
 

 

 

 

おかやま NPOアワード 2011（おかやま NPOサポート基金）報告書 

おかやま NPOサポート基金の登録者、約 2,500人分の想いに応える NPOを選ぶ「おかやま NPOアワー

ド 2011」の配分結果をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成 NPO法人岡山 NPOセンター 
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岡山で一番、市民が参画している NPO は？ 
おかやま NPO アワード 2011 募集要項 

 

 

 岡山ＮＰＯセンターでは、県内で地域社会の課題解決に取り組む特定非営利活動法人（以下 NPO 法人）を支援する

ために、広く市民に寄付をいただく仕組み[おかやま NPO サポート基金]を運営しています。 

本年度は、県内 NPO 法人の中でも特に、寄付（物品・金銭）やボランティア参加など、「活動に対して、多くの市民が

参加している団体」を市民参加の公開審査を経て選び、「おかやま NPO アワード２０１1」として表彰します。 

本基金は 2,500 人以上の市民の皆様からの寄付を財源にしています。2,500 人分の想いに応えたい！という NPO

法人の皆様からのご応募をお待ちしております。 

 

 

■対象となる NPO 法人   次の全てに該当する NPO 法人を対象とします。 

１．岡山県内に事務所を有し、岡山県内で特定非営利活動を行っていること。 

２．任意団体の期間を含め２年以上活動実績があること。 

３．NPO 法に定められる情報開示を行い、さらに積極的な情報開示の意欲をもっていること。 

４．岡山 NPO センターが運営する公益ポータルサイト「NPOkayama」に登録していること。（申請中でも可） 

５．前年度の「おかやま NPO アワード 2010」において入賞（大賞、奨励賞、特別賞）された法人でないこと。 

 

■各賞 

○ おかやま NPO アワード大賞  （賞金 30 万円） 

○ 奨励賞 （賞金 5 万円） 

○ 特別賞 （賞金 10 万円） 

 

■選考方法 

（1）第 1 次審査（書類審査） 

  所定の応募用紙によりいただいた申請の中より、「おかやま NPO アワード 2011 入賞団体（ノミネート団体）」を事

務局（岡山 NPO センター）が選出します。 

（2）第 2 次審査（プレゼンテーション） 

  2011 年 3 月 12 日（土）の 13 時より開催する「おかやま NPO アワード 2010 公開審査会」の会場にて、それぞ

れの「市民参画の取り組みと多くの市民と共に実現したい社会」に関するプレゼンテーション（10 分程度）をいただ

き、公開審査を行います。そして、ノミネート団体の中より各賞を決定・表彰します。 

 

■選考基準 

1 次審査、2 次審査ともに、岡山を変えるために必要な以下の６つの力をもつ NPO 法人を選考します。 

（１） 巻き込み力 ・・・岡山でより多くの市民参加を促し、地域社会への関心や意識向上を図っている NPO 法人。 

（２） 変 革 力  ・・・岡山で制度や仕組み、停滞した流れをつくり変えるような取り組みを実施した NPO 法人。 

（３） 課題解決力 ・・・岡山の地域社会における課題解決に効果的な取り組みを展開している NPO 法人。 

（４） 広 報 力  ・・・外部からの岡山のイメージ向上に貢献している NPO 法人。 

（５） 協 働 力  ・・・企業や行政、そして他の NPO と協働して、これまでにない事業を生み出している NPO 法人。 

（６） 共 感 力  ・・・2 次審査会場において、プレゼンテーションで多くの共感を集めることができる NPO 法人。 
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■一次審査（書類審査）・募集期間 

2011 年 1 月 17 日（月） ～ 2 月 4 日（金）  ※当日消印有効 

 

■一次審査・応募書類、方法 

公益ポータルサイト「NPOkayama」への登録または登録申請をした上で、所定の応募用紙により申請ください。 

応募用紙（A4 用紙両面）へ記載の際には、必ず所定の字数を守り、また忘れずにタイトルをご記入ください。 

応募にあたっては、上記募集期間中に岡山 NPO センターまで郵送または、専用のインターネット申請方法にて応募

用紙をお送りください。 

 

■2 次審査（プレゼンテーション）・開催日、会場（おかやま NPO アワード 2010 公開審査会） 

  日時：2010 年 3 月 12 日（土） 13：00～16：00 

  場所：岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」 7 階  705 会議室 

  内容：公開プレゼンテーション、審査結果発表、基調講演、表彰式 など 

 

■2 次審査・審査委員会 

  2 次審査については以下で構成する審査委員会により審査を行います。 

学識経験者、郵便局関係者、報道関係者、運営団体 （岡山 NPO センター） 等、各 1 名 

 

■その他 

★岡山ＮＰＯセンターと日本財団ＣＡＮＰＡＮの連携について 

本基金は、県民とＮＰＯをつなぐことで、ＮＰＯの基盤づくりを支援するものです。そのためには、ＮＰＯが広く県民に知

られ、理解されることが必要であり、情報公開、情報発信が欠かせません。そこで、岡山ＮＰＯセンターでは日本財

団の公益ポータルサイト「ＣＡＮＰＡＮ」と連携し、団体情報の公開支援を行っています。この機会に、ぜひＣＡＮＰＡＮ

を活用した情報公開や情報発信に積極的な取り組みをお願いいたします。  

 

★公益ポータルサイト「NPOkayama」とは 

URL http://npokayama.canpan.info/ 

岡山 NPO センターがその情報が信頼できると判断した NPO 法人と支援者とをつなぐことを目的としたウェブサイトで

す。公開されている情報と提出いただいた各種資料を岡山 NPO センターが登録要件に基づいて確認し、さらに公開

されている情報と現物との確認を行っている証として、「認証マーク」を付与した NPO 法人のみを紹介しています。 

この認証マークは、ＣＡＮＰＡＮの団体情報（データベース）を見た際にも、認証団体のみに添付されています。 

※ おかやま NPO アワードの審査結果や表彰団体の紹介も、この公益ポータルサイトでおこないます。 

※ 本アワードに申請される予定で、公益ポータル未登録の法人は申請前にお早めにご相談ください。 

 

★インターネット申請について 

本年度より、申請手続き効率化のためにインターネットによる申請が可能となりました。岡山 NPO センターのウェブサ

イト及び公益ポータルサイト「NPOkayama」で案内をしておりますリンクから申請ページに移動いただき、申請内容を

記入した専用の申請用データ（マイクロソフト・エクセル形式）を添付して、ご申請ください。 

 

■お問合せ・申請先 

特定非営利活動法人 岡山ＮＰＯセンター   

〒700-0822 岡山市北区表町 1 丁目 4-64 上之町ビル 4 階 

TEL 086-224-0995   FAX 086-233-1732   E-mail npokayama@gmail.com 

業務時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（年末年始、祝日を除く） 



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 美咲　美佐子 ②代表者役職名： 代表理事

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

●団体の目指す社会像と、それを実現するための具体的な取り組み（事業）について

当団体は2001年発足以来、多くの市民の力で子ども
が豊かに育つ社会の実現をめざしています。
 夏休みフリー塾：公民館を中心に市内約50箇所で、
子どもの生きる力につながる実体験活動の場を作り
ます。中高生を含む地域住民が、講師・スタッフにな
り、人と人のつながりを作りながら地域の教育力を高
めます。
プレーパーク：常駐プレーリーダーと運営委員35名が
シフト体制を組み、大学生を含む市民の参画のもと、
週5日間の開催を継続し、併せて出張プレーパークを
行います。子どもたちが、やりたいことを自分の手でで
きるよう遊び環境を整えていきます。
キッズフェスティバル：春休みの休日に浦安総合公園
を使って、高校生～大人100人以上の市民の参画で
子どもが思いっきり遊べる場を提供します。
その他、舞台芸術鑑賞事業、児童虐待防止事業、
ケータイ・ネットの学習会等の実施、ＨＰや広報誌での
子どもの育ちに関する情報を発信します。

●寄付者へのお礼のメッセージ

このたびは、岡山ＮＰＯアワード大賞をいただきありがとうございました。
子どもの育ちを支援する様々な事業は、全て多くの市民ボランティアで支えられています。ボランティアに参加される
方々のニーズにより応えていくためにも、ボランティアセンターを立ち上げ、携帯サイトの充実、募集や登録方法など
の改善を行い、より市民の参加が拡大していく仕組みを作ります。また、子どもに関わるボランティアの養成講座を
開催し、ボランティアに必要な子ども観等を学ぶプログラムの開発と学習機会の提供のために皆様のご寄付を使わ
せていただきます。
今後も子どもをめぐる新しい課題について取り組み、子どもが豊かに育つ社会の実現をめざしていきます。

③住所 ７０１－０１４４ 岡山県岡山市北区久米３４８

④電話番号 086－242-1810 ⑤FAX番号 086－242-1830

⑧開示情報URL http://canpan.info/open/dantai/00000656/dantai_detail.html

⑥E-mail kodomo-npo@mx91.tiki.ne.jp

⑦URL http://www.kodomo-npo.jp/



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 片山　浩子 ②代表者役職名： 会長

特定非営利活動法人岡山市日中友好協会

●団体の目指す社会像と、それを実現するための具体的な取り組み（事業）について

「市民みんなで日中友好」をスローガンに設立された
岡山市日中友好協会も本年30周年を迎えています。
この間、中国は天安門事件や幾度かの自然災害、
サーズなどの困難を経て、改革開放路線を推進し、本
年にはGNP世界第二位となり、文字どうり経済大国と
なりました。私たちの運動も、「して差し上げる」内容か
ら「対等な関係で共通利益を求める」内容への変化し
つつあります。しかし、大きな目的である「日中友好」
の価値というか重要性が変わった訳ではありません。
むしろ、日本が今後アジアの一員として、また世界の
中で生きていく上で、中国との友好関係なしに、やって
いけません。「任重道遠」という言葉がありますが、日
中間の相互理解と相互信頼を基礎に相互発展してい
ける社会像を実現するために今協会では、日中医療
交流促進と青少年交流を大きな柱として取り組んでい
ます。医療交流では、岡山市と友好都市関係にある
洛陽市の医療機関を岡山に招き、岡山の医療機関
（病院や視察など）を視察いただき、今後医師、看護
師、専門技術者などの交流につなげていき、市民の
健康増進と長寿社会への貢献を狙っています。また、
日中友好の担い手である青少年交流について、岡山
県日中教育交流協議会の事務局を担い、実施してい
ます。

●寄付者へのお礼のメッセージ

私たちの活動財源は会費と寄付金です。活動を提起し、組織し、推進していく上で、その担い手となる人材確保が急
務です。ボランティアを強制できる時代ではないですが、基本はボランティアで運営しております。ただ最低限の組織
と活動維持のために、引き続き寄付者へのお願をさせていただきたいと思います。この度のアワードに寄せられた
寄付者の方々に深甚なる敬意を表しますとともに、引き続きご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げま
す。

③住所 ７００－０９０２ 岡山県岡山市北区錦町５－１５　南田辺ビル2階

④電話番号 ０８６－２２５－５０６８ ⑤FAX番号 ０８６－２２５－５０４１

⑧開示情報URL

⑥E-mail oknittyu@yahoo.co.jp

⑦URL http://www.oka-rizhongyouxie.jp/



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 宇野均惠・徳持昌代 ②代表者役職名： 代表理事

特定非営利活動法人子ども劇場岡山県センター

●団体の目指す社会像と、それを実現するための具体的な取り組み（事業）について

　本会は1999年9月9に岡山県で10番目に認証を受け
た、特定非営利活動法人です。子どもが豊かに育って
いく社会環境を整えるため、早くからＮＰＯの活動支援
を行ってきました。現在は、子どもの居場所作りに力
を入れ、「チャイルドラインおかやま」の運営のほか、
地域での子どもの居場所作りのサポートを行っていま
す。また、子どもの舞台鑑賞作品の企画と実施には
長い経験と実績を持ち、その普及にも努めています。
そして近年は、子ども関係団体等のネットワークづくり
やアートスタート事業を行ない、すべての子どもの豊
かな成長をめざします。
　18歳までの子どもの声に耳を澄ます電話、チャイル
ドラインおかやまを2001年に開設して10年になりま
す。毎週月曜日と土曜日の午後4時～9時までの5時
間（2007年までは午後3時～午後9時の6時間）の開設
ですが、10年間で受けた電話は31,873件になりまし
た。

●寄付者へのお礼のメッセージ

チャイルドラインおかやまでは、フリーダイヤルで18歳以下を対象に傾聴活動を行っています。昨年も5,000件以上
の電話を受けました。一期一会を大切にした電話を通じての会話ですが、かけてきた子どもと受け手とが互いに影
響しあい自己肯定を高め、人への信頼感を厚くし、成長し合っていることを感じています。単なる参加者数だけでな
く、質の面でも高いものがあると自負しています。
　子どもたちが人として豊に育つ社会は、「人を大事にする」社会です。私たちは多くの賛同者や参画者の輪を広げ
ながら、そういった社会を作っていきたいと考えています
いただいた寄付は、多くのボランティアがかかわる私たちの事業に、大切に使わせていただきます。ありがとうござ
いました。

③住所 700-0822 岡山県岡山市北区表町１丁目4-64　上之町ビル４Ｆ

④電話番号 086-233-1731 ⑤FAX番号 086-233-1732

⑧開示情報URL https://canpan.info/open/dantai/00003344/dantai_detail.html

⑥E-mail ｋ-ｇ-okayama@mx3.tiki.ne.jp

⑦URL http://ww3.tiki.ne.jp/~k-g-okayama/



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 藤原　瑠美子 ②代表者役職名： 理事長

特定非営利活動法人グリーンパートナーおかやま

●団体の目指す社会像と、それを実現するための具体的な取り組み（事業）について

 NPO法人グリーンパートナーおかやまは、環境問題
を抱えた瀬戸内海の危機的状況を前に、再び美しく豊
かな瀬戸内海を取り戻すため、みんなの力を合わせ
て努力すれば、山・川・海を守り、未来へとつなぐこと
ができます。命あるすべての自然環境が整えられ、安
心した水、そして豊かな海・川・山を次世代の若者や
子供達に残せるしくみ社会と自然体験学習（里山、里
川、里海）などを通して環境問題、ゴミ問題、人間環
境、社会環境にと幅広く活動しております。2009年に
「世界の宝石-瀬戸内海」を磨く海底ゴミ回収底曳き網
体験学習～海底探検隊～を香川県小豆郡土庄町瀬
戸内海北部海面にて開催いたしました。岡山三大河
川から流れた私達の約80％の生活ゴミが漁師さんが
漁をする場所に堆積している事を知り私達は愕然とし
ました。グリーンパートナーおかやまで何かできない
かと！それは啓発啓蒙活動をし少しでもゴミ問題に目
を向けて貰い、モラル意識だったりマナー意識の改革
でした。ホームページ、テレビに新聞、そしてラジオ番
組などで広めていく事。瀬戸内海は、美しい多島美、
おいしい地産地消を守るためにも「世界の宝石-瀬戸
内海」を磨くを合い言葉で瀬戸内海に面した県に目に
見えないところに目を向けて貰えるようそして現状の
瀬戸内海の漁師さんの声を届け新渡戸稲造氏が唱え
たように「瀬戸内海は世界の宝石」に取り戻すために
も国の機関に伝えたいと思います。官学民企業、研究
者、NPO、漁業関係者と一丸となって地道に活動し続
けたいと思います。

●寄付者へのお礼のメッセージ

ノミネートされただけでも言葉にならないくらい感謝でなりません。たくさんの方にグリーンパートナーおかやまの発
表を見ていただきこの場を借りて御礼申し上げます。この日は、仲間に声を掛ける時間がございませんでしたが海
底ゴミの発表をさせていただき環境問題、海底ゴミの問題にとても興味関心を持っていただきました。なかなか海底
ゴミについて関心度が低い岡山。岡山三大河川の約80％が私達が出している生活ゴミだという事を知っていただき
またこのゴミが香川県小豆郡土庄町沖に流れ漁をしている場所に堆積している事。各自シールを貼って結果は奨励
賞でしたがシールの数は2番目でした。それだけ海底ゴミについて関心度が高かったと言えます。大切なおかやまＮ
ＰＯサポート基金は、グリーンパートナーおかやまが開催いたしましたアマモ体験学習に参加されたお子さんが学校
で発表し代表として選ばれ東京に行き賞を頂いて帰りました。一部をお祝いに使わせていただきました。また、私も
海底ゴミの啓発で東京に呼ばれましたので旅費として使わせていただきます。実りあるスタートを切らせていただき
グリーンパートナーおかやまスタッフ一同心より感謝申し上げます。

③住所 702-8011 岡山県岡山市南区郡12-2

④電話番号 086-267--2478 ⑤FAX番号 086-267--2478

⑧開示情報URL http://canpan.info/open/dantai/00005079/dantai_detail.html

⑥E-mail info@green-partner.org

⑦URL http://www.green-partner.org/



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 洲脇　美智子 ②代表者役職名： 代表理事

特定非営利活動法人 0-99おかやまおしえてネット

●団体の目指す社会像と、それを実現するための具体的な取り組み（事業）について

私たちは、親や地域の大人が子どもの育つ過程に理
解を深め、落ち着いて子育てができる環境をつくるこ
とで、文化的な穏やかな社会となると考えます。私た
ちは市民参画の取り組みとして、支援者に登録をして
頂き、資格や得意分野を活かして子育て支援活動に
ご協力頂いています。この取り組みにより家庭教育力
の向上、家庭文化の構築に役だっています。また、全
7回の農業体験活動においては、延べ100名のボラン
ティアスタッフの協力を得て、「新しい仲間、新しい自
分をみつけよう」というテーマで一年間行いました。同
じメンバーで年間活動として取り組む事は、連帯感を
生み安心して活動に参加できる環境づくりに役立ちま
した。ハンドメイド展では、実行委員を中心に60名のス
タッフが協力しあい、自己表現の手段、生きがいの場
にもなっています。このような活動を通して、支援者も
一方的な手助けでなく、双方が育ち合うことが期待で
きるので、今後も支援者の増加を図り、地域に貢献で
きるよう活動に取り組みます。

●寄付者へのお礼のメッセージ

この度は、おかやまNPOアワード２０１１において、当団体へ貴重なご寄付を頂きました事を、心より感謝申し上げま
す。私たちは県内において子育て支援活動を行うNPO法人です。現在、地域の希薄化、核家族化の進む中、子育て
に不安の多い環境にある方々の力になれたらと願い、日頃より様々な子育て支援活動に支援者のご協力を得なが
ら取り組んでおります。幼い時に親子でしっかりと触れ合い、関わっていけるような声掛けを行い、親子で共に学び
合える子育てしやすい街をめざして、今後も活動に取り組んでまいる所存でございますので、どうぞ今後ともよろしく
お願い申し上げます。

③住所 ７００－０９７５ 岡山県岡山市北区今6丁目４－９

④電話番号 ０８６－２５０－６１２８ ⑤FAX番号 ０８６－２５０－６１２９

⑧開示情報URL https://canpan.ijfo/open/dantai/00006146/dantai detail.html

⑥E-mail 099okayama.oshiete@gmail.com

⑦URL http://www.0-99net.org


