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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 皆さん、こんにちは！ 

 いつも「ふくおか☆社会貢献企業応援メールマガジン」をご覧いただき 

ありがとうございます。 

 このメルマガでは、企業の皆さんが社会貢献活動に取り組むヒントや 

お役立ち情報をお伝えしています。 

 それでは今月の記事をご紹介いたします。 

・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━ 

【今号の記事紹介】 

 経営者様・CSR 担当者様へ。「社員の皆さんが参加しやすく、 

ムリなく始められる社会貢献」をお探しではありませんか？ 

 

 今回ご紹介するのは、社内で不要な本・CD・ゲームソフトなどを 

回収・寄贈いただくことで、困窮する若者の自立支援を応援する 

「寄付本プロジェクト」。 

 不要な本・CD を古書買取業者が送料無料で回収してくれる 

手軽さがポイントです。 

 

 このプロジェクトを展開しているのが、困窮する若者の自立支援 

に取り組む一般社団法人ストリート・プロジェクトさん。 

 

 厚生労働省の調査（H21）によると、子どもの貧困率は 15.7％。 

40 人クラスだとなんと 6 人(！)が貧困状態にあると推定されます。 

 団体代表の坪井さんは、娘さんの不登校をきっかけに中卒者や 

高校中退者のための無料高認（旧大検）塾から活動をスタート。 

そこで今と将来に大きな不安を抱えた若者に出会い、彼らの自立 

支援のための活動に広げていったそうです。 

 

 社内で「不（要）用品回収」の取組を始めるときは、社員の皆さんが 

「寄付先の活動に共感いただけるか」が大事になってきますね。 

 経営者・CSR 担当者様、そして社員の皆さんにとって共感あふれる 

活動かどうか。 

 ぜひ、ストリート・プロジェクトさんの記事をご覧ください。 

 

※福岡県 NPO・ボランティアセンターでは、企業の皆さんに向けて、 

NPO とのコラボによるさまざまな社会貢献のお手伝いをしています。 



 「寄付先を探したい」というご相談もお受けしますよ。お気軽に 

お問い合わせください！ 

 

 このほか、福岡県から「がん検診推進事業所」「エコ事業所登録」 

「エコファミリー募集」などのご案内です。 

 “企業イメージのアップ“、“社員の皆さんの健康増進”、“競争入札 

参加資格審査における地域貢献評価項目の加点対象になる” 

などのメリットがありますよ！ 

 どうぞご覧ください。 

・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━━━＋・‥…━ 

 

☆::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆ 

      社会貢献ひろば 

☆::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆ 

 

＊――――――――――――――――――＊ 

    協働のパートナー募集情報 

＊――――――――――――――――――＊ 

 NPO や県とともに地域の課題を解決しませんか？“協働”にご協力 

いただける企業の皆さんを募集しています。 

 関心をお持ちいただいた企業の方は、下記様式をダウンロード 

いただき、必要事項を記入のうえ、当センター宛にご送信ください。 

【NPO 活動／県事業への連携協力申出書（様式）】 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/00%20youshi

ki/moushidesho.docx 

【送信先】nvc@pref.fukuoka.lg.jp 

 

 

【NPO】 

------------------------------------------------------------ 

ユースの貧困と孤立を防ぎ解消し、自立と夢の実現を！ 

【一般社団法人ストリート・プロジェクト】理事長 坪井恵子さん 

------------------------------------------------------------ 

 親の離婚や失職といった様々な家庭の事情で、中卒や高校中退 

を余儀なくされ、そのまま低賃金の人生へ導かれるユースが大勢 

います。 

 そんな彼らの貧困と孤立を防ぎ解消し、自立と夢実現の伴走者 

として活動しているのが「ストリート・プロジェクト」です。 

 彼らに対して「頑張りが足りなかったんじゃないか？」と『自己責任』 

の言葉を思い浮かべる前に、これまでの生活背景や現在の状況 

などについて少しでも知っていただきたいのです。 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/00%20youshi
http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/00%20youshiki/moushidesho.docx


 そして、私たちの活動にご賛同いただけたなら“今すぐ、無理なく、 

継続してできること”でご支援ください。 

 市民レベルでこの社会問題を解決しましょう！彼らが「自分が 

選べる人生」を送ることを願って。 

■活動内容 

●経済支援事業＝ごちハウス～どんな話でも真剣に聴いてくれる 

 大人がいて、「ごちそうさま」が言える居場所 

●教育支援事業＝無料塾★まなび舎 1525～進学等を断念して 

 いた中卒・高校中退ユースの学びの場 

●メンタル支援事業＝相談 

●啓発普及活動＝ストプロ★シンポジウムやストプロ★フェスタの開催、 

  ストプロ通信の発行（年 4 回） 

※伴走対象者 ・・・中卒後の概ね 15歳から 25歳。  

 詳しくは公式サイトをご覧ください。 

 http://street-project.org/ 

■企業にお願いしたい協力について 

●「ストプロ★寄付本プロジェクト」 

 要らなくなった本、CD、DVD などが寄付金に変わって私たちの 

 活動を支えてくれる「ストプロ★寄付本プロジェクト」を社内の 

 社会貢献活動としてご検討ください。また、取組への参加について 

 社員の皆さまから、ご家庭への呼びかけをお願いできればと思います。 

●学習ボランティア 

 お勤め帰りや休日に 1 回 2時間程度の学習ボランティアをして 

 くださる方を探しています。得意な 1科目からで結構です。 

 

 

【福岡県】 

------------------------------------------------------------ 

「がん検診、受けていますか？」 

「福岡県働く世代をがんから守るがん検診推進事業」参加登録事業所募集 

------------------------------------------------------------ 

【!】事業所にとってのメリット 

 がん検診ハンドブック（がんに関する情報冊子）、がん検診受診を 

促すミニのぼりやシールなど、がん検診啓発グッズを無償でご提供 

しますので、取組が進めやすくなります。 

 また、ご登録いただいた事業所については、本県のホームページ 

に事業所名を掲載しますので、従業員の健康を大切に考えている 

事業所としてのイメージアップが期待できます。 

 その他、本県の競争入札参加資格審査における、地域貢献活動 

評価項目の加点対象となります。 

■内容 



 特別なことをしていただく必要はありません。 

 具体的には、従業員の方に「がん検診推進員」という肩書きを 

付けていただき、推進員は、県が提供する啓発グッズを活用したり、 

朝礼で従業員の皆さんに呼びかけを行うなど、市町村等が実施する 

がん検診の受診勧奨に取り組んでいただきます。 

 日常業務や日常会話の中で、がん検診について話していただければ 

結構です。 

 登録に係る審査等も一切ありませんので、ぜひ「福岡県働く世代 

をがんから守るがん検診推進事業」に参加登録をお願いします。 

 貴事業所の大切な宝である従業員の皆さんをがんから守りましょう！！ 

■担当部署 

 保健医療介護部健康増進課 

◆詳しい情報はこちら 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/09%20kenkou

dukuri/9-1kenkouzoushin.pdf 

 

 

【福岡県】 

------------------------------------------------------------ 

省エネ・省資源に取り組む、エコ事業所を募集します。 

------------------------------------------------------------ 

■内容 

 本県では、環境に配慮した活動に取り組む事業所を募集・登録し、 

地球温暖化対策を推進する「エコ事業所応援事業」を実施しており、 

現在約 2,900 の事業所にご登録をいただいています。 

 登録企業には、電気使用量の削減や自動車燃料使用量の削減、 

その他の地球に優しい活動のうち、1 つ以上に取り組んでいただきます。 

 皆様ご登録の上、地球温暖化対策の取組に是非ご協力を 

お願いします。 

【!】企業にとってのメリット 

 環境保全や社会貢献活動に積極的に取り組んでいることが PR 

できるほか、表彰を受けることで企業価値の向上が期待できます。 

 本県の競争入札参加対象企業においては、競争入札参加資格 

審査における地域貢献評価項目の加点対象となります。 

■担当部署 

 環境部環境保全課 

◆詳しい情報はこちら 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/15%20kankyo

uhozen/15-2kankyouhozen.pdf 

 

 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/09%20kenkoudukuri/9-1kenkouzoushin.pdf
http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/15%20kankyouhozen/15-2kankyouhozen.pdf


 

【福岡県】 

------------------------------------------------------------ 

省エネ・省資源に取り組む、エコファミリーを募集しています！ 

------------------------------------------------------------ 

■内容 

 本県では、省エネや省資源に取り組んでいただくご家庭「エコファミリー」 

を募集しています。 

 参加世帯には、「環境家計簿」という便利なツールを提供すると 

ともに、定期的に参加賞や努力賞などの特典を進呈しています。 

 従業員の皆様にも家庭生活における地球温暖化対策にご協力 

いただきたく、エコファミリーの参加についてご案内いただきますよう 

お願いします。 

【!】企業にとってのメリット 

 職場ごとのグループとして登録いただくと、環境に配慮した活動を 

進めている企業等であることの認知あるいはその浸透を図ることが 

できます。 

■担当部署 

 環境部環境保全課 

◆詳しい情報はこちら 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/15%20kankyo

uhozen/15-4kankyouhozen.pdf 

 

============================================================ 

 

＊―――――――――――――――――＊ 

   その他イベントに関するお知らせ 

＊―――――――――――――――――＊ 

 

--------------------------------------------------- 

「Social Business Forum Asia 2014」のご案内  

--------------------------------------------------- 

 九州大学では、2006年ノーベル平和賞受賞者のムハンマド・ 

ユヌス氏を福岡にお招きし、ソーシャル・ビジネスをテーマとした 

フォーラムを開催します。 

 

 ユヌス氏による講演のほか、著名人との対談やパネルディスカッション 

も予定しています。また、ユヌス・ソーシャル・ビジネスを実践する 

企業や進行中のプロジェクトの最新情報も発表する予定です。 

 

 日本において新しい価値を提案するユヌス・ソーシャル・ビジネス 

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/spc/images/kigyoumuke/15%20kankyouhozen/15-4kankyouhozen.pdf


に興味をお持ちの方のご参加をお持ちしています。 

 

■日時：平成 26年 7 月 18日（金） 14：30～17：30 

■会場：九州大学箱崎理系地区 創立五十周年記念講堂 

     （福岡市東区箱崎 6-10-1） 

■内容：〇ムハマド・ユヌス博士 基調講演 

     〇対談(ユヌス博士×株式会社リバースプロジェクト代表 伊勢谷友介氏） 

     〇パネルディスカッション「Yunus&Youth－大学とソーシャル・ビジネス－」 

     〇事例発表 

■対象：ソーシャル・ビジネスの実践に関心のある方 

■参加費：社会人 5,000円／学生 2,000円 

■詳細及び参加申込：【URL】http://sbrc.kyushu-u.ac.jp/event.html 

■申込締切：平成 26年 7 月 11日(金) 

■主催：九州大学ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター 

■お問い合わせ先：グラミン・クリエイティブ・ラボ＠九州大学 

            【TEL】092-642-2744 

 

============================================================ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  福岡県 NPO・ボランティアセンターから 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今号で紹介したストリート・プロジェクトさんがサポートしているのが 

困窮に直面する青少年。 

 県 NPO・ボランティアセンター情報誌「Con te」最新号でも、同様の 

課題に取り組む NPO を紹介しています。 

 

 Teach For Japan、子ども NPO センター福岡、箱崎自由学舎 

ESPERANZA、うめずメンタルケアセンター（以上、すべて特定非営利 

活動法人）の 4 つの NPO が協働し、自分の居場所や学習環境が 

なく、学力が遅れている子どもたちへの少人数制の学習支援に取り 

組んでいます。 

 経済環境の違いによって、教育格差や社会的・経済的自立が 

損なわれないように～NPO・行政・企業によるさまざまな取組が展開 

されています。 

 ぜひ、情報誌「Con te」（『数字から見る福岡の NPO』のコーナー）も 

ご覧ください。 

 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/books/index 

 

 以上、最後までお読みいただきありがとうございました！ 

 今後とも、「ふくおか☆社会貢献企業応援メールマガジン」をよろしく 



お願いします。 

 

※このメルマガは、次の方々にお送りしています。 

  〇配信希望をいただいた方 

  〇福岡県 NPO・ ボランティアセンターのスタッフが名刺交換をさせて 

    いただいた方 

  〇センターホームページにご登録されている方 

  〇本県実施のイベントにご参加いただいた方 

 

※他にも配信を希望される方がいらっしゃいましたら、下記センター 

 ホームページにて新規配信登録方法を掲載しておりますので 

 ご紹介ください。 

 http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/promotes/detail/248 

 

※メルマガの配信停止を希望する方は、件名に「メルマガ不要」と 

 記入していただき、下記アドレスにご返信ください。 

 

*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★ 

福岡県 NPO・ボランティアセンター 

〒812-0046 

福岡市博多区吉塚本町 13番 50 号 

ホームページアドレス：http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/ 

メールアドレス：nvc@pref.fukuoka.lg.jp 

TEL：092-631-4411   FAX：092-631-4413 

*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★ 


