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DOCOMO 
×CODOMO 

×OKAYAMA 
×NPO!  

おかやまＮＰＯ活動奨励賞 2011 報告書 
「NTT ドコモ中国支社 おかやま NPO奨励賞」は、NTT ドコモ中国支社様からの協賛費を財源に、岡

山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）によるボランティア

参加呼びかけや寄付や会費の募集など、より多くの市民の参加を促す取り組みを奨励し、資金面で

の支援を行うプログラムです。 

本奨励賞の実施を通じて、地域社会に市民が課題解決に参加できる機会が増え、豊かな市民社会

実現への一助となることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

作成 NPO法人岡山 NPOセンター 
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もっと NPOに参加と支援を！ 

NTT ドコモ中国支社 おかやま NPO奨励賞 募集要項 

 

 「NTTドコモ中国支社 おかやまNPO奨励賞」は、NTTドコモ中国支社様からの協賛費を財源に、岡山県内で地域社

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）によるボランティア参加呼びかけや寄付や会費の募

集など、より多くの市民の参加を促す取り組みを奨励し、資金面での支援を行うプログラムです。 

本奨励賞の実施を通じて、地域社会に市民が課題解決に参加できる機会が増え、豊かな市民社会実現への一助

となることを期待しています。 

 

■募集テーマ：市民の参加を拡大するための具体的な取り組み 

ボランティアの参加呼びかけや、寄付の呼びかけ、市民参加イベントの開催、参加の仕組み作りやプログラム作りな

ど、より多くの市民参加を行うための取り組みを募集します。活動分野等は問いません。 

参加を増やすために、どれだけ効果的な取り組みかどうかに注目して選考します。 

例えば…市民参加イベントや寄付イベントの実施、ボランティア研修会の実施、募集チラシやサイトの作成 など 

 

■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．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。 

３．役員や資産の登記を、法律に基づいて変更登記していること。 

４．受賞の際には、岡山 NPOセンターが運営する公益ポータルサイト「NPOkayama」へ登録いただけること。 

 

■対象となる費用   次の費用を対象とします。 

本奨励賞は団体運営そのものを奨励するのではなく、「市民の参加を拡大するための具体的な取り組み」を奨励し

ます。そのため、上記のような取り組みに係る費用（そのための管理費を含む）を対象とさせていただきます。 

 

■対象となる期間 ２０１１年４月１日～２０１２年３月３１日に開始・完了する取り組みを対象とします。 

 

■各賞 

○ 最優秀賞（NTT ドコモ賞）  （賞金 15万円）・・・1団体 

○ 優秀賞 （賞金 10万円）・・・1団体 

○ 奨励賞 （賞金 5万円）・・・3団体 

※賞は審査で決定しますので、申請者が選択することはできません。 

 

■選考方法  書類審査にて選考します。 

所定の応募用紙によりいただいた申請の中より、協賛者（NTTドコモ）や運営委員を含む複数の審査委員による審査

委員会で選考をします。 

なお、審査基準に達しない、または募集趣旨に反する申請があった場合には、審査対象としない場合があります 
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■選考基準  以下の基準で選考します。 

（１） 実現性 ・・・実現性のある取り組みであり、かつ、一定の効果があることが想定できるか。 

（２） 継続性 ・・・本プログラムの実施後にも継続して行える取り組みであるか。 

（３） 発展性 ・・・本プログラムの実施後、発展し、さらに拡大していく可能性があるか。 

（４） 独創性 ・・・その分野や取り組みにおいてあまりない、新しい取り組みであるか。 

（５） 公開性 ・・・広く市民に公開され、信頼を得て実施できる取り組みであるか。 

 

■募集期間    2011年３月１日（火） ～ 3月 18日（金）  ※当日消印有効 

 

■応募書類、方法 

別紙の応募用紙（Ａ４サイズ２枚）にご記入いただき、下記の添付書類とともに、申請書(Ａ４)を折らずに入る封筒を 

使用し岡山ＮＰＯセンターまで郵送ください。（ＦＡＸ、メール、持参は丌可） 

※応募用紙へは、必ず所定の字数を守り、様式のサイズや幅を変更せずにご記入ください。 

※岡山ＮＰＯセンターが運営する公益ポータルサイト「ＮＰＯｋａｙａｍａ」に登録を行っている場合には、応募用紙中の 

団体基礎情報部分について記入及び添付書類が省略できます。(団体パンフレットは登録時より変更あれば添付

ください) 

【提出書類】  ※以下、応募の際のチェック作業にご使用ください。 

□ 「おかやま NPO奨励賞」応募用紙（申請書） 

□ 前年度事業報告書（添付書類①） 

□ ３ヶ月以内に発行された登記簿謄本（現在事項全部証明書）のコピー（添付書類②） 

□ 団体発行のパンフレット（あれば１部）（添付書類③） 

 

■選考結果および活動報告 

応募いただいたＮＰＯ法人には、審査後書面で結果を３月中に通知いたします。 

配分先に決定された場合、ホームページで法人名を公開することに同意いただくとともに、寄付報告会に代表者ま

たは代理の方にご出席いただくことがあります。（詳細については改めてご案内いたします。） 

また、決定団体には、後日、活動報告書を提出していただくとともに、前述の公益ポータルサイト「NPOkayama」に登

録いただき、団体情報の開示をいただきます。（登録済み団体は最新情報に更新） 

 

■その他 

★岡山ＮＰＯセンターと日本財団ＣＡＮＰＡＮの連携について 

ＮＰＯの発展のためには、ＮＰＯが広く県民に知られ、理解されることが必要であり、情報の公開・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・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」を付不した 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。 

 

■お問合せ・申請先 

特定非営利活動法人 岡山ＮＰＯセンター （業務時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（年末年始、祝日を除く）） 

〒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 



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

●寄付者へのメッセージ

この度は、NTTドコモ中国支社様よりNPO奨励賞を頂きました事を心より厚く御礼申し上げます。私たちは
岡山県内において子育て支援活動を行っているNPO団体です。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。この
度初めての取り組みとして、本と本の物々交換「第1回ブックトレード」を4月29日～5月1日に行いました。
不要になった本が他の家庭では必要かも知れないと、事前回収場所34カ所に10,000冊、当日5,000冊の本
が集まりました。会期中2,500人の方が来場され、9,000冊の本が新たな家庭に持ち帰られました。参加者
が司書の助言を得ながら選書を楽しみ本が有効に活用されたと考えます。日頃は拠点を中心に親子で共
に学び合える活動に取り組んでおります。今後は支援者・ボランティアの充実をはかり地域の方々のご協
力も頂き活動の幅を広げて、地域に貢献できるよう取り組む所存です。

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.info/open/dantai/00006146/dantai_detail.html

⑥E-mail 099okayama.oshiete@gmail.com

⑦URL http://www.0-99net.org



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 伊丹　英徳 ②代表者役職名： 理事長

特定非営利活動法人岡山県自閉症協会

●寄付者へのメッセージ

この度は、「ＮＴＴドコモ中国支社　ＮＰ０奨励賞」を頂き有り難う御座います。当会は、岡山県在住の自閉
症児者本人や保護者、自閉症に関する専門家や支援者により組織された団体です。自閉症スペクトラム
の本人と、その家族、そして周囲の皆が、幸福に暮らせる社会の実現を望んで活動しています。頂きまし
た奨励賞は、自閉症の啓発のパネルを更新する為の費用の一部に使用し、国連の定めた4月2日の世界
自閉症啓発デーに関連して行った、岡山市役所での啓発パネル展示とＤＶＤの放映活動でお披露目、使
用させて頂き岡山市役所に来られた多くの市民の方々に見て頂きました。当会の会員にも総会や広報誌
を通じて、ご紹介させて頂きます。今後、携帯電話からアクセス可能なホームページや会員の掲示板等を
作って行けたらと考えております。更なるご理解ご援助を頂きますようお願い致します。

③住所 700-0807 岡山県岡山市北区南方２丁目１３－１　　　きらめきプラザ２F

④電話番号 086-801-4010 ⑤FAX番号 086-801-4030

⑧開示情報URL https://canpan.info/open/dantai/00005790/dantai_detail.html

⑥E-mail asj-okayama@kirameki-plz.com

⑦URL http://www.kirameki-plz.com/~asj-okayama



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 住野　好久 ②代表者役職名： 理事長

特定非営利活動法人日本放課後児童指導員協会

●寄付者へのメッセージ

社会貢献のために活動される団体が数多くある中で、当協会の活動に共感いただき大変嬉しく思っており
ます。国の2007年「放課後子どもプラン推進事業」により、原則学童クラブは全ての小学校区に設置される
こととなりましたが、質的向上に向けての取り組みはまだこれからという状況です。私たちは、クラブの質
的向上には児童の発達の特徴、そして指導員の職務内容を理解し、創造的に実践できる専門性が欠か
せないと考え、系統的な教育課程を有する資格養成課程を行い、修了した方に放課後児童指導員資格を
認定しています。社会の為に働く親たちにとって、子どもが放課後どのように過ごせるかは大変重要な課
題であり、安全の保障の上でさらに信頼できる指導員や地域の大人、友人たちと関わりながら、孤立せず
充実した時間を過ごせることを望んでいます。当協会の活動が、尐しでもそこに繋がり、子どもの笑顔が溢
れる社会を目指し貢献していきたいと思っております。

③住所 700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目１３－１　きらめきプラザ２階

④電話番号 086-224-4101 ⑤FAX番号 086-224-4102

⑧開示情報URL http://www.ja-acc.jp/index.html

⑥E-mail info@ja-acc.jp

⑦URL http://www.ja-acc.jp/



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 宇野　均惠 ②代表者役職名： 理事長

特定非営利活動法人子ども劇場笠岡センター

●寄付者へのメッセージ

　「ＮＴＴドコモＮＰＯ奨励賞」をいただき、ありがとうございました。今回で12回目となる「2011年科学の祭典
ワクワクドキドキ科学であそぼう」は、子どもたちの科学実験体験とものづくりなど30のブースを準備してい
ます。3月11日に起こった大地震・大津波や放射能汚染を教訓に、「今だからエコ」と、エネルギーやエコを
テーマとするブースをつくりたいと考えています。踏んだら発電できる床や、おなじみの太陽光や風力など
自然エネルギーの活用、また昨年に引き続き、はがせるトレイ「リ・リパック」を使用し、ゴミの出ないイベン
トもめざしています。中学生から70歳代までのボランティアスタッフ350名が運営するこの「科学の祭典」
は、不思議科学実験体験だけでなく、子どもからおとなまでの笑顔あふれる地域の祭典にしていきたいと
願っています。

③住所 714-0081 岡山県笠岡市笠岡5909

④電話番号 0865-63-4955 ⑤FAX番号 0865-63-4950

⑧開示情報URL https://canpan.info/open/dantai/00003986/dantai_detail.html

⑥E-mail kodomo1@kcv.ne.jp

⑦URL http://www.kcv.ne.jp/~kodomo1/index.html



連絡先

（ ）

〒

①代表者氏名 北殿　哲詳 ②代表者役職名： 理事長

特定非営利活動法人 NPO法人　おかやまたけのこ会

●寄付者へのメッセージ

この度はNTTドコモ奨励賞を戴き、大変感謝致しております。１９９９年８月に断酒会として、全国で初めて
NPO法人格を取得させて戴きました。「酒害から命ふたたび」をメインテーマに今年で１３年目の活動継続
になります。アルコール依存症からの回復、機能不全家族の心の病の回復、社会復帰をめざすことを目
的とし、定期的に例会、研修会を開催しております。酒害に悩み苦しんでいる人達と時間と場所を共有す
る。自らの酒害体験を語り、人の体験発表を真剣に聞く。自己内観療法で過去をふり返り反省し、この行
動を繰り返し続けることが楽に断酒を継続させる方法です。酒をやめたい、酒をやめ続けようとする仲間
の中で酒害体験を語り、聞き、自分から断酒する行動を起こすサポート事業です。多くの酒害者に助かっ
てもらうこと、幸せな生活に戻ってもらうことを念頭に酒害運動を継続させて頂いております。

③住所 701-1152 岡山市北区津高１４４４－１６４

④電話番号 086-254-9113 ⑤FAX番号 086-254-9113

⑧開示情報URL https://canpan.info/open/dantai/00005784/dantai_detail.html

⑥E-mail

⑦URL



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

●寄付者へのメッセージ

このたびは、ＮＴＴドコモ中国支社様より、おかやまＮＰＯ奨励賞をいただきありがとうございました。当団体
は、２００１年発足以来、子どもの育ちを支援するため様々な事業をとおして、子どもが豊かに育つ生活文
化環境づくりをしています。子どもをとりまく状況は、ますます厳しさが増していますが、子どもが豊かに育
つ生活文化環境づくりにむけて、子どもに関わるボランティアの質の向上とより多くの市民ボランティアが
参加しやすく、拡がっていく仕組みを作り、ますます市民との協働を進めていきたいと思っています。みなさ
まからのご寄附は、ボランティアセンター立ち上げ、および子どもの育ちに関わるボランティア養成講座開
催に使わせていただき、子どもを中心としたコミュニティづくりに寄与し、子どもが心豊かに育つ社会をめざ
していきます。

③住所 701-0144 岡山県岡山市北区久米348番地

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

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

⑥E-mail kodomo-npo@mx91.tiki.ne.jp

⑦URL http://www/kodomo-npo.jp


