2009 年度事業報告・詳細編（５．企業市民活動推進センター）

５．「企業市民活動推進センター」事業
－ コンサルテーション、社員のＶ体験、ＮＰＯとのコーディネーション

「企業市民活動推進センター」(Center for Corporate Citizenship、ＣＣＣ)は、日本生命財団の助成を受
けて、１９９１年に開設。以来、「企業市民」活動（いわゆる、企業の社会貢献活動、ＣＳＲ活動）の
専門推進機関として活動している。
主な機能は、①ＣＳＲを含む「企業市民」活動全般のコンサルタントと研究会の開催、②社員･ＯＢ
等の市民活動支援のための総合的支援・プログラム提供、③ＮＰＯと企業(人)のパートナーシップ作り
のためのコーディネート、④社会的責任に関するＮＰＯ／ＮＧＯからの発信を柱に事業を進めている。
２００９年度は特に①と④の事業の充実・強化に力を注いだ。

１．パートナーシップ形成の“要”として
企業市民活動推進センターは、社員に自己実現の機会を提供し、ＮＰＯを通じて地域社会を活性化させ、企業市民
活動に熱心な企業への社員や地域社会（顧客）の共感を高めるコーディネート機関・ファシリテート機関として、以
下のようにニーズにそれぞれ応えている。
①．企業・労働組合の社会貢献活動を推進・強化していきたい
→ 個々の企業・労働組合の事情に応じたアドバイス・情報提供・他社事例紹介など実施している。
②．企業市民活動・ＣＳＲについて学びを深めたい、他社の担当者とも情報交換したい
→ 社会貢献活動担当者の定例研究会「フィランソロピー・リンクアップフォーラム」は１５年の歴史。「関
西ＣＳＲフォーラム」も２００４年度から開始し、２００８年度から両者を統合した。
③．ＣＳＲ（企業の社会的責任）の推進で、企業の社会性を高める活動に取り組みたい
→ 具体的なプログラムの相談・企画提案、勉強会・研究会の開催している。
④．ＮＰＯと協働したい、寄付・寄贈したい
→ 社会貢献活動やＣＳＲにおいてパートナーとなりうるＮＰＯの「紹介」
「コーディネーション」を実施。
⑤．社員・組合員・ＯＢ対象のボランティア体験プログラムなどを実施したい
→ 多様なＮＰＯと協働してセミナー・体験プログラムなどの企画提案と講師紹介、当日の運営を援助。
⑥．ボランティア活動・市民活動の情報がほしい
→ 関西を中心とするボランティア活動プログラムや市民活動団体情報のデータベース（ＫＶネット）から、
適切な情報を提供。社員に合わせた情報の加工サービスも実施している。
この他、経済団体、マスコミとの連携などを通じて、企業市民活動の推進、企業の社会性向上を支援している。

２．コンサルテーション事 業
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－１で示す。相談件数は９１件（2008 年度 72 件、
前年度比 19 件増）であり、そのうち７５件が企業や
労働組合からの相談である。

ＮＰＯや企業の
問合せ・紹介
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相談内容は社会貢献事業やＣＳＲに関する運営相
談やコンサルティングが最も多く４７件にのぼり、
これらは企業の社会貢献プログラムの企画作りの受
託につながっている。次いで多いのはＮＰＯや企業
に関する問合せや紹介依頼で１７件となっている。

その他の相談としては、企業や労働組合からのセミナーの企画に関する相談や、企業がボランティア活動や寄付・
寄贈に取り組むにあたっての相談、当協会の事業に関する問合せなどがある。
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（２）企業市民活動推進のコンサルティングと企画づくりの支援
企業市民活動推進センターは、企業の社会貢献プログラムの企画助言や事務局受託、専門員派遣なども行っている。
社員向けボランティア講座受託の他、２００９年度に実施したコンサルティング事業は、以下のものがある。
項

目

概

要

パナソニック 「Panasonic

パナソニックの従業員の福利厚生「カフェテリアプラン」メニューの一つとしてＮ

ハートフルクラブ」のファ

ＰＯへの寄付活動を支援するため、そのファンドを預かり事務手続きやＮＰＯへの

ンド管理事務局受託

資金提供を行う事務局を受託するための準備作業を中心に行った。

積水ハウス「マッチングプ 積水ハウスが創設した従業員と会社の協働参加型社会貢献プログラム「積水ハウス
ログラム・アドバイザー」 マッチングプログラム」の助成プログラムの企画内容、審査方法、選考に関する助
就任

言を行うアドバイザーに水谷事務局次長が就任し、選考作業が行われるプログラム
理事会へ派遣した。

大阪信用金庫とＣＳＲ推進 大阪信用金庫のＣＳＲ活動を進めるため、ＣＳＲに関する全般的な助言を行うとと
に関する顧問契約

もに、同金庫の情報誌『だいしんＮＯＷ』に「ちょっとコラム」を連載。毎月、市
民活動に参加するための情報を提供している。

阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングスが 09 年度から開始した「ゆめまち基金」助成プログラム
のファンドプログラム助言

の全体設計や委員等の選定助言などプログラム構築と、選定事務に協力した。

各企業のＣＳＲ活動の助言 企業が発行する「ＣＳＲ報告書」制作の際に、記述に関する助言やコメント掲載に
と報告書へのコメント掲載

協力した。

※コメント協力した企業：関西電力㈱、帝人㈱、㈱積水ハウス

（３）近畿労働金庫と共催で、ボランティアをＮＰＯにマッチング（第１章より再掲）
近畿労働金庫と協力して、勤労者やシニア層を市民活動の現場につなげるプログラム「2009 年度近畿労金ＮＰＯパ
ートナーシップ制度」を実施。
「大阪ＮＰＯプラザ」
（8/8）
、
「みのお市民活動センター」
（8/9）
、
「ラポールひらかた」
（8/22）の３か所でボランティアセミナーを開催。箕面と枚方では地元の支援センターとの共催で実施し、合計２２
人の参加を得た。ボランティア受け入れを申し出たＮＰＯ１７団体のうち５団体に、主にシニア層の活動希望者９人
（前年度 10 人）をマッチングした。
近畿労金ＮＰＯパートナーシップ制度へのボランティア参加

プログラム数

１７

参加人数

受入れＮＰＯ（つないだ人数）

９

路交館 東淡路子ども館／高齢者外出介助の会（1）／関西こども文化協会／視覚障害者
支援の会クローバー／あそびりクラブ／箕面の山パトロール隊／みのお川を美しくす
る会／寝屋川市民たすけあいの会／のあっく自然学校（1）／車椅子レクダンス普及会
「矢車草の会」／森林ボランティア竹取物語の会（3）／おおさか音楽療法桜（2）／み
んなでつくる学校とれぶりんか（2）／ＹＢＣ（笑）―スポーツ応援クラブ―／北河内
ボランティアセンター／八尾ダウン症児親の会あじさいの会／ワークレッシュ

図５－２ 社員対象の教育事業

３．教 育 ・研 修 ・研 究 事 業
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■企業から依頼を受けて実施した社員研修としての「ボランティア体験研修」（第１章より再掲）

プログラム数

参加人数

依頼企業

９

２２６

ビズキューブ・コンサルティング株式会社／オムロン株式会社大阪事業所／新生フィ
ナンシャル／シャープ（株）／ＪＡＬナビア大阪

（２）｢フィランソロピー・ＣＳＲリンクアップフォーラム｣の開催【統合】
２００８年度に「フィランソロピー・リンクアップフォーラム」と「関西ＣＳＲフォーラム」を統合して、再出発。
会員団体数は４１社（顧問および当協会を含む。08 年度 42 社）。のべ参加者数は３６８人（大阪ボランティア協会お
よび講師を含む。前年度は３３６人）であった。
定例フォーラムは偶数月に開催しており、開催分の内容は以下のとおりである。
＜２００９年度会員団体＞

３７団体（顧問と当協会を除く）

伊藤ハム㈱、エイチ・ツー・オーリテイリング㈱、ＮＥＣシステムテクノロジー㈱、㈱ＮＴＴデータ関西、大阪
ガス㈱、(社福)大阪市社会福祉協議会、大阪商工信用金庫、(社福)大阪府社会福祉協議会、オムロン㈱、㈱カネカ、
(特活)関西ＮＧＯ協議会、関西電力㈱、㈱関西マガジンセンター、近畿労働金庫、㈱クボタ、㈱クレアン、㈱神戸
製鋼所、三洋電機㈱、(特活)ジャパンプラットフォーム、シャープ㈱、住友生命保険(相)、積水ハウス㈱、ダイキン
工業㈱、大同生命保険㈱、㈱髙島屋、(特活)トゥギャザー、西日本高速道路㈱、日東電工㈱、(特活)日本ＮＰＯセン
ター、パナソニック㈱、パナソニック電工㈱、阪急阪神ホールディングス㈱、(社福)兵庫県社会福祉協議会ひょう
ごボランタリープラザ、富士ゼロックス㈱、三井住友海上火災保険㈱、三菱商事㈱、ロート製薬㈱
【顧問】今田 忠（市民社会研究所所長）、出口正之（国立民族学博物館教授）、本間正明（関西社会経済研究所）

① 定例フォーラム
・第７回（2009 年

４月１４日、会場：梅田スカイビル

タワーウエスト）

参加者：６４人（３０団体）

テーマ：「フォーラム会員企業が取り組む社会貢献事業から」
発題者：オムロン㈱、積水ハウス㈱
・第８回（2009 年

６月９日、会場：大阪市立大学「西成プラザ」３階）

テーマ：フィールドワーク：釜ヶ崎のいま

参加者：５２人（２２団体）

釜ヶ崎支援機構の活動より

発題者：沖野充彦（釜ヶ崎支援機構）
・第９回（2009 年

８月

４日、会場：ろうきん肥後橋ビル１２階メインホール） 参加者：６９人（２９団体）

テーマ：ＣＳＲ推進のための有効な方策を探る！～ＣＳＲコンサルティング・報告書企画制作３社との対話
発題者：（株）ゼネラル・プレス、凸版印刷（株）
、(株)クレアン
・第10回（2009 年１０月１３日、会場：大阪ガス株式会社

３Ｆガスビルホール

参加者：６８人（２５団体）

テーマ：社会起業型ＮＰＯとの交流セッション～企業＆ＮＰＯ：「かしこい」協働の方策を探る
発題者：
（特活）み・らいず、
（特活）日本教育開発協会（ＪＡＥ）
、
（特活）インターナショクナル、
（特活）
スマイルスタイル、
（特活）Ｄｅｅｐ Ｐｅｏｐｌｅ
・第11回（2009 年１２月

９日、会場：大阪ＮＰＯプラザ）

参加者：７９人（一般１３人含む）
（２４団体）
テーマ：企業とＮＰＯの協働フォーラム・中間支援組織の役割
発題者：講師：田中弥生（大学評価機構･学位授与機構 準教授）
＜シンポジスト＞
・日本経済団体連合会 社会貢献担当者懇談会 座長、
花王（株）社会貢献部長

嶋田 実名子

・（特活）日本ＮＰＯセンター 事務局長 田尻佳史
・（特活）パートナーシップ･サポートセンター
代表理事･事務局長

岸田眞代

・（社福）大阪ボランティア協会 事務局次長

水谷 綾

＜コーディネーター＞
・（社福）大阪ボランティア協会 常務理事・事務局長
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早瀬 昇

フィランソロピー・リンクアップ・フォーラムから数えて
通算 100 回となった 12 月 9 日開催のフォーラム

2009 年度事業報告・詳細編（５．企業市民活動推進センター）

・第12回（2010 年２月９日、会場：ツイン２１「ＭＩＤタワー」20 階

第４会議室

参加者：５２人（２３団体）

テーマ：企業の社会貢献活動の変遷と未来像～リンク老舗４社による討論会
発題者：大阪ガス㈱、関西電力㈱、住友生命保険(相)、パナソニック㈱

②．若手担当者勉強会「リンクアップ・ジュニア」の開催
フィランソロピーＣＳＲリンクアップフォーラム会員企業の「若手」担当者の自主勉強会。２００９年度は児童
福祉をテーマに先進的な活動を実施している団体を訪問した。参加団体１５社、のべ参加者数５６人。（協会と訪
問先講師を含まず。08 年度は 15 社、のべ 38 人）
＜２００９年度参加団体＞
大阪ガス㈱、大阪商工信用金庫、オムロン㈱、関西電力㈱、近畿労働金庫、三洋電機㈱、住友生命保険(相)、積
水ハウス㈱、西日本高速道路㈱、パナソニック㈱、パナソニック電工㈱、阪急阪神ホールディングス㈱、三井住
友海上火災保険㈱、ロート製薬㈱
第４７回

６月 29 日

本年度の活動内容の検討

８人

第４８回

７月 23 日

各社の社会貢献プログラムについて

13 人

第４９回

９月 11 日

関西電力エル・シティ館見学

13 人

第５０回

12月 18 日

各社の社会貢献プログラムについて

12 人

第５１回

２月 24 日

大阪ガス科学館見学

10 人

４．社会的責任（ＳＲ）に関するＮＰＯ／ＮＧＯからの発信
（１）「社会的責任向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク」の組織化と参画
ＣＳＲ（企業の社会的責任）の国際規格づくりとして検討がスタートしたＩＳＯ２６０００は、企業だけでなく
すべての組織に関わる規格「組織の社会的責任（Social Responsibility）
」に発展し、２０１０年秋の発効を目指
して検討作業が進められている。また、社会的責任に関する日本国内でのマルチ・ステークホルダーの協議体「安
全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」設立の動きも出てきた。そこで、ＮＰＯ／ＮＧ
Ｏの声を反映させるとともに、市民への理解を促進するため、２００８年に「社会的責任向上のためのＮＰＯ／Ｎ
ＧＯネットワーク」
（ＮＮネット）が発足した。当協会から早瀬

昇、水谷

綾を派遣し、運営に協力している。

２００９年度は『これからのＳＲ～社会的責任から社会的信頼へ』を発行した他、「安全・安心で持続可能な未
来に向けた社会的責任に関する円卓会議」への代表協議者の派遣（早瀬事務局長も総合戦略部会委員に就任）と他
のステークホルダーとの調整、ＩＳＯ２６０００策定への参画と同国内委員会への委員派遣（水谷事務局次長も委
員に就任）
、セミナーの開催などを行った。
＜幹事団体＞
ＮＰＯサポートセンター、大阪ボランティア協会、環境パートナーシップ会議、国際協力ＮＧＯセンター、ＣＳ
Ｏネットワーク、ダイバーシティ研究所、日本ＮＰＯセンター、難民を助ける会、ＩＩＨＯＥ（人と組織と地球
のための国際研究所）

（２）「ＣＳＲを応援するＮＰＯネット」への参画
２００５年５月に、協会が（特活）環境市民、ダイバーシティ研究所、ＩＩＨＯＥ（人と組織と地球のための国際
研究所）、
（特活）ＮＰＯ政策研究所などと共に結成した「ＣＳＲを応援するＮＰＯネット」では、ＣＳＲの指標作
りを目的に『Shopping for a Better World 日本版』作成への取り組みを始めた。
２００９年度にも地球環境基金から助成金を受け、研究会を開催し調査書を作成、自動車・電気・外食・流通産
業企業へのヒヤリング調査を行った。
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