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Vol.98発行にあたって

日本パートナーシップ大賞事例集
『「協働」は国を越えて』が完成しました！！

第1次審査通過団体が決定！
最終選考会は12月16日（火）

新CSR検定（３級）試験＆
勉強会開催のお知らせ

　前回のPSCレポートでご案内しました「新CSR検定（3級）」の
詳細が決まりました！　「サステナビリティ志向」を培う検定試
験として全国の各主要都市で実施するもので、PSCは名古屋
会場を担当します。お申込みの受付は2015年１月から始まり
ます。今からぜひご予定ください！（松橋）

　試験日：2015年３月８日（日）10：30～（80分間）
　会    場：愛知学院大学名城公園キャンパス　
　　　　  キャッスルタワー1202教室
　受験料：4320円（税込）
　　　　＊団体受験は3780円、中・高・大学生は3240円

新CSR検定

2014.11.1発行（1）

　昨年11月30日に開催した「第10回日本パートナーシップ大
賞」の優秀8事例と、非常に有意義で楽しめる内容となった当
日の記念シンポジウムの全てを掲載しています。
　表紙の写真は、最後まで同点で競い合った2事例、グランプ
リ「フィデアのチャリティージャム事業」のフィデアさんと、準グ
ランプリ「チョコレートで児童労働を
なくす協働事業」の現地の様子です。
　企業とNPOが協働すると、社会や
組織にどんな作用がおこるのかが、
わかる1冊となっています。お申込み
はPSCのHPをご覧ください。（山崎）

第10回日本パートナーシップ大賞事例集
『「協働」は国を越えて』　
A5判 126頁　1,400円+税

協働を知るための1冊です。ぜひお読みください！

　10月22日（水）、中部圏社会経済研究所にて、協働アイデアコ
ンテストの第1次審査が行われました。厳正なる書類審査の結
果、12月に行われる最終選考会へと進んだ団体は以下の通り
です。最終選考会は12月16日（火）。みなさまのご参加をお待
ちしております！！詳細は4ページ、または同封のチラシをご覧く
ださい。（山崎）

第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト

Say（性）Yes！「愛と性」の教材及びマニュアルづくり事業

NPO法人 子ども＆まちネット（愛知県名古屋市）

循環型農園でのカシューナッツシェルオイルの開発

NPO法人スバ・ランカ協会（愛知県春日井市）

“ママたちの声”から生みだす！コンビニ発の子育て支援事業

母力向上委員会（静岡県富士宮市）

どうぶつワクワクプロジェクト

一般社団法人チャレンジ（愛知県名古屋市）

図鑑を持って出かけよう。～「図鑑」を通じた社会教育事業

ツアーガイド フォレスタ（愛知県名古屋市）
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 この検定試験に向けて、3回シリーズの勉強会を開催いたし
ます！講師は、森摂さん（㈱オルタナ代表取締役社長）と岸田
眞代（PSC代表理事）。勉強会の詳細は4面をご覧ください。

■最終プレゼンテーション　事業名／団体

　2001年3月、日本NPO学会での「パートナーシップ評価」に関
する発表を契機に、2002年から昨年の第10回まで実施してき
た、PSCのメイン事業である「パートナーシップ大賞」が、まさに
「これから」を考えての大転換をはかって、いよいよ「第11回」と
して本格的に動き始めました。
　「より継続へ」「より全国区へ」をめざして、日本NPOセンター
との協働、応募-審査の有料化、東京での開催等々、運営自体が
大きく変わりました。とは言え、パートナーシップ大賞の本質は
そのままに、新体制のもと10月29日第一次審査を無事終える
ことができました。「ワクワクしますね。これからますます楽しみ
！」と言ってくださった（目加田）審査委員長。「僕らもこんな真剣
な審査を経て選ばれたんですね」と感嘆しきりの第10回グラン
プリ受賞企業の（久世）社長。彼らの声に後押しされながら、い
よいよ第２次審査に向けて現地調査に突入です。
　「パートナーシップ大賞」の成否はまさに「これから」にかか
ってくることでしょう。決して平坦な道ではなさそうです。しかし
すでに船は動き始めました。舵取りを間違わないよう、しかし
思い切りよく進めていきたいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2014年10月吉日
　　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　  代表理事　岸田眞代
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新規調査員のための事前研修会、
第4回運営委員会を実施しました

SAVE JAPANプロジェクト

本年度の環境プログラム
盛況のうちに終了！

安城市
「まちづくり人（びと）養成講座（中級編）」

安城市職員向け市民協働研修

　第11回日本パートナーシップ大賞では、これまで以上に全
国の中間支援センターとの連携を強化するための取組みを
進めています。
　その取り組みのひとつとして、今回、現地取材調査を担当し
ていただく調査員として、新たに3名の中間支援センターの職
員の方が加わることになりました。9月29日（月）にはその方々
に向けた事前研修会を日本NPOセンターで実施。当日は岸田
PSC代表理事と、長年、運営委員兼調査員として携わってこら
れた杉田さんに講師を務めていただき、パートナーシップ大
賞のこれまでの歩みや代表的な受賞事例を共有するとともに、
日本パートナーシップ大賞の核となる協働評価の基準や、現
地取材調査の心得などを中心にレクチャーを行いました。活
発な意見交換も行われ、新しい風が吹き込まれる貴重な時間
となりました。
　また、10月15日（水）には第4回運営委員会を日本NPOセン
ターにて実施しました。今回の主な議題は2015年2月20日（金）
に東京で行われる最終審査＆表彰式の企画について。日本
NPOセンターから提案された企画を基に議論を行い、表彰式
に参加していただく方にとっても、最終プレゼンに望む協働
事例からたくさんの気づきや学びを得てもらい、次の協働へ
つなげていけるよう、「対話」と「学び」を生み出す場を設ける、
という基本コンセプトが固まりました。次号では、詳細をお知
らせできると思いますので、どうぞお楽しみに！（根本）

　環境プログラム「都市の自然を再発見！～都市のまん中か
ら希少種を考える」は、全3回のプログラムを通して計103名
の方に参加いただき、盛況のうちに終了しました。
　まず第1回は、「森林インストラクター会“愛”」と、小幡緑地
で活動する「愛知守山自然の会」の協力を得て実施。参加者
からは「初めてマ

次「」た見をシナメ
回はマメナシの
花も見てみたい」
「都心部にこんな
に自然があると
は知らなかった」
という声が多くあ
げられ、マメナシや小幡緑地の魅力を知ってもらうことがで
きました。
　第2回は、「都市の自然のモノサシ研究会」と「蝶の飛ぶまち
プロジェクト」の
協力を得て実施。
鎮守の杜と都市
公園の緑や生き
物を比較するこ
とで、身近な自然
との付き合い方
を考えるきっかけ
となりました。
　第3回は、3団体合同でのプログラム。トンボ、蝶、鳥、植物な
どの専門家が秋の里山の案内し、さまざまな視点から、里山
と人の関わりを考えました。火おこし体験や焼き芋なども行

第11回日本パートナーシップ大賞

 5回シリーズの第2回目は、8月30日（土）、イベントプロデュー
サーの山崎英夫氏による、「魅力的な企画づくり」についての
考え方や、アイデアの出し方などについての講義と、ワールド
カフェの手法を用いたワークショップを行いました。
 安城市の偉人
「都築弥厚」を
題材に、「都筑
弥生誕250周年
の協働企画を
考えよう！」をテ
ーマに、各グル
ープから様々な
アイデアが出さ
れました。
　第3回目は、
9月21日(日）、
「高校生レスト
ラン」で話題と
なった、多気町
役場まちの宝

創造特命監の岸川政之氏を講師にお迎えし、「高校生レスト
ラン」の誕生秘話や、その後パートナーシップ大賞グランプリ
受賞にまで至った「まごコスメ」のきっかけづくりから商品化
までの、協働のプロセスやその後についてもご紹介いただき
ました。
　後半のワークショップでは、安城市において「高校生レスト
ランを立ち上げる」と仮定して、所轄庁へのアプローチの仕方
について、グループごとにアイデア出しと自己採点を行いました。
　協働推進者としてのスキルを磨き、まちづくりの担い手とな
る人材を養成する本講座も、いよいよ終盤を迎えます。（水野）
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PSC代表岸田の“東へ西へ”（2014年9月～10月）い「美味しくて楽し
い」大盛況のプログ
ラムとなりました。
　SAVE JAPANプロ
ジェクトは、来年度
も続きます！詳細は
決まり次第お知ら
せしますので、どう
ぞお楽しみに！！（松橋）

　「広報力やコミュニケーションの力で、企業価値を高めるこ
とにはどうしたらいいか」という切り口で、10月9日（木）、キャ
ッスルプラザにて、80名ほどの参加者を集め開催された「サ
ンメッセ経営戦略セミナー2014」。
　主催であるサンメッセ㈱IR/CSR企画推進室長の田中信康
氏の基調講演のあと、パネルディスカッションに、CSR、広報の
最前線で活躍しているパネリストの一人として、キリン㈱CSV推
進担当者、森松工業㈱経営企画部長と共に、PSC岸田代表が登
壇しました。
　企業が社会課題に取
り組むことで、社会的価
値を生み、企業価値が
高まるのではないかと
検討される中、岸田は
パートナーシップ大賞入賞の企業とNPOの協働事例を紹介。
また、ステークホルダー・ダイアログを行うことで、その企業が
持っている資源を分析・整理し、ステークホルダーの違いや共
通項を明確にして課題解決に取り組むことが、企業価値を高
めることにつながるのではないかと提案しました。（山崎）

「会社の企業価値を正しく伝えているのか？」
CSV~価値創出型の

CSRについて考えるセミナー

実施概要
【第１回】 9月7日（日）
「都市に残るマメナシの自生地を歩こう！」in小幡緑地
【第２回】 9月20日（土）
「歴史を伝える鎮守の社 vs 
 　　　　　　都市公園のけなげな自然」in呼続公園
【第３回】10月12日（日）
「都市のまん中で里山体験！」 in天白公園

＊講師：都市の自然のモノサシ研究会、
　森林インストラクター会“愛”、蝶の飛ぶまちプロジェクト
＊協賛：損害保険ジャパン日本興亜（株）

CSR推進

　8月後半はパートナーシップ・サポートセンター創設以来は
じめての長期休暇をもらって、上海に住む娘たちとともにイタ
リア北部を楽しんできた。そのため、この東へ西へのコーナー
もはじめて休載となっただけでなく、PSCレポート自体をスタ
ッフに任せっぱなしではあったが、それもまたよし、である。

　帰国後すぐに待ち構えていたのは、9/2（火）の㈱真誠の新製
品発表会で、これはさすがに旅行中に至急連絡が入っていた。
私たちPSCがあい
だに入って進んで
いた、真誠さんと
ママ研さんとの協
働でつくりあげた
2種類のごまの新
製品は、直接開発
に携わったママた
ちが中心になって、
メディアへの発表
を兼ねた試食会で
もあり、大成功（写
真）。さらに9/18
（木）は真誠さんの
27回目のCSR委員
会で、委員によるス
テークホルダー・ダイアログをはじめて独自開催。課題はある
ものの彼らの成長ぶりが伝わってきたのはうれしい。9/6（土）
には春日井市民の会による第2回勉強会のファシリテーター。
昨年経営戦略セミナーで講演させていただいたサンメッセ㈱
さんの第三者意見の原稿を書く。

　9/20（土）には東京で開催された日本NPO学会の理事会に
出席。翌9/21（日）は安城市の「まちづくり人養成講座」の第3回
で、三重県多気町の岸川氏に来ていただいた。9/24（水）は岐
阜県美濃加茂市の「第3回定住圏ビジョン懇談会」に出席。裁
判中の美濃加茂市長も元気に参加され、活発な意見交換とな
った。9/27（土）はおうみ未来塾13期生の本講座で滋賀県米原
市の柏原宿を訪ね、講演。9/29（月）は東京で｢第11回日本パー
トナーシップ大賞｣の新規調査員になって下さった、NPO支援
センターの方たちへの研修会を実施した。

　10月は春日井市民の会の第3回目10/7（火）、美濃加茂市の
第4回目10/8（水）、サンメッセさんの戦略セミナー10/9（木）と
連日続いた。が、個人的で恐縮だが、翌10/10（金）の夜になっ
て四国香川県に住む91歳になったばかりの父が亡くなり、急
遽四国へ。3連休中に通夜・告別式と、慌ただしくも個性的だっ
た父らしい送りを済ませ、10/15（水）には東京でP賞運営会議
に出席。10/17（金）には依頼を受けていた日本NPO学会のニ
ューズレターへの巻頭言を書き送った。10/26（日）には安城市
の第4回まちづくり人養成の担当講師として、P賞の協働分析
や協働マニュアルづくりなどにも取り組んだ。10/28-29（火水）
には、日本NPOセンターとの協働で進行しているP賞の第1次
審査が東京で行われる予定である。（2014.10.27　岸田眞代）
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主な活動2014年9月～10月主な活動2014年9月～10月

　

ピックアップ

新CSR検定（3級）の勉強会に、
ぜひご参加を！

第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト  　
「最終選考会」を開催します

定例事務局MTG
真誠とNPOの協業（CSR）による新製品発表会、名古屋
市イーパーツリユースPC寄贈プログラム企画・選考委員会
春日井市民の会勉強会②
SAVE JAPANプロジェクト①（小幡緑地）
P賞応募事業受付開始
真誠CSR委員会（社内ダイアログ）
P賞事務局MTG②、アインズ(株)来所
SAVE JAPANプロジェクト②（呼続公園）、
日本NPO学会理事会
安城市まちづくり人（びと）養成講座中級編③
みのかも定住圏ビジョン懇談会③、カフェ・アイリス運営会議
ボタンCafé運営会議
愛知県NPOと行政の協働に関する実務者会議②
おうみ未来塾13期生本講義
P賞新規調査員向け事前研修会（東京）

中部圏社会経済研究所来所
定例事務局MTG
春日井市民の会勉強会③
みのかも定住圏ビジョン懇談会④
サンメッセ経営戦力セミナー「企業の価値創造を生
む広報戦略とは」
なごや環境大学共育ゼミ検討、第9回企業＆NPO協
働アイデアコンテスト募集締切
SAVE JAPANプロジェクト③（天白公園）
P賞運営委員会④（東京）
豊明市協働推進委員会⑤
P賞応募事業〆切
第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト第1次審査
ボタンCafé運営会議
カフェ・アイリス運営会議
公共事業評価委員懇談会
安城市まちづくり人（びと）養成講座中級編④
Ｐ賞予備審査会（東京）
Ｐ賞一次審査会（東京）
名古屋市緑政土木来所、美濃加茂市来所

 １面でも紹介しました新CSR検定（３級）の勉強会が、1月から
始まります！社会人の方はもちろん、これから社会に出る学生
さんにもぜひ学んでいただきたい内容が詰まっています。詳
細はホームページか同封のチラシをご確認ください。

【第1回】2015年1月27日（火）
　講師：森摂氏
              （㈱オルタナ 代表取締役社長） 
　場所：ウインクあいち 12階 1209

【第2回】2月6日（金）
　講師：岸田眞代（PSC代表理事） 
　場所：名古屋国際センター 3階 
　　　  第一研修室

【第3回】2月27日（金）
　講師：岸田眞代（PSC代表理事）
　場所：ウインクあいち 12階 1209

＊＜時間＞19：00～20：30  ＜定員＞40名  ＜参加費＞3,000 円
（学生2,000円）、テキストは別途1,500円（税込）…3回連続で申し
込みいただける場合は、8,000円（学生は5,000円）

新CSR検定

編集後記

　PSCでは事務局業務をお手伝いいただけるボランティアスタ
ッフを募集しています。「できる時にできるだけ」でけっこうです。
あなたの力を貸してください！
【内容】 広報、郵便物の発送作業、様々な原稿の校正作業、講座・
イベントのお手伝い、その他簡単なパソコン作業など
【時間】 1日4時間以上。交通費は実費支給（1日850円まで）
【応募方法】 電話（052-762-0401）かメール（info@psc.or.jp）　
　　　　　でご連絡下さい。

PSC事務局ではボランティアスタッフを
募集しています。

　事務局内のスマホ率が100％に…。慣れない操作に戸惑い
ながらも事務局LINEグループを作成o(^▽^)o（水野）
　アイデアコンテストの最終選考会の出場団体が決まりまし
た‼社会が抱える課題をなんとかしたい！と、協働実現をめざ
しアイデアを発表してくださいます。みなさん見に来て下さい
ね～(^o^)丿（山崎）
　4月からPSCに携わるようになり、早くも半年が過ぎました。多
くの出会いに感謝し、また多くの学びを活かしながら頑張って
いますので、今後とも、よろしくお願い致します！（根本）　　  　 
　SAVE JAPANプロジェクトでは、環境団体メンバーの方の自然
への熱い想いや、植物や生き物についていきいきと語る姿にと
ても感銘（＆刺激）を受けました！（松橋）

9 / 1 （月）
9 / 2 （火）

9 / 6 （土）
9 / 7 （日）
9 / 9 （火）
9 /18（木）
9 /19（金）
9 /20（土）

9 /21（日）
9 /24（水）
9 /25（木）
9 /26（金）
9 /27（土）
9 /29（月）

10 / 1（水）
10 / 6（月）
10 / 7（火）
10 / 8（水）
10 / 9（木）

10/10（金）

10/12（日）
10/15（水）
10/16（木）
10/19（日）
10/22（水）

10/23（木）
10/24（金）
10/26（日）
10/28（火）
10/29（水）
10/31（金）

　1ページでご紹介している第１次選考を通過した５団体が、
「企業とNPOの協働アイデア」をプレゼンテーションします。ぜ
ひ会場でアイデアをご覧になり、これは！と思う団体に投票して
ください！
　発表の後は場所を移し、和やかな雰囲気の交流会の中で結
果発表と表彰式を行います。企業、NPO、行政のみなさんと交
流を深めるチャンスです。私たちと一緒に、小さなアイデアを大
きな協働へとそだててみませんか！
 
「第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト 最終選考会」
日時：12月16日（火）14：30～
場所：名古屋商工会議所
　　  2Fホール
　　  名古屋市中区栄2-10-19
　　  名古屋商工会議所ビル 
　　 ※地下鉄伏見駅（東山線
　　　・鶴舞線）下車5番出口
　　　より南へ徒歩5分
お申込み：
           公益財団法人
           中部圏社会経済研究所
　　   TEL：052-221-6441　FAX：052-231-2370
　　  またはPSCまで。

参加募集!!


