまいますが、しかし地域に密
着するスタイルに可能性があると考えた楢崎

企業の視点から始まった、ベロタクシー事業

見たり、話を伺ったりしました。個人的に自転

地域に根付き、少しずつ NPO 的な展開へ

車が好きだったのもあるんですが、
遊び心があ
福岡市の市街地で見かける、丸みのあるボ

りつつ社会貢献もできる、
そして何よりやる側

開始当初はベロタクシー本体に複数企業が

ディが印象的な 3 輪の自転車。ドイツ生まれの

がダイレクトに人の役に立っていることが感

ロゴや宣伝広告を載せてくれ、資金的な支援

じられる事業だと思ったんです。
」

を受ける形でスタートします。ベロタクシー

「ベロタクシー」という乗り物です。NPO トー
タス環境都市教育研究所は、協賛企業や行政

楢崎さんが当時 NPO という形式を選んだ

さんは、次の方向性として「博多『かたりべ』ロ
タクシー事業」
を開始します。
運営で見えてきた、
地域という次の方向性

という存在がまだ珍しかったこともあり、年

福岡市主催の「博多語りべ養成講座」を受講

と協働しながら、福岡でのベロタクシー事業

のも、ベロタクシーのドイツ本社、そして日本

間契約で広告を出してくれる企業もあるなど

した「かたりべドライバー」が、博多地区など

を行っている団体です。

の総代理店が NPO だったからというシンプ

幸先のいいスタートとなりました。
「目新しい

福岡市内 4 エリアを地域の魅力をお客さんに

団体の代表である楢崎稔さんがベロタク

ルな理由からでした。利用計画を提出しライ

存在ということに加え、エコに配慮し、シニア

語りながら運行するこの事業は、従来の「広

シーに注目したのは平成 17 年。広告会社を経

センスや業務契約が成立。平成 17 年 11 月、天

や子どものための交通手段を支援するという

営をしていた楢崎さんは、
京都で運営が始まっ

神イムズ前からベロタクシーは福岡のまちを

スタンスにもなるので、企業としては PR と

ていたベロタクシーの新聞記事を読み、
その可

走り出しました。

CSR を同時にすることができる。そういった

【住所】福岡県福岡市中央区港 3-9-16 【TEL】092-406-8612 【HP】http://tortoise-labo.com/

能性を感じます。
「これが福岡にあると面白い

面で着目していただきました。実際にまちに

【代表】楢崎 稔 【認証】平成 17 年 【会員】約 80 名（平成 25 年 1 月現在）

なと思いまして。
数日後には京都に行って直接

出てみると、予想に反して車のドライバーさ

048
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4
1〜3 九州北部豪雨で、山村塾のある笠原地区も大きな被害が出
た。平 成 25 年 2 月 末 ま で に 延 べ 2,400 人 を 超 え る ボ ラ ン
ティアが復旧活動に参加。
九州総支社の有志社員とその家族
も作業に貢献した。
4.5 パッチワークの森づくり事業。荒廃したスギやヒノキの林を
15m 四方の区画ごとに伐採。地面に光が当たる環境をつく
り、明るくなった区画に広葉樹の苗を植えて、豊かな森をつ
くる。福岡県が実施した「NPO・企業による元気なふくおか
共創事業」でのマッチングがきっかけとなり実現。KDDI 株
式会社九州総支社の社員やその家族が荒廃林の伐採、下草刈
りや苗木の調査に参加している。

1

福岡県八女市／平成 22 年〜

パッチワークの森づくり事業、九州北部豪雨復興支援

の復旧を行うなど大きな力になりました。
この状況を受け、パッチワークの森づくり
事業を通じて同団体と信頼関係を築いてきた
KDDI も動きます。
同社の携帯電話用サイト上

KDDI 株式会社 九州総支社 × 山村塾

森林保全、災害復旧など、必要に応じた協働の動き

米をいただくためにもとても大切なことだと

農山村や自然の大切さを知り、支えようとす

教えていただいております。これからも是非

る動きは広がり続けています。このケースは、

一緒に頑張らせていただきたいと思います。

協働事業により培われたお互いの信頼関係

（九州総支社 井瀬さん）
」

に「被災地支援 義援金サイト」を開設、オリジ

集中豪雨の被害は甚大ですが、地域住民と

ナルのケータイ用壁紙などを購入してもら

都市住民、企業とのさらなる連携や、企業・他

い、その売り上げの全額を寄附するというも

の NPO との新たなネットワークの創出など、

が、災害時の迅速できめ細かな支援に活かさ
れた例であり、優れた協働事例として学ぶこ
とができるものです。

のです。9 月にはその売り上げ金に社員からの
募金を合わせた 600 万円を、福岡県、大分県、
熊本県に寄附しています。また資金的な支援

協働 POINT

と並行して、社員有志が現場に駆けつけて復

・協働を通じて培った信頼関係が、災害時の迅速な支援につながったこと

旧作業に関わるなど、人的な支援も行ってい

・経済的な支援と人的な支援、双方を効果的に行う事例であること

ます。
「KDDI さんは以前から、パッチワークの森
づくり事業でも熱心に協力していただきまし

都市と農村の交流で、山村を保全する

人を超えるボランティアが活動に参加。企業

災害時にも、パートナーとして動く

たし、今回の復旧支援に関しても『今後はどん
な支援が必要ですか』という話をいただくな

からも社員の積極的な参加が見られていま

ど、状況に応じた支援をしていただいて感謝

山 村 塾 は 平 成 6 年、福 岡 県 黒 木 町 ( 現 八 女

す。KDDI 株式会社九州総支社は、平成 22 年か

平成 24 年 7 月、九州北部は集中豪雨により

市 ) の農山村住民と、都市住民のボランティア

ら「パッチワークの森づくり事業」に継続的に

甚大な被害を受けました。山村塾のある八女市

が一体となって活動すること、山村の豊かな

参加しています。

笠原地区も、生活道路が寸断され、多くの田畑

「私どもも有志を募り、支援活動を手伝わせ

しております。
（小森事務局長）
」

自然環境を保全することを目的に発足した団

これは「一人ひとりが少しずつ、できること

や家屋が浸水しました。山村塾は、里山保全ボ

ていただきました。農山村での活動は、現地の

体です。地元の 2 軒の農家がボランティア受け

から始める森づくり」
というコンセプトのもと

ランティアの受け入れ先として利用している

方々のためだけでなく、安全で安心なお水、お

入れの中心となり、荒廃した棚田の復田と環

荒れたスギやヒノキ林を整備し、
広葉樹が入り

地域の交流拠点「えがおの森」を住民の避難所

境 保 全 型 農 業 の 実 践 を 行 う「稲 作 体 験 コ ー

混じった豊かな森を次世代に残すための事業

として開放、団体スタッフが仮復旧作業に関わ

ス」、風倒木被害地で広葉樹植林を行う「山林

です。同社は協力金の寄附をはじめ、社員有志

るなど、対応に奔走します。またインターネッ

体験コース」という２本柱の事業を実施して

による年に 2 回の荒廃森林の整備、
植林や苗木

トやソーシャルメディアで災害ボランティア

います。

調査など、
5 年計画で事業に参画しています。

の協力を呼びかけたことで、延べ 2,400 人（平

同団体は海外を含む数多くのボランティア
を受け入れており、平成 22 年には述べ 2,500
050

成 25 年 2 月現在）を超えるボランティアがこ

■ KDDI 株式会社 九州総支社 【業種】情報・通信業
【住所】福岡県福岡市博多区博多駅前 1-2-5 【TEL】03-3347-0077（本社代表）【HP】http://www.kddi.com/corporate/csr/index.html（※本社 CSR ページ）

■ 山村塾
【住所】福岡県八女市黒木町笠原 98361 えがおの森内 【TEL】0943-42-4300 【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~sannsonn/
【代表】宮園 福夫

の地区に入り、手作業での家の泥出し、用水路
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1 株式会社 OKUTA の社員が中心となって参加
する、
体験会の風景。
稲刈りや田植えなど、
生産

戸、約 30 人が農業に携わる集落。この地で代々

の現場を直接体験することで、
環境に配慮した

守られてきた棚田の農業、早苗饗（さなぶり）と

取組への理解を深めている。

いう豊作を願う祭事や神楽の奉納などが残る

2 株式会社 OKUTA。健康と環境に配慮した建築
やデザインリフォームの会社として、本プロ
ジェクトを推進。
「こめまめプロジェクト」は第
8 回パートナーシップ大賞の２部門で賞を受
賞するなど注目を集めた。

土地であり、
「日本の田舎の原風景だ」と白石駅
長が語る魅力に溢れている。
2 豊前棚田ゆずペースト。適度な苦みと甘みを
持った製品となるように、試作を重ねて完成し
た。道の駅豊前おこしかけでの店頭販売のほ
か、通信販売なども行っている。

1

「地域」がよくなる

1 文中で登場する轟（とどろ）の里。現在では 20

1

埼玉県さいたま市、小川町／平成 21 年〜

OKUTA こめまめプロジェクト

福岡県豊前市／平成 14 年〜

豊前棚田ゆずプロジェクト
ゆう

株式会社 OKUTA× 特定非営利活動法人 生活工房「つばさ・游」

株式会社 ぶぜん街づくり会社（道の駅豊前おこしかけ）× 豊前棚田ゆず振興協議会

「有機農家の支援」と「食の安全」を両立する試み
協働 POINT

特産品を生んで育てる。地域支援の輪
協働 POINT

・ひとつの企業が、年間一括購入という形式で地域の有機農業を支援していること

・限界集落の生産者たちに、やる気とチャンスの場を提供していること

・食の大切さをキーワードに、企業・農家・NPO という連携が生まれていること

・商品の良さという「品質」が、地域に新たな価値を生み出していること

地域が支える農業に、企業として貢献する
埼玉県さいたま市で住宅の建築やリフォー
ム業を展開している株式会社 OKUTA。
『地域

動きはCSA
（Community Supported Agriculture、

ネートで米の一括購入を開始。社員は希望す

地域が支える農業）
という生産者と消費者の
「産

れば、毎月一定量の米を配送してもらうこと

消提携」
と呼ばれ注目されている動きであり、
前

ができます。平成 23 年春、東日本大震災発生

福岡県東部に位置する京築（けいちく）地方は、自動

良い米を求めていた白石駅長は、山間地にある限界

ばします。彼らが、米に続く可能性を見い出したの

出の同社の理念を実践する活動のひとつです。

時には都市圏で水や米が不足する事態が起き

車関連企業の進出が相次ぎ、今後の発展が期待される

集落、轟（とどろ）地区の美しい棚田とそこに住む人々

が、かつて名産品だった「柚子」の復活です。豊前の

ましたが、その際でも小川町からの米の配送

地域です。しかし一方で、山間に残る農山村は、高齢化

に出会います。機械化ができない、収穫量が少ない、生

高品質の柚子を加工品にすることを考案し、多く

は途切れず、いつものように社員のところに

や過疎化を抱え、社会的共同生活の維持が困難なこと

産者の減少。この地域が抱える問題は、深刻なもので

の人の手助けを得ながら、ペースト状で使いやす

届いたというエピソードがあります（生活工

を意味する「限界集落」へと歩みを進めています。この

した。
「この美しい土地と、代々守られて来た伝統的な

い商品「ゆずペースト」を開発。好評を得て、彼ら

房つばさ・游

高橋理事長 談）。自給力のある

地域の中心部にある地域交流や特産品販売の拠点「道

農産物の素晴らしさ、そして何より彼らの希望を残し

は、自分たちの集落を物品の販売力によって守っ

たい」と白石駅長は、棚田で獲れる貴重な米を通常の

ていく「豊前棚田ゆず振興協議会」を組織します。

に根ざした環境・社会活動を通じて持続可能
で豊かな地域社会の実現に貢献する』という

自給力のある地域社会を目指す

理念を持つ同社が平成 21 年から開始してい

魅力的な農産物の開発や販売で、地域を守る

なる特産品を模索。江戸時代には、美味として関西

ド米を集落のみんなで企画・開発。30 俵から始まっ

まで流通していた「豊前の米」に着目します。

た店頭販売は、毎年 150 俵の規模にまで販売を伸

る「OKUTA こめまめプロジェクト」は、これ

同社はこのプロジェクト以前から、社員や

からの食の安全を考える際の先駆的な試みと

家族、顧客が参加する「エコツアー」を年 2 回の

地域社会づくりが改めて見直されている現在

の駅豊前おこしかけ」は、地元の有志を募り組織した

して注目されています。具体的には埼玉県比

ペースで開催するなど、持続可能な社会の実

だからこそ、その価値が感じられる話です。

株式会社ぶぜん街づくり会社が運営。全国的に話題を

約 1.5 倍の価格で買い取り「地元のブランド米」とし

同会は、
「棚田ゆず」を商標登録し柚子に「棚田で

企郡小川町の有機農業に取り組んでいる農家

現について学ぶ取組を進めていました。その

本プロジェクトで同社は、同農場の見学、田

得た「日本一おもいやりのあるトイレ」などもあり、平

て販売。轟に住む 14 世帯の高齢者たちに自信やプラ

作った」というブランド価値を付けることで、地域

6 軒と契約し、生産した有機米を一括購入する

過程で、比企郡小川町で有機農業への取組を

植えや稲刈りなどの米づくりや手前味噌づく

成 12 年の開駅以来、活気を生み出す存在です。

イド、やる気を出してもらう支援を始めます。

の新たな産業を創出します。現在では、国内はもち

ことで、オーガニックコミュニティの形成を

40 年以上にわたって続けている霜里農場の金

り体験、同地域の里山保全活動やエコツアー

そこに持ち上がった「問題」が、東九州高速自動

支援するもので、両者を比企郡小川町の特定

子美登氏や、同町の生活工房つばさ・游と知

の開催、和紙マラソンへの参加など、社員の持

車道の建設計画です。高速道路は便利ですが、その

非営利活動法人 生活工房つばさ・游がコー

り合うことになります。同社は小川町での、両

続可能な社会づくりへの理解をさらに深める

下のまちは素通りに。将来を左右する深刻な問題

ディネートするという、
「企業」
「農家」
「NPO」

者を中心とした持続可能で低炭素な地域社会

ための取組も並行して進めています。

となりました。同道の駅の白石駅長は、この地域に

の 3 者が関わっている協働スタイルです。この

づくりの取組に感銘を受け、NPO のコーディ

■ 株式会社 OKUTA 【業種】建設業

業が忙しくない時期の雇用の創出にもつながって
います。毎年、収穫の時期には、生産の現場を消費

支援をきっかけに集落は、活気づきます。その後
も「岩岳川清流米」
「れんげ米」など、独自のブラン

者に見てもらう「棚田ツアー」を開催。集落が手を
取り合って、自らの価値を守り続けています。

■ 株式会社 ぶぜん街づくり会社（道の駅豊前おこしかけ） 【業種】小売業

【住所】埼玉県さいたま市大宮区宮町 325 【TEL】048-631-1111 【HP】http://www.okuta.com/

■ 特定非営利活動法人 生活工房「つばさ・游（ゆう）
」

は立ち寄りたくなる魅力が必要だと考え、目玉と

ろん海外に輸出されるほどの人気商品となり、農
再興した柚子を、地域を救う産業に育てる

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】福岡県豊前市四郎丸 10411 【TEL】0979-84-0544 【HP】http://www.okoshikake.jp/index.html

■ 豊前棚田ゆず振興協議会

【住所】埼玉県比企郡小川町みどりが丘 2-15-21 【TEL】09044536355（高橋）【HP】http://tubasa-u.com/

【住所】福岡県豊前市四郎丸 10411（道の駅 豊前おこしかけ内）【TEL】0979-84-0544（道の駅 豊前おこしかけ内）

【代表】高橋 優子 【認証】平成 21 年 【会員】25 名

【代表】白石 道雄
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帝人テクノプロダクツ 株式会社（帝人 株式会社）×認定特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

「地域」がよくなる

2

「地域」がよくなる

東京都／平成 12 年〜

緊急人道支援用シェルターの開発

互いの専門性がつながり、人びとを救う製品に

1「イザ！カエルキャラバン！」
開催風景。
東京ガ
スの企業館にて平成 18 年から現在まで計 13
回実施した結果、累計来場者数は約 61,200 人
を記録した。
2 ガスメーターの安全機能周知ツールとして、非
常食機能を備えた「東京ガスオリジナル 防災

協働 POINT

・両者がプロとしての専門技術を活かし、社会的意義の高い製品と新たな市場を生み出したこと

ドロップ」を製作。累計で約 196,600 個を配布
し、
ガスメーターの安全装置の認知向上に大き
く貢献している。

1

東京都／平成 18 年〜

地域社会の防災力の向上に向けた協働
東京ガス 株式会社 × 特定非営利活動法人 プラス・アーツ

個人の気づきを生み出し、防災意識を高める

平成 8 年の設立以来、国境を越えて、難民・

ター」の存在を知ります。これに可能性を感じ

業には新たな市場の可能性、NPO には販売窓

災害被災者・貧困に苦しむ人びとへの支援を

た PWJ のメンバーは、帝人の担当者に連絡を

口となったことによる収入確保などの

行っている、認定 NPO 法人ピースウィンズ・

取り、NPO が試行とフィードバック、企業が

Win Win をもたらしました。完成したシェル

ジャパン（以下、PWJ）。災害や紛争時のため

改良という役割のもと、シェルターの開発が

ターは軽量で 30 分で組み立てられ、100 人を

始まりました。

収容できる「バルーンシェルター」と名付けら

「たくさんの人が避難できる強靭で軽量なテ
ント」開発の必要性を感じていました。そんな

目的と到達点が明確であったこと、オープ

とき、帝人株式会社が製作していた、空気で膨

ンな関係でプロ同士の意見を言い合えたこと

らませるイベント用テント「エアロシェル

により対等な協働関係を築くことができ、企

れ、国内・国外の被災地での活用が広がって
います。

■ 帝人 株式会社（2012 年 10 月に統合） 【業種】製造業（繊維製品）
【住所】大阪府大阪市中央区南本町 1-6-7（大阪本社）【TEL】06-6268-2132 【HP】http://www.teijin.co.jp/index.html

■ 認定特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

保 社 ま 観農 学環災地人 国共子情科経職消 中条

■ 株式会社損害保険ジャパン
【住所】東京都千代田区九段南
4-7-16 市ヶ谷 KT ビル I-5F 【TEL】03-5213-4070（代表）【HP】http://www.peace-winds.org/
1261
【住所】東京都新宿区西新宿
【TEL】03-3349-6879
【HP】http://www.sompo-japan.co.jp/index.html
【代表】大西
健丞 【認証】平成
11 年（認定：平成
22 年）【会員】1,520
名（平成 25 年 2 月末現在）

協働 POINT

【業種】保険業

・従来地域が自力で行ってきた防災教育とは違う、防災意識向上の試みであること
・NPO の企画力、デザイン力が、インフラ企業の持つ組織力で広がり、効果を上げていること
NEW COPRODUCTION

CASE
ないかと模索をしていた平成18年、
特定非営利

だった山田さんと電話やFAXでの意見交換を重

活動法人プラス・アーツから同社にアプローチ

ね、
「地域社会の防災力の向上」
という理念を共

平成 23 年 3 月の東日本大震災をきっかけ

があり、
両者の協働のきっかけが生まれます。
関

有。
「これまで防災に対する関心が薄かった若い

に、地域ぐるみの連携が、多くの命を救い、被

西に拠点を置く同団体は、
デザインや建築、
そし

ファミリー層などを積極的に巻き込むこと」
「
、適

災後の生活を支える大切なものであるという

てアートが持つ力を駆使して、
「教育」
「まちづく

切な防災情報を、
親しみやすいプログラムやツー

ことが再認識されています。しかし、これまで

り」
「防災」
「福祉」
など社会のさまざまな課題の解

ルで提供すること」
という2つの留意点を踏まえ

の防災訓練などの取組だけでは、防災意識を

決を目指し活動しています。
同団体は阪神・淡路

ながら、
2者の協働がスタートしました。

浸透させることが難しい面があります。そこ

大震災発生から10年の経過をきっかけに
「防災

その取組として代表的なのが、
体験型の防災訓

で、企業と NPO の協働により、地域の防災意

の日常化」
をテーマに掲げ、
防災をより身近なも

練イベント
「イザ！カエルキャラバン！」
です。
個

識を高め、防災力の向上に貢献するというユ

のとするさまざまな事業を展開。
その中で目的を

人単位の気づきを促すためのイベントで、
防災で

ニークな試みが継続して行われています。

共有でき、
企画力や経済力などを相互に補完し合

必要な知識を子どもたちがゲーム形式で学びま

防災という課題が、
両者を結び付ける

東京ガス株式会社は、
首都圏を中心に1,000万

える企業を探していました。

037

鹿児島県鹿児島市／平成 22 年〜

マルヤガーデンズ
株式会社 丸屋本社 × 地元の NPO

「地域」がよくなる

地域と店舗が、つながり合うこと
協働 POINT

・施設の一部を NPO 等に開放することで、施設と地域のつながりを創出していること
鹿児島市の中心繁華街天文館に立地するマ

るイベントスペース。ガーデン 0 〜 9 までの

と人、人とモノ、モノとコトなど地域にさまざ

す。
また
「東京ガスオリジナル防災ドロップ」
や、

ルヤガーデンズは、平成 21 年 5 月に閉店した

10 のガーデンが地域の NPO 法人や市民団体

まな「ユナイト＝つながり」を創出しています。

社員のための防災ハンカチなどユニークな防災

旧三越鹿児島店の建物を大規模にリノベー

に開放されており、展覧会やシンポジウム、販

す。
同社は地域の防災というテーマを前提としな

企画力、
デザイン力とネットワーク力が

啓発グッズを製作、
配布しています。
NPOが持つ

ションしたテナント型商業施設。既存の「デ

売会、各種教室やコンサートなど、開業から 2

がら、
「東京ガスだからできる活動」
「
、堅苦しくな

相乗効果を生む

企画力、
デザイン力が、
企業の持つハードやネッ

パートメントストア」ではなく、顧客やテナン

年で開催されたイベントは 1,000 回を超えま

トワークなどと結び付き、
地域に住む一人ひとり

トなど全てが有機的につながり合うことを意

す。ガーデンは市民にとっての出会いや交流

が防災への意識を高める効果を生んでいます。

味する「ユナイトメントストア」をテーマにし

が生まれる集会所となっています。

件以上の顧客を持つ国内有数のインフラ企業で

く、
子どもでも楽しく参加できて意義を学べる活
動」
など、
効果的に防災意識を高める事業ができ

永田理事長は同社の社会文化活動の担当者

ています。

■ 東京ガス 株式会社 【業種】電気・ガス業
【住所】東京都港区海岸 1-5-20 【TEL】03-5400-7675（広報部）【HP】http://www.tokyo-gas.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 プラス・アーツ

054

は多くありますが、この施設の特徴は、商業

するのが、地上 9 階地下 1 階の約 80 の店舗に

ゾーンと開放ゾーンが渾然一体となったフロ

混じって設置されている「ガーデン」と呼ばれ

ア計画を採用していること。その仕掛けが、人

保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

【住所】兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 デザイン・クリエイティブセンター神戸 307 【TEL】078-335-1335 【HP】http://www.plus-arts.net/
【代表】永田 宏和 【認証】平成 18 年 【会員】11 名（平成 25 年 3 月現在）

商業施設の一部を NPO 等に開放する事例

その「ユナイトメント」のコンセプトを象徴

■ 株式会社 丸屋本社（マルヤガーデンズ）【業種】小売業
【住所】鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5 【TEL】099-813-8108 【HP】http://www.maruya-gardens.com/

055
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長崎県小値賀町／平成 19 年〜

おぢかアイランドツーリズム
観光関連企業、地元の農・漁・商工業事業者×特定非営利活動法人 おぢかアイランドツーリズム協会

「地域」がよくなる

NEW COPRODUCTION
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040

神奈川県鎌倉市／平成 12 年〜

「北鎌倉の恵み」プロジェクト
横浜ビール 株式会社 × 北鎌倉湧水ネットワーク

「地域」がよくなる

島がひとつになって取り組む、観光によるまちづくり
協働 POINT

双方の成長につながる、おいしい連携
協働 POINT

・NPO を中心に据え、観光を核とした地域産業活性化を推進していること

・企業が有する技術を活かし、双方に新たな可能性を生み出していること

長崎県五島列島の北端の小さな島・小値賀

ス化を実現したこと。なんと島民の 30 人に１

か 2,800 人にも満たない島に年間１万人の来

と販売を受け持ちます。プロジェクトを通じた市

戦略として、
「横浜」に密着した事業展開を図って

町。このまちは、島ならではの恵まれた自然体

人が会員という、島を挙げての NPO 法人で

島者が訪れるまでに成長しています。農林・

は、平成 12 年 12 月、売り上げの一部をナショナ

民団体への寄附は、総額で 100 万円を突破。地ビー

いく、という方針を打ち出したことにより約 10 年

験や、農・漁業を舞台とした交流を軸に、島暮

す。これによって、来訪者の要望にきめ細かく

水産・商工業などの波及増大を図り、お互い

ル・トラスト運動や街づくり活動に取り組む市民

ル業界を取り巻く厳しい経営環境の中でも、この

間の歴史にピリオドを打ちましたが、終了にあ

らしの体験型観光「アイランドツーリズム」を

かつ柔軟に応えるオーダーメイド型のサービ

に連携のとれた観光産業を目指し、さらなる

団体に寄附することを目的に、北鎌倉湧水ネット

銘柄が地域に愛された結果と言えます。全国地

たっては、プロジェクトに関わった市民団体や商

展開しています。

ス提供が可能になりました。各種体験事業と

成長が期待されています。

ワークと横浜ビール株式会社による協働プロジェ

ビール鑑評会でも銀賞を受賞するなど、知名度の

店、愛好家を招いて、お別れ会が開催されるなど、

六国見山湧水仕込み地ビール「北鎌倉の恵み」

地元町民との交流による民泊事業は、自然に

クトとして誕生しました。役割分担としては、北鎌

向上や事業の拡大・発展へとつながる、お互いに

両者の関係の良好さを示すエピソードも残ってい

や住民も参画し、
「NPO 法人おぢかアイラン

溢れ・人情味豊かなおもてなしの島として、

倉湧水ネットワークが、北鎌倉での湧水の調達、企

メリットを生み出す関係を築くことができまし

ます。平成 25 年秋には、別の醸造メーカーによっ

ドツーリズム協会」を立ち上げ、観光協会・民

多くのメディアにも注目されています。

画、広報、取扱店の紹介を担当、横浜ビールが製造

た。このプロジェクトは、横浜ビールが新たな経営

て待望の復活を果たす予定です。

その大きな特徴は、事業推進のために行政

泊組織・自然学校などのワンストップサービ

近年では、観光が産業の柱へと成長し、わず
■ 横浜ビール 株式会社

【業種】製造業（食料品）

【住所】神奈川県横浜市中区住吉町 6-68-1

■ 特定非営利活動法人 おぢかアイランドツーリズム協会

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経 職消 中条

横浜関内地所ビル 3F 【TEL】045-212-9633 【HP】http://www.yokohamabeer.com/

■ 北鎌倉湧水ネットワーク

【住所】長崎県北松浦郡小値賀町 笛吹郷 2791-13 【TEL】0959-56-2646 【HP】http://ojikajima.jp/

【住所】神奈川県鎌倉市高野 27-25 【TEL】0467-41-1817 【HP】http://www.kitakama-yusui.net/

【代表】尼崎 豊 【認証】平成 19 年 【会員】9 名（平成 23 年 11 月現在）

【代表】野口 稔
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京都府、大阪府／平成 16 年〜

ひらかたバスタウンマッププロジェクト
京阪バス 株式会社ほか × 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

「地域」がよくなる

NEW COPRODUCTION

CASE

041

北海道札幌市／平成 16 年〜

なまら便利なバスマップ製作事業
民間公共交通事業者など ×NPO 法人 ゆうらん

「地域」がよくなる

5者の連携で生まれた、価値ある「バス＋タウン」マップ
協働 POINT

情報収集と事業者の協力により、まちの公共交通が一覧化
協働 POINT

・NPO（会議体）を中心に、関係する団体が対等な立場で連携していること

・競合する事業者や市民をつなぐ情報のハブとして、NPO が有効な役割を果たしたこと

特定非営利活動法人ひらかた環境ネット

の解決に取り組んでいます。中でも、企業との

これにより、
くずは地区のバス利用頻度が７％

札幌市では、平成 16 年 3 月に市営バスが廃

申するのではなく、
すぐに具体化しよう」
と、
交

う意味です。
バスの利用者が
「なまら」
便利に利

ワーク会議は、平成 16年に枚方市が環境基本

協働事例として注目したいのが、
公共交通部会

増加するなどの成果をあげました。
ほかにも、

止となり、
全路線の運行を民間の事業者 3 社に

通倶楽部ゆうらんを立ち上げ、
札幌市の市民提

用できるようにとの思いから、NPO が情報の

計画推進のために市民、企業、行政の連携によ

が進める「マップづくり」の活動。
「くずは・男

枚方市施行 60 周年を記念し、遊びながらバス

移譲しました。市内の路線バスは、地域ごとに

案型公募事業に応募。
採択を受けてプロジェク

拠点＝ハブとなり、民営バス５社、地下鉄、電

り立ち上げた協働のためのプラットフォーム

山バスタウンマップ」には、京阪バス・京阪電

路線とまちの豆知識を学べる
「枚方バースデー

分割され、
札幌市付近を走る 5 社のバスが入り

トがスタートしました。制作にあたっては、ゆ

車、JR の全てを可視化したマップが完成しま

です。
テーマに沿った５つの部会
（公共交通、
環

鉄などの交通事業者も参加。
住民アンケートで

バスタウンマップ」
や名所旧跡などの地域資源

乱れ、
乗り継ぎなどが分かりにくい状況になり

うらんが各事業者からの路線情報の収集、
現地

した。用意した 1 万部は数日で払底、すぐに増

境教育サポート、
自然エネルギー、
まちづくり、

集めた地域資源の紹介や、
バスの走行環境の改

を巡る
「バス！のってスタンプラリー」
など、
地

ました。そのような折、同市の公共交通機関の

踏査、編集を担当。お互いに競合する存在であ

刷が決まるなど市民待望のマップとなりまし

自然環境）に分かれ、参加者それぞれの持ち味

善提案など 2,000 件を超える情報をもとに、
市

域に根差したモビリティ・マネジメントを継

活用を検討する札幌市総合交通対策調査審議

る各バス事業者もゆうらんのコーディネート

た。その後も定期的に増刷されており、第３版

を活かしつつ、
対等な立場で連携し、
地域課題

民にまちの魅力を伝えるマップづくりを実施。

続的に実施しています。

会に公募委員として参加した市民 2 人が、
審議

のもと制作に協力し、
マップの精度が高まりま

以降は、
民間企業の助成金や協賛広告のみで制

会の議論を通じて
「各路線が一覧化されたバス

した。

作されています。

マップが必要だ」
との思いを共有、
「審議会で答

■ 京阪バス 株式会社 【業種】陸運業

「なまら」
とは、
北海道の言葉で
「とても」
とい

【住所】京都府京都市南区東九条南石田町 5 【TEL】075-682-2310（代表）【HP】http://www.keihanbus.jp/

■ 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科 経 職消 中条

■ NPO 法人 ゆうらん

保 社 ま 観農 学環 災地人国共 子情 科経職消中条

【住所】大阪府枚方市村野西町 5-1 【TEL】072-847-2286 【HP】http://hirakata-kankyou.net/

【住所】北海道札幌市中央区南 8 条西 2 市民活動プラザ星園 305 【TEL】011-533-5657 【HP】http://www.yourun.net/index.htm

【代表】丸井 晶子 【認証】平成 18 年 【会員】140 名（正会員と賛助会員、平成 25 年 3 月現在）

【代表】松本 公洋 【認証】平成 18 年 【会員】10 名（正会員）
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INTERVIEW #1

十時裕
福岡県安全・安心まちづくりアドバイ
ザー、福岡県まちづくり専門家。米国留
学後、福岡を拠点に九州各地の 200 を

地域コミュニティが生み出す、
次世代の「自治」

越える自治体の都市計画やまちづくり
の策定に関わる。最近では、協働・パー
トナーシップによるまちづくりの必要
性を感じ、
市民の視点を大切にした企画
を実践している。

「文 化」が よ く な る
NEW COPRODUCTION

公共サービスを

りかたについて考えるべき点は、際限

はできないことを都市の人も自覚すべ

担うのは誰なのか

がありません。

きです。

30 年 前 に 比 べ、地 方 自 治 体 が 担 う

「自治」の重要性に

サービスは確実に増えています。以前

まちの限界、危機を

は、道路や下水道の整備などのハード

自覚すべき段階

気付いてほしい

で、例えば 2、3 人の担当者が工事の受

行政にも、地域コミュニティにも、担

地域の課題は地域で解決する。理屈

発注をすれば、10 億円の事業も充分に

える役割の限界があります。ですが、住

として分かるはずですが、日本人はこ

対 応 で き ま し た。し か し、今 日 の 公 共

民は行政がカバーするものと思ってい

の「自治」を欲しない、世界でも希有な

サービスは、ソフト中心の社会扶助型

ます。税金を払ってるからやって当然

国民になりました。公共サービスが整

に移行し、ハード事業と比べて人手が

という主張。そこにある幻想に早く気

い、かつては自分たちでやったことも、

かかります。生活保護や高齢福祉など

付かなければならない、危機的な状況

やらなくなりました。過激な発言をす

に、多くの時間が費やされ、以前にも増

といえます。

る な ら、
「自 治」と は ち が っ た「統 治」を

に関する事業に重きが置かれていたの

して人件費がかかるという具合です。

現在、行政は問題を抱えたまま、行き

CASE
042-053

欲する国民と言えます。

分かりやすい例は、学童保育でしょ

場のない状態にあります。ここは、いよ

う。多くの自治体が、学童保育の施設に

いよ市民の出番だと思います。行政がで

「自治」
に参加する住民が出てきました。

文化とは日々の暮らしにゆとりや豊かさを与え

多額の費用を要します。福岡市では、十

きないならば我々がと、手を差し出さな

その流れを支える NPO やコミュニティ

てくれるものです。美術や音楽、文学といった芸

億円を超える規模です。まちの治安に

い限り、根本的な改善は望めません。

も形成されています。もちろん、企業や

術に親しむことは、新しい価値観を発見させてく

対する不安がささやかれはじめる前

この現実を無視する地域は、自分のま

は、家に帰って勝手に遊んでいればよ

ちが荒廃することを覚悟しなければい

かったものです。

けません。行政には対応できないので、

しかし、明るい兆しとして、最近では

行政の専門性に頼ることもあるでしょ
う。
「地域コミュニティ」の新たな形は、
「自治」に取組みはじめた、地域そのもの
に見いだされるだろうと思います。

れます。また共通の話題を持って集い語らうこと
で、新たな交流の場が生まれ、ネットワークを広
げることもできます。

次が防犯。30 年前は交番と地域の監

河川が、治安が…という問題が年々膨ら

視力で十分でした。変な人が地域に入

みます。解決策があるとすれば、地域の

市民や地域コミュニティの文化活動、芸術の創作

り込むと、住民が目を光らせていまし

団体に自分も入って活動すること。それ

活動などを支援するという動きは、企業が行う社

た。今は、これを誰かがやらないといけ

も嫌なら、我慢するか、引っ越すかとい

ないので、青パトを走らせ自警団をつ

う選択しかありません。
「引っ越す」と言

くります。福岡市では 149 の小学校区

うと、大げさに聞こえるかもしれません

のほとんどがやっています。地域のだ

が、若い人、元気のある人は引っ越し、お

提供や、技術面で貢献するという事例も増えてい

れかの参加が余儀なくされる。これも

年寄りはじっと我慢です。

ます。また現代社会ならではの新しいライフスタ

公共サービスです。

日本でもこんな自治体がすでに実在

きわめつけは高齢者。30 年前に比べ

するはずです。自分が住む町も、同じよ

ると全体に占める割合は確実に増えて

うな危機的状況なのだと自覚しなけれ

います。配食支援や孤独死から守る見

ばなりません。

回りなど、新たな公共サービスも生ま

これは、過疎地だけの話ではなく、例

れつつあります。独居老人が孤独死す

えば、福岡市で一番大きな小学校区は、

ると行政が責められますが、どうして

人口がおよそ 2 万人を超えるところも

元気な高齢者の見回りにまで行政の役

あります。校区だけで立派な「自治体」と

割が生まれるのか。公共サービスのあ

言える規模です。行政だけで全ての対応
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会貢献活動の中でもよく見られるものです。支援
も経済的な側面のみならず、例えば場所や施設の

イルを提案するものなど、バラエティに富んだ事
例が集まっています。

NEW COPRODUCTION
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「文化」がよくなる

2

3

4
1 企業内保育室の風景。
「勤めている会社内に保育施設がある
ことが、子育てをしやすい環境につながる」という想いで事
業を展開。近年、小津社長自身のネットワークの広がりもあ
り、
導入する会社も増え始めている。
2 父 親 が 参 加 す る ダ ン ボ ー ル ワ ー ク シ ョ ッ プ 風 景。FJQ は
「もっとパパを楽しもう」というコンセプトで、読み聞かせ、
絵本ライブ、
「九州パパサミット」
など親子で参加できるイベ
ントを開催している。
3 イベントの際の臨時託児所の風景。
4 パパ講座で講演する小津社長。
5 パパサミットに参加したみなさん。

1

福岡県福岡市／平成 22 年〜

父親であることを楽しめる社会づくりプロジェクト
株式会社 OZ Company× 特定非営利活動法人 FJQ

NPO への参画から始まった、べンチャー経営者の成長

信したいと考え、九州在住のメンバーととも

性は、起業当初に苦戦した“取引実績”を補っ

経営者として、会社として、同じ目的の NPO

にファザーリング・ジャパン九州（FJQ）を旗

て余りあるものでした。今では、病院など複数

と出会えたことの意味は大きいですね。協働

揚 げ し ま す（平 成 24 年 NPO 法 人 化）
。FJQ は

の事業所で施設内託児室を運営させていただ

というよりも企業人が活動に入った感じです

「笑っている父親を増やそう」をコンセプト

い て い ま す し、さ ま ざ ま な イ ベ ン ト で 託 児

が、NPO 活動から企業経営者としての「社会

に、多彩なセミナー・イベントを展開。最近で

サービスのお声をかけていただくようになり

性」
「革新性」
「事業性」を得ることができまし

は、博多阪急との協働による絵本ライヴ、博多

ました。
」最近では、他にも住宅展示場、住宅設

たし、NPO の運営には企業経営者の視点やノ

一風堂で知られる力の源カンパニーとの「父

備 メ ー カ ー、生 命 保 険 会 社、子 育 て マ マ の

ウハウを提供できた、そんな相乗効果があっ

子ラーメンづくり体験教室」など企業との協

NPO とのタイアップによる複合型展示イベ

たのではないかと思います。
」

働にも精力的に取り組んでいます。

ントの企画運営など、NPO 発のネットワーク

企業と NPO との「組織 組織」の協働とは

から新たなビジネスも生まれているとのこと

違うケースですが、
「経営者として NPO に関

です。

わる」ということの可能性を、本事例から学ぶ

「FJQ での活動を通じて、子育てに関わる良

協働 POINT

質な人脈を築くことができましたし、そこで

・NPO への参画が企業経営者としての成長のきっかけとなったこと

得た信頼性が OZ Company にビジネスチャ

・NPO での活動が「取引実績」に匹敵する「信頼性」や「良質なネットワーク」をもたらしたこと

「会社も NPO も目的が同じだったんです。

ことができます。

ンスをもたらしたんです。( 小津社長 )」
NPO 活動で培われた良質なネットワーク

暗中模索の時期に、NPO 活動と出会う

「企業内保育」と「コンサート等のイベント

NPO 活動で創業時の想いを再確認した
小津社長は NPO の活動を通して、子育てマ

での託児ルーム運営」の 2 本柱で意気揚々と事
事業所内保育室やイベント保育の企画運営

業を開始しますが、取引実績がないことが最

この出会いのおかげで、創業時の想いや原

マの団体や子育て支援に関わる NPO、行政関

を行う株式会社 OZ Company。同社の代表取

大のネックとなり、受注に結び付けられない

点を改めて確認することができたと社長は語

係や大手企業 CSR 部署とつながることができ

締役である小津智一さんは「九州男児をイクメ

日々が続きます。

ります。
「目先の契約を取ることばかりに気を

た、それがとても重要だったと話します。
「『子

ンに !」をテーマに活動する特定非営利活動法

そんな暗中模索の中、小津社長は特定非営

取られて、本来の『子育て支援』という目的を

どもに良い社会を』という共通の目的を持っ

人 FJQ( ファザーリング・ジャパン九州 ) の主

利活動法人ファザーリング・ジャパンのホー

見失いがちになっていました。もし、あの時、

た良質なネットワークとそこで得られた信頼

力メンバーとして精力的に活動しています。

ムページと出会い、一筋の光明を見いだしま

この団体に出会わなかったら『契約を取らな

小津社長は平成 20 年、35 歳の時に大手企業

す。社長は「父親であることを楽しもう」、父親

ければ』
、との焦りから悪循環となり、結果的

を退職、起業します。当時子育て中だった社長

の子育てなど社会参画を提案する同団体の活

にビジネスもうまくいかなかったかもしれま

は、
「もっと子育てに関わりたい」という自分

動に強く賛同し、平成 21 年春、同団体に九州

せん。団体との出会いで創業時の原点を再確

自身の想いから、“子育てがしやすい社会の実

で 3 人目の会員として参加します。

認し、それを起点にビジネスも好循環となっ

現”という創業理念と“企業向け保育サービス
市場”という商機を見出します。
060

ていきました。」

5

■ 株式会社 OZ Company 【業種】サービス業
【住所】福岡県福岡市中央区大名 2-1-20-4F 【TEL】092-713-5139 【HP】http://www.oz-com.jp/

■ 特定非営利活動法人 FJQ

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県春日市春日原東町 3-16 【TEL】050-5534-9885 【HP】http://fjq.jp/
【代表】宮原 礼智 【認証】平成 24 年

平成 22 年、社長は九州ならではの活動を発
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「文化」がよくなる

2

3

4
1 今年１月に開いた
「森のおもちゃとアート展」。
子どもたちが、親と一緒に気に親しむイベントとしてオリジ
ナルの企画展を開催した。
2.3 ワークショップ風景。キッズルームでの絵本の読み聞かせや、
交流サロンでのミニコンサート、創作アトリエでの T シャツ
づくりや木工教室など、さまざまな催しが行われている。
4 みやざきアートセンター外観。宮崎市の中心市街地活性化基
本計画によって平成 21 年 10 月に誕生した文化公共施設。3
〜 6F は展示スペースや小規模ホールなどを備えており、市
民が気軽に利用できる「まちなか」の活動拠点として、宮崎市
中心市街地活性化のシンボルとなっている。

1

宮崎県宮崎市／平成 21 年〜

みやざきアートセンターを媒介とした地域の活性化

する、といった具合です。また展覧会場での物

り、利益が出れば配当するという方式で、企業

る昨今、本事例のような NPO の持つ力が、企

販は可能な限り地元業者に依頼し、収益を上

の参加を得やすくしています。

業や行政、地域、市民を巻き込み、地域の活性化

げてもらうようにしています。
このような商店街との密な連携が可能に

につながっているケースは、まちの活性化の大
大人も子どもも楽しめて、交流できる場所へ

地元企業 ×
みやざき文化村（特定非営利活動法人 宮崎文化本舗、特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター）

なった背景には、指定管理に参画している宮

芸術を
「楽しむ」企画力で、
まちがにぎわう

ている「宮崎映画祭」など多様なイベントの実

教育に力を入れること。それはみやざき子ど

行委員会の事務局をしながら、行政や企業、地

も文化センターのミッションでもあります。

域とのパイプ役をこなし、実績を築いている

同センターは展示スペースのほか、子どもの

という経緯があります。NPO として行政や企

イベントを定期的に行うキッズスペースがあ

業とは違う視点、企画力と実行力、そしてネッ

り、NPO はイベントを企画しています。

協働 POINT

・NPO の企画力やネットワーク力が、文化施設を拠点に中心市街地を活性化させたこと
・指定管理制度における成功事例であること

年間で 17 万人の集客、にぎわいを生む

法人 宮崎文化本舗は「芸術文化のまちづくり
みやざき子ども文化センターは「子育て支援

帰ってもらいたい。文化・芸術を通して「大人

施設で採用されている利用料金制（施設の使

と子どもが一緒に来てコミュニケーションを

用料を指定管理者の収入にできる制度）です。

図る場所」というアートセンターの理念は実

中心市街地の活性化を実現させた要因とし

この料金制によりイベントごとに実行委員会

現に近付いています。

をつくり、地元企業やマスコミから出資を募

「できることをできるだけ」
で、
まちがつながる

ぎわい、再生を目指して平成 21 年に整備され

ンとして活動してきました。

られます。コンセプトは「できることをできる

た公共文化施設です。運営は、指定管理者であ

両者はまず、相互のミッションの共有や方

だけ」。企画展の関連イベントでは、商店街組

る「みやざき文化村」が行っており、より多く

向性を確認する会議を重ね、地域の事業者、住

合「Do まんなかモール」を通して企画に関連

の市民が文化や芸術に親しむことができるよ

民が参加する、にぎわいを生む拠点づくりを

する店舗と連携します。

う、行政や中心市街地の商店街組合「Do まん

目指しました。その結果、企画展には行列が並

ポスター掲示などの広報だけでなく、例え

なかモール」や企業、マスコミなどとも連携し

ぶようになり、年間で約 17 万人の集客を達成

ば、アニメの展覧会の際は登場キャラクター

ながら、さまざまな展示やイベントを行って

するなど大きな成功を収めました。

に関連するメニューをレストランで提供した
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緒に楽しめるさまざまな展覧会やイベントを

を最大限に活かせる仕組みが、この指定管理

て、商店街事業者とのユニークな連携が挙げ

NPO による共同事業体です。特定非営利活動

家族や世代それぞれが楽しめる、または一
開 催 し、参 加 し た ら 面 白 か っ た ね と 会 話 し

と子どもの健全育成」を、それぞれのミッショ

指定管理者の「みやざき文化村」は、２つの

今後のみやざきアートセンターの目標は、

そしてこの企画力・実行力・ネットワーク

は、市民による文化・芸術を通じたまちのに

います。

トワークを持っていたことが、良い成果に結
びついたと考えられます。

と NPO 相互の支援」を、特定非営利活動法人
宮崎県宮崎市の「みやざきアートセンター」

崎文化本舗が、映画館の経営や、20 年近く続い

り、著名な人形師の展覧会の際には、陶芸店や
お 菓 子 屋 さ ん な ど と タ イ ア ッ プ を 行 い、レ

きなヒントになるのではないでしょうか。

文化施設と地域との連携が課題となってい

■ みやざきアートセンター 【業種】その他
【住所】宮崎県宮崎市橘通西 3-3-27 【TEL】0985-22-3115 【HP】http://miyazaki-ac.com/

■ 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】宮崎県宮崎市橘通東 3-1-112F 【TEL】0985-60-3911 【HP】http://www.bunkahonpo.or.jp/
【代表】石田 達也 【認証】平成 12 年 【職員】346 名（正会員 12 名、団体会員 5 名、平成 24 年 3 月現在）

■ 特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】宮崎県宮崎市江平西 1-5-11 【TEL】0985-61-7590 【HP】http://www.kodomo-bunka.org/
【代表】片野坂 千鶴子 【認証】平成 12 年 【職員】49 名（平成 24 年 6 月現在）

シートや展覧会の半券などで割引サービスを
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1 石山寺を目指す石山坂本線。
2 石坂線文化祭（平成 17 年〜19 年）の作品展示風景。車内放送
も地元の高校生の放送部が構成し放送するなど、文化系学生
の活躍する場として活用された。
3.4 駅の掲示板、ギャラリー。3 年をかけて全駅に設置。設置後は
鍵を利用団体に預けて、メンテナンスや作品入れ替えを行っ
ている。
被災地へのメッセージも掲示された。
5 入選作品が電車の側面に飾られ、町中を走る。審査員には俵
万智さんも参加。平成 20 年以降は「電車と青春＋初恋 21 文
字のメッセージ」として入選作 100 点を毎年出版している。

1

滋賀県大津市／平成 15 年〜

点から線へ、線から面へのまちづくり事業
京阪電気鉄道 株式会社 大津鉄道部 × 石坂線 21 駅の顔づくりグループ

鉄道を介して、
若者や市民の「思い」がつながる

この動きが、
『点から線へ、線から面へのま

ら「線」へ。平成 17 年から各駅で展示した作品

など魅力的な「舞台」となり、まちを盛り上げ

ちづくり』という事業のメインコピーの誕生

を電車内で展示して通常運行する『石坂線文

る地域貢献につながること、その機会に関わ

につながります。駅という場所、
「点」でやるこ

化祭』を開催。表現者である学生や一般市民が

ることで社員の社会貢献意識の向上や職場へ

とが人々やコミュニティとつながってネット

世代を超えて交流する機会にもなりました。

の誇りにつながっていることも、企業にとっ

ワークという「線」になる。そしてそのつなが

そして「面」に。平成 18 年から電車にまつわる

て大きな成果だと言えます。

りとなる線が無数になって広がれば「面」と

思い出を全国から募集。2,000 通を超える募集

なって拡散していくという考え方は、現在に

があり、優秀作は電車のボディに印刷、運行さ

至るまでこのプロジェクトの重要な概念と

れて大変話題になりました。平成 20 年からは

なっています。

その年の入選作 100 点を集めた書籍「電車と
青春 21 文字のメッセージ」

協働 POINT
若者の気持ちや想いを乗せて走る電車

• 公共交通機関が、文化発表の場として、まちの活性化に貢献したこと

は地元放送局によるドラマ

• 若年層も巻き込んだ動きが地域を活性化し、まちの存在、魅力をアピールしていること

市民の足を、まちづくりに活用する

が、地元ならではのアイデアがないかと考え

地域の文化の主体は学生たち

る中で、団体から市民の足として親しまれて
滋賀県大津市にあり、
「石坂線」の愛称で市

いる石坂線を舞台とした「持続型のコミュニ

を出版。平成 24 年の募集分

事業に共通する大きなテーマは「青春」。路

化が予定されているなど、

線沿いに約 20 の学校がある特性を活かし、各

小さな路線から始まったま

駅の顔をつくる、その担い手として中高生や

ちづくりの動きは、若者も

住民が文化的な作品を発表する場としてプロ

惹き付ける新しいまちの魅

ジェクトはスタートします。

力を生み出すカタチとなっ

同グループは、地域の魅力をどうすれば掘

まずは「点」
。平成 15 年から各駅単位で学生

て、
着実に根付き、
そして広
がり続けています。市民の

民に親しまれている石山坂本線。現在は京阪

ティ構想」が提案され、翌平成 14 年に行政の

り起こせるかを考え、石坂線が通勤だけでな

や地域住民が利用できる掲示板やギャラリー

電車大津線の一部として運行されている、石

仲介で京阪電車 大津鉄道事業部（※平成 22 年

く、通学の用途に使われていること、つまり沿

を設置し、交流拠点としました。これにより駅

移動手段であり、日常風景

線に多くの学校があることに注目します。地

は、学生の作品発表や地域コミュニティの場

であった駅や電車が、市民

として活用できるようになりました。そこか

や若者の力で作品発表の場

山寺駅から坂本駅までの 21 駅、全長 14.1 キロ

より大津鉄道部へ名称変更）がプロジェクト

の路線です。運行されるのは 2 両編成で各駅停

に参画。協働へ向けた準備が始まります。そし

域文化の発信には学校や学生が大切な存在に

車の小型電車。1 日の利用者数は３万数千人、

て平成 15 年、実践の母体として石坂線 21 駅

なるのではないか。そこから沿線の学校に対

片道 30 分あまりの道のりを、朝夕は通勤通

の顔づくりグループが立ち上げられ、駅での

して「駅を使ってみませんか？」という呼びか

学、昼間は市民の移動手段として利用されて

花壇づくりなど取り組みやすいものから活動

けを行います。その成果として平成 15 年に

います。この石坂線を舞台として、鉄道会社と

を開始します。

は、膳所高校の美術展示「Z ギャラリー」
（膳所

NPO、そして市民の協働によるユニークな文

本町駅）、大津高校の軽音楽の駅前ライブの開

化のまちづくりが行われています。

催（京阪膳所駅）など、駅の「顔」づくりにつな

平成 13 年、
行政とまちづくりに関わる団体
064
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■ 京阪電気鉄道 株式会社 大津鉄道部 【業種】陸運業
【住所】滋賀県大津市錦織 2-7-16 【TEL】077-522-4521 【HP】http://www.keihan-o2.com/

■ 石坂線 21 駅の顔づくりグループ
【住所】滋賀県大津市際川 3-36-10 【TEL】080-2444-3359（福井）【HP】http://ishizaka21kao.web.fc2.com/
【代表】福井 美知子

がる動きが出てきました。
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1.2 北崎シーサイドエコ農園風景。約 600 坪の耕作放棄地を農
地として整備。西部ガスは資金面やイベント面での支援を実
施。JA 福岡市は農業の専門家として、福岡市は市民啓発コー
ディネートとして参加。循環生活研究所は西日本短期大学と
連携してこの農園の活動に参加している。
3 収穫された野菜は、活動に理解を示す飲食店などで販売され
ている。
4 ダンボールコンポスト（堆肥づくり）は、循環生活研究所の代
名詞とも言える活動。たいら事務局長や波多野理事長は全国
各地、近年ではアジアなど海外にも招聘されており、小さい
循環を伝え広げる活動を積極的に展開している。

1

福岡県福岡市／平成 22 年〜

北崎シーサイドエコ農園
西部ガス 株式会社 × 特定非営利活動法人 循環生活研究所

協働 POINT

• NPO の持つ強いミッションが共感を呼び、企業や行政などとの協働に結び付いたこと
• 企業、行政、専門家、教育機関、NPO がそれぞれの視点を活かし、環境配慮型の暮らしを提案していること

ハウの普及に取り組んでいます。
（たいら事務

だけではなく堆肥をガーデニングで使った

局長）」同団体の活動範囲は広く、例えば環境

り、地域ぐるみで仲間と一緒にできるのも特

平成 16 年に法人化した特定非営利活動法

系 NPO と連携した「ベッタ会」での動きや、行

徴です。楽しく学べる入門講座のほか、アドバ

人 循環生活研究所は、生活に身近な循環型ラ

政、企業との協働など、研究・啓発の域を超え

イザーを養成・認証するプログラムもあり、

イフスタイルの提唱、実践、啓発に取り組んで

た実践的なネットワークを形成しています。

家庭でできる環境活動のノウハウを広めてい
ます。

いる NPO です。団体の名称にもなっている
「循環生活」を「暮らしに必要なものを地域内

小さな循環を大切にしていく取組

を開催。農業体験に関するサポートも行って

援協議会」が、休耕地を復活させて、環境にや

います。

ポストがある暮らしの恩恵を地域単位に広げ

さしい農業 ( エコ農園 ) を推進するために開

たもので、人が歩いて行ける距離・範囲での

園した、市民参加型の農園です。

同団体が企画・運営する「子どもくるくる

企業、行政、専門家、学識、NPO という多様
な主体が集まった、未来のためのエコで安全

植付けや収穫などの農業体験や、収穫した

レストラン、商店、企業、NPO が知恵と技術を

野菜を使ったエコ料理教室を通じて、
「食の大

出し合い、誰もが笑顔で参加できる場をつく

切さやエコに対する市民の意識喚起」に取り

る試みとなっています。農産物からごみ・堆

組んでいます。

肥に至る「小さな循環」を実践。地元の資源循

「以前から協働して堆肥づくりを行ってい

環が安全な食につながるという考えが、野菜

た西日本短期大学と一緒に、この農園事業に

の美味しさとともに共感を生み、活動の意義

参画しています。エコ農園という趣旨なので、

を深めています。

関係者のあいだで共有できる事柄は多いと楽

そのほかにも同団体の活動は多岐にわた

観視していましたが、始めてみると思わぬ苦

り、地域や企業、行政、大学など多様な主体と

労の連続でしたね。
（たいら事務局長）」エコの

広く連携しながら、
「小さな循環」にいい暮ら

考え方について、参画する団体間において多

しを生み出しています。

くの相違があったそうですが、
「ズレが生まれ

な 農 業 や 食 づ く り。そ の 第 一 歩 は 確 実 に 始
まっています。

た時は、徹底的に議論する（たいら事務局長）」
未来の農園づくりに、
それぞれの知識を活かす

という前向きな姿勢も実って、相互理解も深
まっているそうです。

同団体が現在、企業や行政と取り組んでい

同法人では、ガーデニング実習のカリキュ

る事例が「北崎シーサイドエコ農園」( 福岡市

ラムとして、イベント参加者を対象にしたコ

西区 ) です。西部ガス株式会社・JA 福岡市・

ンポスト講座や、キッチンガーデン教室など

村」は、村の中で社会の仕組みを学べる、リサ

で循環させることで享受できる、楽しく安全

イクル体験イベントです。

で創造的な生活」と定義し、毎日の生活の中で

循環生活研究所の中心的な活動は、
「ダン

実践できる取組を提案しています。
「私たちの

ボールコンポスト」の普及活動です。これは自

子どもたちは、会場内の模擬スーパーやリ

活動では、生ごみや庭から出る有機物を、ごみ

宅で出た生ごみを、ダンボール箱と土壌改良

サイクル工場に就職し、働いて稼いだ給料を

として出さずに循環させる技術を伝えていま

材を使って堆肥にする方法で、各家庭で堆肥

買い物やゲームで消費するなど、楽しみなが

す。特に堆肥づくりは、家庭でも楽しく実践で

づくりが手軽にできます。ベランダのような

ら「人」
「モノ」
「お金」
「リサイクルの大切さ」を

きる身近な環境活動であると考え、そのノウ

狭いスペースで実践できるため、ごみの減量

学びます。イベントには１日 700 人を超える

066

福岡市の 3 者による「ふくおかエコ農業推進支

「小さな循環ファーム」は、ダンボールコン

食資源の循環を目指しています。住民、農家、

暮しのあり方を変える、環境にやさしい循環スタイル

生活に身近な循環が、安心と創造を生む

子どもたちの参加があります。

■ 西部ガス 株式会社 【業種】電気・ガス業
【住所】福岡県福岡市博多区千代 1-17-1 【TEL】092-633-2345（お客様センター）【HP】http://www.saibugas.co.jp/index.htm

■ 特定非営利活動法人 循環生活研究所

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県福岡市東区三苫 4 丁目 4-27 【TEL】092-405-5217 【HP】http://www.jun-namaken.com/index2.html
【代表】波多野 信子 【認証】平成 16 年 【会員】156 名（平成 23 年 3 月現在）

067

NEW COPRODUCTION

NEW COPRODUCTION

CASE

CASE

046

2

「文化」がよくなる

047

2

1 路面で本を販売する様子。歩行者の目を引き、
普段はあまり本を手に取らない人にも本の面

る”っ て か わ い そ う？」
「な ぜ“は た ら く”の

白さを伝える良い機会となった。

か？」子育てをしながら働くことへの「漠然と

2 世界中の絵本が集まった子ども向けのブー
ス。
色とりどりの本やインテリアが子どもたち
の読書への興味を喚起した。

「文化」がよくなる

1.2「仕 事 と 家 庭 の 両 立 と は？」
「“子 ど も を 預 け

した不安」
を抱える女性たちが、
ワークの中で、
「どうありたいのか？」というおもいを言葉に
して表現し、ともに分かち合う中で、さまざま
な気づきを得ていきます。

1

1

福岡県福岡市／平成 18 年〜

BOOKUOKA（ブックオカ）

全国／平成 19 年〜

NEC ワーキングマザーサロン

各種企業・店舗 × ブックオカ実行委員会

日本電気 株式会社 × 特定非営利活動法人 マドレボニータ

企業も市民も参加する、本を通したまちづくりのプラットフォーム

多様性に富んだ “人づくり” を NPO とともに担っていく

協働 POINT

協働 POINT

・「本」という媒体で繋がる、業種を超えたまちづくりのプラットフォームができたこと

・良き企業市民として、NPO とのパートナーシップで社会課題解決に取り組む姿勢をもつこと

・店の軒先を貸すということから始まる、小さな協働の形が継続していること

・見過ごされてきた課題に先駆性のある NPO と取り組むこと

大手の製パンメーカーが、絵本のキャラクター

され、また、競合する書店に勤めていて日頃は

母として、人として、

めていますが、不安や悩みはなくなりません。

営するのは、約 100 名のボランティア・スタッ

をモチーフにした菓子パンを製品として発売

接触がない書店員同士がこのイベントで交流

自分に向き合い仕事とも向き合う

そこで、参加者が自分自身の不安や悩みに向き

フです。サロンの進行役（15 名）はマドレボニー

し た り、市 内 の 大 学 と 共 催 で 作 家 の ト ー ク

することで、仕事へのモチベーションアップ

合い、どうありたいかを考え、言葉で分かち合

タの正会員から募集し、2 か月間の研修でプロ

福岡市のけやき通りに店を構える書店ブッ

ショーを開催したりと、さまざまなプログラム

につながるなど、この事業を通して「本」を取

日本電気株式会社（NEC）は、社会貢献活動

うプロセスを通じ、自らの課題に気付き解決す

グラムや進行の仕方、場作りなどを学びます。そ

クスキューブリックのオーナーと、同じく福

が実施されています。今では多くの企業や店舗

り巻く環境が活性化されています。毎年継続

に掲げる中期的テーマの一つ「多様性に富ん

ることを目指しています。会場で配布される、

れぞれの地元で、運営をともに行うサポーター

岡市を拠点とする出版社石風社の編集長、副

からコラボレーションの声がかかるようにな

することで、店先を提供したり、小口の広告を

だ人材の育成」の取組で、特定非営利活動法人

母となって働く上で必要な心構えや、体のケア

とチームを作り、サロンを運営します。

業で古本屋を営む本好きの３人の呼びかけで

るなど、協働を生み出すプラットフォーム的な

出してくれる協力的な店舗同士がつながるな

マドレボニータとの協働事業「NEC ワーキン

のノウハウ、職場復帰や再就職に成功した母親

NEC では、先駆性のある NPO とのパートナー

業種を超えて集まった「ブックオカ実行委員

役割も持つようになりました。

ど、地域コミュニティの形成にも一役かって

グマザーサロン」を平成 19 年から展開してい

たちのエピソードを盛り込んだ、日本初の復職

シップにより、公共サービスや市場では提供で

います。福岡のまちづくりムーブメントとし

ます。

支援テキスト「マドレ式・ワーキングマザーの

きない新たな社会課題の解決に積極的に取組ん

持ち寄りやすい「本」
、広がりやすい
「本の文化」がまちの話題作りに

会」。現在は書店員や編集者、ライター、デザイ
ナー、ラジオ局の社員などを加えた 15 名が中

軒先の提供、ほんの小さなアクションから

て、名古屋、仙台、各地にも飛び火し、今では、

心 と な っ て、平 成 18 年 か ら 毎 年 秋 に

芽生えた地域の協働力

全国にネットワークができたとのこと。本を

めて産後の女性の心と体のセルフケアに取り

キーワードにして、企業や店舗がつながるこ

組み、母となった女性が心身ともに健やかに人

と。その小さな種まきが、地域の協働力として

生を送れるようサポートしている団体です。

『BOOKUOKA』という本のお祭りを開催して
います。

若年層の活字離れや読書離れが叫ばれ、さ

少しずつ芽生え始めています。

マドレボニータは、平成 10 年から日本で初

教科書」は実践的な内容が参加者に好評です。

でいます。この協働事業は、同社の目指す「多様
性に富んだ人材育成」に合致した、さまざまな社
会問題を感知する人材の育成につながるもので

「産後のリアル」と産後ケアの拡充

あるとともに、乳幼児に関心が集中することで

「NEC ワーキングマザーサロン」は、
「母となっ

このサロンは「母となって働く」というテーマ

見過ごされがちな産後の心身の過酷さ (＝産後

方を読者と本当に分かち合えているのか…と

て働く」をテーマに、参加者同士が語り合う、少

に関心のある女性なら誰でも参加できます。平

のリアル ) を社会的に認知させ、産後ヘルスケア

いう、問題意識を抱えていた業界にも、じわじ

人数制のワークショップ。母となって働く・働

成 24 年度には 6 か月間、岩手から福岡まで全国

を拡充していく、という新たな社会課題を示し、

な発想からスタートしました。福岡市内の人気

わと波紋を投げかけているこの動き。さまざ

きたい女性を支える制度やサポートは整い始

115 か所で開催し、約 900 人が参加。サロンを運

その解決を図る先進的な取組と言えます。

カフェ十数店舗に声をかけ、絵本に出てくる料

まな業種の企業・店舗とのつながる企画によ

理を特別メニューとして提供してもらったり、

り、本に関心がなかった層への働きかけが促

このイベントは、東京の不忍通りで始まった

らに電子書籍が出現する中で、
「本」の楽しみ

本の青空フリーマーケット「一箱古本市」を、け
やき通りでも行ってみてはどうかという気軽

■ 日本電気 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都港区芝 5-7-1 【TEL】03-3454-1111 【HP】http://jpn.nec.com/

■ ブックオカ実行委員会

■ 特定非営利活動法人 マドレボニータ

保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科経 職消中条

【住所】福岡県福岡市中央区赤坂 2-1-12 ネオグランデ赤坂 1 階ブックスキューブリック内 【TEL】090-6425-6711 【HP】http://bookuoka.com

【住所】東京都杉並区高井戸西 2-12-23 グリーンヒルハイツ 301 【HP】http://www.madrebonita.com/

【代表】大井 実

【代表】吉岡 マコ 【認証】平成 20 年 【会員】正会員 173 名 賛助会員 165 名 法人会員 5 社（平成 25 年 1 月現在）
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1 地元の商品企画・開発に挑戦する
「神山旬感工
場プロジェクト」から生まれた、第１弾の特産

ぶ）開催風景。東京都千代田区日比谷公園中央

品「神山すだちサイダー」の試飲会。

噴水前の特設ステージで、気温 3 度の中、22 名

2 神山ラボ外観。徳島県の築約 70 年の古民家を
再利用した。

「文化」がよくなる

1 ヒビチュー（日比谷公園の中心で妻に愛を叫

の愛妻家が愛を叫んだ。
2 愛妻の日のための限定商品である花束
「トィン
クルハート」
。
チューリップの花言葉
「永遠の愛」
という意味を込めた。
期間限定でオンラインで
も販売。
（※現在は販売終了）

1

1

群馬県・東京都／平成 20 年〜

徳島県神山町／平成 22 年〜

「ヒビチュー（日比谷公園の中心で妻に愛を叫ぶ）」
計画

神山ラボ（オフィスイン神山）

株式会社 日比谷花壇 × 日本愛妻家協会

Sansan 株式会社 × 特定非営利活動法人 グリーンバレー

「せかいのかみやま」
と
「働き方に革命を」
が新しいまちづくり

全国
「○○チュー」
で地域も企業も
笑顔・愛があふれるコラボレーション
協働 POINT

協働 POINT

• 既成概念に囚われないもの同士の柔軟な考え方が結びついたこと

・誰もが参加でき、感動が感動を、そしてメディアも呼ぶキャッチーさを持つこと

• 両者の創造的な協働から、中山間地域への企業誘致が実現したこと

・まずは本気で楽しみ、キャンペーンを展開していく気軽さがあること

「暮らす」
と
「働く」
を大切にすること

を使用、
VPN回線で東京オフィスと全く同じ開

掲げています。

妻が恋しい「嬬恋村」から始まる全国への動き

駄洒落や語呂合わせも本気で考え商品化

社会を変えるにはまず楽しむこと

両者の出会いは、
Sansanの本社オフィス移転

発環境を実現。
東京本社自体が、
もともとクラウ

徳島県名西郡神山町に活動拠点を置く特定非

に際しデザインを依頼した建築家が、
グリーン

ドを活用し、
「いつでも、
どこでも自由に仕事が

愛妻家の聖地、群馬県の嬬恋村（つまごいむ

企業との協働事例も生まれています。協会が

肩に力を入れず、とにかく楽しむことが大

営利活動法人グリーンバレーは、
「日本の田舎を

バレーの古民家再生プロジェクトに関わってい

できるワークスタイル」
を採用していたため、
予

ら）から「妻という最も身近な赤の他人を大切

提案する「愛妻の日」1( アイ ) 月 31( サイ ) 日

事という、日本愛妻家協会事務局長の山名さ

ステキに変える！」をミッションに活動する

た偶然から。
そこから
「創造的過疎」
を提唱し
「せ

想以上に快適な業務環境となりました。

にする人が増えると、
世界はもう少し豊かで平

を記念し、全国に店舗展開する日比谷花壇（本

ん。
「地域の方が積極的に楽しむ、企業の方が

NPO法人です。
当初は
「アーティスト・イン・レ

かいのかみやま」
づくりを行う大南理事長と、
事

寺田社長は、
大南理事長に言われた
「ここで仕

和になるかもしれない」という理想を掲げて、

社：東京都港区）との協働により「男の帰宅花

楽しんでコラボする。
『うちでもやっていいで

ジデンス」
という、
アーティストが神山で暮らし

業を通じ
「働き方を革新する」
ことを目指す寺田

事をして、
成果を証明することが神山への貢献」

ユニークな活動を行っている日本愛妻家協会。

作戦」を毎年展開。この日は早く帰宅し、花束で

すか？』の声に、日本愛妻家協会はどうぞどう

ながら作品制作を行う場を提供していました

社長との創造的な試みが始まりました。

を実践し、
単身者だけでなく家族ごと滞在でき

春夏のキャベツの出荷量が日本一の嬬恋村と

感謝を伝えましょうというこのキャンペーン。

ぞと言う。イマジネーションを働かせる協働。

る環境も整えたいと考えています。
この面白い

手を取り、
平成 18 年から
「キャベツ畑の中心で

花束の購入者には、割引や「愛妻家宣言証」の交

まずは楽しみながらやってみる。その連鎖の

協働のカタチは、
単に、
通勤時間の短縮や自然の

愛を叫ぶ」活動を始めました。多くのメディア

付などのサービスを行っています。さらに「日

仕組みが、地域を元気にし、人々のライフスタ

恩恵で社員が気持ちよく集中して仕事ができる

に取り上げられたことから、このシンプルに

比谷公園の中心で妻に愛を叫ぶ『ヒビチュー』

イルを変え、日本愛妻家協会が目指す、世界平
和を作っていくのかもしれませんね。」

が、
田舎暮らしへの関心の高まりから、
団体HP
内の
「神山で暮らす」
というコンテンツの人気が

この神山で仕事ができることを証明する

上昇、
そこで、
「ワーク・イン・レジデンス＝神
Sansan神山ラボは、
神山町の古民家を改修し

だけでなく、
NPO側の質の高いコーディネート

「叫ぶ」だけのイベントを自分の地域でも開催

では、帰宅途中のサラリーマンが、永遠の愛と

Sansan株式会社は、
名刺管理クラウドサービ

たサテライトオフィスです。
10 ヶ月間、
約10名

力と、
企業の働き方に対する既成概念に囚われ

し た い と い う 人 々 が 現 れ、
「全 国 ど こ で も

いう花言葉を持つチューリップを片手に、日頃

ス
『リンクナレッジ』
『Eight』
の提供を通じ、
企業

によるトライアルを経て、
平成23年8月に運用

ない柔軟な姿勢が鍵になります。
社員が主体的

チュー連合」
として広がりを見せています。

なかなか口にできない妻への感謝や愛の言葉

の営業強化を推進し、ビジネスマンの新しい

を開始しました。
神山町には光回線が完全に整

に成果をあげるオフィス環境を地域のNPOと

を叫びます。
「愛妻の日に花束」として、平成 20

ワークスタイルを提案するITベンチャー。
同社

備されたインターネット環境があり、
ミーティ

共に生み出す。
さまざまな地域で展開が可能な

年より毎年開催されており、海外のメディアか

は
「顧客の働き方に革新を起こすこと」
を使命に

ングはSkypeのビデオ通話機能や社内Twitter

協働の事例ではないでしょうか。

らも注目されています。

山で働く」
へと活動を拡大していきました。

■ 株式会社 日比谷花壇 【業種】小売業

■ Sansan 株式会社 【業種】サービス業
【住所】東京都千代田区九段南 4-7-15 JPR 市ヶ谷ビル 6F 【TEL】03-6821-0033 【HP】http://www.sansan.com

■ 特定非営利活動法人 グリーンバレー

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】東京都港区南麻布 1-6-30 【TEL】03-5444-8715 【HP】http://www.hibiya.co.jp/

■ 日本愛妻家協会

【住所】徳島県名西郡神山町神領字中津 132 【TEL】088-676-1177 【HP】http://www.in-kamiyama.jp/

【住所】群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前 110

【代表】大南 信也 【認証】平成 18 年 【会員】60 名（平成 24 年現在）

【代表】山名 清隆
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嬬恋村役場観光商工課内 【TEL】0279-96-1515 【HP】http://www.aisaika.org/
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1.2 西日本電信電話 株式会社（NTT 西日本）はイン
ターネットや IT などを通じ、次世代を担う子ど
もたちの、健全で心豊かな成長を支援する事業
を行っています。
「絵本ミュージアム」もその大
切な事業のひとつです。
将来に夢や希望を描ける子どもを育てる社会
づくりへ。そのチャレンジは、子どもに関わる
多様なステークホルダーを巻き込みながら、
着
実に進んでいます。

「文化」がよくなる

1 街じゅうアート in 北九州 2012 開催風景。鈴木
康広「大きな空気の人」の散歩と名付けられた、
小倉での市民参加のアートパフォーマンス。
2 イベントでにぎわう会場。
同団体はほかにも展
覧会、
シンポジウム、
コンサート、
ワークショッ
プの開催など、さまざまな活動を行う。美術分
野に限らず、
文芸・マスコミ・経済界など各方
面で活躍するユニークな講師を招いての「創造
談議・北九州」
などを開催している。

1

1

福岡県／平成 19 年〜

おいでよ！絵本ミュージアム

福岡県北九州市／平成 20 年〜

街じゅうアート in 北九州

西日本電信電話 株式会社 × 特定非営利活動法人 子ども文化コミュニティ

地場企業各社 × 認定特定非営利活動法人 創を考える会・北九州

ソフト技術が作るファンタジーで、心豊かな子どもの育成を

街が一丸となって、文化を生み出す

協働 POINT

協働 POINT

・企業の先端技術を子ども向けコンテンツに載せてわかりやすく発信していること

・企業と市民、行政が連携して、地元文化とアートを支える仕組みとなっていること

・社員が子どもの反応に直接触れることで、モチベーションアップにつながっていること

・市民が鑑賞だけでなく作品制作、作家との交流も楽しめるイベントであること

毎年多くの親子が訪れる
「おいでよ！絵本ミュージアム」

の社会貢献活動の一環として、最先端の IT 技

目的に、先端のデジタル技術を体験できます。

術を活かして参加しています。

例えば、NTT コミュニケーション科学基礎研
究所が開発したビジュアルプログラミングソ

平成 15 年に設立された特定非営利活動法
人子ども文化コミュニティは、子どもの文化・

組む団体です。

リーをしながら作品群を楽しむという、アー

で公開されました。
市民にとっては自分たちのまちで生産され

ト作品の魅力をみんなでシェアする（分かち

平成 16 年に北九州の市民・企業・行政が

る製品がアートに生まれ変わる場、美術家に

合う）趣向が特徴です。北九州の老舗百貨店で

企業の先端技術に触れる体験が、

フト「ビスケット」を使ったワークショップで

一体となり、
「アート」と「技術」に共通するも

とっては魅力的な作品の制作の場として、北

ある井筒屋をはじめ、多くの企業・店舗も自

子どもの豊かな心を育む

は、パソコン画面上で、絵を書き、動かしたり

のづくり文化の振興を目指して設立した認定

九州らしさを活かしながらアートと街を結び

社の敷地や店先を提供して、街をあげたイベ

しながら、簡単に動く絵本を作ることができ

特定非営利活動法人 創を考える会・北九州。

つける取り組みになりました。

ントを支援。NPO の活動に多くの市民や企業

るなど、最先端の IT 技術を楽しみながら、想像

同団体が手がける街ぐるみの芸術イベント

力・創造力を育むことができます。

が、
「街じゅうアート in 北九州」です。

芸術活動への参加促進、社会参画の機会拡大
を通じて、豊かなコミュニティづくりに取り

文化と芸術をテーマに、まちが変わる

「おいでよ！絵本ミュージアム」は、①絵本
や物語の世界を楽しく体感できる展示や空間

平成 22 年には、同団体はアート系の NPO
では全国で初めての認定 NPO 法人となって

構成 ②体験型イベント（ワークショップや人

この事業では、企業が自社の先端技術をコ

このイベントは「工業都市」や「環境都市」の

形劇等）③NTT グループが提供する子ども向

ンテンツとして提供することで、イベント全

イメージが強い北九州市に、文化的・芸術的

が、平成 19 年度から、毎年夏休み期間中に開

けデジタルコンテンツの展示を一体化した、

体の魅力が増し、集客増や認知度アップにつ

な側面を根付かせることを目的として、平成

催している「おいでよ！絵本ミュージアム」。

新しい形のミュージアム。五感と身体全体を

ながっています。NPO にとっては、子どもの

16 年より開催されています。最初の数年は市

福岡アジア美術館と西日本新聞社と TNC テ

使ってファンタジーの世界を楽しめることが

文化芸術活動への参加促進というミッション

内の個人、企業が所蔵している美術作品を公

平成 24 年度の街じゅうアート北九州は、よ

レビ西日本と子ども文化コミュニティが主催

特徴です。

に沿うものであり、企業にとっては、CSR 活動

共のスペース各所に展示する形で開催。平成

り多くの市民が参加することを目指し「ART

としてだけではなく、技術力のアピールや社

19 年からは工業地帯である北九州ならではの

FOR SHARE」というテーマで開催されまし

企画として、地元企業が提供する工業製品や

た。小倉城に大きなリボンが登場するなど、小

工業技術を用いて、美術家が作品を制作する、

倉都心部の 36 カ所に、国内外のアーティスト

「ものづくり・ものアート」と題して開催され、

との共同作業で作品を配置。市民が作品制作

このうち NTT グループの特設コーナーは、

NPO 団体などの協力により運営されていま

絵本ミュージアムを見て感じたことを表現し

員の社会貢献意識の向上を図ることができる

す。NTT 西日本はこのイベントに、子ども向け

たり、深い理解や新たな発見に繋がることを

好事例だと言えます。

作品はリバーウォーク北九州など複数の会場

文化を生み出しています。
アートを通じて多様な主体が地域を盛り上

年間を通してさまざまな取組を実施してい
ますが、中でも多くの親子で賑わっているの

で、児童書出版の各社、行政機関、大学、他の

が関わることで、街が一丸となりにぎわいや

います。

げる動きとして、また北九州という地域の魅
より多くの市民が参加できるイベントへ

力を掘り起こし、新しい価値と人々の賑わい
を生む取組として参考になります。

のワークショップに参加したり、スタンプラ

■ 西日本電信電話 株式会社 【業種】情報・通信業
【住所】大阪府大阪市中央区馬場町 3-15 【TEL】0120-019-000 【HP】http://www.ntt-west.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 子ども文化コミュニティ

保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

■ 認定特定非営利活動法人 創を考える会・北九州

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県福岡市南区塩原 3-22-1 徳永ビル 201 号 【TEL】092-552-1540 【HP】http://www.kodomo-abc.org/

【住所】福岡県北九州市小倉北区下到津 1-2-1 【TEL】093-562-9300 【HP】http://www.sohkai.or.jp 【代表】岡野 正敏

【代表】髙宮 由美子 【認証】平成 15 年 【会員】660 名

【認証】平成 16 年（認定：平成 22 年）【会員】319名（特別法人会員26団体、法人会員45団体、特別正会員13名、正会員111名、賛助会員 124名、平成 23 年現在）
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秋田県大館市／平成 19 年〜
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地元企業各社 × 特定非営利活動法人 アート NPO ゼロダテ
Photographer : Monika Rittershaus

「新しいまち」
を創造する

E

CASE

ゼロダテ（0/DATE）

「文化」がよくなる

V

2

「文化」がよくなる

1 振 付 に は 毎 年 世 界 的 な 振 付 家 が 参 加 す る。
2011 年のラモーの音楽への振付は、長年ピ
ナ・バウシュのアシスタントを務めたヴィヴィ

協働 POINT

エン・ニューポートが担当。
2 2012 年のカルメンではドイツダンス界を代

・市民や企業を取り込んだ芸術活動が、地域活性化の核となっていること

表するサシャ・ヴァルツが振付を担当した。

ゼ ロ ダ テ と は、秋 田 県 大 館 市「ODATE」を

がり、故郷を想う気持ちを市民と共有してい

ティブな情報を発信することで、秋田県出身者

「0-DATE」つまり DATE（日付）を（ゼロ）にリ

ます。
「駅前美術展」の開催や「映画祭」を通し

や芸術関係者に留まらない、新しい時代に対す

セットし、
「新しい大館」を創造する文化芸術

た中心市街地の活性化、市内循環バス「ハチ公

るネットワーク構築を図っています。秋田に関

活動です。アート作品を表現する場や発表の

号」のデザインリニューアルなど、その取組は

わる多くの参加団体・企業が連携し、秋田出身

機会を作家に提供することで、アートがあふ

多岐に及びます。

者の生活や経済を刺激。都市と地方の２拠点の

れる街を形成し、市民が新しい街を、また新し

さらに、秋田の魅力を再発掘し、地域力・文

い何かを始める勇気やきっかけを創造してい

化力を高めるために、
「ゼロダテ アートセン

ます。平成 19 年、当初は大館市からスタート

ター東京」を設立。様々なジャンルの企業・団

しましたが、活動の範囲は秋田県全域へと広

体・個人とスペースを共有し、秋田のクリエイ

1 Photographer : Monika Rittershaus

Education Programme of Berliner Philharmoniker（ベルリン・フィルの教育プログラム）

情報往来がより活発になっています。

Deutsche Bank×Berliner Philharmoniker（ドイツ銀行 × ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団）

音楽家たちが、社会と関係を構築していく
保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

■ 特定非営利活動法人 アート NPO ゼロダテ

【住所】秋田県大館市字大町 9 【TEL】050-3332-3819 【HP】http://www.zero-date.org/

協働 POINT

【代表】中村 政人 【認証】平成 24 年 【会員】60 名（平成 24 年現在）

・ダンスプロジェクトなど、若者が自分を磨く機会を提供していること
・芸術家が社会性を持つためのプログラムでもあること
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東京都／平成 16 年〜

体験型科学教育の普及支援（リアルサイエンス探検隊）
ダンサーは学校の生徒たち

株式会社 東芝 ×NPO 法人 体験型科学教育研究所

「文化」がよくなる

子どもたちの「考える力」を引き出す教育プログラム
協働 POINT

・「理科離れ」という問題に、最先端技術を持つ企業と NPO が取り組んでいること
株式会社東芝は、社会貢献活動の一環として、青

科学教育の普及を目的に活動する特定非営利活動

少年への科学技術教育の推進に力を注いでおり、

法人 体験型科学教育研究所
（リアルサイエンス）
。
数

その中で「体験型科学教育」の普及に積極的に取り

学者の秋山仁氏が理事長を務める団体です。

及・推進に取り組んでいます。
科学を楽しむ心や学習意欲は、
驚きと感動に満ち
た「体験」から生まれます。この体験は子どもたちに

数ヶ月にわたるワークショップを通じてダン

銀行は”social capital”（社会関係資本）の構築

スを作り上げていきます。プロジェクトには

を CSR 活動の目標とし、また量的な成果もさ

世界的に有名なオーケストラ、ベルリン・

毎回、数百名の子どもたちが参加し、年齢層も

ることながら、質的な成果を重視するとしてい

フ ィ ル ハ ー モ ニ ー 管 弦 楽 団（正 式 名 称 は

幅広く、また国籍も多種多様です。日本でも大

ます。そんなドイツ銀行にとって、地域の子ど

Berliner Philharmoniker）が、ドイツ銀行と

きな反響を呼んだドキュメンタリー映画

もたちと一緒にダンスを作り上げる等、多様な

共に 2002 年から取り組んでいる教育プログ

“Rhytm is IT!”（邦題「ベルリン・フィルと子

教育プロジェクトを通じて、音楽家が社会の

ラムです。子ども向けのコンサートや多文化

供たち」
）はその第 1 回目にあたり、今年で 10

様々な領域と関係を作り上げていくこのプロ

交流、クラシック音楽を素材とした若者向け

周年を迎えます。ベルリン・フィルの首席指

グラムは、重要な CSR 活動となっているので

の Remix コンテスト、更には教育者向けのセ

揮者サー・サイモン・ラトルの主導で立ち上

す。世界的なオーケストラと銀行が協働する教

ミナー等、プログラムの内容は実に多岐にわ

げられ、企画やオーガナイズはベルリン・フィ

育プログラムが、高尚な芸術を一方的に啓蒙す

たりますが、中でも最も有名なのが、ベルリン

ルが担当、ドイツ銀行が財政面のサポートを

るスタンスではなく、地域の中で音楽家にでき

の学校に通う児童・生徒が参加するダンスプ

しています。

ることを模索・実践するプログラムとして構
想され、結果として人々が音楽に関わるきっか

ロジェクトです。

組んでいます。近年、日本の子どもたちの「理科離

両者は協働して、教員や教育関係者を対象とした

「見て、
触って、
試して、
考えて、
やってみる」
ための生

具体的には、ベルリンの学校の中でも特に

れ」や「学習意欲の減退」が問題視されており、その

体験型理科教育の指導講習会や小学校と協働した

きた情報を与えてくれます。
創造力や行動力につな

退学者の多い学校を対象とし、
「責任感がある

対策として注目を集めているのがアメリカで 20

実践的カリキュラムの開発、
東芝グループ社員がボ

がる体験をすることで「理科」が楽しくなる。それは

こと」を条件に生徒の中からダンサーを選抜、

この教育プログラムは、ドイツ銀行の CSR

年以上の歴史を持つ「体験型科学教育」です。

ランティアで講師を務める子ども向けワーク

子どもたち、
そして彼らが将来支える科学の分野の

ベルリン・フィルと共演する公演に向けて、

活動のコンセプトを反映してもいます。ドイツ

ショップなどを全国で展開し、
体験型理科教育の普

可能性が大きく広がる取組だと言えます。

同社とともに取組を進めるのは、
日本での体験型

【住所】東京都港区芝浦 1-1-1 【TEL】03-3457-2377（CSR 推進室社会貢献担当）【HP】http://www.toshiba.co.jp/index̲j3.htm
保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

■ NPO 法人 体験型科学教育研究所

プラウド成城 302 号 【TEL】03-3482-8020 【HP】http://www.taikenkagaku.org/

【代表】秋山 仁 【認証】平成 16 年 【会員】200 名
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けが多様なかたちで生み出されている。そこ
に、これからの「文化をすすめる」上での大きな
ヒントがあるように思います。

■ Deutsche Bank（ドイツ銀行）

■ 株式会社 東芝 【業種】電気機器

【住所】東京都世田谷区祖師谷 3-17-22

地域の中でできることを実践する協働

【HP】https://www.deutsche-bank.de/index.htm

■ Berliner Philharmoniker（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団）
【HP】http://www.berliner-philharmoniker.de/
【参考ページ】http://www.berliner-philharmoniker.de/education/
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INTERVIEW #2

岸田眞代
特定非営利活動法人 パートナーシッ
プ・サポートセンター（PSC）代表理事。

立場を理解し、
対話を重ね、
相互のwin×winへ

フリー記者などを経て、企業や自治体
の研修講師を務める。平成 5 年に NPO
と 出 会 い、平 成 10 年 に 同 セ ン タ ー 設
立。平成 14 年「パートナーシップ大賞」
創設。行政各種委員歴任。日本 NPO 学
会理事等歴任。編著書『NPO から見た
CSR- 協働へのチャレンジ』など多数。

「人 権」が よ く な る
NEW COPRODUCTION

より良い社会のための

性を社会にアピールし、両者の協働を推

地域から何を望まれているのか、

パートナーシップを築く

進することが目的です。毎回、事業を全

それが鍵

国から募り、社会に多様なインパクトを
私が平成 5 年に NPO という存在を知

与えた特色ある事業を顕彰しています。

これからの 10 年がどうなるのか。近

り、アメリカの NPO を視察して大きな

最初のパートナーシップ大賞となっ

年のパートナーシップ大賞の事例を見

感銘を受けてから、早くも 20 年近い時

た札幌の車いす事業（※本誌でも P078

てもわかるように、急速に中小企業の取

間が経過しようとしています。平成 7 年

にて掲載）に出会った時、私は協働の持

組が増えてきています。しかし圧倒的多

の阪神淡路大震災をきっかけにボラン

つ素晴らしさに大きな感動を覚えまし

数の中小企業はまだまだこれからです。

ティア活動の重要性が認識され、平成

た。このような感動できる事業があるか

今後はこのような規模の協働が増える

10 年には特定非営利活動促進法（NPO

らこそ、私たちは活動を続けることがで

こと、そして地域から何を望まれている

法）が整備されるなどの流れの中で、私

きているのだと思います。CSR の高ま

のかを知ることが、何よりも自社にとっ

たちは特定非営利活動法人 パートナー

り、市民活動の多様化などもあり、回を

ても有効ではないかと思います。

シップ・サポートセンター（PSC）を設

重ねるごとに質の高い協働事業が創出

もちろんそのためには、NPO 側も企

立しました。女性と男性、日本と外国、そ

されており、大賞の存在意義はますます

業をよく知り、提言、実行力を持つこと

して企業と NPO。それぞれが対等な関

重要なものとなっています。

で、企業と対等な立場となることが不可

CASE
054-065

係でいてこそ「パートナーシップ」であ

欠です。そしてその上で、お互いの立場

近年では東日本大震災が、NPO・ボランティア

り、社会のあらゆる場所でも一人ひとり

を理解するために粘り強く話し合い続

の重要性を再認識させてくれましたが、NPO・

がそれぞれ持てる力を存分に発揮して

両者の対等な関係が、

け、相互の win win、さらには地域や社

ボランティアが活動する本来の理由として「支援

いくためにも、
「パートナーシップ」の

大きな効果を生む

会を含めた win win win となるもの

が必要だから」という動機は重要です。困ってい

ミッションを高く掲げ、企業も NPO も

を導き出すことができれば、私たちの将

る人、救いの手を求めている人を、いかに救うべ

行政も、ともに力を合わせてより良い社

企業と NPO の協働の約 10 年を振り

会を築いていきたい。その理念のもとで

返ると、大企業はかなり動きが活発化し

きか。

設立当時から活動を続けてきました。

た観がありますが、企業単体で見ると大

この分野では NPO は直接の人的支援のほか、支

企業は会社全体でなく、例えば CSR の

援のスキームづくりやコーディネイト、基金の運

ある部署のみが動いているという例も

営などの役割を担うことが多く、広報のノウハウ

感動があったからこそ、

少なくありません。中小企業に関しては

継続した大賞の 10 年間

CSR はまだ始まったばかりという印象

来は拓けるのではないかと思います。

や資金力、雇用の場などを持つ企業は、事業の強
力なパートナーとなります。
「できること」の範囲

です。
しかしまだまだ企業は「施す」、貰う側

に応じて、さまざまな支援の方法があります。
「何

パートナーシップを推進させること、そ

の NPO には「頂く」という感覚が強く、

かしたい」という思いから一歩を踏み出した好事

して新しい市民社会、新しい公共の実現

両者が対等な関係のバランスを保つの

例が、この章では並んでいます。

に寄与することを目指し、平成 14 年に

はそう簡単ではありません。現在では随

「パートナーシップ大賞」を創設しまし

分解消されたように感じますが、両者で

た。全国の優れた事例を選出し表彰する

行っている事業自体が本当に協働と呼

ことにより、営利と非営利という本来相

べるものなのか、従来の支援のみという

容れないと考えられていた NPO と企業

形や、単に委託という状態になっていな

の協働が可能であることを示し、その具

いか、そこは今後も常に検証し考え続け

体例によって「協働」の意味や価値、重要

るべき課題だと思います。

PSC は 地 域 に お け る NPO と 企 業 の

076

特定非営利活動法人
パートナーシップ・サポートセンター（PSC）
HP : http://www.psc.or.jp/index.html
※「パートナーシップ大賞」の秀逸なケースを掲載した最
新書籍「NPO 企業 協働のススメ」が発売中です。
発行：サンライズ出版 価格：1,470 円 書店のほか、団
体 HP からも申込購入が可能です。
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3
1 現地での車いすの授与風景。タイやバングラデシュ、スリラ
ンカ、ベトナム、ブラジル、カメルーン、キルギスタンなど
75 ヵ国。
台数は 2,139 台に及ぶ。
（平成 24 年 4 月現在）
2 平成 23 年 8 月、2,000 台目の車いすをベトナム中部のフエ
へ運んだ際の風景。新千歳空港発の海外研修ツアーに参加す
る高校生たちによって、希望者の元に運ばれた。
3 整備風景。整備には技術を持ったボランティアのほか、企業
社員や高校生なども参加している。NPO では資金集めのた
めのリングプルの回収も積極的に行っている。
4 札幌通運が NPO に提供している、現在の車いすの整備場。
子ども用のものも含めて数百台が保管されている。車いすは
毎週定期的にボランティアによって整備されている。

1

北海道札幌市／平成 10 年〜

車いす集配・はこび愛ネット
札幌通運 株式会社 × 認定特定非営利活動法人「飛んでけ！車いす」の会

企業ノウハウとNPOのアイデアで運んだ、
2,000台の車いす

2

小さな形でも良いので何か恩返しができれば

から、一時期ほど全面的にご協力できていな

長く協働しているからこそ、さまざまな経

といつも考えています。若い社員さんたちか

いというのも実情です。そのような中でも保

験があり、また課題もあります。厳しい環境の

ら『応援しています』
『頑張ってください』と言

管場所の提供や集荷のお手伝いは継続したい

中でも、
両者が互いに尊敬し合いながら活動の

葉をもらったときは、本当に嬉しかったです

と考えています。新しいことはなかなかでき

将来を考える誠実な関係性が、
効果的な事業を

ね。いまでは、たくさんの修理ボランティアや

ませんが、無理をしない、現状でできることを

継続させている要因ではないかと感じました。

旅行者の方々、企業にも支援の輪が広がり、

協働でやっていきたいです。
」

70 ヵ国以上に車いすを届けることができま
した。現地からの感謝の声も、とても力になり
ます。
」

協働 POINT

・企業側が持っている資産（場所）やノウハウを NPO に提供し、効果を上げていること
・「できることをやる」という姿勢のもと、支援の連携が長期にわたって続いていること

無理をしないで、
できることをやっていく
順風満帆に見える両者の活動ですが、価格
競争激化や燃料費高騰などにより運送業界の
市場環境は厳しさを増しており、そのなかで

知り合いだった同社の社員を会合に招待し、

人化、平成 22 年に認定 NPO を取得した団体

取組自体も変化せざるを得なかったといいま

集荷した車いすの保管スペースを確保できな

であり、日本国内で不要になった車いすを修

す。同社の総務担当である小木曽副部長に伺

いかと相談をします。その相談を契機に、有志

理し、発展途上国の障がい者に向けて送る活

いました。
「この事業に参画することで、企業

昭和 25 年の創業以来、北海道内でも屈指の規

社員が保管スペースの提供のほか、車いすの

動を行っています。車いすを海外に送る際、そ

のイメージアップにはとても良かったのでは

模を誇る運送会社として知られています。現

集荷、整備、運搬までをボランティアで手伝う

の国へ向かう旅行者にお願いし、手荷物とし

ないか、広告とは違う、お客様の心に浸透する

小さなつながりから、全社的な支援へ
札幌市に拠点を置く札幌通運株式会社は、

在では、北海道・東北・関東・関西の全国規

ようになります。この地道な活動がやがて同

て直接届けてもらうというユニークな手法で

ような効果があったのではないかと思いま

模で物量サービスを展開する株式会社ロジ

社のトップの知るところとなり、一時期は新

注目され、平成 23 年には 2,000 台目の車いす

す。しかし一方では、近年の経営環境の厳しさ

ネットジャパンのグループ企業として、系列

千歳空港までの運搬・旅行者への手渡しや、

を送り届けています。同会の佐々木事務局長

会社も含めて 2,466 名 ( 平成 24 年 3 月現在 )

NPO の事務所用に自社スペースを提供する

は語ってくれました。
「札幌通運さんのスペー

の社員が関連事業に従事しています。

など、全社的な支援へと変わっていきました。

スの提供、車いすの集荷や運搬の助けがなけ
れば、私たちの活動はここまで来られなかっ

同社が特定非営利活動法人「飛んでけ！車
いす」の会と協働を始めるきっかけは、
平成 10

車いすを、本当に必要な人々へ送る試み

いることに感謝でいっぱいですし、例えば私

年にさかのぼります。当時、同会は活動を始め
たばかりでしたが、そのメンバーが、たまたま
078

たと考えています。長年支援していただいて

「飛んでけ！車いす」の会は平成 12 年に法

4

■ 札幌通運 株式会社 【業種】倉庫・運輸関係業
【住所】北海道札幌市中央区大通西 8-2-6

LNJ 札幌大通公園ビル 【TEL】011-251-4111 【HP】http://www.sattsu.co.jp/

■ 認定特定非営利活動法人「飛んでけ！車いす」の会

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】北海道札幌市中央区南 8 条西 2 丁目 市民活動プラザ星園 407 号 【TEL】011-206-7775 【HP】http://tondeke.org/
【代表】柳生 一自 【認証】平成 12 年（認定：平成 22 年）【会員】344 名（平成 24 年３月現在）

たちの広報誌に広告を載せるなど、どんなに
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1 炊き出しの風景。通常は月 2 回、12 月〜2 月の越冬期は毎週
行われている。単なる食事の提供だけではなく、会話や気持
ちを交わすことが支援の一歩につながる。
2 街頭募金風景。イベント会場などでも、生活再生支援へのカ
ンパを集めている。
3 サンキュードラッグ各店舗に設置している支援募金箱。
活動
の内容を紹介したパンフ、
抱撲館北九州の設立のためのチラ
シなども配布している。
4.5 東日本大震災の現場で傾聴（けいちょう）活動を行う奥田理
事長。阪神大震災でのボランティア経験もある奥田理事長
は、
現在も被災地の支援に精力的に取り組んでいる。

1

福岡県北九州市／平成 12 年〜

ホームレス支援事業
株式会社 サンキュードラッグなど複数企業 × 認定特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構

ひとりでも多く、一日でも早く、路上からの脱出を

フレットと募金箱を設置し、情報発信やボラ

難な状況にあると言います。
「企業には就労に

企業内で研修を行い、清掃作業から営業、お客

ンティアへの参加、寄附の呼びかけなどを実

向けたチャンスを与えてほしいのです。研修

様対応までを現場で体験してもらっていま

施しています。同社は集まった募金と同じ額

で構わないので、まずは働くところを見てほ

す。その経験を通して就労への自信を取り戻

を上乗せして団体に寄附しており、その金額

しい。その際、雇用する側と本人だけに任せる

し、別の会社への就職に結び付いたケースも

は総額で約 748 万円に達しています（平成 25

の で は な く、ケ ー ス ワ ー カ ー や 自 立 生 活 サ

あると事務局長は話してくれました。困窮す

年 2 月現在）。また冠婚葬祭業の株式会社サン

ポートセンターの相談員やアドバイザーがサ

る人々を助けるというミッションを持ち続

レーは、ホームレスの方々の無償での葬祭の

ポートをしながら、継続的な就労につながる

け、自立や就労など深刻な問題に真正面から

提供を申し出るなど、
「ひとりでは死なせな

よう手助けをする試みを、試行錯誤中ですが

取り組む NPO。その熱意や実行力に対する共

い」という団体の姿勢に寄り添う支援を行っ

始めています。
（森松事務局長）」

感が、企業の本格的な協働事業への参加につ

ています。

協働 POINT

・困窮する人々を救いたいという目的の共有から、多様な支援や協働が生まれていること
・企業と NPO の協働によるホームレスの就労支援のための新たな手法であること

自立支援の分野では、
社会福祉法人グリーン

例えば株式会社サンレーでは、インターン

ながっている事例ではないかと思います。

シップとして、自立を目指す方を受け入れて

コープとの協働が進んでいます。平成 20 年の
リーマンショック不況を機に、平成 22 年に生
活困窮者を救済する自立支援施設「抱樸館福
岡」
を設立。
同施設は原則 6 か月の入居で、
自立

だと考え、平成 12 年にホームレス支援機構と

人間関係が失われた孤立無援の状態（ホーム

支援プログラムや本格的な住居探しなど、
就労

して法人化。企業や行政、自治会、市民など多

レス）にいる限り、本当の社会復帰にはつなが

のためのサポートを協働で実施しています。

福岡県北九州市を拠点に活動する認定特定

様な主体が参加する「北九州市におけるホー

らない」という理念のもとに、ホームレスを生

非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構

ムレス問題を解決するための市民協議会」の

まない社会への提案や働きかけを積極的に行

は、ホームレス（路上生活者など）の命と人権

設立や、北九州市からの受託による「自立生活

い、企業や行政、市民などから幅広い共感を得

を守り、自立を支援するとともに、ホームレス

サポートセンター事業」など、さまざまな取組

ています。

ホームレスを生まない社会を目指す

を生み出さない社会をつくることを目指して
活動しています。
同団体は昭和 63 年、
「北九州越冬闘争委員

募金から運営まで。広がる支援の動き

した。しかし、自立支援の取組の中で最も大き
5

な課題である就労については、依然として困

ではなくホームの回復」という団体の活動理
同団体と企業の協働事業は平成 18 年、株式

会」という名前で発足。当初は、路上生活者を

念。路上生活者には「ハウスレス」と呼ばれる、

対象とした定期的な炊き出しなどによる支援

物理的条件で自立できない人々と、
「ホームレ

会社サンキュードラッグとの事例から本格的

を行っていました。しかし、本格的かつ総合的

ス」という家族や友人などの人間関係を喪失

に始まります。北九州市内を中心に約 70 店舗

に自立支援を行っていくためには、企業や行

し、自立ができなくなっている状態の人々が

を展開している同社は、販売期限が近づいた

政、市民とも幅広く連携していくことが必要

います。
「どんなに物理的な支援を行っても、

医薬品を原価で提供するほか、店舗内にパン

080

さまざまな活動が実を結び、同団体が関わ
ることで自立できた方々は 1,500 人を超えま

を展開しています。
その幅広い活動を支えているのが「ハウス

企業の協力で、就労機会の創出へ

■ 認定特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県北九州市八幡東区荒生田 2-1-32 【TEL】093-653-0779 【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~ettou/npo/top.htm
【代表】奥田 知志 【認証】平成 12 年（認定：平成 16 年）【会員】123 名（平成 22 年 12 月現在）
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1.2 海外での支援活動には、秋元社長も自ら参加。現地の声を聞
いて、
次の活動のヒントにしている。
3 救缶鳥のケースは、全 15 個入。支援先の子どもたちが食器と
して使用していることを聞き、大きめの缶に変更した。
4 秋山社長と東日本大震災の被災地の子どもたち。
被災地にも
多くの物資を提供した。

1

栃木県那須塩原市／平成 23 年〜

救缶鳥プロジェクト
株式会社 パン・アキモト × 特定非営利活動法人 災害支援機構 We Can

思いを託され導かれた、
「NPO」という社会貢献の発想
協働 POINT

・企業によって生み出された技術やノウハウを NPO が継承し育てていること

るアイデア
「救缶鳥プロジェクト」
です。
これは、

ました。
備蓄していた被災地以外の企業からも、
東

人々からの多くの
「思い」
が集まりました。
また

３年の賞味期限を持つ缶詰を、
賞味期限が切れ

北支援用にと放出してくれるケースもありまし

同時に、
その思いを受け止めきれない営利企業

る1年前に、
購入者から下取り回収するもの。
海

た。
「自社でできる無償提供という形で実施してい

としてのジレンマや限界も実感させられまし

外への輸送費は同社が負担。
飢餓に苦しむ人々

ましたので、
事業としての収支を考えると非常に

た。
そこから新たな展開へと結び付いたのがそ

の食糧として役立てるという保存食のリユース

厳しいものでした。
ですが、
それを知った仲間たち

の思いを結集するNPO法人の設立です。
「従来

システムです。
下取り回収に1年もの期間を確保

が、
TwitterやFacebookで積極的に応援を呼びか

の支援物資の非効率な仕組みを根本的に変えた

するのは、
支援先のほとんどが内戦や紛争・災

けてくれ、
テレビを見たという全国各地の面識の

くて、
『NPO法人災害支援機構 We Can』
を立ち

害が原因で治安が悪く、
届けるのに時間がかか

ない方からも、
かなりの額の義援金が送られてき

上げました。
寄附を募って災害用の物資を購入

るため。
顧客には、
輸送した国・地域や個数を明

ました。
当時、
義援金を送っても被災者の手元にな

し、
運送業の仲間のネットワークを活かして、
全

記した報告書や写真を提示したり、
再注文すれ

かなか届かないことが社会問題になっていまし

国の倉庫に蓄えます。
災害時には被災地に直送

ば値引き価格での購入ができたりという特典も

たが、
うちにお金を送れば、
パンにして被災地に確

し、
わざわざ一から集めなければならない、
コス

あります。

実に届けてくれると思った方も多かったようで

トやリスクを省く
「たくわえる支援物資」
の新た

す。

な仕組みです。
そこでは、
パンの缶詰だけではな

・双方の特色を活かし、補い合った事業運営体制であること
東日本大震災の経験

「パンの缶詰」
という発明

…』
ということが、
新たな目標になりました。
」

保存食リユースで社会貢献

にパン種を入れて発酵させ、
オーブンで焼くこ

水なども含め、
品揃えを順次拡大していく予定

に、
このプロジェクトが示している意義への、
企

です。
」

災害用非常食である
「パンの缶詰」
は、
災害が

大震災です。
3月11日の震災直後には、
自社に

が広がっていきました。

が、
世界を舞台に新しい形の社会貢献を広めて

とで殺菌もできるという、
独自の長期保存製法

起きなければ非常食としての役割を果たさない

います。
株式会社パン・アキモトの秋元義彦社

を編み出し、
日本、
米国、
中国、
台湾で特許を取得

まま賞味期限が過ぎて処分されてしまう運命に

隊や現地のNGOの情報協力を得ながら、
毎週の

長に、
活動の経緯やNPOとの出会いについて、

しました。
賞味期限の3年間はしっとり柔らかく

あります。
「私たちはゴミを作っているのか？」

ように秋元氏自身も車を運転して被災地に赴き、

お話を伺いました。
「きっかけは、
平成7年の阪

おいしさも変わらない。
これまでの保存食の概

秋元氏は、
非常食の宿命である廃棄の問題に直

食パンやパンの缶詰を一軒一軒に配布して回り

神・淡路大震災です。
クリスチャンだった父の

念を覆す保存食として、
発売当初の売り上げは

面し、
思案に暮れていました。
そんな折、
インド

『パン屋としてできることを』
との声で、
約2千個

低調でしたが、
現在では自治体や企業、
学校に非

ネシアのスマトラ島沖で大地震が発生。
食糧不

のパンをトラックに積んで神戸に駆けつけたん

常食用として納めるまでに事業を拡大していま

足に苦しむ被災地スリランカの日本語学校関係

です。
しかし、
実際に食べてもらえたのはほんの

す。
また、
飢餓や災害に苦しむアフリカやハイチ

者から、
「新品でなくて構わないからパンの缶詰

一部。
日が経ち傷んでしまった多くのパンが、
廃

など、
14の国や地域にも支援物資として累計20

を送ってほしい」
という要望を受けます。
その経

棄処分になるという悔しい経験をしました。
『日

万缶以上を届けています。

験から生まれたのが、
納入したパンの缶詰を賞

082

個数を決められるようになり、
またそれとは別
業や団体からの理解も定着して、
支援活動の幅

あった在庫15,000缶の無償支援投入を決意。
自衛

持ちして、
なおかつ、
おいしいパンを作りたい

く、
仲間の会社で扱っている布団や毛布・保存

スマトラ島沖地震から７年後に発生した東日本

試行錯誤の末、
完成したのが
「パンの缶詰」
。
缶
栃木県北部、
那須塩原市にある一軒のパン屋

このプロジェクトの意義をさらに強めたのが、

次第に、
集まった義援金によって支援すべき

一つの企業の挑戦によって生まれた
「パンの
缶詰」
という独創的な商品は、
多くの苦難と試行
錯誤を乗り越えて、
NPOを介した社会を救う新

社会を救う新たな仕組み

たな仕組みへと進化を遂げています。

東日本大震災を機に、
パン・アキモトには、

■ 株式会社 パン・アキモト 【業種】製造業（食料品）
【住所】栃木県那須塩原市東小屋 295-4 【TEL】0287-65-3351 【HP】http://www.panakimoto.com/

■ 特定非営利活動法人 災害支援機構 We Can

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】栃木県那須塩原市東小屋 295-4 【TEL】0120-683-558 【HP】http://www.wecan.or.jp/
【代表】荒井 昌一 【認証】平成 23 年 【会員】60 名（平成 24 年 3 月現在）

味期限切れ前に回収し、
必要とされる場所に送
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1.2 ヘルシーな TFT メニューには、1 食毎に 20 円

1.2「さなぎの食堂」
。路上生活者にも 3 食の温かい

の寄附金が含まれている。この 20 円は、開発途

食事を食べてもらいたいという趣旨で平成 14

上国での学校給食 1 食分と同等の価値であり、

年から開始。おいしく、できるだけ安価（300 円

私たちが 1 食 TFT メニューを食すると、同時

〜 400 円の定食）な食事の提供を行う。食堂の

にアフリカの子どもへ温かい給食 1 食が届け

厨房は就労トレーニングの場としての「職」の

られる。

支援機能も兼ねている。
（平成 23 年度「よこは

九州でも平成 20 年から企業・大学に TFT プ

ま ふれあい助成金」助成事業、平成 23 年度「寿

ログラムが導入され始め、現在は 44 団体 67 か

地区自治会助成金」
助成事業。
）

「人権」がよくなる

所で実施されている。

1

1

東京都／平成 19 年〜

TABLE FOR TWO プログラム

神奈川県横浜市／平成 19 年〜

さなぎの食堂

認定特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International× 先進国の企業 460 社以上

株式会社ファンケル × 認定特定非営利活動法人 さなぎ達

食から分かち合う、健康と社会貢献

余剰食材を、いのちを救う食材として利活用する

協働 POINT

協働 POINT

• 企業が社員に対して「ヘルシーな食事」と「社会貢献への参加機会」を同時に提供していること

・使える食材を、最大限に活用しているリユース的な支援であること

• NPOが企業にとって導入しやすいプログラムを提供していること。その際、win-winであることを、直感的にイメージしやすいブランディングをしていること

・NPO のニーズに応じて、企業が支援の形を柔軟に変化させていること

食の不均衡を、みんなで解決する

のでしょうか。それは、このプログラムが、単

社員食堂向けに始まったこのプログラム

社内での基金が、支援のはじまり

附するなど、社会貢献のための動きを始めて

「グループ会社も含めて全体で、衣類のほか

に海外の貧困問題に取り組むNGOに寄附を

は 、今 で は カ フ ェ や 大 手 コ ン ビ ニ エ ン ス

いました。同社は平成 21 年頃から本社の近隣

にも歯ブラシやひげ剃りなどアメニティ関連

「メタボ健診」がスタートし、多くの企業が

するという従来の支援の形から進化して、社

チェーン、自動販売機などにも広がっていま

日本三大寄せ場の一つである横浜市中区寿

だった同 NPO の活動を知り、基金から寄附を

品も集めて支援させていただいたのですが、

社員のメタボ対策に悩んでいる中で、社員に

員や学生、利用者一人ひとりが当事者として

す。また、日本だけでなく、アメリカや韓国、香

地区には、約 6,500 人の生活保護受給者が暮

開始します。そこから同社と NPO は、支援の

使わなくなったものや余っているものを、有

対して「ヘルシーな食事」と「社会貢献への参

プログラムに参加しているという実感を持つ

港などのアジア圏、イギリス、スイス、ノル

らしています。特定非営利活動法人さなぎ達

つながりを深めていきます。団体の呼びかけ

効に使っていただけるのはとても良いことで

加機会」を同時に提供できると注目を浴びて

ことができることにありそうです。

ウェーなどヨーロッパ圏にも広がっていま

は、さまざまな団体や教育機関、他の NPO と

に応じて、従業員から不要になった衣類を集

すし、従業員も社会貢献をしている意識が生

す。
「今後も世界中の企業や団体と協働してい

の 協 力 に よ り、
「医・衣・職・食・住」と い っ

めて、路上生活者のために提供。そして同社の

まれます。さなぎ達さんとニーズが一致して

きたい」と代表の小暮真久さんは語ります。

た総合的な枠組みでのサポート環境を構築し

商 品「発 芽 米」か ら、検 品 に よ っ て 出 荷 し な

いるからこそ、協働ができているんだと思い

先進国にいる参加者と開発途上国の子ども

ています。同団体の取組として最も知られて

かった分を「さなぎの食堂」に寄附するという

ます。
（広報担当 横溝さん）
」

支援を始めました。

いるのが「TABLE FOR TWOプログラム」。世
界の人口70億人のうち、10億人は飢餓や貧困

食卓には社員の笑顔と子どもの笑顔

に苦しむ一方で、10億人は肥満や生活習慣病
に悩んでいるということに着目し、平成19年
に生まれたプロジェクトです。

「人前でいいことをするのは恥ずかしいけ

たちが、時間と空間を越えて食卓を囲み食事

いるのが、平成 14 年にオープンしているホー

れど、体にうれしいヘルシーメニューを選ぶ

を分かち合うということ。社員に「ヘルシーメ

ムレスや低所得者を対象とした「さなぎの食

だけで自然に社会貢献できる」という社員の

ニュー」と「社会貢献への参加機会」を提供す

堂」。ここでは主に路上生活者へ低価格で食事

TABLE FOR TWO International（以下、

声が寄せられるなど、社員にとっての取り組

ることが、企業の社会貢献活動にもつながる

を提供するため、余剰食品を食材として活用

TFT）の設定基準を満たすヘルシーメニュー

みやすさが企業には好評だと言います。また、

ものとして、企業にとって導入しやすい協働

する事業を展開しています。

を提供すると、一食当たり20円が、TFTを通し

TFTから参加企業へ送られてくるマンスリー

プログラムと言えます。

て開発途上国の学校給食1食分に当てられる

ニュース等で、支援先の状況が丁寧に報告さ

というシンプルなプロジェクトは、平成23年

れていたり、プログラムを導入している企業

員が出し合ったお金を NPO や福祉施設へ寄

までに累計550企業・団体・学校が参加してお

や社員の感想が紹介されるなど、プログラム

り、19,685,529食の寄附につながっていま

の成果がわかりやすく明示してあることも、

す。なぜそれほど多くの企業を動かしている

導入が広がる要因といえます。

企 業 が 社 員 食 堂 で 、特 定 非 営 利 活 動 法 人

「支援を通しての交流をきっかけに、私たち
もファンケルさんがどのような企業であり、活

関わりが深まることで、支援が変わる

動をされているのかを知ることができました。
これまでの支援を食堂や団体のホームページ

発芽米の提供の背景には、東日本大震災の影

で広報することで、ファンケルさんの CSR 活

株式会社ファンケルは平成 19 年に社内で

響がありました。物価が高騰し、食材も不足。安

動や商品について関心が高まるお手伝いをし

『もっとなにかできるはず基金』を設立、従業

価な食事を提供する食堂にとっても大変な状

たいと思っています。
（さなぎ達 川崎さん）」

況だっただけに、有効な支援となりました。

■ 株式会社 ファンケル 【業種】製造業（その他製品 )
【住所】神奈川県横浜市中区山下町 891 【TEL】045-226-1200（代表）【HP】http://www.fancl.jp/index.html

■ 認定特定非営利活動法人 さなぎ達
■ 認定特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【HP】http://jp.tablefor2.org 【代表】小暮 真久 【認証】平成 19 年（認定：平成 22 年）【職員数】15 名

084

【住所】神奈川県横浜市中区翁町 1-6-4

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条
新翁ビル１F 【TEL】045-228-1055 【HP】http://www.sanagitachi.com/

【代表】山中 修 【認証】平成 13 年（認定：平成 24 年）【会員】57 名（平成 24 年 12 月現在）
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1 読み書きを教わるバングラデシュの少女たち。

「人権」がよくなる

1 集められたキフボンの仕分け作業の様子。キフ

家事使用人として働く少女たちは同国で 10 万

ボン・プロジェクトによって、多くの若者の社

人以上いると言われている。
彼女たちが学ぶ機

会参加が実現している。

会をつくるなど、
同団体はサポートを行ってお
り、
公式 HP でその取組を閲覧できる。
2 ある企業の社内イベントで集められた本。
社員

2「育て上げ」ネットの活動風景。若者が社会に出
るためには、屋外での清掃活動も重要な体験活
動となる。

とその家族が持ち寄った本を、
団体に寄附して
いる。

1

1

全国／平成 15 年〜

ステナイ生活

東京都／平成 22 年〜

キフボン・プロジェクト

ブックオフコーポレーション 株式会社 × 認定特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会

「もったいない」の気持ちを社会貢献に

株式会社 バリューブックス × 特定非営利活動法人「育て上げ」ネット

気軽に始められる、新しい社会貢献のモデル

協働 POINT

協働 POINT

•「ものを捨てない」企業理念と NPO の理念がマッチしていること

・本業を離れずに社会貢献ができる無理のないカタチであること

• 企業や個人がすぐに始められる、寄附の形式であること

• 不要になった古本で気軽に寄附できる、協働で生まれた世の中の新しい仕組みであること

不用品を捨てずに寄附する、社会貢献

コーポレーション株式会社は、会の活動に賛

すぐ始められる、寄附のさまざまなカタチ

本業を活かしてできる方法を

同し、本や CD・DVD・ゲームソフトなどの

トは、世の中に求められている部分をすり合

にしています。
「想い」を託した古本のリレー

わせながら少しずつ形になっていきました。

は、自分の力だけでは前に進めない若者たち

なにげなくものを「捨てる」ことが当たり前

収集を担当。買取額に 10％を上乗せして国際

会ではそのほかにも、トレーディングカー

になっている現代社会ですが、
「捨てないこ

協力活動へ寄附する「ステナイ BOOK」を平成

ドや外貨紙幣、使用済みトナー、インクカート

は、代 表 の 中 村 さ ん が 個 人 事 業 に よ る イ ン

の就労支援事業やキャリア教育事業を行いな

と」を提案して大きな社会貢献を生み出して

15 年から展開しています。このプログラムで

リッジなどを寄附の対象として受け付けてい

ターネット古本販売を経て、仲間４人と一緒

がら、個人以外にも企業向けにはオフィスに

そして、このプロジェクトをヒントに、バ

いるケースがあります。認定特定非営利活動

は、例 え ば、単 行 本 や コ ミ ッ ク 10 冊（約 400

ます。
（※寄附詳細は団体 HP を参照）誰でも簡

に立ち上げた、店舗を持たない WEB 中古書籍

眠っている本、社員が持っている古本でも社

リューブックスは他の NPO や大学とも協働

法人シャプラニール＝市民による海外協力の

円）を寄附することで、バングラデシュで家事

単に実践できる「ステナイ生活」。不用品を捨

販売店です。

会貢献ができるとバリューブックスとのプロ

を進め、
「古書 or 古本」のリサイクルが生み出

会は、昭和 47 年の設立以来、主にバングラデ

使用人として働いている少女たちに、読み書

てずに国際協力へ活かす新しいライフスタイ

本を商材とする会社ならではの社会事業を

ジェクトを PR していきました。

す人のぬくもりの連鎖を広げています。

シュやネパール、インドなど南アジアを中心

きの授業を 1 回開催することができます。
ホー

ルであり、企業でも個人でも始めることがで

展開できないかと考えていた同社は、ニート

に、子どもや女性、スラムに住む人々などの生

ムページでは、その成果が具体的に紹介され

きます。

や引きこもりの若者が社会に出るための自

活向上支援やフェアトレード活動に取り組む

ており、寄附をした方がその効果を実感でき

立・就労支援を行っている特定非営利活動法

株式会社バリューブックス（VALUEBOOKS）

NPO です。平成 13 年から取り組んでいる「ス

ることも、この仕組みの大きな特徴のひとつ

人「育て上げ」ネットの理事長である工藤さん

テナイ生活」は、古本や書き損じたハガキ、使

です。また平成 24 年度は、東日本大震災の被

と出会います。

用済みの切手など、私たちが普段捨ててしま

災地と南アジアを同時に支援できる「BOOKS

いそうなものを収集し、海外での支援活動に

FOR TWO キャンペーン」も行いました。

活かそうとするものです。
全国で中古書店を展開しているブックオフ

■ ブックオフコーポレーション 株式会社 【業種】小売業

の未来を創っていきます。成果を共有した３
者の間には、
信頼関係が息づき始めました。

現在は、広く若者を支援する NPO を卒業し
「本」と「教育」、分かりやすいプログラム

工藤さんは、
「買取金額を若者の自立に寄附

た若者が、バリューブックスの一員となって
働く取組も始まっています。企業と NPO に

このキフボン・プロジェクトは、課題や困

よって創られたサスティナブルな仕組みに参

難を抱える若者が、
「古書 or 古本」による支援

加する若者たちが繋がり、さらに広がってい

で社会に出るためのサポートを得られるプロ

くことが期待されています。

できる、古本を使った社会貢献の仕組み」を提

グラムです。バリューブックスは、一般の買い

案。それが「キフボン・プロジェクト」です。お

取りとは違う、寄附者と寄附先である NPO 法

互いの本業を活かしてできるこのプロジェク

人「育て上げ」ネットとの３者間の関係を大事

■ 株式会社 バリューブックス 【業種】小売業

【住所】神奈川県相模原市南区古淵 2-14-20 【TEL】042-769-1511 【HP】http://www.bookoff.co.jp/

■ 認定特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会

「育て上げ」ネットは、寄附されたお金で若者

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】東京都杉並区堀ノ内 2-31-16 【TEL】0120-826-293 【HP】http://www.valuebooks.jp/

■ 特定非営利活動法人「育て上げ」ネット

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】東京都新宿区西早稲田 2-3-1 早稲田奉仕園内 【TEL】03-3202-7863 【HP】http://www.shaplaneer.org/

【住所】東京都立川市高松町 2-9-22 生活館ビル 3F 【TEL】042-527-6051 【HP】http://www.sodateage.net/

【代表】中田 豊一 【認証】平成 13 年（認定：平成 21 年）【職員数】43 名（海外含む）

【代表】工藤 啓 【認証】平成 16 年 【会員】18 名（4 法人を含む、平成 21 年現在）
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「人権」がよくなる

「人権」がよくなる

1 大川印刷社内でのミーティングの様子。社員に
よる社会貢献にむけた議論が交わされている。

2

2 オープントイレプロジェクトの賛同店舗のフ
レンチレストラン「ル サロン ド レギューム」

1.2 水耕栽培の現場。
株式会社夢活菜では、
三重県伊
賀市の７つの農場を拠点として、
現在では全国
約60か所のパートナー農場とともに販路開拓

のようす。店舗の入口にステッカーを掲載し、
トイレ利用の受け入れを案内している。この取
組は、
神奈川県を中心に展開している。

がしやすい農業モデルの研究などをおこなって
いる。
また従来は労働負荷が大きい、
生産性の確

1

保が難しいなどの懸念から導入が進まなかった

1

障がい者の就労にも、
積極的に取り組んでいる。

三重県／平成 22 年〜

水耕栽培で創る職と食

神奈川県横浜市／平成 16 年〜

ソーシャルプリンティングカンパニー ®

農業生産法人 株式会社 夢活菜 × 特定非営利活動法人 水耕栽培福祉普及協会 × 複数企業

農場と企業が連携して、雇用の場を創出

株式会社 大川印刷 × 特定非営利活動法人 CHECK ほか

「印刷」を通じた社会貢献

協働 POINT

協働 POINT

・NPO が仲介する「企業」×「農場」×「障がい者」三方よしの仕組みであること

・自社の明確なビジョンに基づいて、社会貢献に取り組んでいること

・農業の現場で、障がい者の雇用のチャンスが生まれる取組であること

・社員の気づきの場として、社会貢献が活用されていること

普及協会と協働し、同社の農場と複数の企業

葉物野菜を育てる水耕栽培に注目

就労のサポートに取り組んでいます。

創業以来のビジョンを活動の原点に

「印刷」を通じた NPO との連携

販売価格から 500 円ずつプールし、1 か月毎に

との連携による障がい者雇用促進に取り組ん

この取組により、障がい者は収入を得るこ

野菜の中でも小松菜、水菜やホウレン草など

でいます。その仕組みは、企業が雇用した障が

とができ、企業は法定雇用率の達成と、高品質

株式会社大川印刷は、明治 14 年、創業者が

NPO との協働に関しても、その活動は多岐

「葉物野菜」
「軽量野菜」と呼ばれる種類は、採算

い者に、夢活菜の農場に出向してもらい農作

で安い野菜を得ることができます。夢活菜は

輸入薬品のラベルの美しさに着想を得て、薬

に及びます。トイレに困っている人に、トイレ

地元との連携では、横浜の身近な日常の風

性が低く、専業栽培をする人が少ない品目でし

業に従事、生産した野菜を、雇用している企業

安定的な労働力と出荷先を得ることができ

ビン用ラベルの印刷からスタートした、横浜

の貸出しが可能な店舗・施設の情報を提供す

景をイラスト化することによって、地元の目

たが、近年、
「水耕栽培」という栽培方法が開発

が引き取るというものです。NPO が夢活菜と

る、という三方よしの仕組みとなっています。

の老舗印刷会社です。平成 16 年からは、
「医薬

る「オープントイレプロジェクト」では、誰も

線ならではの素敵な風景、まちの魅力の再発

されたことで、栽培に取り組む生産者が増えて

企業との仲介、企業に対する採用面接の支援、

品の効能書きのように正確で、間違いのない

が暮らしやすく、安心して観光できるまちづ

見を図る「横浜ひとまち百景」プロジェクト

います。水耕栽培は天候に左右されやすい土耕

勤労状況の報告などを担っています。

表示の印刷物を作ることによって、社会に役

くりをミッションとする特定非営利活動法人

に、その活動母体である横浜マーチング委員

立つ」という創業の原点に基づき、
「ソーシャ

CHECK と協働。プロジェクトに賛同した店舗

会の一員として参加。名刺や絵はがき・一筆

ルプリンティングカンパニー ®」
というビジョ

の入り口に、トイレの貸出しを伝えるステッ

箋やメッセージカードなどの制作・印刷を担

ンを掲げています。

カーを貼り、サイン表示しました。これは、多

当し地域を挙げた、まちおこしの一翼を担っ
ています。

栽培と違い、通年で安定した分量の野菜を生産
野菜づくりが生む、3 者のメリット

できる利点があります。
株式会社夢活菜は「低農薬、多品目、多毛作

東日本大震災の支援に取り組んでいる
「500 円
でつなげよう NIPPON」
の展開を行いました。

の農法」を模索する中で、独自の低コスト水耕

特定非営利活動法人 水耕栽培福祉普及協会

このビジョンは、本業である「印刷」を通じ

機能トイレや、ベビーシートのあるトイレ、一

栽培システムを開発。安定的・計画的な生産

は、土耕栽培に比べて手間も作業量もかから

た社会貢献活動に取り組むことを示したもの

般のトイレなどを、わかりやすく統一したデ

が可能である特長を活かし、通年契約栽培を

ず、所得も安定する水耕栽培が、障がい者に

で、同社は地元・横浜を中心に、さまざまな社

ザインを用いたもので、利用者の視認性を高

という、大川印刷ならではのビジョンに基づ

基本として、外食産業向けなどに葉物野菜を

とって理想的な仕事であると考え、障がい者

会貢献のプロジェクトに参加しています。ま

めています。他にも、宗教や体質が理由で「食

き、
丁寧な社会貢献をすすめています。

生産し販売しています。

の就農を促進するため、水耕栽培を利用した

た、自社の業務においても、印刷から納品に至

べられない食材」がある人も安心して食事が

就農システムの普及と、就農機会の創出、継続

るまで、独自の「エコライン」発想により環境

できるよう、使用食材をピクトグラム（絵文

負荷低減を推進しています。

字）で示す「食材ピクトグラム」デザイン（現在

同社は、特定非営利活動法人 水耕栽培福祉

「ソーシャルプリンティングカンパニー ®」

は特定非営利活動法人インターナショクナル
■ 農業生産法人 株式会社 夢活菜

【業種】水産・農林業

が窓口を担当）
や、
同社が受注した製品 1 点の

【住所】三重県伊賀市法花 3620（本社）【TEL】0595-20-1836 【HP】http://www.yumekassai.jp/

■ 特定非営利活動法人 水耕栽培福祉普及協会
【住所】三重県伊賀市法花 2798 【TEL】0595-20-1835 【HP】http://npo-syoku.jp/
【代表】山内 康俊 【認証】平成 22 年 【会員】17 名
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保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 株式会社 大川印刷 【業種】サービス業
【住所】神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 2053 【TEL】045-812-1131 【HP】http://www.ohkawa-inc.co.jp/
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静岡県・神奈川県

精神疾患を持つ母親の一時保育付き居場所づくり事業

平成 22 年〜

ファイザー株式会社 × 特定非営利活動法人 なのはな

「人権」がよくなる

さまざまな不安を抱える母親が、心を休める場所づくり

2

「人権」がよくなる

1「ビックイシュー日本版」
の販売風景。
2「ビッグイシュー日本版」は毎月 1 日と 15 日の

協働 POINT

2 回発行。内容は国際記事、国内記事、販売者の
声、
映画や音楽などエンタテインメントの４部
構成。最新号は 210 号（平成 25 年 3 月現在）10

・公的サービスが届きにくい困難な状況にある母親を救うための取組を、企業が柔軟なスキームで支えていること

代〜70 代まで幅広い読者層を持つ。

1

全国各地／平成 21 年〜

路上脱出ガイド
複数企業 × 認定特定非営利活動法人 ビッグイシュー基金

ホームレスが路上から脱出するための取組

乳幼児期の子どもの教育・保育事業や、
親の

本事業は、
ファイザー株式会社の市民活動助

していますが、団体では、事業期間中に得られ

支援を行う特定非営利活動法人なのはな。
同団

成プログラム
「ファイザープログラム〜心とか

たネットワークやノウハウを活かして、
定期的

体はうつ病やパニック障害、
ストレス性障害な

らだのヘルスケアに関する市民活動・市民研

な参加者への連絡や会合の開催など、
フォロー

ど精神疾患を抱えながら育児を頑張る母親が、

究支援」
の助成を受けました。
この助成プログ

を続けているそうです。

気軽に立ち寄れる母親専用の一時保育付きの

ラムは、
独創性や試行性を評価した選定や、
事

精神疾患を持つ母親をケアするという先進

居場所
「むとと」
を神奈川県川崎市に開設。
公的

務経費へ助成金を充当できるなど、柔軟なス

的な取組を試行するNPOを、企業が迅速かつ

サービスが届きにくい分野の取組として、
全国

キームを持つことが特徴です。
本事業は平成24

柔軟に支援する優れた協働事例と言えます。

的にも先進的なものとなりました。

年度までの実施で、
現在は居場所の提供は終了

■ ファイザー 株式会社 【業種】医薬品
【住所】東京都渋谷区代々木 3-22-7（本社）【TEL】03-5309-7000（本社）【HP】http://www.pﬁzer.co.jp/pﬁzer/company/philanthropy/index.html
保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

■ 特定非営利活動法人 なのはな

【住所】静岡県静岡市葵区北 226-1 【TEL】054-246-2213 【HP】http://www4.tokai.or.jp/nanohana/

協働 POINT

【代表】鈴木 敏治 【認証】平成 20 年

・本の購入、小冊子の配布の協力が、ホームレスの支援につながること
・企業にとって寄附や物的支援、人的支援などさまざまな形で協働できること
NEW COPRODUCTION

CASE
シュー基金を設立し、平成 20 年に NPO 法人

い」
「泊まる所がない」
「すぐ仕事がしたい」
「生

化、平成 24 年には個人や企業が寄附をした際

活保護を申請したい」などと思ったとき、
「ど

ビッグイシューとは英国発祥、日本では平

に税制上の優遇措置を受けることができる対

うすればよいのか？」を具体的に説明し、窓口

成 15 年に創刊された、ホームレスに仕事を提

象団体として、所轄庁である東京都から認定

を紹介しています。平成 21 年に大阪で発行さ

供することで自立を応援するための雑誌で

を取得しています。同団体は「ホームレスの

れ、順次、東京、札幌、名古屋、京都、福岡に広が

す。この雑誌を仕事の提供に結びつける仕組

人々への自立応援」
、
「問題解決のネットワー

り、平成 24 年 2 月現在、3 万部以上が配布され

みは次のようなものです。有限会社ビッグイ

クづくりと政策提言」
、
「ボランティア活動と

ました。現在はインターネットで無料ダウン

シュー日本が、販売者となるホームレスに最

市民参加」の３本柱の応援事業を展開してい

ロードでき（福岡ほか 4 地域）、またホームレス

初の 10 冊を提供、販売者は 1 冊 300 円で販売

ます。

への配布協力を希望する市民ボランティアに

ホームレスの人が、社会で自立するために

市民参加で、路上からの脱出を応援する

れ、1 冊につき 160 円が収入となります。その
同団体の事業の中で、幅広い協働という視

収入により住居を確保しそこから定職に就く
ことを目指していきます。

若者の自立就労支援ワーキングスクール事業

平成 16 年〜

複数企業 × 認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク

「人権」がよくなる

NPO と市民が、
脱ニート・ひきこもりを支援
協働 POINT

・NPO ／受入企業／コーディネーターの協働により、ニートやひきこもりの社会参加のための効果的なプログラムが実施されたこと

は無料 ( 送料は希望者が負担 ) で提供するな

し、全額（3,000 円）が収入になります。販売者
はそれを元手に、11 冊目以降を 140 円で仕入

065

栃木県宇都宮市

点で注目したいのが「路上脱出ガイド」の作成

ど、多くの市民と連携しながらホームレスの

「若者の自立就労支援ワーキングスクール」

意の企業経営者に、ある若者を試験的に受け

していますが、同団体はこの事業を契機とし

人々の路上脱出を応援するためのツールと

は、NPO によるビジネスマナー等の基礎研修

入れてもらうことから始まったこの事業は、

て、引き続き東日本大震災の支援、フードバン

なっています。

と、受入協力企業でのインターンシップ研修

NPO が受入企業の開拓に奔走し 20 社の参加

ク事業などを中心としたボランティア活動を

で構成される 6 か月間のプログラムで、研修期

でスタート。初年度に 19 名の参加者のうち 6

精力的に行っています。

企業向けには、サポーター会員制度、寄附、

日本では創刊から 7 年で 1,000 人以上が販

で す。ホ ー ム レ ス の 支 援 団 体 や 市 民 ボ ラ ン

物品や場所提供、配布協力など、多彩な協力プ

間中、研修生一人ひとりに、産業カウンセラー

名が就職内定を得るという成果を挙げたこと

事業の核となる NPO、受入協力企業、コー

売者に登録、累計 388 万冊を売り上げ、販売者

ティアが参加した作成委員会によって編集・

ログラムが提供されており、さまざまな支援

などのコーディネーターが伴走支援すること

で全国的な注目を集め、75 社もの受入協力企

ディネーターの 3 者が揃えば全国どこでも実

への提供金額は５億円を超えました。さらに

発行されたこのガイドは、路上生活者が生き

の方法があるという面で協働しやすいケース

を特徴としています。

業が参加する規模にまで成長しました。本事

施できる自立就労支援モデルとして参考にし

同社では、ホームレスの自立に向けた総合的

延びて、自立するために必要な情報を一冊に

の一例と言えます。

例 は 平 成 18 年 に パ ー ト ナ ー シ ッ プ 大 賞 の

たい事例です。

なサポートが必要であると考え、ビッグイ

まとめたもので、
「食べ物がない」
「体調が悪

■ 認定特定非営利活動法人 ビッグイシュー基金

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情 科経 職消 中条

もともとは、引きこもり経験のある人材を
戦力として活用していた、NPO スタッフと懇

パートナーシップ賞を受賞。事業は現在終了

■ 認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク

保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】大阪府大阪市北区堂島 2-3-2 堂北ビル 4F 【TEL】06-6345-1517（事務局本部）【HP】http://www.bigissue.or.jp

【住所】栃木県宇都宮市塙田 2-5-1 共生ビル 3F 【TEL】028-622-0021 【HP】http://www.tochigivnet.com/

【代表】佐野 章二 【認証】平成 20 年（認定：平成 23 年）【会員】13 名（平成 24 年 12 月現在）

【代表】栗山 宏 【認証】平成 11 年（認定：平成 21 年）【会員】800 名（平成 24 年現在）
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2

「人権」がよくなる

@FareStart

1 FareStart でのトレーニングの様子。訓練生が
ナイフの技術テストを受けているところ。
また
お洒落な雰囲気の FareStart のレストランの建
築・デザインは、
スターバックスの重役がボラ
ンティアで担当した。

「経 済」が よ く な る

2 フェアスタートカフェは、
青年ホームレスの生
活 を サ ポ ー ト す る YouthCare と FareStart が
協同で運営している。

@FareStart

1

Barista Training & Education Program（バリスタになるための訓練と教育プログラム）
Starbucks×FareStart（スターバックス × フェアスタート）

NEW COPRODUCTION

CASE
066-078

路上から、カフェのシェフやバリスタになる。
協働 POINT

・就労支援の場として、トレンド感のある外食産業の場を提供していること
・企業人と支援される側が、模擬試験という場で成長を重ねること

「コミュニティビジネス」
「ソーシャルビジネス」
仕事を身につけるための援助

人間関係をサポートする模擬面接

Starbucksの各店舗には、毎月フェアスタート
カフェの訓練生が模擬面接の練習のために訪

という言葉を、よく耳にするようになりました。
単なるビジネスではなく、地域の人々や課題と結

FareStartは、ホームレスの人々にお金やモ

フェアスタートカフェでは、社会からこぼ

ねてきます。こうした経験が、訓練生の就労に

ノといった物質的援助ではなく、次の仕事に

れ落ちる恐れのある若者を対象としたプログ

とって大きな意味を持つことは想像に難くあ

びついているからこそ成り立つビジネス。それは

活かせるスキルを身につけるためのトレーニ

ラ ム（ B a r i s t a T r a i n i n g & E d u c a t i o n

りませんが、Starbucksの店長達も、訓練生へ

時に、単なる経済的な収益にとどまらず、地域の

ングを与える活動をしています。特徴的なの

program）が実施されており、バリスタとして

の模擬面接がStarbucks側にとってかけがえ

はそのスキル。なんとシェフやバリスタの仕

の基本知識や技能の他、就職や生活上必要な

のない経験になっているといいます。アイコ

事なのです。FareStartの経営するレストラン

知識を身につけることが目指されています。

ンタクトさえまともに取れなかった若者たち

や 、フ ェ ア ス タ ー ト カ フ ェ（ F a r e S t a r t

このバリスタプログラムの訓練生にとって、

が、自分たちの模擬面接を通じて次第に活き

は、普段から市場で厳しい競争を展開している企
業にも、新しいビジネス展開や、魅力的な商品開

盛り上がりや、全国に向けて地域のメッセージを
発信することにつながります。その視点や感覚

Café@2100）で、訓練生がトレーニングを受

Starbucksはカフェ業界で職を得る上での重

活きとしていく。そうした成長のプロセスを

けています。お店はおしゃれで、メニューもな

要な要素をサポートしています。Starbucks

目の当たりにすることが、非常にポジティブ

かなかに本格的。単なる調理の技術指導だけ

は、カフェで提供されるコーヒー豆の寄付や

なフィードバックをStarbucksのスタッフに

ではなく、就労に対するトータルのサポート

コーヒーマシンでの実地訓練へのサポート

もたらしているのです。

を行うのも大きな特徴です。ここでは、フェア

等、物資面での協力はもちろん、訓練生に対す

生や主婦、シニアなどのサークルやコミュニティ

スタートカフェでの協働を紹介します。

る模擬面接を、Starbucksの店長がボランティ

と連携する動きも見られるようになりました。

アで担当しています。
そのため、シアトルのダウンタウンにある

■ Starbucks（スターバックス）
【HP】http://www.starbucks.com/

■ FareStart（フェアスタート）
【HP】http://www.edf.org/
【参考ページ】http://farestart.org/training/barista/index.html
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発をもたらす可能性があります。近年は地域の特
産品や観光資源などを改めて光を当てたり、高校

NEW COPRODUCTION
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066
「経済」がよくなる

2

3

4
1.2 開発のための実習風景。ジェルの配合のためのテストや、製
品になる一連のラインを体験することで、
高校生たちは理解
を深めることができた。
3.4『まごころ tea ハンドジェル』など一連の商品。ハンドジェル
は地元の特産品を商品に取り込みたいという意見から、伊勢
茶エキス、柿葉エキス、特産のみかんである春光柑（しゅんこ
うかん）の香りがするオレンジ油などを配合。2012 年モン
ドセレクション銀賞を受賞している。
5『まごころ tea ハンドジェル』を販売している高校生たち。

1

三重県多気町／平成 22 年〜

まごコスメプロジェクト
万協製薬 株式会社 × 特定非営利活動法人 植える美 ing

製薬会社と高校生 NPO が取り組んだ、魅力ある商品づくり
協働 POINT

• 高校生の自由な視点と、企業のノウハウが結集し、ユニークな商品が誕生したこと
• 両者の真剣勝負の努力が、他者も巻き込んだ展開、お互いの成長を生んだこと

活性化の原動力は「高校生」パワー

まざまな効果を福祉や社会貢献に役立てよう
設立しました。高齢者施設や保育園を訪れ、植

した。商品の売り上げの一部は植える美 ing に

確認しました。そして今後は私たちも、地域に

様などを考え始めました。

寄附され、園芸福祉を通じた社会貢献活動に

必要とされる会社になること、良き隣人となる
ことを心から望んでいます。
（松浦社長）」

「若者が園芸福祉など地域のために頑張っ

役立てられています。
「私たちは『幸せに』
『楽

ている。我々大人も何かやるべき、そう思って

しく』という部分を大切にしてこのプロジェ

協働を始めました。当初はシニア用ハンドク

クトに参加しました。自分たちが関わった商

リームの開発を想定していたんですが、高校

品が店頭に並んだときは、とても嬉しかった

生たちは『従来にないものを作りたい』
『茶や

です。本当に多くの皆さんに助けていただい

柿など、地元の特産品を使いたい』、最終的に

たことで、私たちは周りの方々に感謝するこ

は『私たちの世代でも買える安い値段にして

とを学びました。この貴重な経験を、将来に活

ほしい』とまで提案する。コストや販売を考え

かしたいです。
（峯川代表）
」

る企業人としては無謀でさえある意見でした

この取組は共感を呼び、日焼け止めをはじ

し、真剣勝負の議論を重ねました。結果的に

めとした製品のシリーズ化や、関係企業であ

は、高校生ならではの自由なセンスや発想を

る株式会社近江兄弟社との新たな商品開発な

活かすことで、特徴を持った商品の開発に結

ど拡大を続け、現在シリーズ通算で約６万個、

び付いたと思います。
（松浦社長）
」

約 1,800 万円の売り上げを記録しています。
また万協製薬も今回の取組をきっかけに、地

「若者が頑張っている。大人もやるべき」
「真剣勝負」
が、
共感と次の可能性を呼ぶ

と、三重県下で初の高校生による NPO 法人を
三重県の万協製薬株式会社は、三重県立相

を学び、その上で処方、価格、パッケージの仕

元大学生との化粧品開発プロジェクトなど、
新しい協働を始めています。

万協製薬株式会社は、外用剤（塗り薬やク
完成したハンドジェルは、食品調理科の卒

「まず自分たちでやれることをやる。そして

可高校 生産経済科の生徒が立ち上げ、運営す

物に触れ育てる作業を通して交流活動を行う

リームなど）の受託製造を行う製薬会社です。

る特定非営利活動法人 植える美 ing との協働

「園芸福祉」に関する取組を、先輩から後輩に

昭和 35 年に神戸で創業、平成 7 年の阪神淡路

業生が運営する『せんぱいの店』での販売に加

今回の高校生 NPO のようなパートナーと力

大震災で被害を受けながらも、翌年、現在の多

え、開発に参加した高校生自身が、県内外の薬

を合わせれば、もっといろんなことに気付ける

局などに出向いて営業し、自ら販路を広げま

し、何か始めることができることを私たちも再

で、オリジナル商品「まごころ tea ハンドジェ

継続させながら行っています。

ル」を開発し、製造、販売しています。全国的に

企業との協働のきっかけは、平成 22 年、多

気町にて再創業。設備投資、自社ブランドの開

も珍しい企業と NPO の商品開発事例として

気町役場の農林商工課が提案した「高校生に

発、社員の自律性を促す試みなどを積極的に

テレビ・新聞などで取り上げられ、大きな注

よる商品開発プロジェクト」です。高校生が一

展開しながら成長し、実績を伸ばしている会

目を集めています。

般企業での商品開発、販売、営業など、リアル

社です。同社の松浦社長は、高校生たちの熱意

な社会人の体験をする実社会学習プロジェク

に共感し、NPO との協働事業への参入を決

トの企画で、両者の出会いは生まれました。

断。同社スタッフ、多気町農林商工課のメン

そもそも三重県立相可高校は、地元行政と
も連動した「高校生レストラン」事業で、一躍
全国的に有名になった高校です。平成 19 年、

バーも参加して、商品の開発が始まります。高

同校生産経済科の生徒は、園芸がもたらすさ

校生たちは外用剤に関する基本的な製品知識

094

5

■ 万協製薬 株式会社 【業種】製造業（医薬品）
【住所】三重県多気郡多気町五桂 1169-142 【TEL】0598-37-2088 【HP】http://www.bankyo.com/

■ 特定非営利活動法人 植える美 ing

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】三重県度会郡玉城町矢野 895 【TEL】0598-38-2809 【HP】http://ouka-well-being.org/
【代表】峯川 咲希（平成 25 年 1 月現在）【認証】平成 18 年 【会員】42 人（平成 25 年 2 月現在）
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067
「経済」がよくなる

2

3

4
1 色とりどりの商品が並ぶ店頭。実用性が高いため、多くのリ
ピーターが訪れるほか、尾道への観光の記念にと、訪れる方
も。
館内には、昔ながらの織機なども展示されている。
2 昭和の時代にタイムスリップしたような、
尾道帆布工場での
製造風景。
3 地元尾道の帆布の文化を子どもたちに伝えようと、ワーク
ショップなども開催されている。
4 尾道帆布の製品を取り付けた
「凪スピード」
。
使い勝手にこだ
わったデザインが施された。
5 清潔感のある尾道帆布の店舗。

1

広島県尾道市／平成 21 年〜

おのみち帆布再生プロジェクト

布」の商標で本格的に製造するようになりま

に走ることができることから、専門家おすす

トフォンケースです。サイクリストの観点か

した。

めのランキングで 1 位に選ばれるなど、
サイク

ら、使 い 勝 手 を 考 慮 し た デ ィ テ ー ル を ア ン

リング愛好家にとっては憧れのコースです。

デックス株式会社が提案し、それを工房尾道

地 元 の 人 々 の 応 援 も あ っ て、平 成 14 年 に

企業各社 × 特定非営利活動法人 工房おのみち帆布

「なんとかしたい」
という気持ちから、
地域の産業を生み出す
協働 POINT

• 明確なコンセプトを共有して連携を進めていること
• 地域の協力を得ながら、地元経済の振興を図っていること

は、商店街の一角に待望のお店を開店。6 坪の

そのサイクリングロードに適応した走破性

中に作業スペースと展示棚がある店内は、出

と、狭い路地や坂道が多い尾道のまちを走り

営利のための商材ではなく、地域の貴重な

来上がったそばから棚に並ぶ手作り感の漂う

やすい、取り回しの良さにこだわったのが、尾

資源としての可能性にこだわることで、尾道

も の で し た。平 成 15 年 に NPO 法 人 化、翌 16

道の自転車メーカー、アンデックス株式会社

のまちには、企業・団体・学校・自治体の域

年には新店舗開店とステップを重ね、より地

が 企 画 し 生 ま れ た ス ポ ー ツ サ イ ク ル「凪 ス

を取り払った「地域密着型」のさまざまな協働

域に貢献できるブランドを目指す方針を明確

ピード」です。乗った人に「自転車ってこんな

が生まれています。地元経済の活性化はもと

にしていきます。現在では全国的に知られる

に楽しいんだ」と思ってもらうことを最大の

より、観光地としてのイメージアップや県外

ようになり、各地から問い合わせや百貨店な

狙いとしています。

からの I ターン者の増加など、具体的な成果も

どでの委託販売の誘いも多いそうですが、
「尾

「帆布」と「自転車」
。尾道の観光資源にこだ

道に足を運んでもらい、尾道を実際に感じて

わった両者が協働して製品化したのが、サイ

手に取ってほしい」という思いから、自社の通

クリスト用の帆布バッグやリュック、スマー

帆布で形にしています。

実を結んでいます。

信販売のみで扱うなど、地域貢献を主眼とし
地元に栄えた、尾道の帆布製造

平成10年、広島県中小企業家同友会の女性

地域に貢献できるブランドを目指して

た活動を行っています。

部会のメンバーが帆布工場の見学に訪れたこ
地域の観光資源としての
「帆布」
にこだわる

古くから瀬戸内の海上交通の要衝として栄え

とから、
尾道の帆布製造は大きな転機を迎えま

木織さんたちは工場から戻ると、帆布に何

た広島県尾道市。
かつて、
北前船の寄港地だった

す。女性部会の中でも熱心に活動し、現在は特

か新しい用途がないかアイデアを持ち寄りま

ことから、
帆布の生産が盛んでした。
厚手で丈夫

定非営利活動法人工房おのみち帆布の代表を

した。そして、身の回りの小物を作ってはどう

瀬戸内海を越えて、愛媛県今治市と広島県

な帆布は、
その名の通り帆船の布として生まれ、

務める木織雅子さんは「工場の中にある織機

かと帆布会社に提案しますが、当初は「帆布は

尾道市を結ぶ、全長約 70km の瀬戸内しまな

時代とともにテントやシート、
また耐火性を活

は、
昭和初期から 70年代製ばかり。
雪のように

帆布」という固定観念から受け入れてもらえ

み海道には、日本で初めての海峡を横断する

かして作業服などに用途を広げてきました。
特

積もった白い綿と油の匂いが立ちこめて、
ゆっ

ませんでした。そこで、自分たちの小遣いで布

自転車道 ( 瀬戸内海横断自転車道 ) がありま

に戦時中には、
軍用品を中心にその生産も全盛

くりと木綿の布が織りあがっていくんです。
ま

地を購入し縫製ができる人に頼んで作った小

す。海や島々を見下ろしながら空を飛ぶよう

期を迎え、
尾道市内には10社の帆布工場があっ

るで昭和時代にタイムスリップしたような気

さなポーチを、クリーニング店の片隅など、商

たと言われます。
ところが戦後、
安価で軽い合成

持ちになりました。懐かしくもあり、なんとも

店街の店舗に協力してもらい委託販売をした

繊維が出現。
次第に市場を奪われ、
かつて繁栄し

素敵な風景だったんです。
これを尾道の振興に

ところ、尾道らしさのある土産物を求めてい

た尾道の帆布づくりも、
現在では、
わずか1社を

活かせないかと考えました。
」
と語ります。

た旅行客を中心に評判に。北前船のシルエッ

残すのみとなっています。
096

■ 特定非営利活動法人 工房おのみち帆布

5

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】広島県尾道市土堂 2-1-16 【TEL】0848-24-0807 【HP】http://www.onomichihanpu.jp/
【代表】木織 雅子 【認証】平成 15 年 【会員】10 名（職員、平成 21 年現在）

トをモチーフにしたタグを作り、
「工房尾道帆
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「経済」がよくなる

2

3

4
1〜4 オンパクの大きな特徴として、体験交流型プログラムの豊富
さが挙げられる。別府の目玉である「天然温泉力の体験プロ
グラム」や「温泉と健康のプログラム」のほか、古い温泉街な
らではのまちを楽しむ
「散策で地域文化の体験プログラム」
、
郊外に出て行く
「自然の体験プログラムと広域プログラム」
、
別府の人々が食べているものを食べる
「地元ならではの日常
の『食』の掘り起こし」など。従来の観光とは違う、まちそのも
のが魅力があることに住民が気付き、広げていくスタイルで
ある。
固有の文化や資源を活かしたまちづくりにより地域の持続
的な成長を目指すオンパクのスタイルは、
今では別府を越え
て日本中に拡散している。
5 ココロクルギフトのホームページ。
好きな体験ギフトのコースを選び、贈ることができる。
グルメや観光のほか陶芸教室、カラーアートセラピーやエス
テなど幅広いメニューが楽しめる。

1

大分県別府市／平成 22 年〜

ココロクルギフト
県内複数企業 × 特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク

まち本来の魅力が詰まった、体験型の贈り物
協働 POINT

・地域住民や小規模事業者が参加しやすい協働のケースであること
・地域資源や住民の活力を引き出す効果的な事業であること

自分たちのまちの素晴らしさを、再発見する
オンパクとは平成 13 年、大分県別府市で始

した。“心を贈り、心に届く”との思いを込めて

ちがたくさんいるということを知る、そこか

「ココロクルギフト」と名付けられた体感型の

ら地域再生や活性化がスタートできるという

ギ フ ト に は、3,000 円、5,000 円、10,000 円、

オンパクのノウハウ。まちの主体である住民

15,000 円のコースがあり、地域の魅力を持っ

や地元の事業者が参加し、まちが活性化する

たさまざまな体験をプレゼントできる事業と

ことで、さらに新しい試みが生まれ、地域が元

して展開しています。贈ることができる体験

気になり、さらなる集客や交流にもつながる

は、食事や宿泊観光などのほか、陶芸などの教

ことが期待されています。

室やエステ、路地裏迷宮ミステリーツアーや

「ココロクルギフト」は、そんな一連の動き

カラーアートセラピーなどまで多岐に及びま

の中での試みだと言えます。例えばギフト商

す。どれも大分県内のさまざまな企業や、地域

品のひとつである「まち歩き」
。もともとは「自

活動グループとの協働により開発されたもの

分たちがまちのことを知ろう」と、まちづくり

です。現在では主にインターネットでの予約

のために始めたことでした。それが魅力ある

販売ですが、販売代理店でも予約して購入す

イベントとして人気を呼び、観光プログラム

ることができます。

になりました。さらにそれが商品となること

オンパクの「地域の」
「地域による」
「地域の

で、活性化や交流につながろうとしています。

「オンパク」の地域資源や住民の活力を引き

ための」という理念に、そこで生まれたものを

小さな魅力の発見がたくさん集まることで、

の人と交流しながら地域の豊かさを感じる、

出す仕組みが評判を呼び、その事業モデルは

第 3 者 に「贈 る」と い う 新 し い コ ミ ュ ニ ケ ー

どんなまちでも活性化を始められること、魅

歴史的な空間で地元アーティストのイベント

全国に波及しています。ハットウオンパクで

ションやビジネスの要素が入ったユニークな

力を商品化することができるのではないか。

試みです。

オンパクの事例は、その可能性を教えてくれ

で路地裏を歩いてみる、緑豊かな里山で地元

まった「別府八湯温泉泊覧会」の略称です。当

を楽しむ、温泉効果で元気になりキレイにな

は事業のノウハウを各地に移転する活動も

時、観光客の減少により活気を失いつつあった

る、地元の採れたて素材を使ったお食事を楽

行っており、平成 22 年には一般社団法人ジャ

別府市。地域を元気にしたいという思いを同じ

しむなど、土地の魅力を伝えるさまざまなプ

パン・オンパクを設立。全国 10 か所以上の地

くする仲間を中心に、別府の素晴らしさを表現

ログラムが実施されます。

域や海外の団体とも連携しています。

ています。
まちを知ることで見える、
本当の魅力や効果

これらのプログラムを通じて、自分たちの住

住民が自分たちの暮らしている地域の素晴

オンパクは、
「プログラム」と呼ばれる「小規

むまちは、温泉はもちろん、多くの魅力や、地域

らしさを知る、自分たちのまちで頑張る人た

模の体験交流型イベント」を「たくさん企画」

資源で満ちているのだということを再発見し

する場づくりのために始まった動きです。

オンパクから生まれた地域資源を、商品に
平成 22 年、同 NPO は新しい試みとして、こ

して、
「一定期間に集中開催」し、それを「繰り

ていきます。平成 16 年、オンパクは特定非営利

返す」ことを特徴とする事業です。プログラム

活動法人 ハットウ・オンパクとして法人化し、

れまでに企業や他の団体との協働で開発・提

を企画し実行するのも、体験するのも地元住

現在では地域の約 200 もの住民や事業者らと

供してきた約 1,500 種類に及ぶ体験から優れ

民や小規模事業者です。例えばガイドの案内

連携して幅広い活動を展開しています。

たものを、体感型のギフトとして商品化しま

098

■ 特定非営利活動法人 ハットウ・オンパク
【住所】大分県別府市北浜 2-10-19

5

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

グランメールビル４F 【TEL】0977-80-6297 【HP】http://www.onpaku.jp/

【代表】鶴田 浩一郎 【認証】平成 16 年 【会員】５名
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CASE

069
「経済」がよくなる

2

3

4
1 福岡を循環している西鉄バスにも乗車することができる。写
真は話題となっている屋根のない 2 階建てバス「オープン
トップバス」。福岡市内の主要観光スポットを案内している。
2 飲食店の店頭などに飾られている、本物の料理そっくりの食
品サンプル。
ロウや樹脂を使ったサンプル作りの見学やカラ
フルにデコレートされたスイーツサンプルづくりを体験で
きるメニューも。
3.4 地元に精通したスタッフがオススメするスポットは、観光客
にとってはうれしい情報。
設定されたサービスやコースも定
期的に変更を重ね、品質を向上している。
5 FUKUOKA 体験バス TICKET の公式ホームページ。
http://www.taiken-bus.com/

1

福岡県福岡市／平成 22 年〜

FUKUOKA 体験バス TICKET

地域を巻き込む、旅の新たな視点
協働 POINT

の中で生まれたネットワークを活かして、福
岡県を中心に九州・アジア圏域の集客・交流

「バルウォーク福岡」で培ったノウハウから

は行ったことがないお店でも、チケットがあ

発展したのが西日本鉄道株式会社（以下、西

れば気兼ねなく、そのお店のサービスを体験

鉄）と の 協 働 事 業「FUKUOKA 体 験 バ ス チ

地域観光の新しい形を示しています。参加者

することができるので、市外からの参加者だ

ケット」です。これは、西鉄が NPO 法人と行っ

にもサービス提供者にもメリットが大きい取

けではなく、地元の人も参加したくなるイベ

た初めての協働事業となります。

組は、地域を取り込み更なる広がりを見せ始

ントとして浸透。平成 24 年には 2 日間の開催

この事業は、バスのフリーパスチケットと

で、延べ 6,000 人を動員する全国最大級の着

市内観光を満喫するための「体験プログラム」

地型集客・交流イベントへと成長しました。

がセットになった商品で、
西鉄バスの 2 日間乗
り放題パスと体験チケット 4 枚セットで販売
されています。体験プログラムの企画やプロ

生まれています。普段は接点を持っていない

グ ラ ム を 実 施 す る 協 賛 店 へ の 協 力 依 頼 は、

利用客が多数来店するため、店舗側にとって

NPO が主体となり、チケットの販売について

も、新規顧客獲得に向けた、サービスのクオリ

は両者で実施します。西鉄のメリットとして

保護に取り組む NPO、さらには虫取り名人や

ティアップ、改善の良い機会になっています。

は、イデア九州・アジアの幅広いネットワー

発想は、旅先・到着地（着地）の人や組織が、地

釣り名人まで、地元に精通した多種多様な人

複数の利用客が短時間で来店するため、新し

クを活用して、豊富な体験プログラムを提供

域の資源を活かした地元ならではの商品

や組織が、来訪者の受け入れに参画し始めて

いサービスをテストマーケティングできた

できること。一方、同法人にとっては、大手企

います。例えば、近年では農家体験ツアーや、

り、顧客のニーズを聞き出せたりという効果

業と連携することで販売力、広報・宣伝の強

ボランティアをするツアーなど従来には無

も出ています。地域内にいる新たな顧客と事

化につながることが挙げられます。
「私たち

かった新しい旅行企画も登場し、単なる行楽

業者がお互いに接点を持つことにより、新し

は、利用者にどのようなプログラムが求めら

いネットワークも生まれています。

れているのかを徹底的に調べ、受け入れ側と

企画されてきたのに対して、この「着地型」の

（サービス）づくりを行うもので、新たな観光
事業スキームとして注目されています。
インターネットの普及で情報の入手が容易

サービスの仕組みづくりに取り組んでいま

になり、旅行者のニーズが多様化したことを

ではなく新鮮な体験を志向する人々に好評を

す。同法人では、食や文化・伝統・音楽・アート・

背景に、地域に潜むさまざまな魅力に触れ、そ

得ています。

まち歩き・祭りなど、街が持っている地域資

の地ならではの歴史や文化が体感できる「新

源を案内人と一緒に提供する「着地型体験プ

鮮な感動」を旅行者は求めるようになりまし

ログラム」を実践し、九州各地の滞在型集客・

た。そのような多様化するニーズに対応しよ

交流まちづくりをサポートしています。これ

うと、宿泊や飲食、観光施設など、従来の観光

同法人が、平成 22 年に事業を開始した「バ

までの旅行会社主催のパッケージツアーが、

事業者だけでなく、地域内の一次産業や二次

ルウォーク福岡」は、福岡市内の飲食店をはし

旅の出発地（発地）に近い都市圏の旅行会社で

産業の事業者をはじめ、まちづくり団体、環境

ごして、飲み歩きを楽しむイベントです。5 枚

100

品のおつまみを楽しむことができます。普段

やサービスの質を競い合うなどの相乗効果も

・新しい観光のあり方に、NPO 等による市民の力が発揮され始めていること

井手さんが主宰する異業種交流会「イデア塾」

います。企業との協働では、いかなる状況にも

この企画では、参加店舗同士が、料理の内容

・企業の事業に直結する実践的な協働が図られていること

NPO 法人イデア九州・アジアは、理事長の

そのニーズを共有することが役割だと考えて

地域を取り込む、
観光の新しい形

る仕組みで、チケット１枚で１杯のお酒と１

西日本鉄道 株式会社 × 特定非営利活動法人イデア九州・アジア

「観光」を取り巻くニーズの変化

綴りのチケットを購入し、協力店舗を回遊す

「地元の人」も参加したくなるイベント

応じる責任感が必要です（井手代表）
」
こうした着地型の集客・交流への取組は、

めています。

5

■ 西日本鉄道 株式会社 【業種】陸運業
【住所】福岡県福岡市中央区天神 1-11-17 【TEL】0570-00-1010 【HP】http://www.nishitetsu.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 イデア九州・アジア

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県福岡市中央区天神 4-2-36 【TEL】092-401-0877 【HP】http://npoidea.com/
【代表】井出 修身 【認証】平成 22 年 【会員】9 名（役員、平成 24 年 9 月現在）
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CASE

CASE

070

2

「経済」がよくなる

071

2

1 同校の合宿自動車免許プログラムの体験風景。
陶

1 女子大生が社会課題の解決に挑む合同イン

芸や乗馬体験など年間を通じて実施されるもの

ターンシップ、ハナラボでの記念撮影。課題を

や渓流での釣りや農作物の収穫体験など季節に
応じて実施されるものまで、
さまざまな体験メ
ニューを地域が一体となって提供している。
2 遠野ドライビングスクール。
株式会社高田自動

「経済」がよくなる

やり遂げ、
自然とイキイキとした表情に。
2 インターンシップ中、ヒアリング調査の様子。
実際に現地の人の声を聞きとり、自治体の課題
解決シナリオを考える。

車学校によって平成16 年に新たに開校。
学校業
務に加え、
新たな試みとして閑散期には従業員
がトマトづくりなど農業にも取り組んでいる。
高田自動車学校は、
東日本大震災被災者の生活

1

1

立ち上げ支援を行う
「重機免許取得プロジェク
ト」
に協力するなど復興支援にも尽力している。

岩手県遠野市／平成 16 年〜

グリーンツーリズム型の合宿免許プログラム

東京都／平成 18 年〜

ハナラボプロジェクト

遠野ドライビングスクール × 特定非営利活動法人 遠野山･里･暮らしネットワーク

プロジェクト毎の協働企業 × 特定非営利活動法人 ハナラボ

日本初の試みが実現した、安全教育とまちの活性化

女子大生と企業をつなげる

協働 POINT

協働 POINT

・地域の魅力を活かした合宿免許のプログラムが、経済的な効果を実現したこと

・企業と女子大生の間にこれまでになかった接点を生みだしていること

・過疎などの問題を抱える地域の再生や活性化のための、大変参考となる事例であること

・NPO と女子大生と企業との win×3 の関係が見られること

全国的初のユニークなプログラムの開発

していた市役所の職員が、同 NPO の副会長を

から提供してもらうことで、NPO の貴重な収

兼任していたことをきっかけに両者の協働が

益としています。

女子大生と社会との接点

女子学生を社会変革の担い手へ

シナリオづくり」をテーマに、東京海上日動シス
テムズが協賛しました。協賛企業は、
「ハナラボ

自然豊かな民話の里として知られる、岩手

開始。自動車学校の入校生数ならびに遠野へ

このプログラムは同校の教育理念「安全の

WEB サイト構築サービスを提供するイン

ハナジョブの運営には、インターン生が 15

が、ワークショップやプラン発表の審査委員を通

県遠野市。遠野ドライビング･スクールは、特

の交流人口の増加を目的として、合宿免許取

小さな種を蒔く」に沿って実施しています。生

ディ株式会社は、女子大生向け就活応援サイ

人ほど関わっています。同社の角さんは、一緒

じ学生と交流する『学生と企業の合同インターン

定非営利活動法人 遠野山･里･暮らしネット

得の過程に、遠野という農山村ならではのグ

徒が卒業後に事故を起こさないようにするこ

ト「ハナジョブ」を運営しています。同サイト

に活動する中で、
彼女たちの潜在能力の高さに

シップ』
の場にもなっている」
といいます。

ワークと協働し、グリーンツーリズム型合宿

リーンツーリズムを取り入れた『前例のない

と、グリーンツーリズムを通じて問題意識を

には、女性活用やワークライフバランスの推

気付きます。しかし、学生にはその力を伸ばす

特徴は、
「女子学生の強みを活かしたプログ

自動車免許プログラムを合宿生に提供するこ

プログラム』を同校と協働で開発し、ユニーク

高め、安全を大事にする人間性を育てること

進に取り組む企業の紹介 ( 約 50 社 ) や、学生

活動の場所がなく、やり抜いた経験を持てな

ラム」であること。女子学生の共感力を活かし

とで、入学生や交流人口の増加、地域経済の活

な試みとしてスタートさせます。

を使命としています。

記者が取材したロールモデルとなる女性のイ

い。それが原因で自信が持てない、という悪循

たヒアリングで現状分析、課題発見、アイデア

性化などの効果をあげています。

合宿生は教習の空き時間を利用して、乗馬

平成 16 年度の開校時に引き継いだ生徒数

ンタビュー ( 約 90 名 ) など、女子大生のキャ

環が起こっていると感じました。
それならば、

発想、シナリオ化プレゼンテーションのワーク

平 成 16 年 当 時、遠 野 市 唯 一 の 自 動 車 学 校

体験や農作業体験など多様なメニューから好

は 年 間 260 名 ほ ど で し た が、平 成 23 年 度 は

リア選択を支援する情報が掲載されていま

アクションの場を作ろうという思いで、
女子学

ショップを実施。課題解決に繋がるアイデアを

は、少子高齢化による入校生減少で、一旦は閉

みのものを選び体験することができます。体

832 名（う ち 合 宿 生 303 名）と 3 倍 以 上 に 拡

す。( 企業数・掲載人数は平成 25 年 2 月現在 )

生が社会課題の解決に挑むプロジェクト
「ハナ

提案し、事業化にも取組みます。
「就職活動で

校が決まっていました。しかし「地元の学校を

験料は基本的に無料であり、これまでに半数

大。市内の宿泊客の増加、雇用の促進といった

同社がサイトを立ち上げた背景には、希望

ラボ
（ハナジョブ＊イノベーションラボ）
」
を企

は、制度が整った企業を探す学生が少なくあり

なくさないでほしい」という市民の声に、株式

以上の合宿生が体験に参加しています。遠野

経済効果も上げています。また免許取得後に

を持って就職した女性の多くが、出産を機に

画、
NPO 法人ハナラボを組織します。

ません。もちろん長く働くためには賢い選択で

会社高田自動車学校が応え、遠野ドライビン

山･里･暮らしネットワークは、遠野という土

も再び体験先を訪れるリピーターもいるな

仕事を辞める現状があります。子育てに関す

ハナラボでは、実在の社会課題の解決に挑む経

す。でもそれは先輩たちが切り拓いたもの。ハ

グ･スクールとして新たに開校することにな

地だからこそできる体験メニューの開発や、

ど、プログラムを体験することで、遠野という

るものが、仕事を辞める大きな理由ですが、周

験を通じ、自分で道を切り拓くマインドと手法の

ナラボの卒業生には自ら道を切り拓く存在に

ります。

体験参加者のコーディネートを行います。そ

土地を愛するファンが増え続けています。

囲から期待され、かつ仕事が面白かったら、仕

習得を目指します。平成22年は島根県隠岐郡海

なってほしいと思っています。( 角 代表理事 )」

事を辞めないのでは？ならば、仕事を楽しめ

士町の「離島における男女の交流」をテーマに、リ

NPO、企業、自治体の協働により、社会の担

る女性を増やそう、という目的のもと、学生向

クルート、WOWOW、ジョンソン・エンド・ジョ

い手を輩出しようとする、意欲的で実践的な

けのハナジョブを開設します。

ンソンが協賛。
平成23年は山梨県北杜市の
「未来

試みが始められています。

自動車学校の事業の引き受け先探しに奔走

して活動費としてのコーディネート料を同校

■ 遠野ドライビングスクール 【業種】サービス業
【住所】岩手県遠野市青笹町糠前 37-29-7 【TEL】0198-63-2080 【HP】http://tono.si-dsg.com/

■ 特定非営利活動法人 遠野山・里・暮らしネットワーク

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 ハナラボ

【住所】岩手県遠野市東舘町 6-16 【TEL】0198-62-0601 【HP】http://www.tonotv.com/members/yamasatonet/

【住所】東京都中野区弥生町 2-41-17 【HP】http://hanalabs.net/

【代表】菊池 新一 【認証】平成 15 年 【会員】92 名（正会員 50 名、準会員 20 名、サポーター会員 22 名、平成 24 年 8 月現在）

【代表】角 めぐみ 【認証】平成 24 年 【職員数】6 名（平成 24 年 12 月現在）
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CASE

CASE

072

2

「経済」がよくなる

073

2

1 絵本の読み聞かせやベビーマッサージ、
お菓子

1 収穫したサツマイモを片手に記念撮影をする

作りなど、
お母さんが子どもと一緒に楽しめる

株式会社デンソーセールスの社員。
「芋掘り」と

企画が盛り込まれ、
モデルハウスでゆっくりと

いう誰もが取り組みやすい活動の内容が好評

時間を過ごす見学会となった。

で、後日の社内アンケートでも「また参加した

2 来場者は住宅展示場のセンターハウスで入館

「経済」がよくなる

い」という意見が大多数であった。

証を受け取り、各モデルハウスに見学に回るシ

2 一生懸命、畑を耕す参加者の皆さん。その頑張

ステム。協賛企業からのコーヒーサービスなど

りのおかげで、予定時間よりもスムーズに作業

があり、飲食休憩スペースとして開放したモデ

が進行した。

ルハウスも賑わっていた。

1

1

福岡県福岡市／平成 24 年〜

hit Life Style Club 夢の街プロジェクト

福岡県八女市／平成 22 年〜

芋焼酎プロジェクト 手作り焼酎「環」

福岡地所 株式会社 × 特定非営利活動法人 ecomam（エコマム）

株式会社 デンソーセールス 九州支社 × 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡 × 酒造メーカー

憧れの家に住みたい、子育てママのマイホームづくりを応援する

飲めば飲むほど、地域が豊かになる

協働 POINT

協働 POINT

• 子育て世代ネットワークという、NPO の強みを活かせる企画を企業に提案したこと

・初めてでも社会貢献の楽しさを感じられる、取り組みやすい活動内容であること

• 出展者に対するフォローアップや企業とのマッチングをきめ細やかに行ったこと

・売れれば売れるほど、地域が豊かになる収益モデルが確立されていること

SNS からリアルなコミュニティづくりへ

を店舗に見立て、
「おうち起業」をしているママ

展者との合同お見合い会を開催し、木をふん

中山間地に残る、耕作放棄地を活用する

の社員とその家族の約 40 人が参加。
「現場で

売り上げが、
地域の安定につながる資金に

知り、常に考える」というモットーを持つ同社

たちが創意を凝らした出展を行うというもの

だんに使ったハウスでは木のおもちゃを販売

福岡の子育てママを応援する特定非営利活

で、子育てママに社会との接点を提供するとと

するなど、どのモデルハウスにどのママが出

全国的にも大きな課題となっている、耕作

は、かねてからグラウンドワーク福岡と協働

このプロジェクトの大きな特徴は、
「中山間

動法人 ecomam ( エコマム )。母親向けの講

もに、子育てファミリー層に気軽に住宅展示場

展するかという、マッチングやコーディネー

放棄地の増加。農業が盛んな福岡県八女市上

しており、焼酎プロジェクトにも関わってい

地の里地活用」と「地域の豊かさ基金づくり」

トも行いました。

座や講演会、同団体が「おうち起業」と呼んで

に足を運んでもらうことを目的としています。

陽町の中山間地も同様の状況に置かれていま

ます。
「身体を動かし、その楽しさに触れるこ

という 2 つのテーマを掲げ、その実現に向かっ

いる自宅で子育てと両立しながらのスモール

エコマムが福岡地所に提案し、福岡地所は新た

当日は、ハンドメイド雑貨や、パン・ドリン

す。農作物が作付けされていた場所が、農業従

とによって社員の社会貢献に対する意識の向

ていることです。
「環」の名のとおり、資金と共

ビ ジ ネ ス の 支 援、ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク

な顧客の開拓につながる機会であると考え、協

クなどの飲食の販売、カメラ講座やデコパー

事者の減少に伴い荒地となってしまう問題で

上につながった」と言います。

感 が 循 環 す る ス キ ー ム と な っ て お り、酒 造

サービスを活用した母親のコミュニティの運

働プロジェクトが動き出しました。

ジュ教室、ネイルやマッサージ・エステなどの

す。八女市の中でも奥八女地域では、過疎化や

そうして収穫されたサツマイモは、その後

メーカーが実行委員会から原料芋を買い取

ビューティーイベントなど、２会場で全 143 人

高齢化も相まってさらに深刻な状況にありま

地元の酒造メーカーである合資会社後藤酒造

り、実行委員会が酒造メーカーから焼酎を買

のママたちの出展がマッチングされ、約 630 人

す。これに対して、環境、教育、まちづくりなど

場が醸造、グラウンドワーク福岡が販売して

い取り、都市や地域住民が実行委員会から焼

もの方が住宅展示場を訪れたことで、ママの夢

幅広い活動を行う特定非営利活動法人グラウ

います。皆さんの「ありがとう」の気持ち、お互

酎を買い、焼酎の売り上げ金から必要経費を

ンドワーク福岡が動き始めました。

営などを行っています。
企業との協働にも意欲的で、エコマムが運

出展者とハウスメーカーをつなぐ

営するコミュニティを活かして、企業向けの

いの助け合いの気持ちが循環し、地域が豊か

差し引いた全ての収益を「豊かさ基金」として

平成 22 年に、耕作放棄地を活用した「芋焼

になればという思いを込めて「環 ( かん )」と

積み立て、地域の安定・安心な暮らしのため

酎づくり」を目標に、八女市上陽町で焼酎プロ

ネーミングされた芋焼酎は、年間約 1,000 本

の資金として活用します。
「飲むほどに、酔う

デルハウスの魅力を引き出すような企画づく

ジェクトの実行委員会を設立。地元有志の協

が販売され、地元だけでなく福岡都市圏にも

ほどに地域が豊かになる」というキャッチコ

りを意識させるなど、細やかなフォローアッ

力を得て、サツマイモの栽培に取り組みまし

ファンを増やしています。

ピーのとおり、焼酎づくりを通して関係する

プを行いました。また各ハウスメーカーと出

た。収穫作業には、株式会社デンソーセールス

市場調査や商品企画、企業とのタイアップイ

イベント開催に向けて、エコマムが日頃の

がいっぱい詰まった 1day モールとなりまし

ベントなどを行っています。そのうちのひと

ネットワークを活かしてイベントへの出展者

た。NPO のネットワーク力とコーディネート

つが、福岡県内に５つのモデルハウス展示場

を募集。出展者に対しては勉強会を開催し、モ

力が発揮された協働事例となりました。

を展開する福岡地所株式会社との協働による
イベント「ママの夢の街プロジェクト」です。
このイベントは、住宅展示場のモデルハウス

■ 福岡地所 株式会社 住宅事業部

hit 住宅展示場課 【業種】不動産業

■ 株式会社 デンソーセールス 九州支社 【業種】卸売業

【住所】福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 【TEL】092-272-5571 【HP】http://www.fukuokajisho.com/house.html

■ 特定非営利活動法人 ecomam( エコマム )

団体や地域に新たな活気が生まれています。

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】福岡県福岡市博多区山王 2-6-35 【TEL】092-412-1177 【HP】http://www.denso-sales.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡

保 社 ま 観農学環 災地人国共 子情 科経職消中条

【住所】福岡県福岡市中央区清川 3-8-17-1403 【HP】http://www.ecomam.info/

【住所】福岡県福岡市博多区美野島 2-16-8 日大ビル 4F 【TEL】092-414-1234 【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~gw-fuku/

【代表】清水 麗子 【認証】平成 18 年 【会員】約 1,500 名（平成 25 年 3 月現在）

【代表】河野 泰治（事務局長：大谷 妙人）【認証】平成 14 年 【会員】152 名（平成 25 年 3 月現在）
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「経済」がよくなる

075

2

1「あねっこバス」。料金はチケット制で中学生以

1 化粧品シリーズ
「あま肌」
。
商品の印象を決める

上 200 円、小学生以下 100 円（※未就学児は保

ボトルデザインは、
若手デザイナーの提案をも

護者同伴の場合のみ無料）。JR 雫石駅を起点と

とにモニター調査の意見を踏まえて、
何度も議

した「御明神線」
「西山線」
「西根線」
「小岩井線」

論を重ねて選ばれたもの。
母親の温かさを表現

「鴬宿線」
「大村線」の 6 路線を運行（※出発の 30
分前までに要予約）。雫石町の主な施設では、高
齢者や障害者のために予約電話を代行する
サービスや、4 か所に予約直通電話を置くなど
きめ細やかにバスの運行をサポートしている。

「経済」がよくなる

したピンクとなった。
2 最初に提案されたデザインの原画。化粧品をさ
まざまな視点からひも解き、特徴を捉えたプラ
ンが並んでいる。

2 必要最小限の運行なので、
タクシー車両による

1

1

場合もある。

岩手県雫石町など／平成 16 年〜

あねっこバス

鹿児島県奄美市／平成 21 年〜

あま肌

ひよこデザインプロジェクト

有限会社 雫石タクシー × 特定非営利活動法人 しずくいし・いきいき暮らしネットワーク

株式会社 アマミファッション研究所 × 特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクあうるず

地域にジャストフィット
「ローテク・ローコスト」
の予約制バス

外の目線でデザインし、地域らしさを再認識する

協働 POINT

協働 POINT

・地域の関係者が話し合い、ビジョンを共有して新しい公共サービスをつくったこと

・企業の技術ノウハウと、NPO のユーザーを意識した目線が魅力的な商品を生んだこと

・「ローテク・ローコスト」の採用により地域に最適な運営規模・方法を達成していること

・開発したアイテムが、結果的に地域をアピールするものになったこと

町民にとって、最善の移動手段を確保する

のコンセプトである「地域資源を活かした交

の需要を把握しておくことで、利用者のない

通手段の確保」
「NPO と地元企業との連携に

まま運行することを避け効率的な運行をする

岩手県岩手郡雫石町周辺を走るデマンドバス

よる輸送システムの導入」に基づいて運行を

ための工夫です。

「あねっこバス」。有限会社 雫石タクシーと特定

始めたのが、あねっこバスです。
「あねっこ」と

非営利活動法人 しずくいし・いきいき暮らし
ネットワークが協働で運行、運営しています。

一方、
国内有数の広大な大地・十勝平野のほ
ぼ中央に位置する北海道帯広市。
ここで地域ブ

の原画を見たときにこれだ！と思いました。

ランドづくりに取り組む特定非営利活動法人

（原さん）
」
また、
後日提案されたネーミングは、

「よりよい地域交通は住民の手で」という提

れる奄美大島には、
鉄分を多く含んだ土と天然

コミュニティシンクタンクあうるずは、
人材育

奄美の
「奄」
と黒糖の
「甘い」
を取り入れた
「あま

は地元で「娘さん」という意味であり、公募に

言の中の考え方をもとに、ビジョンが形成さ

の草木で染める泥染め技法が古くから受け継が

成事業として
「ひよこデザインプロジェクト」

肌」
。
これはまた奄美の方言で母親のことを指

よって名付けられました。

れたこと、そして地域住民、NPO、民間交通事

れ、
その独特の風合いは多くの人を魅了してい

を立ち上げ、専門学校を卒業した若手デザイ

す「アンマ」にも近い語感でもありました。
「私

業者、行政がお互いを尊重し合いながら対等

ます。
株式会社アマミファッション研究所は、
奈

ナーを集めて、
地域特産物の付加価値を高める

たちにとって『あま』
を使うのは当たり前すぎ

な立場で協力したことで生まれた「あねっこ

良県の肌着メーカー、
ラック産業株式会社が、
こ

活動を行っています。

てかえって使いづらかったのですが、
“外”から

バ ス」。地 域 の 創 意 工 夫 に よ り、ジ ャ ス ト

の染色技術を活かした商品開発を行うために設

この南北 2,000km 離れた両者が環境展示会

見たときにはそれが奄美らしさなのだと気付

フィットな公共サービスを実現した事例とし

立した、
奄美市による誘致企業です。
同社は、
奄

で出会い、
活動地域や手法は違うものの地域の

かされました。
販売するときも
「あま肌」
の由来

て、大きなヒントになるのではと思います。

美地域の未利用資源の有効活用を検討する産学

課題を解決するという理念が一致し、化粧品

を説明できるので、
それが地域をアピールする
ことにもつながっています。
」

最新でなくても、立派に愛される存在に

年々減少していることがあります。雫石町で
も平成 16 年 3 月に町内のみで完結するローカ

バスの運営業務は NPO が、運行業務はタク

ル路線を含む６路線８系統のバス路線が廃止

シー会社が担当しています。同バスは、必要最

されました。交通弱者である児童生徒、学生、

小限の初期投資（ローコスト、ローテクノロ

官連携会議へ参加し、
黒糖焼酎の粕に含まれる

パッケージの相談を同社の原さんから持ちか

高齢者など町民の移動手段を確保するべく、

ジー）による、タクシー車両による乗合輸送シ

ポリフェノールを活かして美肌効果のある化粧

けたことから協働が始まりました。

雫石町では平成 15 年度に「雫石町生活交通対

ステム、いわゆる“デマンド（予約制）バス”の

品を開発できないかと考えます。
そして、
国の研

策提言委員会」を設置し、有識者と町民代表が

方式で運行しています。定められた６つの路

究開発資金を活用し、
鹿児島大学などとの産学

協力して提言『わが町、雫石のこれからの生活

線で、時刻表に基づいて運行され、利用は予約

官連携により、
黒糖もろみエキス配合化粧水を

交通ビジョン』をまとめました。この提言の中

が必要となります。これは、
あらかじめ利用者

開発しました。

■ 有限会社 雫石タクシー 【業種】陸運業

■ 特定非営利活動法人 しずくいし・いきいき暮らしネットワーク

約10か月のデザイン開発を経て、
平成22年10
月に「あま肌スキンケアシリーズ」を発売開始。平

化粧品で地域を売る

成23年には、鹿児島県主催の「2011かごしまの
新特産品コンクール奨励賞」を受賞し、これを皮

「相談した翌日にいくつかのデザイン案を

切りに
「奄美」
を全国に発信しています。

■ 株式会社 アマミファッション研究所 【業種】製造業（その他製品）

【住所】岩手県岩手郡雫石町上町東 31 【TEL】019-692-3131

【住所】鹿児島県奄美市名瀬朝戸 269-3 【TEL】0997-54-9181 【HP】http://www.luc-group.co.jp/fashion/
保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクあうるず

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】岩手県岩手郡雫石町上町東 24-8 【TEL】019-691-1800 【HP】http://shizuiki.com/

【住所】北海道帯広市東 2 条南 4-10 【TEL】0155-67-6305 【HP】http://www.owls.ne.jp/

【代表】西山 甲士良 【認証】平成 16 年 【会員】22 名（平成 25 年 2 月現在）

【代表】梅津 一孝 【認証】平成 13 年 12 月 【会員】54 名（平成 24 年現在）
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持ってきてくれて、
その中にあった母と子ども

鹿児島市内から南へ380km。
「大島紬」
で知ら

あねっこバス導入の背景には、自家用車の
普 及 等 に よ り、地 域 の 路 線 バ ス 利 用 者 数 が

南北 2,000kmの距離を越えた連携
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地場企業各社 × 特定非営利活動法人 鳳雛塾（ほうすうじゅく）

「経済」がよくなる

2

「経済」がよくなる

佐賀県佐賀市／平成 17 年〜

起業家精神涵養教育事業

地域が連携して育てる、未来の起業家

1 市制施行 70 周年（2012 年）記念事業・宮元気
70 まちなかにぎわいまつり・ぐるめ横丁での
出店状況。会場には、グルメな各地の名物を求
めて、
たくさんの行列ができた。
2 B1 グランプリ第一回、第二回の金賞を受賞し
た富士宮やきそば。
全国でも人気が高い逸品。

協働 POINT

・産業界主導による取組が、NPO 法人化を経て、地域社会を巻き込んだ人材育成事業へと発展したこと
特定非営利活動法人 鳳雛塾は、佐賀県内の

リア教育にも積極的に取り組んでいます。

1

静岡県富士宮市／平成 16 年〜

富士宮フードバレー構想
地場の食品産業など複数企業 ×NPO 法人 まちづくりトップランナーふじのみや本舗

地域の「食」が、まちづくりや交流を牽引する

人や、まちづくり、社会貢献をはじめる大学生

同塾では地元企業で活躍する人材を地域全体

などが誕生するなど、NPO をプラットフォー

げられた「SAGA ベンチャービジネス協議会」

で育てるため、
また大切な
「学校現場と地域社会

ムとして、地域社会全体で起業家教育や児童・

を前身とする団体であり、佐賀県での起業を

との持続的なつながり」
を実現するため、
行政機

目指す若者に対し、起業家精神（アントレプレ

関はもとより、
商工団体や大学、
地元金融機関を

金融機関を中心とした産業界によって立ち上

ナーシップ）の涵養教育（＝起業家教育）に取

中心とした産業界、
地元公民館、
PTAから保護者

り組んでいます。また企業への提案活動等を

に至るまで広範なネットワークを形成。
産業界

採り入れた起業家教育を、小・中・高校生の

がリーダーとなり、
産学官が一体となって、
カリ

授業にも導入し、自ら考え、学び、行動する「生

キュラムや教材を作成しました。

生徒のキャリア形成をバックアップする体制
（自律体制）
が構築されています。

受講生からはベンチャー企業を立ち上げる

きる力」と「人とつながる力」を養成するキャ

保 社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

■ 特定非営利活動法人 鳳雛塾

【住所】佐賀県佐賀市唐人 2-7-20 【TEL】0952-28-8959 【HP】http://www.housuu.jp

協働 POINT

【代表】飯盛 義徳 【認証】平成 17 年 【会員】4 名（専属スタッフ）

• 地域に親しまれた「食」を、NPO や商店などの多様な連携によりブランド化したこと
•「食」を通じた交流が、中心市街地・まち全体・地域間相互のにぎわいを創出していること
NEW COPRODUCTION

CASE
て生まれたのが、
「フードバレー構想」という

しい取組として、また行政、地域、NPO が「食」

地域ビジョンです。これは、自然の恵みと文化

をコンセプトに連携することで、文化や経済
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静岡県富士宮市は、富士山に代表される豊

を誇りに、市民と生産者・NPO・企業・大学

の活性化にもつながる動きとして、その将来

「経済」がよくなる

かな恵みに育まれた地域ですが、最近ではご

が連携、市を挙げて「食」のまちづくりに取り

が期待されます。

当地グルメの祭典「B1 グランプリ」で一躍有

組 ん で い く も の で、食 を 通 じ 垣 根 を 超 え た

名となった「富士宮やきそば」で知られるよう

ネットワーク化を進め、協働することにより、

リ」を運営する、一般社団法人 B 級ご当地グル

になりました。その動きの発端となったのは、

食関連産業に留まらない地域全体の活性化へ

メでまちおこし団体連絡協議会の代表理事も

平成 12 年に誕生した「富士宮やきそば学会」
。

と広がっています。

務めるなど、
「食」を通じた交流やまち活性化

年間で 60 万人が訪れる、
「食」のまちおこし

“旨くて”・“愛される”富士宮やきそばを、市

中小企業魅力発見事業（Gutʼs）
地元企業約 60 社 × 特定非営利活動法人 沖縄人財クラスタ研究会

まちの商店や工場にこそ、学ぶべき「発見」がある

また渡辺代表理事は、前出の「B1 グランプ

の動きにも積極的に関わっています。

いわゆる「B 級グルメ」と呼ばれる“安くて”・

沖縄県／平成 23 年〜

協働 POINT

・仕事の現場で必要なことを学ぶ、企業 × 行政 ×NPO× 学校の取組であること

「食」
を活かした、
にぎわいづくりの広域連携へ

民・企業・行政が一体となって地域ブランド

沖縄県では、民間企業や NPO、学校など教

前の学生たちです。地場企業での体験プログラ

のサポートを受けながら、学生の企業実習や

平成 22 年にはまちづくりトップランナー

育機関が一体となり、県内企業の要望に沿っ

ムを提供することで、中小企業の魅力を伝えつ

インターンシップ受入等のプログラムに参加

ふじのみや本舗の提案プランが総務省の「地

た人材の確保や育成に取り組む形での雇用対

つ、働くことの意味（職業観）を考える機会を増

することができます。

そのキーパーソンとなったのは同学会の渡

域 ICT 利活用広域連携事業」に採択され、フー

策を進めています。その一環として行われて

やしてもらうことを目的としています。

辺会長。市役所に勤める傍ら、地域の町おこし

ドバレーポータルサイト「愛してね！っと」が

いるのが、沖縄県と特定非営利活動法人 沖縄

また本事業では受け入れ側である企業に対

に関わり、平成 14 年に NPO 法人まちづくり

立ち上がりました。同事業は富士宮市と北海

人財クラスタ研究会、そして沖縄県内の約 60

して、人材育成に関する専門的なスキルを持

トップランナーふじのみや本舗を設立。まち

道帯広市、福井県小浜市、三重県松坂市とい

の中小企業が連携したインターンシッププロ

つ NPO がコンサルティングやアドバイスを

を活性化させるための企画・提言・実践を行っ

う、
「食」のまちづくりを行う 4 地域が連携。相

グラム「中小企業魅力発見事業（Gutʼs）
」です。

行うことも大きな特徴のひとつです。若者と

参加対象は沖縄県内の大学 1、2 年生、専門・

のコミュニケーションや自社の魅力を伝えて

に育て上げ、今や年間で約 60 万人が食べに訪
れるほどの大ヒット商品にしました。

ています。この富士宮やきそばの成功を受け

互物産交流や情報交換などを積極的に行う新

短大 1 年生など本格的に就職活動を開始する

■ NPO 法人 まちづくりトップランナーふじのみや本舗

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

春休みと夏休みの期間中に、合計 130 名の
学生がプログラムに参加し、地域企業の魅力
に触れました。

いくことに不安を抱えている企業でも、NPO

■ 特定非営利活動法人 沖縄人財クラスタ研究会

保 社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】静岡県富士宮市東町 9-17 【TEL】0544-23-5733 【HP】http://fujinomiya-honpo.com/web/htoha.html

【住所】沖縄県那覇市松尾 1-19-27 スカイ那覇ビル 4F 【TEL】098-943-7789 【HP】http://www.human-okinawa.org/

【代表】渡辺 孝秀 【認証】平成 14 年

【代表】白井 旬 【認証】平成 19 年 【会員】16 名（平成 25 年 3 月現在）
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INTERVIEW #3

鳥丸聡
シンクタンク・バードウイング代表。
鹿児島銀行に 10 年間勤務後、九州経済
調査協会調査研究部主任研究員、次長、

地域の中小企業だからできる、
協働スタイル

研究主幹を経て、平成 13 年同協会情報
研究部長。平成 16 年鹿児島地域経済研
究所経済調査部長。
平成 20 年より現職。

「福 祉」が よ く な る
NEW COPRODUCTION

福岡県は「田舎型」の特性が

性 は 仲 間 を 牽 制 す る 力 が 強 く、足 を

でやろうとすると、小さい狭い社会で

残る社会

引っ張り合うので、地元の人間は余程

は「出しゃばるな」と足を引っ張られた

のことが無い限り、前に出て来ようと

りします。でもその部分を NPO がやっ

地域での企業と NPO の協働を考え

しません。そんな状況を変えるのは他

てくれたら応援できるし、何よりも自

る 際 に、地 域 を「田 舎 型」と「都 市 型」の

所の地域から来た人たち、NPO 的な部

分たちが楽になるんです。そこから地

２つのタイプに分けて考えてみます。

分を持った存在であることが多いで

域が活性化すると自分の会社が元気に

まず「田舎型」です。地縁の絆が強い社

す。言葉は悪いですが、NPO とはある

なる、元気になると社会にいろんなこ

会では、住民は地域活動に参加するこ

意味、素人集団に近い存在です。でも素

とが貢献できるから、更に地域が発展

とが強烈な義務であり、
「やって当然」

人集団だからこそ逆に可能性が広が

するという、地域密着の会社にとって、

という感覚です。そういう環境で企業

る。自由にやってみたら、それが独創的

良い状況が生まれます。地域の行政も、

との協働と言っても、例えば顔見知り

になったりします。型にはまらないこ

企業が元気になってくれて税収が増え

の店主と住民ぐらいの関係だから、あ

と、従来の枠やしがらみにこだわらな

れば嬉しいので、応援してくれます。

まりピンとこない。両者とも強固な地

いことがとても重要です。

CASE
079-090

地域の中小企業と NPO の協働の目

縁組織の一員なので、普段から顔見知

しかしその分、NPO は企業の側から

的は、地域社会の課題を解決していく

りだし協力関係にあります。このよう

見たら主張もこだわりも強く、すぐに

ことです。それは地域が良くなって会

な関係性の強い社会では、問題が発生

は協働しにくい存在だと思います。で

社自体も発展していけるというところ

しても、住民同士の日常のつながりの

も企業の側にも壁がある。それを越え

にもつながる。企業にとって協働とは、

多くの NPO・ボランティアがミッションに掲げ、

中で解決していくわけです。

るには、企業は社員レベルでもいろん

自社が持続可能な会社になっていくた

精力的に取り組んでいる福祉の分野にも、新しい

逆 に「都 市 型」は、
「田 舎 型」の 特 徴

なボランティア活動や体験をやるべき

めのひとつのツール、そういう位置づ

風が吹き始めています。企業人や専門的なスキル

だった地縁組織やつながりが無い社会

だと思います。最近ではボランティア

けではないかと思います。

ですから、新たなつながりの枠が必要

休暇というのもあります。是非、休暇の

になります。しかも多様な主体が、
「田

うち１日ぐらいは現場を見て欲しい。

舎型」のように利害を共有するのでは

そうすれば「思っていたのと全然違っ

り出すケース、また障がいのある方々の持つ才能

なく、逆に対立する関係になることが

た」、
「ボランティア活動は面白い」とい

を引き出し、贈り物を飾る「作品」として実用化す

多いです。なので何かを決めるときは、

う経験をすることもあると思います。

るケースなど、社会の中での交流の促進、雇用の

合意を結ぶ『契約』という手段を取るこ

てどっちが悪い、というのは無いです。

地域が、会社が、
元気になる

ただ、現在の福岡県がどちらに入るの
かと問われれば、やはり「田舎型」だと
思います。

これからは大企業よりも、中小企業
に協働の可能性があると思います。組
織体としても動き易い規模だし、何よ
りも、社長に話を聞ける環境が普通に

枠にはまらない存在が、
状況を変える

あるからです。
地域の中小企業にとって大事なこと
は何か。それは地域が元気になること

田舎型の社会では、
「協働」は当たり

です。そうじゃないと自分たちの売上

前で特別感は無い。その分、地縁の関係

が増えない。でもそれを自分たちだけ
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シニアを喜ばせたり、海外での社会貢献活動に乗

創出など、ユニバーサルな社会を実現するための

とが多くなります。
この両者はあくまで、どっちが良く

を持つ人たちが、それを最大限に活かすことで、

動きとして目が離せない動きとなっています。

NEW COPRODUCTION

CASE

079
「福祉」がよくなる

2

3

4
1〜3「ビューティキャラバン」
実施風景。金城学院大学の学生が準
備した 50 着以上の洋服からファッションをコーディネー
ト。ふくりびスタッフがヘアメイクを担当。笑顔になるシニ
アとともに過ごすことで、
ボランティアも充実した時間を感
じることができる。3 年間で 17 の介護施設で実施。参加シニ
ア数は 170 名以上、
総スタッフ数は 330 名にのぼる。
4 東海ゴム工業が開発している介護ロボットの実用調査。同社
が独自に開発したスマートラバーセンサの技術を利用し、理
化学研究所と共同で開発している最先端の技術。

1

愛知県日進市など／平成 20 年〜

ビューティキャラバン事業

養成や派遣事業を中心に、メイクアップした

を結び、平成 20 年から 3 年計画で同事業は始

ても大きな経験になるのではと思います。
（赤

シニアの写真を家族に送る「やっとかメール」

まりました。

木理事長、岩岡事務局長）
」

スタディツアーなど多彩な事業を展開してい

シニアからは笑顔を、
現場からは経験や

われてきたんです。そこからいかに我々企業

ます。

データを得る

「従来、企業は市民ではなくスポンサーと思

事業、旅行業者との協働によるボランティア

東海ゴム工業 株式会社 × 特定非営利活動法人 全国福祉理美容師養成協会

人が、地域の課題を一緒に考えて解決してい

赤木理事長は当時構想段階だったビュー

シニアの人生をより美しく、楽しくする協働

東海ゴム工業は資金面に加え、施設訪問用

われるには、ともに汗を流すこと、私どもが持

す。室長は、この事業が、前述の「社会的視点」

のマイクロバスの提供、介護ロボットの運用

つノウハウを提供することも大切だと考えて

はもとより「東海ゴムの視点」からも有意義な

実験を行います。金城学院大学の生徒は、現場

います。
（戸成室長）
」

協働事業になると直感します。同社は市場環

でのシニアと接するボランティアや洋服選び

境の変化に対応するため、同社の柔らかで高

を 担 当。そ し て「ふ く り び」の 福 祉 理 美 容 が

感度なゴムを使用した介護ロボットの開発を

カットやメイクを施します。シニアも徐々に

進めていました。ビューティキャラバン事業

笑顔になり、その表情を記念に撮影して、写真

を通じて、介護現場における介護ロボットの

を後日家族に送るという段取りです。一連の

運用実験を行い、利用者や現場で働く人の声

お年寄りの反応は名古屋大学が記録し、美容

を進めていますが、このうち障害者・福祉分

を集めることができるのではないかと考えた

がシニアに与える影響を調査するデータとし

野の取組のひとつがビューティーキャラバン

そうです。

て活用します。

協働 POINT

・企業、福祉、大学、NPO が得意分野を活かした協働であること
・企業が社会貢献と新規事業開拓を両立させた取組であること。

企業人が「仲間」になる CSR を目指す

ジェクトとして注目されています。
東海ゴム工業株式会社は、自動車用の振動

東海ゴム工業株式会社は、福祉理美容の専

ゴムの分野で世界トップシェアを誇る大手

事業です。」

門スタッフを擁する特定非営利活動法人 全国

メーカーです。また平成 20 年からは社会貢献

福祉理美容師養成協会（以下、
「ふくりび」
）と

室を新設し、社員のボランティア活動への参

協働で、
「ビューティキャラバン」事業を行っ

加を積極的に進めるなど CSR 活動を充実させ

ています。同事業は介護施設に入所するお年

ています。NPO との協働に関する同社の取組

寄りたちに「晴れの日」のヘアカット、メイク

を、元西友の副社長で、社会貢献室発足以来、

長を務め、市内で美容室を経営している赤木勝

などを施すことで、年を重ねても「その人らし

室長を務める戸成司朗さんに伺いました。
「平

幸さんと個人的な交友関係がありました。

く美しく」生きていけることを実感してもら

成 20 年に社会貢献の推進ガイドラインを策

ふくりびは同市を拠点に、介護施設の入所

個人的なきっかけから広がった、幅広い協働に
戸成室長は日進市在住で、
「ふくりび」の理事

う 事 業 で、
「高 齢 者 と QOL」、
「ユ ニ バ ー サ ル

定し、従来の寄附型の社会貢献を参画・協働

者にカットやシャンプー、ヘアメイクなどの

ファッション」などを研究する名古屋大学や

型に移行させるという観点で、社会からと東

訪問理美容サービスを広めようと立ち上げら

金城学院大学とも連携するなど、企業、NPO、

海ゴムからの双方の視点から協働の有効性を

れた団体です。平成 7 年に活動を開始し、平成

大学がそれぞれの得意分野を活かしたプロ

評価※しています。5 つの社会貢献分野で協働

19 年に NPO 法人化。
プロの福祉理美容師の

112

く仲間だと思われるか。
『良い会社だね』と思

ティキャラバン事業を、戸成室長に提案しま

企 業 と NPO と の 中 間 支 援 を 行 う パ ー ト

「『美容で人を幸せにしたい』というのが当

ナーシップサポートセンター ( 名古屋市 ) が

団体のモットーです。プロフェッショナルの

コーディネート役を担ったこともあり、企画

スキルで社会に貢献できる。協働の現場でさ

調整は順調に進み、企業と名古屋大学、金城学

まざまなふれあいの中でそのニーズに触れる

院大学の 2 大学も加えた４者での基本合意書

ことは、参加するプロフェッショナルにとっ

※協働を評価する視点
①社会からの視点として、相手の NPO の
組織や活動に社会課題性・発展性・実効
性・独創性があるか、Win-Win の関係が
構築できるか。
②東海ゴムからの視点として、社会的投
資に対してリターンが見込めるか、地域
での持続的な関係性を探る。

■ 東海ゴム工業 株式会社 【業種】製造業（ゴム製品）
【住所】愛知県小牧市東 3-1 【TEL】0568-77-4261 【HP】http://www.tokai.co.jp/csr/（※CSR 情報ページ）

■ 特定非営利活動法人 全国福祉理美容師養成協会

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】愛知県日進市香久山 1-2809 【TEL】052-801-4490 【HP】http://fukuribi.jp/
【代表】赤木 勝幸 【認証】平成 19 年 【会員】40 名（平成 25 年 1 月現在）
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NEW COPRODUCTION

CASE

080
「福祉」がよくなる

2

3

4
1〜4 カフェ・アイリス内観／営業写真。運営方針については、企
業からは「ホテルのロビーのような清潔感と高級感があり、
品の良い雰囲気を」という当初から明確なイメージが示され
ており、それに対応する努力がなされている。接客マナー、店
内の装飾、有機コーヒー豆を使用したブレンドコーヒー、
フェアトレード商品など、利用者に好評。

1

愛知県名古屋市／平成 11 年〜

NPO 喫茶カフェ・アイリス運営事業

す。NPO は、現場で働く人材を提供し、スタッ

み重ねながら、
現在のスタイルを形成していっ

通じてお互いが成長し合ったことが、本事業

フの雇用や支援の機会を得ています。事業者

たという経緯があります。

が 14 年以上継続している所以と言えます。

アドバイザーも交えて、
議論と努力を重ねる

業と NPO の調整や複数の NPO 間の調整を行

を求めていた企業と働く場を求めていた

三井住友海上火災保険 株式会社 × 社会福祉法人 ゆめネット × 特定非営利活動法人 パートナーシップ・サポートセンター
ほか運営に関わった複数 NPO

NPO の活動と障がい者の就労を支援する、企業内カフェ
協働 POINT

・企業が持っている「場所」という資源を、NPO 支援に活用したこと
・企業と NPO の協働の際に、中間支援組織が効果的に機能したこと

NPO とが、それぞれの経営資源を補完し合い

本ケースは、中間支援組織である PSC が、企

企業の社会貢献にもつながる理想的な形で運
営が継続されています。

い、当初の事業立ち上げから運営が軌道に乗
運営上のさまざまな問題に対処するため

るまでを効果的にサポートしている事例とし

ここに至るまでには、
越えなければならない

に、毎月開催される運営会議が重要な場とな

ても参考になります。意欲的な事業者だけで

多くの課題がありました。NPO はミッション

りました。三井住友海上と NPO、そしてアド

なく、その間を結ぶコーディネイターの存在

を持つ存在であり、
異なるミッションを持つ複

バイザー役として PSC が参加。売り上げや収

が、事業を成功に導くには大変必要な要素だ

数の団体が協働で事業を行うためには、
細かい

支の報告、経営上の課題や売り上げに関係す

という参考事例です。

調整やルール決めが必要です。例えば、カフェ

ると思われる社内の会議やセミナーの予定な

での喫煙を認めるかどうかを巡って、
運営に参

どの情報交換を行っており、特に、売り上げな

加していた団体が離脱したこともありました。

どお金に関する情報の全てを共有することが

また、
女性の社会参画を進める団体と障がい者

信頼関係の構築につながったと言います。

の雇用を進める団体とでは、
スタッフの勤務シ

企業は NPO の成長を支援しているという
意識、NPO は自分たちが社内にいることで、

福利厚生が社会貢献につながる、

準備段階から現在まで、同社と NPO の調整役

フェ・アイリス」がスタートしました。このス

フトや賃金の考え方について隔たりがあるこ

独創的な協働スタイル

として関わっています。

タイルはその後 11 年間続き、平成 22 年にカ

とから、
両者が満足するルールを決めなければ

同社の社員の社会貢献の理解を深める一助を

フェがリニューアルされてからは、社会福祉

なりませんでした。企業にとっても、実験的な

担 っ て い る と い う 互 い の 了 解 が 生 ま れ、

ケースだっただけに、
現場での議論や判断を積

Win Win の関係が形成されます。協働事業を

カフェがオープンしたのは平成 11 年。喫茶
三井住友海上火災保険株式会社は、同社の

店を経営していた民間の事業者が経営不振を

法人ゆめネットが中心となり、同社と協働で

名 古 屋 ビ ル 1 階 で、NPO 等 と の 協 働 に よ る

理由に喫茶店から撤退したことを受け、社会

運営しています。

NPO 喫茶「カフェ・アイリス」を運営してい

貢献を兼ねて NPO にカフェの運営を任せら

ます。このカフェは、同社が福利厚生と社会貢

れないかと PSC に相談したのがきっかけで

献の一環として、場所や備品、食器などを提供

す。PSC は公共施設における喫茶店の運営実

し、光 熱 水 費 を 負 担。運 営 に 関 わ る NPO に

績を持つ三重県津市の団体（女性問題研究会

実験的なケースならではの問題を経験
名古屋市の桜通りというオフィス街に立つ

とっては、収益から活動資金が得られるほか、

TSU・アイリス）を紹介し、同団体が派遣した

企業ビルの１階にあり、天井が高く開放的な

障がい者の雇用という、貴重な機会を得てい

指導者のもと、女性の社会参画を支援する「女

空間や、採光を確保できる大きな窓など、モダ

ます。また、企業と NPO の協働をサポートす

性ネットワーク・サン・アイリス」やバリア

ンな雰囲気を持ったカフェ・アイリス。

る中間支援組織、特定非営利活動法人パート

フリーな社会を理念とする「スペイス・21」な

ナーシップサポートセンター ( 以下、
PSC) が、

ど複数の団体が運営に参加する NPO 喫茶
「カ

114

実際のカフェ運営に関しては企業側が施設

■ 三井住友海上火災保険 株式会社（中部ブロック） 【業種】保険業
【住所】愛知県名古屋市中区錦 1-2-1 【TEL】052-203-3121 【HP】http://www.ms-ins.com/company/csr/index.html（※CSR ページ）

■ 社会福祉法人 ゆめネット 【業種】その他
【住所】愛知県名古屋市中川区荒子 2602F 【TEL】052-354-5826 【HP】http://www.yumenet-koara.jp/
【代表】鷹巣 孝久 【認証】平成 15 年

会員：40 名（平成 25 年 10 月現在）

■ 特定非営利活動法人 パートナーシップ・サポートセンター

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】愛知県名古屋市千種区池下 11121 【TEL】052-762-0401 【HP】http://www.psc.or.jp/
【代表】岸田 眞代 【認証】平成 11 年

会員：115 名（NPO・企業含む、平成 23 年現在）

や備品、水道光熱費を無償で提供、負担しま
115
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4

3
1-3 作品公募の表彰式と審査の様子。
福岡県内を想定した公募に
も関わらず、応募総数 444 作品が集まった。公募のテーマは
「食の思い出」。食事や料理の楽しさを、受け取った人により
感じてもらえるという点を重視して選考された。
4 株式会社椒房庵の、
実際に作品が採用された通販用ダンボー
ル。内側にはだんだんボックスについての案内が印刷されて
いたり、コストを削減するため白地ではなく茶色のままの段
ボールを活用したりするなど、さまざまな工夫が凝らされて
いる。

1

福岡県福岡市／平成 22 年〜

だんだんボックス
株式会社 椒房庵 × だんだんボックス実行委員会

“おもい”をおくる、“おくる”をおもいにする
協働 POINT
マには企業のイメージに合う「食の思い出」を

・ダンボールという日常から目にする存在に、新たな価値観を持たせたこと
・贈る人、届く人にとって楽しいシステムが、障がい者に雇用や自立の場を生むこと

ダンボール箱を社会参加の場に

広めていくことで、社会参加の機会を広げる

飛躍のきっかけとなった、椒房庵との協働

取り組む活動の発表の場」として、障がいを持

長年にわたって明太子や調味料などの食品

として、その才能が認められました。最近では
ダンボールのみならず、博多港中央埠頭に並

企画し実施に踏み切ったものの、
「本当に作

この株式会社椒房庵とのプロジェクトの成

ぶコンテナを、色とりどりのアートで彩り、市

品が集まるのだろうか…？」という不安も大

功は、企業活動を通じて取り組むことができ

民に楽しい場所にする「おもてなしアートコ

きかった公募プロジェクト。しかし、いざふた

る社会貢献として、障がい者の活動の場を広

ンテナプロジェクト」など、あたたかい心のこ

を開けてみると、九州を中心に 444 点もの応

げるきっかけを生み出しています。

もったアートを利用した新しいプロジェクト

募がありました。想いが伝わる素晴らしい作

取組を行っています。委員会では「障がい者が
私たちの手元に届けられるお届けものが、

障がい者のアートが、活躍できる場を

選びました。

例えば東日本大震災の発生時には、福岡県

も精力的に展開されています。

品は審査員の心を打ち、優秀賞 3 作品のほか、

の支援物資（紙おむつ）輸送梱包材として、だ

障がい者自身が、自らの作品で収入を得て

んだんボックスが 500 個活用されました。デ

社会参加を実現する。そんな、
「生きがい」を感

無地のダンボール箱ではなく、賑やかだった

つアーティストたちが描いたダンボールの

づくりに携わってきた株式会社椒房庵は、そ

急遽 29 の入賞作品を選ぶほどの盛況になり

り可愛かったりするアートの箱で届いたら、

「作品」を販売し、売り上げの一部を作者や福

のままだと味気ない輸送用の段ボール箱が、

ました。実際に優秀賞の３作品は、商品配送用

ザインの分野では、平成 23 年のグッドデザイ

じられる場を提供したいという願いは、互い

障がい者の社会参加の場として人々の目を和

の箱として使用され、これまでに計 5 万個以上

ン賞を受賞（パッケージデザイン部門）。一流

が取り組みやすい支援の形を模索しながら、

のダンボール箱が全国へ発送されています。

の企業やデザイナーと肩を並べる優れた作品

“だんだん”と大きな夢に広がっています。

とても楽しい気持ちになれます。まして障が

祉施設に還元しています。ほのぼのとした癒

いを持ちながら絵の才能がある人たちが描い

しのデザインは、贈る人からのあたたかい気

ませてくれるという活動の趣旨に賛同し、同

た絵であれば、素敵な気分になれる。そんなコ

持ちも、受け取る人に届けることができると

委員会との協働プロジェクトを始めます。両

ンセプトを実現するため、平成 22 年よりだん

大人気になりました。お店の包装紙や紙袋な

者は互いにアイデアを持ち寄り、コストを削

だんボックス実行委員会は活動を始めまし

どで、徐々に取り扱うショップも増えていき

減することで継続的な使用に繋げるように白

た。
「だんだん」とは、西日本の一部に残る方言

ました。

地ではなく茶色のままの段ボールを活用した

で“ありがとう”の意味。障がい者の描いた作

りと、さまざまな工夫を凝らしました。また、

品が元になっているアートデザインを、ダン

より多くの障がいのある人へ参加のチャンス

ボールやショッピングバッグなどに印刷して

を広げるため作品を公募することにし、テー
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■ 株式会社 椒房庵 【業種】製造業（食料品）
【住所】福岡県福岡市中央区天神 4-1-11 天神 YL ビル７F（※通販部）【TEL】092-303-8800 【HP】http://www.shobo-an.co.jp/

■ だんだんボックス実行委員会
【住所】福岡県福岡市中央区渡辺通 2-8-12-602 【TEL】092-406-9815
【HP】http://www.dandanbox.com/ 【代表】神崎 邦子
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1

福岡県福岡市／平成 20 年〜

車いす用雨カバー「ヌレント」開発事業
トヨタハートフルプラザ福岡 × 特定非営利活動法人 クックルー・ステップ

車いす利用者の現場で、本当に役立つ商品を開発する

2

を重ねました。また福祉の現場で活動してい

企業の方々に、本当にあたたかく真摯に対応

るクックルー・ステップのメンバーやサービ

していただき感謝しています。今後も福祉の

スの利用者がモニターとなり、保護者、介助

現場で役立つものを開発したいです。
（古賀理

者、ヘルパーなどの立場からの意見やデータ

事長）
」
「お客様の喜んでいただいている声が

を集積し、その上で細かな改良を重ねて、約１

一番嬉しいです。
『ヌレント』をもっと知って

年の歳月をかけて最初の商品が完成。
「（この

欲しい、使っていただきたい。大きなビジネス

カバーがあれば）雨でも濡れんとよ」という博

ではないですが、弊社の社会的な貢献という

多弁の意味を込めて「ヌレント」と命名されま

ことが、少しですけれど果たせているのでは

した。

ないかと思います。
（コン

・市民の切実な悩みを企業が受け入れ、双方の密な連携によって優れた商品を開発したこと
・開発後も精力的に広報に努めており、全国的にも利用の輪が広がっていること

的な商品として注目を集めています。
る問題でした。障がいを持つ子どもにとって

商品化からはじまる、
次の展開を目指して
平成 22 年から全国で発売されている「ヌレ

か、別途料金がかかります
が、他 の 17 色 か ら 選 べ る

利用者から大変喜ばれています。また優れた

サービスなども始まって

協働事例として紹介されたり、多数の賞を受

います。社会に必要なもの

賞したりしていますが、もっと「ヌレント」を

を、企 業 と NPO が 互 い の

利用者の要望に沿ったカスタマイズなどの

多くの人に届けたいと両者は話します。
「現在

ノウハウを集結させて誠
実につくり上げた商品が、

雨でも外出できる、車いす専用カバーの開発

は、チャレンジド・kids（障がい児）とその保

も、親など介助をする存在にとっても、雨天時

ノウハウを持つ同プラザのコンサルティング

護者が協力し合い、元気と勇気を得るための

の車いすでの移動はとても大変です。傘をさ

スタッフの東誠人さんは、古賀理事長の要望

ますが、他のエリアではフルオーダーではな

市場でも魅力あるものと

を聞き、そこから雨の日でも濡れずに車いす

いので、より細やかな対応を将来的に目指し

して進化し続けている優

たいです。本事業では東さんをはじめとする

良な協働事例と言えます。

すことが難く、車やバスに乗り込む際には、利

団体で、書籍などメディアでの情報の発信、福

用者も介助する人も必要以上に濡れてしまい

で移動できる、これまでになかった商品の開

祉サービスの提供、情報交換の機会をつくる

ます。

発を始めました。福祉車両など車の改造に関

ための交流会・勉強会や講演の開催などの事

同団体の古賀裕子理事長は、特別支援学校

してはある程度ノウハウがあった東さんです

業を行っています。同法人は福祉車両の常設

に通う息子を持ち、個人的にも経験していた

が、車いすという全く未知の分野だったこと

展示、開発、改造などを行うトヨタハートフル

この問題をどうにか解決する方法はないかと

もあり、当初は不安もあったそうです。そのた

プラザ福岡と協働で車いす用の雨カバー「ヌ

考え、平成 20 年 8 月にトヨタハートフルプラ

め、古賀理事長のイメージ図、ベビーカー用の

レント」を開発しました。ヌレントは、利用者

ザ福岡に相談に訪れます。

レインカバーも参考にしながら試作品を制作

の現場の声を反映した、これまでにない画期
118

2 意見交換会の風景。試作品のモニタリングを何度も重ねて、
実際の使用感などをチェックする。
3 福岡県主催のイベントなどでの広報風景。
「ヌレント」
の現物
を会場に展示し説明するなどして、商品の広報を積極的に
行っている。

現在は標準色の青のほ

は福岡ではフルオーダーでつくることができ

活動を目指して平成 18 年に NPO 法人化した

まっている。値段が安定するように、補装具や日常生活用具
の認定を取得するための努力も継続している。

東さん）
」

ント」は、同じような悩みを抱えていた車いす

ヌレント開発のきっかけは、雨の日に起こ
特定非営利活動法人クックルー・ステップ

年に商標登録。
全国のトヨタハートフルプラザでも販売が始

サ ル テ ィ ン グ ス タ ッ フ・

協働 POINT

利用者としての率直な悩みが、協働の起点

1 車いす用雨カバー「ヌレント」福岡発信の商品として平成 21

3

■ トヨタハートフルプラザ福岡 【業種】小売業
【住所】福岡県福岡市博多区東那珂 2-1-55 ウェルキャブ（福祉車両）総合展示場 【TEL】092-477-6187 【HP】http://toyota.jp/heartful/fukuoka/

■ 特定非営利活動法人 クックルー・ステップ

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】福岡県福岡市中央区警固 2-16-6-306 【TEL】092-739-1530 【HP】http://kukkurustep.moo.jp/
【代表】古賀 裕子 【認証】平成 18 年 【会員】134 名（平成 23 年 3 月現在）

するなど双方で数えきれないほどの意見交換
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1 社員による作業風景。パナソニックシステム
ネットワークス株式会社は、この事業に平成

年 7 月に稲毛園生町にオープン。
URが、
高齢者

19 年 か ら 参 画。毎 年 春 と 秋 の ２ 回 に パ ナ ソ

対応住宅やサービス提供などの計画条件付き一

ニック社員とその家族でそれぞれ 60 〜 70 名

般定期借地権で、
民間事業者を公募した。
主に生

ほど参加。この事業の費用は、ほぼ全額を同社

活利便機能を備えた
「生活クラブ虹の街いなげ」

が負担している。

と、
福祉サービスを提供する
「生活クラブ風の村

2 福岡視覚特別支援学校
（当時：福岡県立福岡盲
学校）
の外観。
大きな庭園の一部が、
参加者の協
力により、
ビオトープへと姿を変えた。

いなげ」
の２つの棟からなり、
複数の団体が連携
して運営している。
住民の要望に応えるかたちで構成され、
施設の
サービスは、
団地外の近隣住民にも提供されて
いる。

1

「福祉」がよくなる

1.2 「生活クラブいなげビレッジ虹と風」
は、
平成23

1

福岡県筑紫野市／平成 19 年〜

ハーブガーデン・せせらぎのビオトープ整備事業

千葉県千葉市／平成 23 年〜

生活クラブいなげビレッジ虹と風

パナソニックシステムネットワークス 株式会社 × 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡

「ハーブガーデンづくり」を通じた、個性ある人材の育成
協働 POINT

UR 都市機構ほか × 特定非営利活動法人 VAIC コミュニティケア研究所

住み慣れた「暮らし」を守る
協働 POINT

・継続的な支援のため、企業側が明確な提案をし「覚書」z を交わしていること

・大きなプロジェクトの一員として、NPO の専門性が活かされていること

・成果チェックを欠かさないことで、方向性を明確にしていること

・様々な機関が協働し、多くの側面をもつ社会問題の改善に取り組んでいること

香りがもたらす豊かさを、教育の場に
特定非営利活動法人グラウンドワーク福岡は、

担当しています。

とともに、
担当者が変わっても協働が継続される

は、
「豊かな教育の場の創出」をテーマに掲げ、せ

ための仕組みとして
「協働アクションプラン確認

せらぎのあるビオトープづくりを行いました。

書」
(覚書)を取り交わすことを提案。
両者が書面

NPO 法人 VAIC コミュニティケア研究所

ので、
園生団地内の居住施設の統合・高層化で

です。「住み慣れた地域で、その人らしい暮

で活動の内容、役割、スケジュールを確認するこ

（以下、VAIC-CCI）は、高齢者・障がい者・子

生じた土地に、
地域密着型の暮らしと福祉の拠

らしができる」を目標に２種のサービスを展

とより、スムーズな協働を行うことができまし

育て支援などの活動の場づくりと地域が連携

点を設けることで、
団地内やその周辺地域の活

開 し て い ま す。「生 活 支 援 サ ー ビ ス」で は、

た。
「覚書はより良い結果を目指すため、
長くつき

し支え合うネットワークづくりを通し、誰も

性化や、
住み慣れた環境での安心・安全な暮ら

掃除や洗濯、食事の支度、買い物などの家事

しを確保することを目的としています。

や一人での外出が不安な方への付き添いを行

「誰もが幸せに暮らしていける地域社会づくり」
を目指し、
地域や個人の持つ諸問題に取り組んで

の参画です。
この施設は、
UR都市機構が少子高

力も得て進化を遂げ、第3期となる平成16年に

継続的な参加のために、
覚書を交わす

いる団体です。

『つなぐ』が、活動のキーワード

齢化に伴う団地再生事業の一環で整備したも

好評なのは「生活支援・見守りサービス」

水辺の音が聞こえ、ハーブが香る美しい庭と

あうためのもの。
当初からしっかりとした目的と

が尊厳を持ち自分らしく暮らせる地域社会の

学校）の学校長から同団体に寄せられた相談は、

なった
「せせらぎビオトープ」
ですが、
生徒が一人

それに伴う明確な計画があれば、
事業自体の成果

創出に取り組む団体です。貧困や格差、少子高

まさに地域社会が抱える問題でした。
視覚障がい

では「自分の居場所が分かりづらい」という問題

をチェックできます。
そして学んだものを次に活

齢化、コミュニティ崩壊などから生じる社会

VAIC-CCI を含む、社会福祉法人、生活協同組

の生活支援が対象です。1 回 30 分（月に 1

者にとっての職域は狭く、近年では、
「鍼灸」職で

がありました。
そこで、
平成22年の開校100周年

かす。
そうすればもっと庭園を素敵にすることが

的弱者に対応する「相談機能」と、社会問題の

合、企業、ワーカーズコレクティブなどの 6 団

〜4 回）の「見守りサービス」では、玄関先

も健常者の進出が進み、
さらに職域が狭まり困っ

を前にガーデン内の散策路づくりに取り組むこ

できるんです。
（同社社会文化室 高根室長）
」
平成

調査分析や提言を行う「シンクタンク機能」を

体の提案が採択されました。

での安否確認のほか希望に応じ生活支援も提

ていました。
そこで同団体では平成11年から、
在

とになりました。
この新たな取組に企業による強

24年10月には11回目のハーブガーデンづくり

持ち、
『つなぐ』をキーワードに千葉県内 5 か

学中にハーブなどの香りに関する知識を身につ

力なサポートが加わります。
同団体の大谷事務局

を実施。同社社員やOB、関連会社の社員、家族な

所を拠点に活動しています。

け、
アロマセラピーなどの技能習得をしてもらう

長を介しての縁があったパナソニックコミュニ

ど60人を含む総勢110名が参加し、花壇づくり

こと、
またそれを通じて個性ある人材を育てるこ

ケーションズ株式会社
（当時）
が、
資金提供や社員

や草取りを行いました。企業とNPOによる取組

とを目的に、
校内での
「ハーブガーデン」
づくりを

ボランティアの参加を申し出たのです。同社は、

は、ゆっくりと、そして確実に社会貢献活動とし

開始しました。
この活動は、
PTAや地域住民の協

協働を進める上でのお互いの役割を明確にする

て実を結んでいます。

福岡視覚特別支援学校
（当時：福岡県立福岡盲

「その人らしい暮らし」の創造

整備にあたっては、運営事業者が公募され、

います。介護保険制度でカバーできない軽度

施設は、デイサービス・訪問看護・介護ス

供。遠隔地に住む家族に向け、その様子を連

テーション・診療所等の「福祉棟」と、惣菜や

絡するオプションも提供。どちらも利用者負

弁当の店・カフェ・福祉用具販売・レンタル店・

担する有料でのサービスですが、VAIC-CCI

鍼灸マッサージ院・子どもの一時預かりサー

が長年に渡り培った相談対応のスキルが活か

ビス等の「生活棟」で構成。VAIC-CCI では、子

され、利用者から好評を得ています。

平成 23 年、VAIC-CCIの新たな取組が、千葉

育てやボランティア・福祉サービス・多重債

多様な機関の協働で、安心して生活できる

県稲毛市の UR 園生団地内の複合福祉施設
「生

務・生活困窮・家計簿管理などの相談を受け

地域づくりの拠点として機能する本施設は、

活クラブいなげビレッジ虹と風」
の運営事業へ

たり、交流行事の企画、福祉サービスの評価を

UR の団地再生のモデル事例となっています。

■ パナソニックシステムネットワークス 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都中央区銀座 8-21-1 【TEL】03-3546-5100 【HP】http://panasonic.co.jp/snc/psn/company/

■ 特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 VAIC コミュニティケア研究所

保 社 ま観農 学環 災地人国共 子情 科経職消中条

【住所】福岡県福岡市博多区美野島 2-16-8 日大ビル 4F 【TEL】092-414-1234 【HP】http://www.h3.dion.ne.jp/~gw-fuku/

【住所】千葉県千葉市稲毛区園生町 1107-7 【TEL】043-290-8015 【HP】http://www.vaic-cci.jp/

【代表】河野 泰治（事務局長：大谷 妙人）【認証】平成 14 年 【会員】152 名（平成 25 年 3 月現在）

【代表】佐々部 憲子 【認証】平成 21 年 【会員】65 名（正会員、平成 22 年 9 月現在）
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2
MSC ボランティア・サロン活動風景

オリジナル自助具の例「ボンベ楽」

1

東京都ほか／昭和 43 年〜

MSC ボランティア・サロン

愛知県岡崎市／平成 22 年〜

障がい者の自助具開発と販売への取組

田辺三菱製薬 株式会社 × 各種ボランティア団体

南部薬品 株式会社 × 特定非営利活動法人 福祉工房あいち

ボランティア黎明期から続く、学びと交流の場

ひとりでも多くの障がい者に便利な道具を届けたい

協働 POINT

協働 POINT

・国内でのボランティア黎明期から、企業内で社会貢献活動を進めてきたこと

・企業経営者がかねてから温めてきた社会貢献への想いを新規事業に織り込んだこと

・派手ではないが着実に貢献できる活動を、外部とも連携しながら継続していること

・両者のメリットが明確であり、お互いが「必要」な関係となっていること

約 50 年の歴史を持つ、ボランティアへの取組
田辺三菱製薬株式会社が長年にわたり運営

み、児童福祉施設や老人ホームの訪問、古切手

年行っている収集活動では、使用済み切手や

の収集などの活動を開始しました。

テレホンカード、書き損じハガキを事務局で

時代が進むにつれ社会にボランティア活動

収集した上で換金し、国内の教会や養護施設、

出会いから協働が実現するまで

イトの差別化戦略も兼ねていました。社長が

NPO としては、ネット販売が始まったこと

福祉工房あいちの代表・加藤さんに話を持ち

により、これまで一般の目に触れる機会が少

愛知県岡崎市で医薬・介護用品販売、介護

かけ、加藤さんも苦手な販売を委託できれば

なかった自助具について、問い合わせや売り

サービス事業などを展開している南部薬品株

製作に専念でき、自助具の普及促進にも繋が

上げの増加に繋がったと言います。新たな販

し て い る ボ ラ ン テ ィ ア 交 流 の 集 い の 場 所、

が普及し、会員もさまざまな活動を実践する

社会福祉法人、さらには特定非営利活動法人

「MSC ボランティア・サロン」
。名前の由来は、

段階となりました。現在は同社の広報部が事

世界の子どもにワクチンを 日本委員会などの

式会社。南部淳社長は、かねてから、ある講演

ると前向きに受け止めます。お互い一歩ずつ

売ルートができたことでさらなる普及拡大が

社会の一員である Maker、Seller、Consumer

務局となり、各種ボランティア団体の活動事

NPO 法人に贈呈しています。

会で知り合った特定非営利活動法人 福祉工房

歩みより協働関係を築きながら約 2 か月をか

見込めるほか、企業の営業社員を通じて届く

が交流するという意味であり、３つの頭文字

例の発表や、生活に役立つ講話・健康運動な

ボランティア活動の黎明期には学びの場を

あいちの活動を応援したいという思いを持っ

け合意に至り、開設されたウェブサイトで 20

ユーザーの声をヒントに新しい商品開発に繋

を取って名付けられています。

ど多彩な内容の講座、コンサートなどの音楽

提供し、時代の変化とともに実践の場に移行、

ていました。福祉工房あいちは、障がい者向け

点余りの自助具の販売がスタートしました。

がるなどメリットも大きいようです。

イベントも開催するなど、ネットワークを広

さらにはさまざまな NPO・ボランティア団

の「自助具」の開発とその製作を通じて生活支

げるためのサロンとして機能しています。

体との協働へと進展しており、この息の長い

援に取り組む団体で、自らも身体に障がいを

取組は、時代とともに手法を変えながら、着実

持つ代表が、注文に応じてひとつひとつオリ

に地域におけるボランティア活動を育んでい

ジナルの製品を作っています。

昭和 43 年に田辺製薬（当時）主催で第 1 回の
MSC ボランティア・サロンが開かれた当時
は、ボランティアという言葉自体、まだ一般的
ではありませんでした。サロンの初期は、首都

一歩一歩着実に、活動を継続する力となる

ます。

圏近郊在住者でボランティア活動に関心を持

また企業としては、
「健康で豊かな人生を創
自助具の普及による両者のメリット

造する」という社の使命にも合致しているこ
とや、オリジナリティの高い製品の取り扱い

「自助具」とは、運動機能に障がいのある人

により他社との差別化が図れたこと、障がい

社長が待ち望んでいた協働のきっかけは平

のために、自力で日常生活の動作ができるよ

を持つ方の生活支援に対する従業員の関心が

つ方々を対象に、入門的な「定例会」で学びを

現在、サロンの活動では、さまざまな NPO・

成 21 年、新規事業として計画していた自社商

うに工夫して作られた道具のことです。握力

高まり、企業イメージの向上にもつながった

深めました。また同社の社員数名が事務局と

ボランティア団体と協力してボランティア活

品のインターネット販売事業でした。同社の

が低下した方のためのスプーンやフォークか

ことなど、多くのメリットが生まれています。

なり、サロン会員による保育園のおむつたた

動への参加機会を提供しています。例えば長

サイトで、NPO が開発した自助具のうち、汎

ら、片手で使える洗濯バサミなど、どれも使い

用性のあるものを販売するというもので、サ

やすさの工夫が詰まっています。

■ 田辺三菱製薬 株式会社 【業種】製造業（医薬品）
【住所】大阪市中央区北浜 2-6-18 【TEL】06-6205-5211（MSC ボランティア・サロン事務局）
【HP】http://www.mt-pharma.co.jp/shared/show.php?url=../csr/msc/index.html（MSC ボランティア・サロン HP）

■ 認定特定非営利活動法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会
【住所】東京都港区三田 4-1-9

三田ヒルサイドビル 8F 【HP】http://www.jcv-jp.org/

【代表】細川 佳代子 【認証】平成 14 年（認定：平成 18 年より継続）
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保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 南部薬品 株式会社 【業種】小売業
【住所】愛知県岡崎市八帖北町 23-16 【TEL】0564-24-0896 【HP】http://www.nambu-y.jp/

■ 特定非営利活動法人 福祉工房あいち

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】愛知県岡崎市牧平町字コタラゲ 13-89 【TEL】0564-82-4004 【HP】https://www.facebook.com/aichi.fukushikobo
【代表】加藤 源重 【認証】平成 12 年
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1 あかね弁当の製造風景。
ひとつひとつ手作りで
丁寧につくられる。
2 あかね弁当の配送風景。
企業側からは配送車や
配送専門の社員ではなく、
東北支社に勤務して

「福祉」がよくなる

1 グループホーム
「私の家」
の外観。
2 ゴミを包むための古新聞をまとめる作業。丁寧
な手作業は、ぼけの防止につながると、一生懸
命に取り組んでいる。

いる事務系の社員が参加。マイカーを使い、
ローテーションを組んで交代しながらカーボ
ランティアを行った。
企業も就労時間内でのボ
ランティアを許容するなど社会貢献に協力的
だった。

1

1

宮城県仙台市／平成 7 年〜平成 22 年

手づくり “あかね弁当” 配達事業

千葉県流山市／平成 5 年〜

痴呆対応型共同生活介護のグループホーム「わたしの家」

複数企業 × 特定非営利活動法人 あかねグループ

大和リース 株式会社 × 特定非営利活動法人 流山ユー・アイネット

弁当に込められた、つくる人と届ける人の想い

自分の家で暮らすように

協働 POINT

協働 POINT

・双方の「できること」をシェアすることで、効果的に社会に貢献できること

・従来の制度ではフォローできない分野に取り組んだこと

・自分たちの持つノウハウは、大きな価値があると再発見する機会になること

• 多くの NPO が課題とする資金面に向き合った事例であること

ベテラン団体と、配送のプロとの出会い

していきました。しかし一方ではお弁当を届

ティアは、配達先で高齢者の方々からの感謝の

グループホームの創設

行うことによって、利用者自身が持っている

境のある施設（単独型グループホーム）を目指

能力に応じた、自立した生活介護を営みます。

していたため、補助金が見込めず、資金難とい

けるカーボランティアが不足しているという

声を貰うことで、思いやりを持ってお客さんに

昨年（平成 24 年）、活動開始から 30 周年を迎

状況があり、対応に苦慮していた平成７年、団

接する大切さを再確認することができました。

「誰もが安心して暮らしていけるふれあい

「わたしの家」という名前にふさわしく、自分

う現実に直面します。建設費を含む高額な事

えた特定非営利活動法人あかねグループ。同団

体は社会福祉協議会主催の講座で、清水建設

企業人が地域に対して、自分たちの持つスキル

社会」の実現を目指して、地域に根差した高齢

の家で生活しているのと同じように、温かい

業費は、同団体が単独では解決できないもの

体と清水建設、ヤマト運輸株式会社は、高齢者

東北支店、ヤマト運輸株式会社東北支社の 2 企

で社会貢献ができるということを、非常にとて

者・障害者に対する福祉活動に取り組んでい

雰囲気の中で心豊かに触れ合える共同生活を

でした。

のための手づくり弁当の配達事業を協働で 10

業の当時の CSR 担当者に出会うことになりま

も身近に感じることができた貴重な機会だと

る特定非営利活動法人流山ユー・アイネット。

育みます。

年以上行い、地域に大きく貢献しました。

す。まず最初は清水建設、その一年後にヤマト

いう声もありました。

同法人は、千葉県流山市を中心に、福祉に関す

あかねグループは任意団体の時代から「誰

運輸との協働が始まりました。

この協働は現在は終了していますが、NPO

でもが参加できるボランティア」の場を提供
することや、地域の高齢者が住み慣れた土地

と企業が、地域の社会貢献という同じ目的の
社員の就労意識が、ボランティアで変わる

で生きがいの持てる暮らしができるシステム

そこで同団体は、NPO・企業・地元自治体
の協働による事業を立ち上げ、福祉事業所と

企業ができるバックアップ

るさまざまな事業の担い手として、多くのス

しては全国でも希なケースである、国の助成
を受けない運営方法を採用します。その大き

タッフを擁し活動を展開しています。

ために互いに理解し合い、教えあい学びあっ

介護人材を派遣することを主な活動として

20 年程の年月が経過した現在では、全国に多

な特長は、一番の負担となる施設建設費を長

てきたことが、協働が 10 年以上継続した秘訣

いた同法人にとって新たな挑戦として位置づ

くのグループホームが運営され、その取組も一

期にわたるリース契約として、大和工商リー

なのではないかと思います。

をつくることに取り組んできた団体です。65

2 社の中でも、特にヤマト運輸は全社的に

けられたのが、初めての施設運営となる、痴呆

般的になりましたが、平成 5 年当時は、流山市内

ス株式会社（現：大和リース株式会社）がバッ

歳以上の高齢者にお弁当を届ける配食事業の

CSR 活動に積極的であり、配送という最も得

対応型共同生活介護のグループホーム「わた

では初となるもので、多くのノウハウを持つ同

クアップすることです。資金面に課題を持つ

ほか、介護事業、ファミリーサポート、サロン

意とする分野で支援を行おうと、平成 8 年から

しの家」の創設です。これは、要介護者で認知

団体にとっても、まさに手探りの創業でした。

NPO にとっては、願いを実現する大きな手助

を中心とした地域交流事業などの活動を行っ

社員がカーボランティアとしてあかねグルー

症の状態にある方が、家庭的な環境の下で入

特に資金面では、法制度に沿った補助が活

けとなりました。これは、地域のニーズに対応

ています。特にお弁当を届ける配食サービス

プの配食サービスに関わることになりました。

浴、排泄、食事等の介護を受けることができる

用できる、老人ホームや病院に併設する施設

する、柔軟かつ先駆的なモデル事例になって

施設であり、日常生活のお世話や機能訓練を

は需要が多く、昭和 59 年に月 2 回、17 食から

NPO はヤマト運輸から、安全・確実にお弁当

始まった規模が、約 25 年後には 1 年 360 回、1

を配達するためのプロ意識やロードマップの

日平均 156 食になるなど順調に利用者を増や

作成方法を学びます。また同社のカーボラン

（併設型グループホーム）ではなく家庭的な環

います。

■ 大和リース 株式会社 【業種】不動産業
【住所】大阪府大阪市中央区農人橋 2-1-36 【TEL】06-6942-8011（代表）【HP】http://www.daiwalease.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 あかねグループ

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

■ 特定非営利活動法人 流山ユー・アイネット

保 社 ま 観農学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】宮城県仙台市若林区遠見塚 1-5-35 【TEL】022-285-0945 【HP】http://www9.ocn.ne.jp/~akane-g/index.html

【住所】千葉県流山市東深井 865-44 【TEL】04-7153-3911 【HP】http://www.npo-support.jp/ui/

【代表】武田 美江子 【認証】平成 11 年 【会員】97 名（正会員、平成 25 年 3 月現在）

【代表】鈴木 美智子 【認証】平成 11 年 【会員】839 名
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兵庫県／平成 22 年〜

脳を鍛える実践講座
公益財団法人 太陽生命厚生財団 × 特定非営利活動法人 認知症予防サポートネット

「福祉」がよくなる

シニアが楽しく認知症を予防するためのお手伝い
協働 POINT

「いろいろ」よくなる

・「楽しい」認知症予防の活動を、企業（財団）がサポートしていること

NEW COPRODUCTION
高齢化社会が到来した今、65 歳以上の約 1

を実施しています。中でも｢脳はつらつ人生カ

公益財団法人 太陽生命厚生財団が助成を行っ

割が認知症になると言われています。兵庫県西

ルタ｣は、読み手がオリジナルの川柳を読み上

ています。シニアがゲーム感覚で認知症予防

宮市の特定非営利活動法人 認知症予防サポー

げ、イラストだけが描かれた、川柳に一致する

を行いながら交流を深める。その現場に、財団

トネットは、認知症を予防するための講座や

カルタを取って競うもので、
楽しくて脳の刺激

からの支援が利用されています。

ワークショップ、運動などを行う団体です。

になると、
講座参加者に大変喜ばれています。

同団体は地域の公民館などを会場として、

同団体は、さまざまな企業や財団、行政から

「思い出語り」
「絵手紙」
「料理実践」
「音楽療法」

助成を受けて講座を実施していますが、この

など幅広いメニューの
「脳を鍛える実践講座」

カルタのプログラム開発と実施に対しては、

CASE
091-100

■ 公益財団法人 太陽生命厚生財団 【業種】その他
【住所】東京都中央区日本橋 2-11-2 太陽生命日本橋ビル 7F 【TEL】03-3272-6268 【HP】http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/index.html

■ 特定非営利活動法人 認知症予防サポートネット

保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

【住所】兵庫県西宮市神垣町 3-20-401 【TEL】0798-71-6411 【HP】http://nysn.web.fc2.com/index.html
【代表】福田 章 【認証】平成 22 年 【会員】27 名（平成 25 年 3 月現在）
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全国／平成元年〜

拡大教科書製作支援サービス

企業の方々が NPO・ボランティアと協働を開始

富士ゼロックス 株式会社 × 全国のボランティア、福祉団体など

「福祉」がよくなる

弱視の子どもたちの、教科書づくりをお手伝い

するとき、取り組みやすいのは寄附や募金という
手法です。インターネットというツールが通常化
した近年では、寄附を行う手法も大きく変化して
います。画面の中にあるボタンをクリックする
（押す）だけで寄附ができる世界規模の寄附や募

協働 POINT

金ができるサイトが登場するなど、
「社会の人々

・企業が自社商品や拠点網を活かして、全国のボランティア団体と効果的な取組を行っていること

から幅広い支持を得る」という理念に合った動き
が始まっています。このような新しい寄附のスタ

弱視の子どもたちは、教科書の文字や絵を

ども含めて拡大し作成するので、従来１冊つ

功労者表彰」最高賞となる「内閣府総理大臣

そのままでは読むことが困難であり、大変な

くるのに数人で 2 か月がかりでしたが、
カラー

賞」を受賞。平成 20 年教科書バリアフリー法

苦労をしています。そんな子どもたちを支援

複写機を活用することで、その製作納期や手

の施行により、ボランティア団体の方々は「教

き込んだ形で、
「いろいろ」よくなる、さまざまな

するため、全国各地のボランティア団体や弱

間を大幅に短縮することができました。平成 6

科書デジタルデータ」をパソコンで編集・加

問題対処の可能性が広がるのではないかと思い

視児童・生徒の保護者が、
「拡大教科書」を手

年、全国へのサービス拡大を契機に同社によ

工してプリント出力することが可能となりま

ます。

作りで制作しています。富士ゼロックスは平

るサービス提供の情報が広まり、今や拡大カ

したが、拡大教科書の製作を継続的に支援す

成元年より、拡大教科書づくりを行う NGO な

ラーコピーは拡大教科書を製作する上で無く

るとともに、著作権の許諾を得た副読本につ

どのために、全国の営業拠点や販売会社のカ

てはならない作業工程となりました。

いても対象とするなど、その支援をさらに広

ラー複写機を無料で提供しています。
拡大教科書は挿絵・写真・地図・グラフな

同社は、この事業で内閣府主催「平成 20 年

げています。

度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進

■ 富士ゼロックス 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都港区赤坂 9-7-3（本社）【TEL】03-6271-5111（本社）【HP】http://www.fujixerox.co.jp/
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「いろいろ」よくなる

芙蓉商事の「COCOCHI 基金」の助成を受けた特定非営利活動
法人 くすの木自然館の活動風景。同団体は、環境教育や自然体
験活動を通して、地元鹿児島を愛する人々を育て、
豊かな郷土の
風土（自然・文化・生活）を後世に良い状態で継承していくため
の環境保全・風土継承活動を行っている。
また同団体は、
環境調査の生きたデータをもとに、環境教育を進
める、調査・研究・教育・環境保全を行う専門機関としても活
動している。
「錦江湾、
重富干潟の保全活動に取り組んでいます。
いただいた寄附金は環境学習や保全、調査に有効活用したい。
こ
れからも協働し、後世に素晴らしい鹿児島を残すことを目的と
して、広く一般の人も参加できる、森や木に触れ合えるような活
動を進めていきたい（立山理事長）」

鹿児島県鹿児島市、姶良市／平成 17 年〜

COCOCHI（ココチ）基金

こつこつと、だからこそ長く続けられる社会貢献

ことが、日本の寄附文化の推進につながるだ
ろうという意見もいただきました。

務を担当してきた総務部の堤郁朗課長に創設

同基金の最初の助成先となった、鹿児島県

企業と NPO が手を組み、一歩ずつ育んでい

当時の話を伺いました。
「手づくりによる丁寧

姶良市を中心に活動する特定非営利活動法人

く社会貢献。その無理のないカタチは、南国・

な事業運営をすすめ、７年を経過した今では、

くすの木自然館。昭和 62 年の団体設立以来、

鹿児島にも息づいています。

社員による運営委員会が基金の運用などを担

地元鹿児島の環境保全・風土継承活動に関わ

うまでになりました。しかし開始段階では、も

るさまざまな事業を展開してきた立山芳輝理

ちろん組織もなく、社員の思いが詰まった基

事長に、助成金の活かし方、そして企業との協

金を地域貢献に活かすにはどうすればよい

働の心構えを語っていただきました。
「初年度

か、その相手先の選定など、不明な点ばかりで

から継続してご支援をいただき、施設の充実

し た。ま ず は 県 庁 に 出 向 き、数 百 か ら な る

や野鳥観察用の望遠鏡整備、環境保全活動に

NPO 法人のファイルに、一件一件目を通すこ

伴う教材作成など、多方面に活用させていた

とからスタート。現場にも赴き、さまざまな団

だいています。社員の皆さんの観察会への参

①『長く行っている活動であること』

体の生の声を聞いた上で、当社の協働相手に

加など、資金面以外のつながりも増え、企業に

＞信頼性の面からも、長期間にわたって

必要な 3 つの基準※をつくり第 1 回目の選考

よる支援の枠組みを超えた、人と人とのポジ

取組を継続している団体を重視

する社員も出ています。当社では、社員のほと

を行いました。この基金は、私たちの思いを

ティブな関係へと発展しています。
」立山理事

②『社員も参加できる活動であること』

ていて、社員にも負担が少ないこの方法を見

んどがクライアントのビルに常駐しているた

きっかけとして、NPO さんから教えられ育て

長は、企業からの支援がどう社会貢献に活か

＞参加は自発性に任せるが、地域への貢

つけました。」

め（約 500 名の社員が約 70 の事業所に分散）、

られた成果だと思います。
」

されたか、大事な資金だからこそ、その位置づ

献を社員自身にも実感できる機会を生む

協働 POINT

・地域に貢献する方策として NPO を支援している、取り組みやすい協働のカタチであること。
・NPO が高い理念で応え、発展・継続につなげる意欲が見られること。

鹿児島県内全域で、総合ビル管理業を中心

企業は、
自社の社会貢献活動のアピールを

を繰り返したそうです。湯ノ口氏とともに実

株式会社 芙蓉商事 × 特定非営利活動法人 くすの木自然館 ほか

社員が参加しやすく、長期的にできる方法を

用に関するルールの明確化など、多くの模索

ちでもできる社会貢献はないだろうかと探し

※
「協働相手に必要な 3 つの基準」

に展開している株式会社芙蓉商事。昭和 31 年

この基金は、社員の給与・賞与から 100 円

社員に一体感を生み出すことが課題となりま

けを認識し、NPO というフィルターを通して

③『地域に役立っている活動であること』

の創業以来、地元鹿児島では同分野のパイオ

未満の端数を集め、福祉や文化・教育・自然

すが、公平性の確保や社員自身の参画意識を

社会に還元するという意識を大事にしたいと

＞明確な社会貢献のビジョンを示しても

ニアとして業界をリードしてきました。同社

環境などのジャンルに沿って、地元に密着し

高めるための『運営委員会の組織化』など、社

説明してくれました。また企業が、自社の社会

らうこと、
パートナーとしての責任感

貢献を明確なカタチとしてアピールしていく

が「地域密着型の企業として、何か地元に貢献

た活動を行う団体に助成するものです。社員

員参加による仕掛けも整いつつあります。意

できることはないだろうか」との思いから取

たちの気持ちを大事にしながら取組を進める

識の変化により、社員間の心の距離も縮まっ

り 入 れ た の が、社 員 に よ る 社 会 貢 献 制 度

意義を湯ノ口社長は語ります。
「『これくらい

てきたように感じます。社会貢献の方法に関

「COCOCHI（ココチ）基金」です。この取組が

のことなら出来ますよ』と、社員から前向きな

しては、例えば、会社の収益から、大きな金額

生まれた経緯を、制度の発起人である湯ノ口

言葉があったことが、なによりも嬉しいこと

をポンと助成することも可能です。しかし、永

隆洋社長（当時：経理課長）に伺いました。
「建

でした。最近では、自分たちの取組が社会に貢

続的なものとするためには、社員が参加しや

物の清掃・管理を行う当社の事業は、地域の

献しているという実感や誇りも芽生え、イベ

すい枠組みを重視すべきだと考えています。」

支えがあってこそのもの。かねてから、自分た

ントなどのボランティア活動に自発的に参加

平成 17 年の基金の開始時には、
助成先や運

128

■ 株式会社 芙蓉商事 【業種】サービス業
【住所】鹿児島県鹿児島市住吉町 1 番 3 号 【TEL】099-222-3100 【HP】http://www.fuyoshoji.co.jp/

■ 特定非営利活動法人 くすの木自然館

保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】鹿児島県姶良市平松 7703 番地 【TEL】0995-67-6042 【HP】http://www.kusunokishizenkan.com/
【代表】立山 芳輝 【認証】平成 12 年 【会員】143 名（平成 22 年 10 月現在）
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「いろいろ」よくなる

3
2

1.2 関根社長は学生時代にバックパッカーとしてさまざまな国
を訪問。ガザ地区を訪れた際には、現地の子どもたちがポジ
ティブな夢を持てないことに衝撃を受け、
それが現在の事業
のきっかけとなった。
3 カンボジア地雷撤去キャンペーンの現地活動風景。
「地球人
視点」での地雷の撤去及び地雷被害者の支援を目的とし、現
地での小学校や中学校の建設、運営なども行っている。
4 イーココロ！の収益モデル。
5 イーココロ！のトップページ。

1

福岡県ほか／平成 15 年〜

募金サイト「イーココロ！」

の 3 つの方式を中心に構成されています。
（※

システムは普及啓発と資金確保を一度に解決

きを展開しています。
「福岡はアジアと連携す

①②の収益モデルを、
フローで表示）

するもので、
活動費を得るための大きな支えと

るのに最高の場所です。
ここから企業とコラボ

一般的な募金と違い、
募金を行う人が金銭を

ユナイテッドピープル 株式会社 × 一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン ほか

募金ができるサイト「イーココロ！」

4

なっています。今後、地雷被害者の就業支援に

できることもあるし、
本業としてできることも

提供する必要がないことから、
「身近な社会貢

も力を入れていきたいと考えていますので、

ある。
『社会がどうやったら良くなるのか』を、

献」
として近年注目を集めているクリック募金

イーココロ！を通じて企業との連携を強化し

ですが、
イーココロ！開始当初は、
100件近く営

ていければと期待しています。
（大谷理事長）
」

これからも常に考えていきたいと思います。
（関根社長）
」

業するも門前払いの日々が続き、
初年度の取扱
額は数万円だったそうです。
しかし事業の原点

企業の立場で、
社会のことを考えていく

である強い使命感を忘れず、
先輩諸氏のアドバ
協働 POINT

・企業のニーズ (CSR、広告 ) と市民の社会貢献意欲を結び付ける仕組みであること
・ソーシャルアントレプレナー（社会起業家）の先駆例であること

イスや出資を受けて事業を継続。
４年目からは

本ケースは、プログラムに参加する企業に

年間1,000万円を超えるなど飛躍的な伸びを記

とっては「社会貢献活動を始めたい」
「自社の

録し、
平成25年2月には合計１億円を突破。
約

CSR 活動に関心をもってもらいたい」
「自社サ

140のNGO・NPOが寄附を受けています。

イトへのアクセスを増やしたい」
というニーズ

そのひとつが福岡を拠点に置く
「一般財団法
人 カンボジア地雷撤去キャンペーン」
。
平成 17
中東・ガザ地区での体験が、
事業の原点
ユナイテッドピープル株式会社は、
市民や企

を満たす、
手軽かつ効果的に行える社会貢献メ
ニューとしてとらえることができます。

培ったスキルを活かして、市民でも企業でも、

年から寄附先に参加しており、
イーココロ！登

このような新しい社会貢献の手法を提供し

い』と言うんです。身内の命を目の前で奪われ

誰でも始められること、
小さくてもできること

録会員による人気ランキングでは常に上位に

てきた同社は平成 24 年に福岡に拠点を移転。

たトラウマ、憎しみに溢れている。子どもが戦

を始めたい。その想いからクリック募金や、買

ランクしています。
「私どもは、
カンボジアでの

「イーココロ！」運営と並ぶもう１本の事業の
柱であり、
映像を通じて社会の課題につながる

を聞くと、
『爆弾の開発者になって敵を殺した

業がインターネットを通して、
NGOやNPOを

闘に慣れて銃さえ扱う、
果たしてそんな社会で

い物ポイントを NGO・NPO に寄附するシス

地雷撤去支援と被害者支援を行っています。
そ

支援できる募金サイト「イーココロ！」を運営

いいのかという大きな疑問が残ったんです。
」

テムを立ち上げたんです。
（関根社長）
」

のためにはまず地雷問題を知っていただくこ

きっかけを提供する映画配給事業のほか、
海外

とと、
活動を継続していくための資金の確保が

のストリートチルドレンを救済し自立させる

必要ですが、
クリック募金などイーココロ！の

ためのレストラン事業など、
精力的に新しい動

しています。
同社代表取締役社長の関根健次さ

帰国した関根さんは流通関係の企業に就職、
使命感と連携、
努力で事業を実現

んは、このサイト運営の原点は、アメリカ留学

その後、IT ベンチャー企業で働きますが、激務

から戻る卒業旅行の際に訪れたパレスチナで

のために身体を壊してしまいます。
救急搬送さ

の経験が大きかったと語ります。
「パレスチナ

れた病院のベッドの上で、
「自分の人生を何に

募金サイトは、
①スポンサーのショッピング

で医療ボランティアに携わる日本人女性と知

費やすのか、誰のために生きるのか」を見つめ

サイトで買い物をすると一定額を募金できる

り合う機会があって、
ガザ地区への訪問を勧め

直し、会社を辞め、平成 14 年に起業します。翌

「ショッピング募金」
、
②1 クリックすると無料

られました。
大変激しい紛争地ですが、
平成 11

年、募金サイト「イーココロ！」の運営を開始。

で 1 円を募金できる
「イーココロ！クリック募

年当時はまだ住民の日常の暮らしがありまし

「子どもの夢を奪うような紛争や戦争を止めた

金」
、
③資料請求や企業の CSR 報告書を読んで

た。
しかしそこで知り合った子どもに将来の夢

い、
そこに人生を費やしたい。
そして IT 企業で

評価することで募金できる
「アクション募金」
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5

■ ユナイテッドピープル 株式会社 【業種】サービス業
【住所】
福岡県福岡市西区生の松原 3-50-9 【TEL】092-407-9799 【HP】http://www.unitedpeople.jp/（会社） https://www.ekokoro.jp/（イーココロ！）

■ 一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン
【住所】福岡県福岡市早良区西新 1-7-10-702 【TEL】092-833-7676 【HP】http://cmc-net.jp/
【代表】大谷 賢二
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093
「いろいろ」よくなる

2

3

4
1 参加したい活動は、複数の選択肢から選べる仕組み。ホウキ
やゴミ袋を手に、
休日を返上した企業人たちによる清掃ボラ
ンティアが行われる。
2 海岸に漂着したゴミを回収。
3 落書き消しに取り組むボランティア参加者たち。
4 車いすの清掃・修理は、普段なかなか得ることできない貴重
な体験に。１日の成果は、今後のボランティア活動に向けた
糧となる
5 1 日の活動で多くのゴミが集まった。

1

福岡県福岡市／平成 19 年〜

勤マルの日
複数企業 × 特定非営利活動法人 NPO ふくおか × 複数 NPO

ボランティア、社会貢献の一歩を踏み出すための日

集まりました。近年は、希望者がアクセスしや

若い人の声や、親子で貴重な体験ができたと

この事業は、約 10 年間の継続を経て、市民

すい都心部での取組や、自然を楽しめる芦屋

い う、普 段 の 生 活 で は 得 ら れ な い コ ミ ュ ニ

に定着したイベントとして広がっています。

町や糸島市などの市町での取組など、より幅

ケーションに対する感想もありました。こう

主催する側としては NPO・経済団体・企業

広いプログラムを採り入れ、多くの人が参加

したボランティアの体験が、バランスのとれ

が連携する優れた協働事例として、またこれ

しやすくなるような工夫を図っています。

た生き方や休日の過ごし方、退職後の地域と

から社会貢献への参加を考えている企業とし

の関わり方などを見つめ直してもらう機会と

ては、会社ぐるみで容易に始められる社会貢

なり、普段の生活にもいい影響を与えてくれ

献の第一歩の例として、参考にしたいケース

るといいですね。
（NPO ふくおか事務局長・

と言えます。

「休日はボランティア」
という選択が
できる社会へ

濱平事務局長）
」
3 者の連携からなる事務局は、ボランティア

協働 POINT

・社会貢献したい企業と、ボランティアを求める NPO が、一斉に活動すること
・社会人のライフスタイルの変革、地域と社会人との出会いなど、「気付き」が多いこと

の受入団体を募ること、企業に呼びかけ「勤マ
ルの日」の理解とボランティア体験プログラ
ムへの参加を促すこと、受入団体へのアドバ
イスを行うことなど、各セクターのつなぎ役
として奔走し、数千人が一斉に参加するイベ

市民と各セクターをつなぐ、中間支援

を育んできました。

ア活動に親しむきっかけづくりとしてスター
トし、これまでに７回開催されました。
（平成

特定非営利活動法人 NPO ふくおかは行政
や企業、市民のパートナーシップが発揮でき

一斉に NPO ボランティアが動く、
社会貢献の日

る場をつくるため、環境・まちづくり・福祉

24 年現在）
主な目的は、ボランティアに初めて参加す

ントを後押ししています。
「初めての参加者からは、
『久しぶりに土に
触れ汗をかき無心になれた』
、
『みんなの力で
街がキレイになっていくことに感動した』
、

る方、社会貢献として社員のボランティア参

『普段何気なく見ている風景も、誰かの善意で

な ど、さ ま ざ ま な 分 野 で 活 動 し て い た メ ン

さまざまなセクターを巻き込んだ協働事例

加を考えている企業に、
「体験の場」を提供す

保たれていることを知ることができた』、な

バー 20 名によって、NPO の自立・継続・発

である「勤マルの日」は、同団体が長期にわた

ることです。ボランティア活動に踏み出す１

ど、ボランティアを通して貴重な体験ができ

展を応援する中間支援組織として、平成 11 年

り NPO と市民、企業との連携を進めてきた事

日として、
「勤マルの日」と定めた日に、市内の

たことへの喜びの声が届きます。シニアの団

4 月に活動を開始しました。平成 14 年の法人

業です。
「勤マル」とは、勤労者マルチライフの

NPO 団体が、普段実施している「社会貢献プ

体のプログラムに参加して楽しかったという

化後はさらに、NPO の設立支援から資金計

略。平成 19 年から、福岡県経営者協会と福岡

ログラム」を一斉に実施します。

画、人材育成、広報活動などのマネジメント支

市社会福祉協議会、NPO ふくおかの 3 者が事

提供されるプログラムは、干潟の清掃や花

援、CB( コミュニティビジネス ) 支援や企業の

務局となり、実行委員会を組織して運営して

植え、街中の落書き消しや、森づくりなど。平

CSR サポートなど、市民と各セクター間のさ

います。勤労者が「仕事と生活の調和」のとれ

成 24 年は 11 か所に、個人から企業のグルー

まざまな違いを通訳し、新しい時代の関係性

た働き方を実現するため、気軽なボランティ

プ単位まで、1,000 人を超えるボランティアが

132

■ 特定非営利活動法人 NPO ふくおか

5

保社 ま 観農 学環 災地人国共 子情 科経職消中条

【住所】福岡市中央区大名 2-11-22 若林ビル 2F 【TEL】092-732-5057 【HP】http://www.npofukuoka.com
【代表】濱砂 圭子 【認証】平成 14 年 【会員】50 名（平成 23 年 3 月）
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2

「いろいろ」よくなる

095

2

1 本プロジェクトのwebサイトは英語版も作成さ

1 ユニフォームのプロジェクトは平成 21 年より

れ、
世界に向けて活動を発信した。
facebookや

3 年契約で行った。T シャツ 120 枚、36 万円相当

twitterなどのSNSを活用した広報により、16
日間で、
10,698 kissesを集めることができた。
2 1,000 個のキスチョコプレゼント当選者の中に

「いろいろ」よくなる

の提供を受け、スタッフ全員が着用した。
2 のあっく自然学校は、
「キャンプの主役は子ど
もたち」
「オリジナルプログラムがたくさん」
「よ

は、キスチョコにメッセージカードを添えて、

り多くの友達をつくろう！」という３つの柱

東日本大震災の被災地（福島県）の中学校に贈

で、
子どもたちの体験学習を進めている。

呈した方もいた。

1

1

東京都渋谷区／平成 24 年〜

1 キス 1 チョコプロジェクト

大阪府・兵庫県・岡山県／平成 21 年〜

スタッフユニフォームのスポンサー広告

ハーシージャパン 株式会社 × 特定非営利活動法人 二枚目の名刺

株式会社 農協観光 × 特定非営利活動法人 のあっく自然学校

キスチョコがつなぐ、応援する気持ちと感謝する気持ち

ユニフォームでつながる、両者のメリット

協働 POINT

協働 POINT

・お互いの活動コンセプトがマッチすることで、共感を持って取り組めること

• NPO では珍しい、ユニフォームへの広告スポンサー契約のケースであること

・気軽に社会貢献に関われ、その輪が広がっていく仕組みが構築されていること

• 連携によって、双方にメリットが生まれたこと

新しいチャレンジで、社会を変えていく

幸せをシェアする

で 20 名に、それぞれ 1,000 個のキスチョコが

子どもたちの自主性を高める

た。この問題の解消に手を貸したのが、かねて

が生まれたり、
企業側は安価で広告を打つこと

贈られ、周りの方々におすそ分けされました。

自然体験プログラム

からキャンプ事業のバス手配などで連携関係

ができ、
先進事例として各方面からとりあげら

にあった大手旅行代理店・株式会社農協観光

れたりと双方にメリットをもたらしました。
ま

です。

た、大手企業のロゴや URL が入ることによっ

社会の課題解決に向けてユニークなアプ

ハーシージャパン株式会社は米国ハーシー

「応援してるよ！」という気持ちがキスチョコ

ローチで活動を行っているものの、運営面に

社の国内マーケティングを担う企業で、
日本で

で届けられ、
その気持ちがまた周りに広がって

野外活動の楽しさや厳しさを、次世代の子ど

手が回らず苦労している社会活動団体は少な

の地域貢献プログラムとして
「１キス１チョコ

いく、
「ハピネス
（＝幸せ）
をシェアする」
の輪が

もたちに伝えたいという想いからボランティ

くありません。特定非営利活動法人二枚目の

プロジェクト」を実施しました。プロジェクト

広がっていきました。

ア団体を立ち上げ、10 年間の活動を経て法人

名刺は、社会人が本業以外の場でチームを組

の専用 web サイト上では二枚目の名刺が支援

16 日 間 で 10,000 を 超 え る KISS を 集 め た

化された、NPO 法人のあっく自然学校。大阪・

み、NPO を支援するサポートプロジェクト

している NPO が紹介されており、応援したい

この活動は、さまざまなメディアで大きく取

兵庫・岡山の 3 府県を主なフィールドに、子ど

利用者への負担を増やさずに活動資金を捻

（NPO 向けコンサルティングプロジェクト）

活動の「KISS」ボタンをクリックすると、その

上げられ、世界各地で地域での社会貢献活動

もたちの野外活動推進や環境保全教育に取り

出する工夫として同法人が見出したのが、
いつ

社会貢献に取り組む NPO が身に付ける「ユニ

て、利用者の事業に対する信頼感が増すとい
う、
思わぬ反響もありました。

いつものユニフォームに広告を

「広告掲載」と「資金調達」というシンプルな
2 者の関係ですが、単なる資金提供ではなく、

を仕掛けています。社会を創る活動をもっと

数だけ NPO にキスチョコが届けられるとい

を展開する同社のブランド価値を高めるとと

組んでいます。子どもたち自らが考え振り返り

も着用しているユニフォームに広告を掲載す

フォーム」への広告としたことで、双方に大き

身近なことにしようとする中で、
「キスチョ

う仕組みです。
難病と闘う子ども達を
「遊び」
を

もに、参加 NPO の認知度を高めることにもつ

ながら、自由な発想を伸ばすことを目的に、野

ることです。3 年間、全てのイベントで、腕の部

なメリットが生まれました。企業の顔である

コ」でおなじみのハーシージャパン株式会社

通して励ます NPO は、届けられたチョコを子

ながりました。
「複数の活動を一緒に紹介する

外キャンプなど自然の中での体験を大切にし

分にスポンサー広告が入ったユニフォームを

ロゴマークを載せても良いほど、NPO に対す

との出会いがあり、仲間と刺激し合いながら

どもたちや親、ボランティアスタッフに配り、

ことで、これまで知らなかった人と活動がつ

たプログラムを実施しています。

スタッフ全員が着用し活動します。また、同社

る 信 頼 が 厚 か っ た こ と も、こ の 事 業 を

新しいチャレンジをし、社会に変化を与えて

また、NPO 法人放課後アフタースクール ( 本

ながる。そうやって多くの方に活動を知って

順調に参加者が増える中、問題となってき

のバナーをホームページに貼る、
会報誌への広

Win Win の協働関係に導いた大きな理由と

いくというお互いの活動コンセプトが合致し

誌第 2 章で紹介 ) は、子どもたちに授業を行う

いただき、NPO の応援の輪が広がったことが

たのがスタッフユニフォームの消耗が早く

告掲載、
事例発表を行うなどの内容も明記して

言えます。

たことから協働へと進んでいきました。

ボランティア講師にお礼として渡しました。

一番の成果です。
（廣代表理事）」

なってきたこと。継続的な運営に向けて、参加

契約書を交わしました。この広告契約により、

者に負担を求めざるを得ない状況になりまし

NPO 側は費用負担が軽減され、
会員に安心感

「KISS」
ボタンをクリックした参加者には抽選

■ ハーシージャパン 株式会社 【業種】製造業（食料品）

■ 株式会社 農協観光 関西統括事業部 グリーンツーリズムグループ 【業種】サービス業

【住所】東京都港区南青山 2-14-17 ジョワレ南青山 5F 【TEL】03-5772-5527 【HP】http://www.hersheyjapan.com/

■ 特定非営利活動法人 二枚目の名刺

保 社 ま 観農 学環 災地 人 国 共 子情科 経 職消 中条

【住所】大阪市淀川区宮原 4-3-39 大広新大阪ビル 3F 【TEL】06-6391-2760 【HP】http://www.ntour.jp/

■ 特定非営利活動法人 のあっく自然学校

保社 ま 観農 学環 災地人国共子情科 経職消中条

【住所】東京都渋谷区富ケ谷 1 丁目 31 番 1-504 号 【HP】http://nimaime.com/

【住所】大阪府寝屋川市香里新町 21-11 【TEL】072-833-0609 【HP】http://www.noac.jp/

【代表】廣 優樹 【認証】平成 23 年 【会員】100 名（平成 25 年 3 月現在）

【代表】高井 啓大郎 【認証】平成 16 年 【会員】13 名（平成 25 年 3 月現在）
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「いろいろ」よくなる

1「ゴミ箱星人」
。
設置型と移動型の 2 種類がある。
ゴミを捨てると
「ムシャムシャ」
「サンキュー」
と

なぐ夢はさみ」プログラム実施風景。ボラン
ティアトレーナーとして参加できる条件は、
ス

親しまれた。

タイリスト経験5年以上でカットのトレー

の考えた案を投稿できるほか、共感したアイデ
アにボタンを押すことで応援することもでき
る。ポストイットのように並んだアイデアの
数々を眺めていると、多くの人々が「どうにか
したい」
「キレイにしたい」と考えていることを
実感することができる。

「いろいろ」よくなる

1.2 カンボジア北西部バッタンバンでの
「未来をつ

音が出るなど、
ユニークな存在として来場者に

2 多くの投稿が並ぶアイデア会議室ボード。自分

1

097

2

ナー経験があり、
カットの基礎理論を理解して
いること、
サロンのオーナー又は店長・マネー
ジャーなどの推薦があることなど。
現地の青少
年を対象に、
日本のヘアカット技術を教える技
術訓練を行っている。
また関連店舗では募金箱
を設置して寄附を呼びかけるなど、
社会全体で
プロジェクトを応援するための取組を進めて
いる。

1

東京都ほか／平成 24 年〜

スッキリングプロジェクト

東京都／平成 20 年〜

未来をつなぐ夢はさみ

株式会社 Blabo!× 株式会社 ロッテ × 特定非営利活動法人 greenbird ほか複数団体

ヘンケルジャパン 株式会社 シュワルツコフプロフェッショナル事業本部 ×
認定特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK）

最新 IT 技術が可能にする、市民や企業がつながる社会貢献

企業の技術とボランティアで若者の未来が輝きだす

協働 POINT

協働 POINT

・企業の最新技術の活用で、市民のアイデアを幅広く集め活かせる活動になること

・日本の高い理美容の技術が、社会貢献に役立つこと

・アイデアから生まれたユニークな活動が、広報力を持った動きになること

・海外の子どもたちに、技術や雇用という将来の希望を与えること

ネット上の自由なアイデア交換が、
カタチに

ト」
。
プロジェクトの発起チームは、
同社のほかに、

るガムの携帯ゴミ箱」
「包みたくなるガムの捨て紙」

ゴミのポイ捨てをなくす活動に取り組む特定非営

などをお題に幅広く一般からアイデアを募集。
その

インターネット上でアイデアや意見を交換でき

利活動法人greenbird、
廃棄されたビニール傘の無

上で実現したいアイデアをワークショップを通じ

るサービス
「みんなのアイデア会議室
『ブラボ！』
」
。

料シェアリングを促進させる一般社団法人シブカ

て具体化し、
実証実験へと進みました。

職業技術を社会貢献に
ヘンケルジャパン株式会社が展開するヘア・
コスメティックブランド
「シュワルツコフプロ

青少年には世界中から支援の手が差し伸べら

ペインの美容師をインドやペルーへ派遣、
これ

れてますが、
より彼らの自立に繋がるような実

までに5か国100人以上の子どもたちに美容職

効性のあるプログラムにしたい、
との願いから

業訓練を行っており、
サロンの開業支援や就職

立ち上げられました。

支援にも力を入れているとのことです。
この協

自分の気になることや気が付いたことを
「お題」
と

サ、
福岡を拠点に違法駐輪問題に取り組むb-cycle、

その第一弾として生まれたのが、
平成24年10月

フェッショナル」が、日本の高い理美容技術を

平成20年10月に日本のヘアカット技術を教

働事業を通して、
支援される子どもたちは、
尊厳

して会議を開くことで、さまざまな投稿が寄せら

株式会社ロッテです。
さまざまな社会問題に対して

の表参道のハロウィンパレードに登場した
「ゴミ箱

社会貢献に役立てたいという想いからスター

える5日間のワークショップを行ったことを皮

と笑顔を取り戻し、
未来に夢と希望を持てるよ

れ、
新しい着想や発見が生まれるというユニークな

一緒に活動することで
「スッキリの輪」
を広げてい

星人」
「
。投票ゴミ箱」
や
「テトリスゴミ箱」
などたく

トしたプロジェクトが、
恵まれない青少年に対

切りに、
日本の美容師が毎年カンボジアを訪れ、

うな技術を習得していきます。
一方で、
実際に参

システムです。

ける。
プロジェクト名の
「スッキリング」
は、
そんな

さんのアイデアの中から、
ワークショップにより、

する美容職業訓練プログラム
「未来をつなぐ夢

青少年を対象に美容技術訓練を行うようになり

加したトレーナーの方たちも、
子どもたちの純

想いから名付けられています。

ゴミ箱に親しんでもらうためゴミ箱を擬人化する

はさみ」
です。
日本と世界の子どもたちが
「共に

ました。
このプログラムには、
将来美容師を志し

粋な笑顔と真剣な眼差しを受けて、
人の役に立

というアイデアを実証することに決定、
工業デザイ

成長する」ことを理念に、
恵まれない青少年を

ている、
または、
既に現地サロンで訓練を始めて

つことややりがいに気付くことができ、
自身の

ナーが参加し、
完成したものです。

支援している NPO法人
「国境なき子どもたち」

いる現地の青少年が参加します。

サロン経営に活かせる貴重な経験ができる、
共

このサービスを運営する株式会社Blabo!は、
ク
ライアント企業に対して
「共創プラットフォーム」

アイデアという意志が、
まちのスッキリを創出する

の構築・コンサルティング(例えば、
同社が提供す

新しいIT技術により、
多くの人がアイデアを寄

との協働で実施されています。実施場所は、カ

せ合い、
よりいいものにする機会がもたらされる。

ンボジア北西の町バッタンバン。この地域で

は、
「ポイ捨てをゼロにするアイデア」
をもとに、
商

同プロジェクトは今後も、
みんなのアイデアで、
ま

は、
実の親に隣国タイの強制労働施設や売春施

品開発と実証実験を行いました。
まず投稿形式で、

ちをスッキリさせていく取組を続けていきます。

設に売られてしまう子どもたち、
またそれを逃

平成20年に日本でスタートしたこのプログ

に、
「してあげる、
してもらう」
という一方通行に

れたとしても路上生活を余儀なくされる子ど

ラムは、
世界のシュワルツコフでも始まってい

終わらない関係を協働というカタチで築くこと

もたちがいまだ少なくありません。
そのような

ます。
平成22年11月からドイツ、
イギリス、
ス

ができるからではないでしょうか。

るサービスを通じて、
クライアントが顧客との双方
このプロジェクトで、
greenbird、
ロッテ、
Blabo!

向のコミュニケーションにより新たな顧客ニーズ
を掴む、
など)を行う会社です。
同社の技術・ノウハウを、
社会の問題の解決にも
活かそうという試みが
「スッキリングプロジェク

「思わずゴミを捨てたくなるゴミ箱」
「携帯したくな

に成長できるとの感想を残しています。
近年、
自
分のスキルをボランティアで役立てる“プロボ

「しごとづくり」
が
「ひとづくり」
に

ノ”が広がっています。それはこの事例のよう

■ 株式会社 Blabo! 【業種】情報・通信業
【住所】東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-16-10 代々木エアハイツ 604 号室 【HP】http://bla.bo/teams/sukkiring

■ 株式会社 ロッテ 【業種】製造業（食料品）

■ ヘンケルジャパン 株式会社 シュワルツコフ プロフェッショナル事業本部 【業種】製造業（その他製品）

【住所】東京都新宿区西新宿 3-20-1 【HP】http://www.lotte.co.jp/corporate/society/index.html（※社会貢献ページ）

■ 特定非営利活動法人 greenbird

保 社ま 観農 学環 災地 人 国共 子情 科 経 職消 中条

【住所】東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 14F 【TEL】03-3472-3078 【HP】http://www.schwarzkopf.co.jp/

■ 認定特定非営利活動法人 国境なき子どもたち（KnK）

保社 ま 観農 学環 災地人国共 子情 科経職消中条

【住所】東京都渋谷区神宮前 6-35-3-732 【TEL】03-5469-5318 【HP】http://www.greenbird.jp/

【住所】東京都新宿区下落合 4-3-22 【TEL】03-6279-1126 【HP】http://www.knk.or.jp/

【代表】長谷部 健 【認証】平成 15 年

【代表】寺田 朗子 【認証】平成 9 年（認定：平成 22 年）【会員】評議員 53 名 ( 平成 23 年 12 月現在 )
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日本電気 株式会社 × 特定非営利活動法人 ETIC.
（エティック）

「いろいろ」よくなる

2

「いろいろ」よくなる

東京都／平成 14 年〜

NEC 社会起業塾

社会のニーズに応える起業家たちを応援する

1 地球温暖化防止に取り組む環境 NGO 団体「気
候ネットワークチーム」での、プロボノチーム
の活動風景。6 人チームで同団体の中長期的な
事業計画を立案するミッションに参画。
全員パ

協働 POINT

ナソニック社員ではあるが初対面。
企画、
技術、
広報、営業、経理など多様な部署からメンバー

・社会起業家への支援を通じて社会の課題解決に寄与するという社会貢献の方法

が集まった。
2「プロボノ フォーラム OSAKA 2012」開催風

1

て、実践的なスキルやノウハウを約半年間かけて習

景。プロボノに関心がある社会人や学生、NPO

社会起業家の育成・支援を目的に活動する

関係者など約 110 名が参加し、体験談発表や

特 定 非 営 利 活 動 法 人 ETIC. は、平 成 14 年 か

得します。塾生は法人設立など事業基盤を整えつつ、

花王株式会社とも協働し、複数の企業・行政等が

ら、日本電気株式会社（NEC）との協働により

事業プランの戦略性、実現性を高めていきます。

参画できる社会起業家支援プラットフォーム「社

報告をおこなった。

大阪府、東京都／平成 23 年〜

パナソニック NPO サポートプロボノプログラム
パナソニック 株式会社 × 特定非営利活動法人 サービスグラント

仕事で得たスキルを、NPO の運営支援に活かす

「NEC 社会起業塾」を行っています。

また平成 22 年度からは NEC に加え、横浜市や

プログラムの運営は支援ノウハウを持つ ETIC. が担

会起業塾イニシアティブ」を創設。これは NEC と

この塾は、ソーシャルベンチャーや事業型 NPO を

い、NEC は活動資金やパソコン、会場の提供のほか、社

ETIC. が「社会起業塾」で培ったノウハウを横断

起業し、戦略的に運営できる人材を育成するための

員ボランティアによる IT スキルやマネジメントの個

的に展開するために創設されたもので、多様な主

プログラムで、公募の上で選抜されたグループが、指

別アドバイスなど、自社のリソースを提供することで、

体の意見や支援も交えながら、社会的課題に取り

導やコーチング、合宿研修、アドバイスなどを通し

若き起業家たちの夢の実現をサポートしています。

組む若手社会起業家を応援しています。

■ 日本電気 株式会社 【業種】製造業（電気機器）
【住所】東京都港区芝 5-7-1（本社）【TEL】03-3454-1111（本社）【HP】http://jpn.nec.com/
保 社 ま観農 学環災地人 国共子情科経職消 中条

■ 特定非営利活動法人 ETIC.（エティック）

【住所】東京都渋谷区神南 1-5-7-4F 【TEL】03-5784-2115 【HP】http://www.etic.or.jp/

協働 POINT

【代表】宮城 治男 【認証】平成 12 年 【会員】32 名 ( 専従スタッフ数、平成 25 年 3 月現在 )

・NPO の成長に応じた支援プログラムを、専門性を持つ中間支援 NPO と協働して提供したこと
・「プロボノ」で NPO の事業展開力を応援し、社会課題を解決するとともに、社員の成長が期待されること
NEW COPRODUCTION

CASE
持続的な活動に必要な「組織基盤強化」
プログラム
「プロボノ」とは社会的・公共的な目的のた

「マーケティング力強化のためのハンズオン支

下旬から週 5 時間程度、約 6 か月間 NPO の支

援」など、組織基盤強化に特化したプログラム

援に取り組むというスケジュールで、
この一連

を提供しており、
「プロボノプログラム」
もその

のプログラムをサービスグラントがサポート

一環として実施しているものです。

しています。

動のことで、
パナソニック株式会社は、
平成 23

社員のスキル・経験を活かした社会貢献と、

培ったスキルや経験を活かして、NPO の事業

年度から、
プロボノの普及・推進に取り組む特

気付きを通じた成長を期待

展開力の強化を応援し、
社会課題の解決促進を
目指すとともに、社員が NPO 活動の現場に参

定非営利活動法人サービスグラントと協働し、
ラム」
を展開しています。

平成 24 年現在、このプログラムには、60 人
の社員がボランティア登録。これまで 43 人が

加し気付きを得ることによる「成長」にも期待

E- こと CSR ポイント制度
株式会社 損害保険ジャパン ×NPO 4 団体

「いろいろ」よくなる

社員一人ひとりのCSRの取組がNPOへの寄附に

同社では、この事業を通じて、社員が仕事で

めに、
職業上のスキルを活かすボランティア活

「Panasonic NPO サ ポ ー ト プ ロ ボ ノ プ ロ グ

100

全国／平成 21 年〜

協働 POINT

・社員の CSR への取組の度合いがポイント＝寄附になる、ユニークな取組であること

を寄せています。
ます。

プロボノとして活動し、
9 団体の中期計画策定

株式会社損害保険ジャパンは平成 21 年度

平成 23 年度以降は毎年度、被災地で活動する

題の解決に向け、
市民活動が持続的に発展して

や営業資料作成、
ウェブサイト再構築などを支

か ら、社 員 の CSR へ の 取 組 を 金 額 換 算 し て

NPO などの団体へ、寄附を行っています。特

平成 24 年度からは、被災地で活動している

いくためには、
NPO の組織力の強化が不可欠」

援しています。9 団体のうち、6 団体はパナソ

NPO に寄附する「E- こと CSR ポイント制度」

に平成 23 年は、17,403 人の社員が参加し、総

同社の本業に関わりの深い「防災」や、社会貢

と 考 え、専 門 的 な ノ ウ ハ ウ を 持 つ 中 間 支 援

ニックの社員のみで構成される
「パナソニック

を実施しています。

額 1,502,126 円を、福島第一原子力発電所事

献の重点分野である「環境」
「福祉」
「文化・芸

NPO と協働して、
NPO の成長の段階に応じた

プロボノチーム」
での支援です。

パナソニックでは、平成 13 年から、
「社会課

「マネジメント講座・ワークショップ」
「客観的
な視点を取り入れた組織基盤強化への助成」

毎年、
3 月に社内説明会、
4 月にボランティア
社員の登録、
NPO とのマッチングを行い、
4月

■ パナソニック 株式会社 ブランドコミュニケーション本部 CSR・社会文化グループ 【業種】製造業（電気機器）

これは、e ラーニングを通じて、社員が「職場

故の影響で野外活動を制限されている福島の

術」の分野から 4 団体を同社が選定し、社員が

でのエコ活動」
「社会貢献活動」
「家庭での取

子どもたちのために、全国各地での林間学校

寄附先として選んだ割合に応じて寄附額を割

組」など 6 つの切り口からなる 10 項目につい

の開催を計画する団体など 4 団体に寄附をし

り当てる方式にするなど、より社員参加型の

て日頃の取組をチェックし、同社がその獲得

ました。また寄附先の団体で実施される講演

仕組みへと進化しています。

ポイントを金額に換算して NPO などの団体

会、ボランティア活動への社員の参加、参加後

に寄附するものです。東日本大震災があった

の社内報告会の開催なども積極的に進めてい

【住所】東京都港区東新橋 1-5-1 パナソニック東京汐留ビル 【TEL】03-3574-5665 【HP】http://panasonic.co.jp/citizenship/pnsf/probono/

■ 特定非営利活動法人 サービスグラント

保 社 ま 観農 学環 災地人 国 共 子情 科 経 職消中条

【住所】東京都渋谷区渋谷 1-6-3 ヴィラファースト渋谷 502 【TEL】03-6419-4021 【HP】http://www.servicegrant.or.jp/
【代表】嵯峨 生馬 【認証】平成 21 年 【会員】11 名（平成 23 年 10 月現在）
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■ 株式会社 損害保険ジャパン 【業種】保険業
【住所】東京都新宿区西新宿 1-26-1 【TEL】03-3349-6879 【HP】http://www.sompo-japan.co.jp/index.html
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NEW COPRODUCTION

CASE

100

新しい協働のケース 100

逆引き
r e v e r s e

l o o k u p

業種で探す（企業）……… P142
50 音順で探す（NPO）
……P144
MAP で探す……………… P145

事例紹介
case

introduction

ふくおか共助社会づくり表彰受賞事例紹介… P146

逆引き / reverse lookup

業種で探す
（企業）
水産・農林業、鉱業、建設業、製造業 ( 食料品、繊維製品、パルプ・紙、化学、医薬品、石油・石炭製品、ゴム製品、ガラス・土石製品、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械、電気機器、輸送用機器、精密機器、
その他製品 ) 、
電気・ガス業、
陸運業、
海運業、空運業、
倉庫・運輸関連業、
情報・通信業、
卸売業、
小売業、銀行業、証券・商品先物取引業、
保険業、その他金融業、
不動産業、
サービス業
※証券コード協会の分類に準じています。

水産・農林業 0 6 1
建設業 0 3 3

「人権」がよくなる

P088

情報・通信業 0 1 9

株式会社 西日本新聞社

「子ども」がよくなる

P032,033

株式会社 OKUTA

「地域」がよくなる

P052

0 2 3

NEC フィールディング 株式会社

「子ども」がよくなる

P037

製造業（食料品） 0 2 8

ハウス食品 株式会社

「子ども」がよくなる

P041

0 3 2

KDDI 株式会社 九州総支社

「地域」がよくなる

P050,051

0 4 0

横浜ビール 株式会社

「地域」がよくなる

P057

0 5 0

西日本電信電話 株式会社

「文化」がよくなる

P072

0 5 6

株式会社 パン・アキモト

「人権」がよくなる

P082,083

0 9 6

株式会社 Blabo! ( ブラボ !)

「いろいろ」
よくなる

P136

0 8 1

株式会社 椒房庵

「福祉」がよくなる

P116,117

卸売業 0 7 3

株式会社 デンソーセールス 九州支社

「経済」がよくなる

P105

0 9 4

ハーシージャパン 株式会社

「いろいろ」よくなる

P134

小売業 0 3 4

株式会社 ぶぜん街づくり会社

「地域」がよくなる

P053

0 9 6

株式会社 ロッテ

「いろいろ」よくなる

P136

0 3 7

株式会社 丸屋本社

「地域」がよくなる

P055

帝人 株式会社

「地域」がよくなる

P055

0 4 9

株式会社 日比谷花壇

「文化」がよくなる

P071

製造業（パルプ・紙） 0 2 2

王子ネピア 株式会社

「子ども」がよくなる

P036

0 5 9

ブックオフコーポレーション 株式会社

「人権」がよくなる

P086

製造業（医薬品） 0 6 4

ファイザー 株式会社

「人権」がよくなる

P091

0 6 0

株式会社 バリューブックス

「人権」がよくなる

P087

0 6 6

万協製薬 株式会社

「経済」がよくなる

P094,095

0 8 2

トヨタハートフルプラザ福岡

「福祉」がよくなる

P118,119

0 8 5

田辺三菱製薬 株式会社

「福祉」がよくなる

P122

0 8 6

南部薬品 株式会社

「福祉」がよくなる

P123

製造業（ゴム製品） 0 7 9

東海ゴム工業 株式会社

「福祉」がよくなる

P112,113

株式会社 損害保険ジャパン

「環境」がよくなる

P014,015

カワノ工業 株式会社

「環境」がよくなる

P021

0 1 8

メットライフアリコ生命保険 株式会社

「子ども」がよくなる

P030,031

日本電気 株式会社

「環境」がよくなる

P012,013

0 8 0

三井住友海上火災保険 株式会社

「福祉」がよくなる

P114,115

0 2 4

岩崎通信機 株式会社

「子ども」がよくなる

P038

1 0 0

株式会社 損害保険ジャパン

「いろいろ」
よくなる

P139

0 2 6

日本電気 株式会社

「子ども」がよくなる

P040

その他金融業 0 2 4

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル

「子ども」がよくなる

P038

0 4 7

日本電気 株式会社

「文化」がよくなる

P069

不動産業 0 3 0

平和不動産 株式会社

「地域」がよくなる

P046,047

0 5 3

株式会社 東芝

「文化」がよくなる

P074

0 7 2

福岡地所 株式会社

「経済」がよくなる

P104

0 8 3

パナソニックシステムネットワークス 株式会社

「福祉」がよくなる

P120

0 8 8

大和リース 株式会社

「福祉」がよくなる

P125

0 9 0

富士ゼロックス 株式会社

「福祉」がよくなる

P126

サービス業 0 0 7

株式会社 石川マテリアル

「環境」がよくなる

P019

0 9 8

パナソニック 株式会社

「いろいろ」よくなる

P138

0 0 8

有限会社 北九給食センター

「環境」がよくなる

P020

0 9 9

日本電気 株式会社

「いろいろ」よくなる

P139

0 1 2

株式会社 山形県自動車販売店リサイクルセンター

「環境」がよくなる

P024

製造業（輸送用機器） 0 1 3

ヤマハ発動機 株式会社

「環境」がよくなる

P025

0 2 1

株式会社 トヨタマーケティングジャパン

「子ども」がよくなる

P035

製造業（精密機器） 0 1 6

シチズン時計 株式会社

「環境」がよくなる

P026

0 2 9

株式会社 九州第一興商

「地域」がよくなる

P044,045

TOTO 株式会社

「環境」がよくなる

P010,011

0 4 2

株式会社 OZ Company

「文化」がよくなる

P060,061

0 0 6

株式会社 エヌケイ技研

「環境」がよくなる

P018

0 4 8

Sansan 株式会社

「文化」がよくなる

P070

0 5 8

株式会社 ファンケル

「人権」がよくなる

P085

0 6 2

株式会社 大川印刷

「人権」がよくなる

P089

0 7 5

株式会社 アマミファッション研究所

「経済」がよくなる

P107

0 7 0

遠野ドライビングスクール

「経済」がよくなる

P102

0 9 7

ヘンケルジャパン 株式会社

「いろいろ」よくなる

P137

0 9 1

株式会社 芙蓉商事

「いろいろ」
よくなる

P128,129

電気・ガス業 0 3 5

東京ガス 株式会社

「地域」がよくなる

P054

0 9 2

ユナイテッドピープル 株式会社

「いろいろ」
よくなる

P130,131

0 4 5

西部ガス 株式会社

「文化」がよくなる

P066,067

0 9 5

株式会社 農協観光

「いろいろ」
よくなる

P135

京福電気鉄道 株式会社

「環境」がよくなる

P023

その他 0 0 1

障害福祉サービス多機能型事業所 洞海工芸舎

「環境」がよくなる

P008,009

0 1 4

阪急電鉄 株式会社

「環境」がよくなる

P025

0 0 5

公益財団法人 タカミヤ・マリバー環境保護財団

「環境」がよくなる

P016,017

0 3 9

京阪バス 株式会社

「地域」がよくなる

P056

0 4 3

みやざきアートセンター

「文化」がよくなる

P062,063

0 4 4

京阪電気鉄道 株式会社 大津鉄道部

「文化」がよくなる

P064,065

0 8 0

社会福祉法人 ゆめネット

「福祉」がよくなる

P114,115

0 6 9

西日本鉄道 株式会社

「経済」がよくなる

P100,101

0 8 9

公益財団法人 太陽生命厚生財団

「福祉」がよくなる

P126

0 7 4

有限会社 雫石タクシー

「経済」がよくなる

P106

札幌通運 株式会社

「人権」がよくなる

P078,079

製造業（繊維製品） 0 3 6

製造業（ガラス・土石製品） 0 0 9
製造業（電気機器） 0 0 3

製造業（その他製品） 0 0 2

陸運業 0 1 1

倉庫・運輸関連業 0 5 4
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農業生産法人株式会社 夢活菜

保険業 0 0 4

143

逆引き / reverse lookup

逆引き / reverse lookup

50 音順で探す
（NPO）

MAP で探す
協働事業の主な活動地域で並べています。

北海道

あ

052

特定非営利活動法人 アートNPOゼロダテ

P074

033

特定非営利活動法人 生活工房つばさ・游

087

特定非営利活動法人 あかねグループ

P124

085

認定特定非営利活動法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV） P122

003

認定特定非営利活動法人 アサザ基金

P012,013

079

特定非営利活動法人 全国福祉理美容師養成協会

P112,113

044

石坂線21駅の顔づくりグループ

P064,065

0 5 1

認定特定非営利活動法人 創を考える会・北九州

P073

144

0 0 1 - P008,009

0 4 6 - P068

0 0 5 - P016,017

0 5 0 - P072

0 0 6 - P018

0 5 1 - P073
0 5 5 - P080,081

0 4 1 - P057

026

認定特定非営利活動法人 イーパーツ

P040

060

特定非営利活動法人「育て上げ」
ネット

P087

069

特定非営利活動法人 イデア九州・アジア

P100,101

016

特定非営利活動法人 そらべあ基金

P026

0 1 9 - P032,033

0 6 9 - P100,101

008

特定非営利活動法人 伊万里はちがめプラン

P020

0 5 3 NPO法人 体験型科学教育研究所

P074

0 2 3 - P037

0 7 2 - P104

018

特定非営利活動法人 インフィーニティ−

P030,031

081

だんだんボックス実行委員会

P116

066

0 7 3 - P105

P094,095

007

0 2 9 - P044,045

特定非営利活動法人 植える美ing

特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会

P019

072

特定非営利活動法人 ecomam
（エコマム）

P104

057

認定特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International

P084

0 3 1 - P048,049

0 8 1 - P116,117

た

0 5 2 - P074

0 3 1

NPO法人 トータス環境都市教育研究所

P048,049

0 3 2 - P050,051

0 8 2 - P118,119

0 9 3 特定非営利活動法人 NPOふくおか

P132,133

070

特定非営利活動法人 遠野山・里・暮らしネットワーク

P102

0 3 4 - P053

0 8 3 - P120

042

P060,061

065

認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク

P091

0 4 2 - P060,061

0 9 2 - P130,131

0 7 8 特定非営利活動法人 沖縄人財クラスタ研究会

P109

054

認定特定非営利活動法人「飛んでけ！車いす」
の会

P078,079

038

0 9 3 - P132,133

P056

088

0 4 5 - P066,067

特定非営利活動法人 おぢかアイランドツーリズム協会

特定非営利活動法人 流山ユー・アイネット

P125

025

特定非営利活動法人 神奈川胃癌ネッツ

P039

0 6 4 特定非営利活動法人 なのはな

P091

0 1 4

特定非営利活動法人 環境市民

特定非営利活動法人 ETIC.
（エティック）

特定非営利活動法人 FJQ

な

P025

049

日本愛妻家協会

P071

0 9 2 一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン

P130,131

004

認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター

P014,015

040

P057

0 2 1

特定非営利活動法人 日本ソープボックスダービー

P035

北鎌倉湧水ネットワーク

001

特定非営利活動法人 北九州エコ・サポーターズ

P008,009

022

特定非営利活動法人 日本トイレ研究所

P036

055

認定特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構

P080,081

094

特定非営利活動法人 二枚目の名刺

P134

025

特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン

P039

089

特定非営利活動法人 認知症予防サポートネット

P126

0 1 1

特定非営利活動法人 京都・雨水の会

P023

0 9 5 特定非営利活動法人 のあっく自然学校

特定非営利活動法人 銀座ミツバチプロジェクト

P022

は

080

特定非営利活動法人 パートナーシップ・サポートセンター

0 6 8 特定非営利活動法人 ハットウオンパク

P098,099

082

特定非営利活動法人 クックルー・ステップ

P118,119

0 7 1

特定非営利活動法人 ハナラボ

P103

073

特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡

P105

036

認定特定非営利活動法人 ピース ウインズ ジャパン

P055

083

特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡

P120

063

認定特定非営利活動法人 ビッグイシュー基金

P090

048

特定非営利活動法人 グリーンバレー

P070

0 3 9 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議

P056

096

特定非営利活動法人 greenbird

P136

084

P121

特定非営利活動法人 VAICコミュニティケア研究所

067

特定非営利活動法人 工房おのみち帆布

P096,097

0 1 9 NPO法人 部活ガンバ

P032,033

029

小田部校区自治協議会

P044,045

086

特定非営利活動法人 福祉工房あいち

P123

097

認定特定非営利活動法人 国境なき子どもたち

P137

034

豊前棚田ゆず振興協議会

P053

020

特定非営利活動法人 こども環境活動支援協会
（LEAF)

P034

046

ブックオカ実行委員会

P068

050

特定非営利活動法人 子ども文化コミュニティ

P072

0 3 5 特定非営利活動法人 プラス・アーツ

P054

075

特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクあうるず

P107

023

P037

ふれあい隊

0 0 9 - P021

広島

兵庫

佐賀

長崎

大分

0 4 4 - P064,065

宮崎
鹿児島

0 4 8 - P070

0 4 3 - P062,063

0 7 5 - P107

0 5 8 認定特定非営利活動法人 さなぎ達

P085

047

特定非営利活動法人 マドレボニータ

P069

0 1 3

特定非営利活動法人 サンクチュアリ エヌピーオー

P025

043

特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

P062,063

032

山村塾

P050,051

043

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

P062,063

074

特定非営利活動法人 しずくいし・いきいき暮らしネットワーク

P106

024

特定非営利活動法人 未来をつなぐこども資金

P038

009

特定非営利活動法人 自然と釣りのネットワーク

P021

0 1 2

特定非営利活動法人 山形県自動車公益センター

P024

や

027

特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ

P041

006

特定非営利活動法人 八女グリーン・ヘルパー

P018

059

認定特定非営利活動法人 シャプラニール＝市民による海外協力の会

P086

0 4 1

NPO法人 ゆうらん

P057

045

特定非営利活動法人 循環生活研究所

P066,067

061

特定非営利活動法人 水耕栽培福祉普及協会

P088

0 5 7 - P084

0 1 7 - P028,029

0 6 0 - P087

0 2 2 - P036

0 7 1 - P103

0 2 4 - P038

0 8 5 - P122

0 2 7 - P041

0 9 4 - P134

0 3 0 - P046,047

0 9 6 - P136

0 3 9 - P056

0 6 8 - P098,099

0 3 7 - P055

P108

0 1 0 - P022

0 9 5 - P135

P028,029
P109

0 8 4 - P121

静岡

熊本

P026

NPO法人 まちづくりトップランナーふじのみや本舗

愛知

徳島

特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール
特定非営利活動法人 鳳雛塾

滋賀
大阪

0 8 8 - P125

福岡

ベッタ会

076

0 3 3 - P052

千葉

神奈川

三重

0 1 7
077

0 0 3 - P012,013

茨城

山口

0 1 5

ま

0 6 5 - P091

東京

P138

P016,017

0 1 1 - P023

京都

P046,047

P082,083

0 8 7 - P124

埼玉

特定非営利活動法人 サービスグラント

特定非営利活動法人 里山を考える会

宮城
山形

栃木

特定非営利活動法人 コレクティブハウジング社

特定非営利活動法人 災害支援機構We Can

0 2 0 - P034

群馬

098

005

0 7 4 - P106

岩手

0 6 7 - P096,097

030

056

秋田

0 5 6 - P082,083

P114,115

P128,129

0 7 0 - P102

0 1 4 - P025

0 8 9 - P126

P135

0 9 1 特定非営利活動法人 くすのき自然館

0 5 4 - P078,079

P024 - 0 1 2

P071 - 0 4 9

P139

010

さ

P052

0 1 5 - P026

099

か

さ

0 9 1 - P128,129

0 1 8 - P030,031
0 3 8 - P056

0 3 5 - P054

0 9 7 - P137

P088 - 0 6 1

0 3 6 - P055

0 9 8 - P138

P094,095 - 0 6 6

0 4 7 - P069

0 9 9 - P139

0 5 3 - P074
P019 - 0 0 7
P112,113 - 0 7 9

0 2 5 - P039

P114,115 - 0 8 0

0 4 0 - P057

P123 - 0 8 6

0 5 8 - P085
0 6 2 - P089

0 0 8 - P020

P025 - 0 1 3

0 7 7 - P109

P091 - 0 6 4
P108 - 0 7 6

全国的に活動
している事例
沖縄

0 7 8 - P109

0 0 2 - P010,011

0 2 8 - P041

0 0 4 - P014,015

0 5 9 - P086

0 1 6 - P026

0 6 3 - P090

0 2 1 - P035

0 9 0 - P126

0 2 6 - P040

1 0 0 - P139

145

PICK UP

ふくおか共助社会づくり表彰

平成 23 年度ふくおか共助社会づくり表彰

※抜粋

協働部門賞〜NPO・ボランティアと企業・団体の部
福岡県では、NPO・ボランティア（以下「NPO 等」という）と企業、団体
等との優れた協働の取組や NPO 等、企業、その他団体の社会貢献活動を
表彰するため、平成 20 年度から毎年度「ふくおか共助社会づくり表彰」を

ガス調理器具を用いた「お手軽環境保全」普及事業
特定非営利活動法人 エコけん 西部ガス株式会社

行っています。

協働部門賞〜NPO・ボランティアと企業・団体の部
平成 24 年度は、過去最多の 24 件の活動に取り組む、41 団体が受賞し
ました。受賞した取組は、NPO 等の専門的な知識を生かした提案と行政

久留米市介護予防普及・啓発事業「にこにこステップ運動」

等の組織力を活かした協働による取組や、長年にわたって地域と NPO

特定非営利活動法人 シニアネット久留米 福岡安全センター株式会社 久留米市健康福祉部長寿支援課

等が協力して、地域を元気にしてきた活動です。

協働部門賞〜NPO・ボランティアと企業・団体の部
平成 25 年度以降も、NPO 等や企業・団体などによる優れた協働や社
会貢献活動の取組を広く募集する予定です。
優れた取組については「協働部門賞」、
「地域貢献活動部門賞」、
「共助社

古賀市 10 万本ふるさとの森づくり活動
古賀市緑のまちづくりの会 NPO法人 福岡グリーンヘルパーの会 九州電力株式会社 古賀市建設産業部都市計画課

会づくり奨励賞」の表彰を行います。あわせて県のホームページや各種広
報媒体を通じ、広くその取組をＰＲしていきます。

協働部門賞〜NPO・ボランティアと企業・団体の部

※以下は企業との協働事例のみを抜粋して紹介しております。

椒房庵 だんだんボックス公募プロジェクト
だんだんボックス実行委員会 株式会社椒房庵
共助社会づくり奨励賞

平成 20 年度ふくおか社会貢献活動表彰
NPO・ボランティア団体と企業との協働部門

地域の高齢者世帯への地デジ対応声かけ活動
エフコープ生活協同組合 株式会社阪急オレンジライフ
共助社会づくり奨励賞

ホームレス自立支援活動
特定非営利活動法人 北九州ホームレス支援機構 株式会社サンキュードラッグ

竹林整備から作りだす竹粉、竹粉炭で環境を守る
NPO 法人 北九環浄研 油機エンジニアリング株式会社

平成 21 年度ふくおかを元気にする共助社会づくり活動表彰
協働部門賞〜NPO・ボランティアと企業の部

※抜粋

障がい児のための車いす用雨カバーの開発事業

協働部門賞

特定非営利活動法人 クックルーステップ トヨタハートフルプラザ福岡

子ども夜市でまちとひとを元気に

平成 22 年度ふくおか共助社会づくり表彰

※抜粋

協働部門賞〜NPO･ボランティアと企業・団体の部

ハーブガーデンづくりを通じた個性ある人材の育成
特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡 パナソニックシステムネットワークス株式会社
協働部門賞〜NPO･ボランティアと企業・団体の部

パッチワークの森づくり
山村塾 KDDI 株式会社九州総支社
共助社会づくり奨励賞

「音の鳴るクリスマスツリーづくり」から広がる協働
特定非営利活動法人 グラウンドワーク福岡 株式会社デンソー九州
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平成 24 年度ふくおか共助社会づくり表彰

特定非営利活動法人 こどもと文化のひろば わいわいキッズいいづか 飯塚本町商店街
協働部門賞

障がい者支援のための革端材を有効活用した記念品制作
特定非営利活動法人なおみの会 特定非営利活動法人 宗像コスモス会 トヨタ自動車九州株式会社
協働部門賞

東日本大震災復興支援〜絆〜プロジェクトおおむた
特定非営利活動法人 大牟田市障害者協議会 信号電材株式会社 大牟田市介護サービス事業者協議会
社会福祉法人 大牟田市社会福祉協議会 大牟田市市民部市民協働推進室 地域コミュニティ推進課

地域貢献活動部門賞〜企業の部

障がい者の自立支援を目的としたお菓子作りの技術提供
株式会社 如水庵
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インフォメーション

平成 24 年度「福岡県共助社会づくり事業」

「ふくおか NPO50 〜 CSR パートナーカタログ〜」
NPO・ボランティアとの協働に意欲や関心をお持ちの企業に向けて、そのパートナーとなる NPO・ボラ
ンティアを紹介する冊子を発行しました。団体の活動拠点や財務情報などの基本情報から、ミッション、事
業内容、協働の実績や今後の展開まで、協働のパートナーを探す際に役立つと思われる多彩な情報を掲載し
ています。是非ご活用ください。
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