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Vol.96発行にあたって

　6月10日（火）、東京・大手町にある日本経済新聞本社ビル
SPACE NIOにて開催された、企業のCSR担当者や若手ビジネス
パーソンに向けたセミナーに、岸田代表が講師として登壇しま
した。
　「企業とNPOの新しいパートナーシップを考える～売上向上
にも繋がる、『NPOとの協働』のノウハウとは～ 」と題して、企業
の社会貢献活動を推進する協働のケーススタディから「企業と
NPOの協働」をわかりやすく解説。当日は名だたる企業のビジ
ネスパーソンが数多く集まり、企業がNPOと協働するメリット
やビジネスチャンス拡大の可能性を感じていただくセミナー
として、多くの学びを提供することができました。（根本）

日経新聞社主催セミナー
「日経まナビ！大手町」に岸田代表が登壇！

　2002年にスタートし、昨年で記念すべき第10回を終えた「日
本パートナーシップ大賞」。「NPOと企業の協働」を表彰すると
いう全国唯一のこの事業には、これまで全国から300件近い応
募をいただきました。第三者機関としての調査・審査をベース
とした評価を示すことによって、社会課題の解決の場としての
協働を世の中に広めてきた本事業。新たな展開を目指す第11
回日本パートナーシップ大賞は、継続しうる事業としての体制
を構築し、より全国への浸透を目指すために、日本NPOセンタ
ーとの協働での開催が決定しました！

●運営委員会について
　第11回日本パートナーシップ大賞の運営統括を担う運営委
　員は下記のみなさまです。
　・田尻佳史氏（日本NPOセンター事務局長）　
　・大島誠氏（日本NPOセンター理事、認定特定非営利活動法人 
　　　　　　くびき野NPOサポートセンター理事） 

第11回
日本パートナーシップ大賞開催決定！

　・米田哲郎氏（Culture Times代表取締役）
　・河井孝仁氏（東海大学教授、PSC理事）
　・岸田眞代（PSC代表理事）
●運営委員会について
　運営委員と事務局スタッフを合わせたメンバーで運営委員
　会を実施。
　【第1回運営会議】5月28日（木）＠日本NPOセンター会議室
　検討事項：各体制（運営委員会、運営事務局、審査会、調査会）、
　　　　　    予算、募集要項等
　【第２回運営会議】6月17日（火）＠日本NPOセンター会議室
　検討事項：事業コンセプト、予算、募集要項等
　　　　　  以降、4回の運営委員会を開催予定。

●運営事務局について
　PSCと日本NPOセンターのスタッフが連携し体制を構築。

●募集～審査の流れ 
　告知開始：8月 、募集期間：9月 
　第一次審査：10月 、ヒアリング調査：11～12月 
　第二次審査：2015年1月、最終審査・表彰式：2015年2月後半
※スケジュールは変更になる可能性もあります。詳細はホーム
　ページにてお知らせする予定です。

　プライベートで訪れた四国最南端足摺岬の海の青さと空の
広さに心癒された日を思い出しながら、PSCレポートVol．96を
お届けいたします。
　四国八十八カ所開創1200年の今年。霊場を訪れる人たちが
引きもきらず、というのは、弘法大師（空海）の生まれた讃岐を
故郷に持つ私としては、結構誇らしくうれしいことでもあります。
お遍路のひとりとしての札所巡りは、PSCや高齢の父のこと、時
には日本の行く末などにも向き合う大切な時間となっています。
　ようやく、公表してもいい段階に達した「第11回日本パート
ナーシップ大賞」は、開催へ向けて確かな一歩を踏み出しまし
た。これまでの愉しくも苦しい10回の積み重ねの上に、新たな
人とアイデアなどが積み込まれ、まさに「協働」の船出をしたと
ころです。
　空海が遣唐使として嵐の中遭難し、からくも唐に流れ着きた
どり着いた長安で、青龍寺恵果和尚からすべてを託されて日本
に帰ったという逸話。それから1200年余、空海には及ぶべくも
ありませんが、時代を超えて私たちに問い掛けるものは何か。
脈々と受け継がれてきた歴史を参考にするのもいいのかもし
れません。
2014年6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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　5月24日（土）14：00よりウィルあいちにて、2014年度PSC定
時総会を開催しました。参加者は、PSC会員66名（出席19名、
委任状47名）。河井孝仁理事の議事進行により、2013年度事
業報告及び決算報告、2014年度事業計画案及び予算などの
審議が行われ、活発な質疑応答の後、いずれも承認されまし
た。また、任期満了に伴う役員の選任として、理事の紹介を
行い、滞りなく閉会となりました。
　以下、総会の内容（一部）についてご報告いたします。

2014年度PSC定時総会

　2014年度PSC事業計画の概略をご紹介します。
１．｢パートナーシップ大賞｣事業
　●｢第11回日本パートナーシップ大賞｣の実施

２．コラボレーション事業
　●（公財）中部圏社会経済研究所との協働事業
　　・「第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト」
　●（N）日本NPOセンター、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損
　　害保険㈱との協働事業
　　・「SAVE JAPANプロジェクト」

３．コーディネート事業
　●三井住友海上火災保険㈱｢NPO喫茶カフェアイリス｣支援
　●中産連ビルディング㈱内喫茶スペース｢ボタンcafe｣支援

４．コンサルティング事業
　●㈱真誠への４年目となるCSRコンサルティングの継続　
　　（自立に向けた支援活動）
　●企業・NPO・行政各種相談等

５．教育啓発事業
　●2年目となる安城市での研修講座の実施
　　・職員向け「協働基礎研修」
　　・市民&職員向け「まちづくり人（びと）養成講座＜中級編＞
　●その他 研修講座、講師派遣等

６．調査研究事業
　●協働事例調査・分析事業
　　・パートナーシップ大賞過去事例の整理と分析等

７．提言活動・その他事業
　●行政各種委員としての提言活動
　　・名古屋市指定管理者評価委員、なごや環境大学実行委
　       員、東海市まちづくり推進事業審査委員、豊明市協働推
 　　  進委員など
　●各団体との連携

８．情報受発信事業
　●｢PSC Report｣（隔月発行）●ホームページの運営など

① 2014年度 PSC事業計画について

　組織を上手く運営し、組織を永続させるにはどうしたらよ
いのか。面高さん自身が企業で実践してきた経験をもとに、
「マネジメントプロセス評価基準」について、顧客・市場の理
解～業務プロセス～情報の共有化と活用～人と組織の活性
化という流れに沿ってお話しいただきました。理論として分
かっているだけでなく、実際に実践して結果を残すことが大
切であるという話に多くの方
がうなずいていました。
　質疑応答では、CSVについ
ての考え方、企業とNPOの顧
客や存続についての捉え方
の違いについてなど、活発な
議論が行われました。（松橋）

　午前は第2回理事会、午後は総会、講演会と、1日フル回転
だった理事・監事の役員のみなさんと事務局メンバーで、終
了後に懇親会を行いました。PSCの今後を…などの固い話よ
りは、全国を飛び回っているみなさんならではの美味しいお
店やお酒のことな
ど、楽しい話題で
盛り上がりました。
こういう席からま
た新しいアイデア
が生まれてくるも
のですね。（山崎）

③「懇親会」は和やかに・・・

　三井住友海上の田辺と申します。こ
の4月から名古屋で勤務しております。　　　　
　1962年生まれの51才、出身は岐阜
市。現在は家族を川崎市に残し、名古
屋で単身生活を送っています。このた
び、前任の田井に代わり、理事に就任させていただきました。
「企業とNPOの協働」を展開、推進していくPSCの活動に対し
て、企業の立場から少しでもお役に立てるよう努めて参りま
す。弊社名古屋ビル（名古屋市中区錦1丁目）1Fの「NPO喫茶
カフェ・アイリス」にもぜひお立ち寄りください。よろしくお願
いいたします。
　　　     三井住友海上火災保険(株)中部総務部長 田辺 和弘

新任理事のご紹介

　総会終了後、PSC監事で元(株)デンソー総務部長の面高俊
文さんによる講演会を開催しました。

②講演会「私が実践したマネジメント」
パートナーシップ・サポートセンター監事 面高俊文さん

　PSCでは、名古屋市中区の桜通り沿い、三井住友海上名古
屋ビル1FにあるNPO喫茶「カフェ・アイリス」の運営支援をさ
せていただいています。三井住友海上火災保険様より、カフェ
スペースをご提供いただき、知的障がいのある若い方たちが、
働く訓練と社会参画の場として、カフェ業務を行っています。
　運営支援として、月に1回の運営会議の他、年に一度、障が
い者さんを含めた、カフェスタッフ全員との面談を行い、お客
様へのより良いサービスの提供と、円滑なカフェ運営を行う

NPO喫茶支援

より良いカフェづくりをめざして
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PSC代表岸田の“東へ西へ”（2014年5月～6月）

　7月1日(火）から協働アイデア募集のエントリーが始まる「第
9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト」。募集広報の一環と
して、5月25日（日）、静岡県浜松市において、浜松市市民協働
センターとのコラボ講座「企業が！協働アイディア講座」を開
催しました。
　浜松で活動をしているNPOや大学生、これから市民活動を
したいと考えている人など、20名ほどが参加。第1回より本事
業を担当しているPSC事務局の山崎が、「協働とは？」から始ま
り、協働事例や協働アイデアコンテストの紹介、そして、たっぷ
り時間をかけて「協働アイデア提案づくり」を行いました。協働
の意義を踏まえて、どうやったら良い協働事業となるかを考え
ながら、事業における「自団体の強みと弱み」「企業の役割」「
協働事業のメリット」などを1つずつ考えて、形にしていきまし
た。参加者は「普段の活動を文章化することで、目的や課題が
明確になった」「楽しかった。協働の方法が少し理解できた」
など、満足していただけたようです。浜松で6月27日（金）～29
日（日）に開催される「パートナーシップ・ミーティング」や本コ
ンテストにブラッシュアップされたアイデアが提案されるのを
楽しみにお待ちしています。
　6月27日（金）、福井・石川を訪問。28日（土）は富山市にて
協働講座（（N）市民活動サポートセンターとやまとの協働）
を開催。（山崎）
　　　　　　　　

第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト

「企業が！協働アイディアセミナー」開催

安城市職員研修はじまりました
安城市職員向け市民協働研修

　昨年度に引き続き、安城市より市民協働推進計画スタート
アップ・プログラム「職員向け市民協働研修」を受託し、今月よ
り研修がはじまりました。安城市職員が、市民協働の理解と認
識を深め、「協働のまちづくり」を推進するために、各部署で実
現できる協働の可能性について3回シリーズで学び合います。
　6月19日（木）に行った第1回は「協働の基本と広がる可能性
」と題し、PSC岸田代表理事による講義とワークショップを行い
ました。協働の基本と、行政が関わる協働の具体例として、PSC
が行ってきた事業の紹介や、「日本パートナーシップ大賞」の
入賞事例を用いた講義に、参加者は熱心に耳を傾けていま

　5月。今年3月に私の講演会を企画して下さった滋賀県の会
社の方が、5/14（水）に3人で来所。滋賀県での自社の取り組み
を具体化したいとのことで、会員になってくれた上での相談。
ステークホルダー・ダイアログを進める方向での合意となった。
5月は総会の季節でもある。5/19（月）には実行委員を務めるな
ごや環境大学の総会に続き、PSCの第1回理事会が5/21（水）。
5/24（土）には第2回理事会、2014年度定時総会と続く。
　何といっても5月のエポックは、「第11回日本パートナーシッ
プ大賞」の開催が正式に決定したこと。5/28（水）には第1回P
賞運営委員会が東京・日本NPOセンター会議室で開催された。
これまで私たちPSCが実施してきた10回にわたる「パートナー
シップ大賞」を高く評価し、協働を決めてくれた日本NPOセン
ター。双方の運営委員と事務局による正式の会議が開かれ、よ
うやく本格的に動き始めたのは本当にうれしい。
　6月。6/5（木）中部電力環境懇談会で静岡へ。建設中のメガ
ソーラーしみずと
東清水変電所を
視察。移動途中三
保の松原にも立
ち寄ったが、生憎
この日は富士山の
裾野しか見られず
残念。6/6（金）は
名古屋市の指定管理者評価委員会（6/11（水）に第２回）。6/8
（日）はおうみ未来塾13期生の入塾式で滋賀県大津へ。6/9（月）
は午前中環境再生保全機構のプレゼンで川崎市へ。終了後、
中央大学目加田教授にパートナーシップ大賞審査委員要請の
ため都内へ移動。翌6/10（火）夕方からの日経セミナーまでの
時間、森永製菓さんとの協働で第10回準グランプリを受賞し
たACEを訪問。裏話を聞くことができた。初の日経セミナーは1
面参照。
　6/17（火）には第2回P賞運営委員会（東京）。6/19（木）には
昨年に引き続き安城市職員研修を開催。第１回講師を担当し
た（別項参照）。6/20には3月から相談を受けていた春日井市
の市民活動の人たちが計画を携えてきた。6/27（金）には岐阜
県美濃加茂市のみのかも定住圏ビジョン第2回懇談会が名古
屋テレビ搭で開催の予定。（2014.6.20　岸田眞代）

ための話し合いの場を設けています。今年も5月から6月にか
けて、個人面談を行いました。それぞれが持っているカフェへ
の思いや、今後の目標などをうかがい、これまで以上に魅力的
なカフェづくりへと、一歩ずつ進めてまいります。（水野）

した。後半は、「協働できる事業の条件」をグループごとに出し合
い、協働の可能性を探るワークショップを行いました。業務の中
ですでに市民と協働で事業を行っている方や、協働について触
れるのが初めてという方もいましたが、「具体例をもっと詳しく聞
いてみたい」という積極的なご意見を多くいただきました。本研
修は、第2回7月1日（火）、最終回7月18日（金）と続きます。（水野）

▲メガソーラーの説明を聞く懇談会委員ら
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主な活動2014年5月～6月主な活動2014年5月～6月

　

ピックアップ

編集後記

５/１（木）
５/９（金）
５/10（土）

５/13（火）
５/14（水）
５/15（木）
５/16（金）
５/19（月）
５/21（水）
５/22（木）
５/24（土）
５/25（日）
５/26（月）
５/28（水）

６/２（月）
６/４（水）
６/５（木）
６/６（金）
６/８（日）
６/９（月）

６/10（火）

６/11（木）
６/17（火）
６/19（木）
６/20（金）
６/21（土）
６/22（日）
６/23（月）
６/27（金）

６/28（土）

　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。

　名古屋へ来て2度目の夏を迎えます！休日は畑仕事で汗を流し
ていますが、夏野菜の収穫が楽しみな、今日この頃です。（根本）
　名古屋の6月は蒸し暑い空梅雨でした。関東や九州を中心
に大雨が続いているようですが、皆さまどうぞお気をつけくだ
さい！（松橋）
　事務所が2階になってはじめての夏。4階に比べて階段は楽
になりましたが風通しが悪いのが難点(>_<)（水野）
　アイデアコンテストの広報やセミナーで明日（6/27）から北陸で
す。昨年は新幹線を乗り間違えたので今からドキドキです（山崎）

　この秋、身近な自然に触れて地域の環境について楽しく学ん
でみませんか？
　6月から、環境プログラムへの参加者募集が始まりました！
　今年は、「都市の自然を再発見！～都市のまん中から希少種
を考える」と題して、名古屋市内で計3回のプログラムを開催し
ます。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！ （松橋）

　【第1回】 9月 7日（日）10：00～12：00 　
　　　　   「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）13：00～16：00　　
　　　　   「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）10：00～13：00　 　
　　　　   「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：(株)損害保険ジャパン、日本興亜損保(株)
＊詳細は同封のチラシ又はPSCのHPをご覧下さい！　

環境プログラムへの参加者募集中！

第9回企業＆NPO協働アイデアコンテスト
今年度も募集が始まります！！

皆さまからの「協働アイデア」をお待ちしております。

◇募集　エントリー：7月1日（火）～8月31日（日）
　　　     アイデア募集：9月1日（月）～10月10日（金）
◇最終選考会：12月16日（火）14：30～名古屋商工会議所２Fホール
◇助成金：最優秀賞20万円
                   優秀賞10万円
                   特別賞5万円
　　　　  奨励賞（2団体）3万円
◇応募条件：富山、石川、福井、長
                        野、岐阜、静岡、愛知、
　　　　　  三重、滋賀に所在す
　　　　　  るNPO団体（法人格
                          の有無は不問）
   ※お問い合わせは、PSC（052-7
        62-0401）担当：山崎まで、お
       気軽にご連絡ください。
   ※詳細は同封のチラシまたは、
       PSCのHPをご覧ください。

　中部圏社会経済研究所との協働で、今
年9回目の開催となる「企業＆NPO協働
アイデアコンテスト」。協働が実現し、追
加助成を受ける団体も毎年増えてきてい
ます。あなたの団体の活動が、企業との協
働で実現できるかもしれません。
　事業アイデアをお持ちのNPOの皆さま！
ぜひエントリーしてください。ご応募をお
待ちしております。

▲第8回最優秀賞
マイスペースプロジェクト

名古屋市（公共事業評価担当）来所
豊明市協働推進委員会②
尾張旭市市民活動促進助成候補選定会議 最終プレ
ゼンテーション
PSC会計監査
㈱アインズ来所
SV会議
真誠ごまプロ新製品検討会③、カフェ・アイリス面談
なごや環境大学総会
第1回理事会
カフェ・アイリス運営会議
第2回理事会、2014年度定時総会
協働アイデアコンテスト「企業が！協働アイディア講座」（浜松）
CSOラーニングインターン生面接
P賞運営委員会①（東京）、ボタンCafé運営会議

東海市まちづくり協働推進事業一次審査会
定例事務局MTG
中部電力環境懇談会（静岡）
名古屋市指定管理者評価委員会、滋賀大学石井教授来所
おうみ未来塾13期生入塾式（滋賀）
環境再生保全機構プレゼン（川崎市）、中央大学目加
田教授訪問（東京）
東海市まちづくり推進事業審査会（一次）、日経セミナ
ー（東京）、（N）ACE訪問、P賞事務局会議（東京）
名古屋市指定管理者評価委員会
P賞運営委員会②（東京）、豊明市協働推進委員会③
安城市職員研修①、SV会議
EPT総会、春日井市民の会来所、カフェ・アイリス運営会議
東海市まちづくり協働推進事業二次審査会
豊明市「協働シンポジウム」
三井物産「お客様感謝の会」、ボタンCafé運営会議
みのかも定住圏懇談会（名古屋）、愛知県NPOと行政
の協働に関する実務者会議、協働アイデアコンテスト
広報（福井・石川）
協働アイデアコンテスト「協働セミナー」（富山）

SAVE JAPANプロジェクト


