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先進的なコミュニティ・ビジネス（CB）、市民社会組織（CSO）を表彰

「ＣＢ・ＣＳＯアワード 2012」受賞団体決定！
大阪商工会議所 都市再生委員会（委員長：錢高一善・㈱錢高組社長）と
認定特定非営利活動法人大阪 NPO センターが主催する「ＣＢ・ＣＳＯアワード
2012」の受賞団体６者が以下の通り決定しました。
同アワードは、市民の自発的・公益的な活動により、商店街振興やまちづく
り、子育て支援など、社会や地域が抱える課題にビジネスの手法で取り組むコ
ミュニティ・ビジネス(CB)、市民社会組織(CSO)のうち、先進的で継続的な事
業を表彰するものです。
魅力的な取り組みが多数寄せられた中、「大賞」１者、「優秀賞」２者、「奨
励賞」３者を選出いたしました。
本日、書類審査による一次選考を通過した６者による公開プレゼンテーショ
ンを実施し、審査を経て表彰先を以下のとおり決定しました。

１．「ＣＢ・ＣＳＯアワード 2012」受賞団体（敬称略）
【大 賞】
団体名
代表者名
事業名

ドクター・オブ・ジ・アース株式会社（大阪府茨木市）
代表取締役

河村

賢造

ＩＴを活用！産地直送野菜の飲食店向け卸売事業

事業の概要 販路開拓を希望する野菜の生産者と、こだわりの食材を求める
と受賞理由 飲食店を、ＩＴを活用して結び付ける事業。生産者が出荷情報
をインターネットシステムに登録し、飲食店が注文する「シン
プルなデジタル」で両者をつなぎ、農業活性化に貢献するビジ
ネスモデルが高く評価された。
1

【優秀賞】
団体名
代表者名
事業名

阪南大学国際観光学部松村嘉久研究室（大阪府松原市）
代表

松村 嘉久

新今宮観光インフォメーションセンターの運営

事業の概要 大阪市西成区のあいりん地域において、学生を中心とするボラ
と受賞理由 ンティアメンバーで、主に外国人の個人旅行者を対象とした観
光案内所を運営する事業。学生が主体となってまちに拠点を構
え、観光ツアーの企画・運営や、観光案内マップの作成など、
地域の賑わいづくりに貢献している点が評価された。

【優秀賞】
団体名
代表者名
事業名

特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センター(KFC）
（神戸市）
理事長

金

宣吉

在日外国人の力を活かしたＮＰＯ事業の展開

事業の概要 在日外国人向けに、日本語学習支援やヘルパー資格の取得援助
と受賞理由 を行い、同法人が運営するグループホームやデイサービスで雇
用する事業。文化的マイノリティーへの支援と、マイノリティ
ーの力を活用した高齢者支援を、地域の中で循環させてきた実
績が評価された。
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【奨励賞】
団体名
代表者名
事業名

特定非営利活動法人ハートフレンド （大阪市東住吉区）
代表理事・事務局長

徳谷

章子

「おとなのてらこや」事業

事業の概要 認知症予防・介護予防を目的に、百ます計算や漢字パズルといったプ
と受賞理由 ログラムをこなし、参加者同士の交流を促進することで、高齢者の居
場所づくりと健康増進を目指す事業。参加者の高齢者自身が講師を務
める課外講座を設けるなど、高齢者の生きがい創出とコミュニティー
の紐帯強化に貢献している点が評価された。
【奨励賞】
団体名
代表者名
事業名

一般社団法人 OSAKA あかるクラブ OSAKA GREAT SANTA RUN 実行委員会（大阪市西区）
代表

矢野

舞

OSAKA GREAT SANTA RUN

事業の概要 サンタクロースの衣装に身を包んだ市民がチャリティーマラソ
と受賞理由 ンに参加し、参加費の一部で闘病中の子どもたちにプレゼント
を届ける事業。地域イベントとしてまちの賑わいに資するイン
パクトと、参加者が楽しみながらチャリティーに携わることの
できる事業モデルが評価された。
【奨励賞】
団体名
代表者名
事業名

ビープラスシステムズ株式会社（大阪市鶴見区）
代表取締役

石井

桂子

ちゅうしゃうっ太郎によるクラウド予防接種台帳を普及させて
子どもを病気から守ろう！

事業の概要 乳児の予防接種の履歴をクラウドシステムで管理することで、予防接
と受賞理由 種の保護者向け普及・啓発と、医療機関の受付業務の負担軽減を図る
事業。ＩＣＴ技術を活用して保護者と医療機関を結び付け、子育て支
援と公衆衛生の向上に寄与するビジネスモデルが評価された。
※この他、今後の活躍が期待される２者を「選考委員長特別賞」として表彰
■NPO 法人まちの案内推進ネット（大阪市中央区）

「“えきペディア”案内システムの構築による交通バリアフリー情報の提供と普及」
■特定非営利活動法人子どもデザイン教室（大阪市東住吉区）
「親と一緒に暮らせない子どもたちの学習支援・学資支援・養育支援事業」
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２．実施概要
○主

催：大阪商工会議所、認定特定非営利活動法人大阪 NPO センター

○募集期間：平成 24 年 9 月 3 日（月）～11 月 5 日（月）
○応募件数：32 件
○対

象：近畿 2 府 5 県（大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・福井）に活動
拠点があり、主な活動地域としているコミュニティ・ビジネス（ＣＢ）、
市民社会組織（ＣＳＯ）の事業活動。

○表

彰：大

賞・１団体・50 万円

優秀賞・２団体・30 万円
奨励賞・３団体・10 万円
○審

査：
「ＣＢ・ＣＳＯアワード選考委員会」
（委員長：大室悦賀・京都産業大学
准教授）による一次選考（書類審査）、二次選考（公開プレゼンテーシ
ョン審査）により決定。

○審査基準：事業内容の公益性、事業の企画実行力、地域活性化への貢献度・波及効
果等を審査。

※「コミュニティ・ビジネス(CB)」とは、まちのにぎわいづくりや高齢者支援、
子育て支援、環境保全などのあらゆる分野で、地域の資源を活かしながら、地
域や社会（コミュニティー）の課題解決にビジネスの手法で取り組むもの。
※「市民社会組織(CSO：Civil Society Organization)」とは、市民の立場から自
発的・公益的な活動を担いながら、より良い社会の実現に向けて事業展開する
団体を指し、NPO のようなテーマ型組織に限らず、地縁型の組織や社会的企業
も含む。

≪添付資料≫
「ＣＢ・ＣＳＯアワード２０１２」チラシ

以
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上

賞金（最高５０万円）と
経営サポート・ＰＲ支援
で応援！

【昨年度の最終審査会の様子】

ＣＢ（コミュニティ・ビジネス）とは？

「ＣＢ・ＣＳＯアワード」とは？

子育て支援やまちづくり、環境問題などのあらゆる分野

◆ＣＢやＣＳＯの事業内容や活動実績の功績を称え、

で、地域の資源を活かしながら、地域や社会の課題解決

賞金（大賞１者・50 万円、優秀賞２者・30 万円、

にビジネスの手法で取り組むものを指します。

奨励賞３者・10 万円）や経営サポートで応援します。

ＣＳＯ（Civil Society Organization：市民社会組織）とは？

◆社会的課題の解決に取り組んでいる、先進的で継続的

市民の立場から自発的・公益的な活動を担いながら、

な事業や組織を応援することで、活力ある社会づくり

より良い社会の実現に向けて事業展開する団体を指し、

を目指します。

ＮＰＯのようなテーマ型組織に限らず、地縁型の組織や
社会的企業も含みます。

◆株式会社、ＮＰＯ、学生団体など、法人格を問わず、
広く応募者を募ります。

募集締切：２０１２年１１月５日（月）必着
http://www.osakanpo-center.com/
主催：大阪商工会議所、認定特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター

■対象事業・応募資格
○近畿２府５県（大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・福井）に活動拠点があり、主な活動地域としている
コミュニティ・ビジネス（ＣＢ）
、市民社会組織（ＣＳＯ）の事業活動を募集します。
○本事業では、申請事業の展開ステージや事業分野、また事業主体者の法人格は問いません。
特定非営利活動法人のほか各種法人（社団法人、財団法人、社会福祉法人、株式会社、有限会社、ＬＬＣ、
合資・合名会社など）
、組合、ＬＬＰ、ボランティアグループ、任意団体、個人、学生などの応募が可能です。
※ただし、申請する事業を１年以上実施していることが条件となります。

～CB・CSO アワードのご応募をお考えの方へ～
先着２４団体様限定・無料個別相談会開催！
ＣＢ／ＳＢ ブラッシュアップセミナー
検索
～支持される事業者になるための“魅せる企画書”づくりをお手伝い～
※詳細・お申込みはホームページ（http://www.osaka.cci.or.jp/b/pdf12/cbsb120927.pdf）
をご覧ください！
【昨年度の受賞者の皆さん】

■「ＣＢ・ＣＳＯアワード」過去の受賞団体のご紹介（一部）
○有限会社 office ぱれっと（大阪府高槻市・２０１０年度「優秀賞」受賞）
「
『アワード』を受賞した子育て支援事業『プチぱれっと』は、育児で離職中の保育士を
スタッフとすることで、地域の雇用を創出し、子育て中の母親の負担軽減にもつながる
ため、地域や保護者から喜ばれています。2010 年からは経産省の『ノウハウ移転・支援
事業』に採択され、倉敷など遠方も含め計 25 クラスで事業を展開中です。キャンセル待
ちのクラスも多く、ニーズは非常に高いと感じます。これからはより多くの人に私たち
の事業を知ってもらえるよう、ネットワークを広げていきたいです。
」
（代表取締役・漆原 由香利 氏）

■応募期間

２０１２年９月３日（月）～１１月５日（月）

１７：００必着

ホームページ（http://www.osakanpo-center.com/）から応募申請書をダウンロードの上、必要事項を記入し、下記
大阪 NPO センターまで持参もしくは郵送してください。参考資料もございましたら、あわせてお送りください。
■選考方法

「CB・CSO アワード 2012」選考委員会が、次の方法で審査し、選定します。

① 一次選考（書類審査：2012 年 11 月下旬） 提出いただいた申請書で選考します。
② 二次選考（面接審査：2012 年 12 月 15 日（土）午後）
団体の活動内容の説明を行い（1 団体約７分）、その内容も踏まえて選考委員会が審査を行います。
その後、受賞者を決定し、同日に表彰式を行います。
■選考基準
選考にあたっては、下記の視点のもと、総合的に評価し、選考します。
○事業内容の公益性
○事業の企画実行力
○地域活性化への貢献度、波及効果

■主催団体
大阪商工会議所、認定特定非営利活動法人大阪 NPO センター
■協力（予定も含む） 大阪府、大阪市、近畿商工会議所連合会、社団法人関西ニュービジネス協議会、
近畿ソーシャルビジネス・ネットワーキング
■申請書の提出先、および問合せ先

認定特定非営利活動法人大阪 NPO センター
大阪市福島区吉野 4-29-20 大阪 NPO プラザ 201 号
TEL:06-6460-0268
FAX:06-6460-0269
ＨＰ：http://www.osakanpo-center.com/の問合せ画面よりお問い合わせください。
〒553-0006

