
20112011年度年度 公募説明会公募説明会
20102010年度年度 報告会報告会

11

株式会社デンソー株式会社デンソー
DECODECOポン地域還元事業「地域環境活動への助成」ポン地域還元事業「地域環境活動への助成」

20112011年年22月月66日日((日日)13:00)13:00～～16:3016:30
株式会社デンソー株式会社デンソー 総務部総務部 社会貢献推進室社会貢献推進室



本日のスケジュール本日のスケジュール
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20112011年度年度 公募説明会（サブ会場）公募説明会（サブ会場）

13:0013:00 挨拶・趣旨説明挨拶・趣旨説明

13:0513:05～～13:2513:25 DECODECOポンとポンと助成助成事業の説明事業の説明

20102010年度年度 助成団体活動報告会助成団体活動報告会

13:3013:30 挨拶・趣旨説明挨拶・趣旨説明

13:3513:35～～13:4513:45 助成活動について全体報告助成活動について全体報告

13:4513:45～～14:3014:30 団体からの活動報告（各団体５分団体からの活動報告（各団体５分××８団体）８団体）

14:3014:30～～14:4014:40 休憩休憩

14:4014:40～～16:1516:15 助成団体との交流会助成団体との交流会

16:1516:15～～16:3016:30 講評・総括講評・総括
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助成制度設立の経緯助成制度設立の経緯

助成だけの制度ではなく、

「DECOポン」という

社員の社会参加応援制度の中の

プログラムのひとつなんです
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■企業の社会貢献活動とは■企業の社会貢献活動とは

企業も社会を構成する一市民（＝企業市民）企業も社会を構成する一市民（＝企業市民）であるとの考えから、

社会の課題解決に自発的に取り組む活動 （経団連１％クラブより）

企業の持つリソース（人・モノ・お金）を社会の課題解決に活かすリソース（人・モノ・お金）を社会の課題解決に活かす活動
※モノやお金の使い道は「人」が決める

CSRCSRの基本は、社員一人ひとりの意識と行動の基本は、社員一人ひとりの意識と行動 （一人ひとりが社会的責任を果たす）

■デンソーグループ企業行動宣言■デンソーグループ企業行動宣言
社会との共生を目指して、事業活動を行うあらゆる地域で事業活動を行うあらゆる地域で社会貢献活動に努めます

■デンソーグループ社会貢献活動基本方針■デンソーグループ社会貢献活動基本方針

社会の持続的な発展に貢献し、ステークホルダーから信頼・共感される企業ステークホルダーから信頼・共感される企業をめざす

社員が自主的に社会貢献活動に参加社員が自主的に社会貢献活動に参加する風土づくり

社員一人ひとりの社会（地域）参加が重要という認識社員一人ひとりの社会（地域）参加が重要という認識

○デンソーの社会貢献の特徴＝「地域密着」「社員参加促進」○デンソーの社会貢献の特徴＝「地域密着」「社員参加促進」

●一方で、社員参加が思うように進まない（一部の人に限られてしまう）●一方で、社員参加が思うように進まない（一部の人に限られてしまう）

デンソーらしい社会貢献デンソーらしい社会貢献
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社員の社会参加とは・・・社員の社会参加とは・・・

社員一人ひとりが会社で培ったもの（知識・経験・技術・ノウハウ・お金など）や、社員一人ひとりが会社で培ったもの（知識・経験・技術・ノウハウ・お金など）や、
得意なことを活かしながら、地域社会に貢献すること得意なことを活かしながら、地域社会に貢献すること

誰にとって、どんなうれしさがあるのか？誰にとって、どんなうれしさがあるのか？

社員にとって社員にとって地域にとって地域にとって

会社にとって会社にとって

誰かに必要とされる⇒自分に誇り誰かに必要とされる⇒自分に誇り ⇒生きがい⇒生きがい

会社で培ったものを活かせる会社で培ったものを活かせる ⇒会社にも誇り⇒会社にも誇り

地域がよくなる地域がよくなる ⇒安心なくらし⇒安心なくらし

新たな仲間との出会い・コミュニケーション新たな仲間との出会い・コミュニケーション

自分の視野拡大・成長、仕事のヒントにもなる自分の視野拡大・成長、仕事のヒントにもなる

定年後にも活躍の場定年後にも活躍の場

地域の課題解決の大きな力（人手や資金）地域の課題解決の大きな力（人手や資金）

知識・経験・ノウハウにより、活動が円滑化知識・経験・ノウハウにより、活動が円滑化

会社＆社員の参加による信頼度ＵＰ会社＆社員の参加による信頼度ＵＰ

⇒他からも協力が得られやすくなる⇒他からも協力が得られやすくなる

コミュニティの担い手（町内会・消防団等）コミュニティの担い手（町内会・消防団等）

企業の組織力を活かした広報・周知企業の組織力を活かした広報・周知

イメージアップ（いい社員がいる＝いい会社）イメージアップ（いい社員がいる＝いい会社）

⇒新たなファン獲得⇒⇒新たなファン獲得⇒ 優秀な人材確保優秀な人材確保

社員が元気社員が元気 ⇒職場も会社も元気に⇒職場も会社も元気に

人材育成にもなる人材育成にもなる

本業のヒントになる⇒新たなビジネスチャンス本業のヒントになる⇒新たなビジネスチャンス

地域社会のニーズの多様化に応えていける地域社会のニーズの多様化に応えていける

なぜ社員の社会参加が大切なのか？なぜ社員の社会参加が大切なのか？
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DECODECOポンってなに？ポンってなに？

DECODECOポンの基本的な仕組みポンの基本的な仕組み

社員（家族）社員（家族） 会社会社 パートナーパートナー

社会貢献行動社会貢献行動

こんなことやったよこんなことやったよ

確認確認

ポイントポイントためるためる

使う使う

この商品がほしいこの商品がほしい
あのあのNPONPOに寄付したいに寄付したい

地域の環境地域の環境

活動団体活動団体

（（NPONPO等）等）

社会貢献社会貢献商品商品

生産者・販売者生産者・販売者

確認確認

購入購入

助成金助成金

社会貢献商品社会貢献商品社会貢献商品社会貢献商品

「自分たちのため」にした「自分たちのため」にした
社員一人ひとりの行動を社員一人ひとりの行動を

地域社会の地域社会の
「うれしさ」につなげる道具「うれしさ」につなげる道具
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現在の運用状況現在の運用状況（（20102010年年1212月時点）月時点）

１．制度利用者：１．制度利用者：1111,,970970名名//対象者約対象者約40,00040,000名名

２．ポイント発行・還元実績２．ポイント発行・還元実績

66,56566,5654,9284,928その他その他

--3433431010EXPOEXPOエコマネーとの変換エコマネーとの変換

還還
元元

発発
行行

246,007246,007

554,191554,191

168,728168,7287,3397,339地域づくり活動への寄付地域づくり活動への寄付

13,53613,536561561((植樹活動への寄付植樹活動への寄付))

64,08664,086423423エコ＆社会貢献型商品との交換エコ＆社会貢献型商品との交換

155,900155,900659659エコ通勤エコ通勤

6,0116,011

2,0802,080

620620

33

131131

6,0656,065

人数人数

38,85038,850エコ＆ハートフルライフチェックエコ＆ハートフルライフチェック

137,755137,755ボランティアボランティア

21,89021,890社会貢献イベント参加社会貢献イベント参加

61,75161,751エコ＆社会貢献型商品購入エコ＆社会貢献型商品購入

1515ライブラリーライブラリー

ポイント数ポイント数メニューメニュー

11,61511,615環境家計簿環境家計簿

20062006年年1212月～月～
制度スタ－ト時からの累積制度スタ－ト時からの累積



「地域の環境活動への助成」の仕組み「地域の環境活動への助成」の仕組み

８団体

子どもが参加できる活動



つまり・・・つまり・・・

99

社員＆家族の社員＆家族の
行動がなければ行動がなければ
会社としての会社としての

助成が成り立たない助成が成り立たない
仕組み仕組み

●寄付ポイント数に応じて助成額が決まる●寄付ポイント数に応じて助成額が決まる
●投票にもとづいて助成先が決まる●投票にもとづいて助成先が決まる
●社員参加によって地域の環境活動が活性化する●社員参加によって地域の環境活動が活性化する

ここがここが
DECODECOポン流ポン流



助成制度の概要助成制度の概要
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継続継続応募応募((助成助成))も可能（より進化した活動となっていれば）も可能（より進化した活動となっていれば）その他その他

・・11団体団体100,000100,000円円

（（20082008年度年度==44団体団体 20092009年度年度==88団体団体 20102010年度年度=8=8団体団体））

・助成団体数は社員の寄付ポイント数に応じて決定・助成団体数は社員の寄付ポイント数に応じて決定

助成額助成額

①事務局による一次選考（書類審査）①事務局による一次選考（書類審査）

②第三者による選考委員会で②第三者による選考委員会で社員投票の対象団体を決定社員投票の対象団体を決定

③社員やその家族による投票で③社員やその家族による投票で助成団体を決定助成団体を決定

選考の流れ選考の流れ

以下の条件をすべて満たしていること以下の条件をすべて満たしていること

・地域の環境改善や保全に役立つ実践活動・地域の環境改善や保全に役立つ実践活動

・・子どもやその家族が積極的に楽しく参加できる活動子どもやその家族が積極的に楽しく参加できる活動

・・デンソー社員やその家族・地域住民が参加しやすい活動デンソー社員やその家族・地域住民が参加しやすい活動

・・愛知県・三重県内で実施される活動愛知県・三重県内で実施される活動

助成対象活動助成対象活動

愛知県・三重県内の小中学校、非営利団体、愛知県・三重県内の小中学校、非営利団体、

グループ（グループ（55人以上／法人格の有無は問わない）人以上／法人格の有無は問わない）
助成対象団体助成対象団体

※※詳細はお手元の公募チラシをご覧ください詳細はお手元の公募チラシをご覧ください



選考のポイント選考のポイント
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•• ぱっと見て「楽しそう」と思えるかぱっと見て「楽しそう」と思えるか

•• 「子どもに体験させたい」と思えるか「子どもに体験させたい」と思えるか

•• 親子がいっしょになって楽しめそうな活動か親子がいっしょになって楽しめそうな活動か などなど

※※「生き物」「ものづくり」「勉強」「農体験」などが人気「生き物」「ものづくり」「勉強」「農体験」などが人気

投票投票

•• 活動の意義（より専門的な観点から）活動の意義（より専門的な観点から）

•• 社員の居住地や職場を考慮した地域バランス社員の居住地や職場を考慮した地域バランス

•• 子ども、デンソー社員家族の参加のしやすさ子ども、デンソー社員家族の参加のしやすさ

•• 単なる作業、一時的なイベントになっていないか単なる作業、一時的なイベントになっていないか

•• 地域資源（人、モノ、場所）をうまく活かしているか地域資源（人、モノ、場所）をうまく活かしているか などなど

選考委員会選考委員会

（有識者）（有識者）
学識経験者、学識経験者、

NPONPO、行政、、行政、

企業企業((ﾃﾞﾝｿｰﾃﾞﾝｿｰ))

•• 運営基盤（人、財政）はどうなっているか運営基盤（人、財政）はどうなっているか

•• 子ども、デンソー社員家族が楽しく参加できる内容か子ども、デンソー社員家族が楽しく参加できる内容か

•• 地域特性を活かした活動内容か地域特性を活かした活動内容か

•• 活動の継続性、発展性はどうか活動の継続性、発展性はどうか

•• 本助成事業の趣旨を理解してもらえているか本助成事業の趣旨を理解してもらえているか などなど

書類選考書類選考

（事務局）（事務局）



全体日程全体日程（（20112011年度事業の予定）年度事業の予定）
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項項 目目日日 程程

助成対象活動の実施（社内で社員参加者募集）助成対象活動の実施（社内で社員参加者募集）
認定式＆活動取材⇒社内外に紹介認定式＆活動取材⇒社内外に紹介

66月～月～1111月月

20112011年度報告会（兼年度報告会（兼20122012年度公募説明会）年度公募説明会）20122012年年11月月((予定予定))

活動実施報告書提出活動実施報告書提出1212月末月末

20102010年度報告会年度報告会 兼兼20112011年度公募説明会年度公募説明会2/6(2/6(日日)) 本日本日

デンソー主催社会貢献イベントにブース出展デンソー主催社会貢献イベントにブース出展
（社員＆家族、地域市民へのＰＲや交流）（社員＆家族、地域市民へのＰＲや交流）

66月下旬月下旬

社員・家族による投票（社員・家族による投票（助成団体助成団体を決定）を決定）44月上旬～月上旬～55月上月上旬旬

書類選考＆選考委員会（書類選考＆選考委員会（社員投票団体を社員投票団体を決定）決定）33月月上上旬～旬～ 下下旬旬

助成先公募助成先公募1/17(1/17(月月))～～2/27(2/27(日日))



20102010年度年度 活動報告会活動報告会
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株式会社デンソー株式会社デンソー
DECODECOポン地域還元事業「地域環境活動への助成」ポン地域還元事業「地域環境活動への助成」

20112011年年22月月66日日((日日)13:30)13:30～～16:3016:30
株式会社デンソー株式会社デンソー 総務部総務部 社会貢献推進室社会貢献推進室



本日のスケジュール本日のスケジュール
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20102010年度年度 助成団体活動報告会助成団体活動報告会

13:3013:30 挨拶・趣旨説明挨拶・趣旨説明

13:3513:35～～13:4513:45 助成活動について全体報告助成活動について全体報告

13:4513:45～～14:3014:30 団体からの活動報告団体からの活動報告

（各団体５分（各団体５分××８団体）８団体）

14:3014:30～～14:4014:40 休憩休憩

14:4014:40～～16:1516:15 助成団体との交流会助成団体との交流会

16:1516:15～～16:3016:30 講評・総括講評・総括



20102010年度事業の年度事業の実績実績
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助成対象活動の実施（社内に活動助成対象活動の実施（社内に活動PRPR））
★各団体の活動日に訪問しての認定式★各団体の活動日に訪問しての認定式

66月～月～1111月月

★投票候補団体（★投票候補団体（88団体）団体）への団体活動の取材への団体活動の取材～～4/114/11((日日))

20102010年度活動報告会年度活動報告会 兼兼 20112011年度募集説明会年度募集説明会20112011年年2/6(2/6(日日))

活動報告書提出活動報告書提出～～12/12/末末

選考委員会選考委員会（地域バランスや専門的見地からまず（地域バランスや専門的見地からまず44団体決定団体決定
及び及び 投票候補団体８団体を選抜）投票候補団体８団体を選抜）

3/18(3/18(木木))

デンソー主催社会貢献イベント「デンソー主催社会貢献イベント「DECODECOスクール」出展スクール」出展
・ブース出展していただき、市民・社員（＆家族）に・ブース出展していただき、市民・社員（＆家族）にPRPR＆交流＆交流
★団体の希望に応じて物販やレクチャー・ものづくりなどの講座も★団体の希望に応じて物販やレクチャー・ものづくりなどの講座も

6/6/27(27(日日))

社員社員投票（投票（８団体→４団体）８団体→４団体）
（選考委員会決定４団体、投票決定４団体（選考委員会決定４団体、投票決定４団体 合計８団体が決定）合計８団体が決定）

4/144/14((水水))～～5/125/12((水水))

書類選考書類選考 （（3030団体団体 →→ 1818団体）団体）3/2(3/2(火火))

助成先公募助成先公募（応募総数（応募総数3030団体）団体）
20092009年年12/12(12/12(土土))～～
20102010年年2/20(2/20(土土))
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社員参加実績（重点活動のみ）社員参加実績（重点活動のみ）

10/3(10/3(日日))

6/20(6/20(日日))

9/26(9/26(日日))

11/13(11/13(土土))

7/18(7/18(日日))

9/25(9/25(土土))

11/28(11/28(日日))

8/1(8/1(日日))

日程日程

6666名名

5353名名

2020名名

1212名名

4444名名

3131名名

1010名名

3535名名

参加人数参加人数

安城市安城市
「めだかの学校」で「めだかの学校」で

生き物調査＆田んぼ体験！生き物調査＆田んぼ体験！
橋目みどりの会橋目みどりの会

日進市日進市
農薬と化学肥料を使わない田んぼで、農薬と化学肥料を使わない田んぼで、
かえると一緒に田植え体験！かえると一緒に田植え体験！

日進野菜塾日進野菜塾

岡崎市岡崎市
星空と山里ふるさと星空と山里ふるさと

まるごと体験プロジェクトまるごと体験プロジェクト
千万町地域おこし団体千万町地域おこし団体
じさんじさんじょのじょの会会

名古屋市名古屋市
幼児自然体験「森の幼稚園」幼児自然体験「森の幼稚園」
「里山っ子「里山っ子くらぶくらぶ」事業」事業

こどもエコクラブこどもエコクラブ
自然の楽校自然の楽校

四日市市四日市市自然がいっぱいファミリ－キャンプ自然がいっぱいファミリ－キャンプ
子育ち広場∴子育ち広場∴
ドロップドロップinin

刈谷市刈谷市親子で作ろう！エコな木製プランタ－！親子で作ろう！エコな木製プランタ－！
特定非営利活動法人特定非営利活動法人
刈谷おもちゃ病院刈谷おもちゃ病院

田原市田原市
楽しく海の大切さを学ぼう！楽しく海の大切さを学ぼう！
～海の環境を学ぶ会～～海の環境を学ぶ会～

環境ボランティアサ－クル環境ボランティアサ－クル
亀の子隊亀の子隊

豊橋市豊橋市アカウミガメの為の砂浜をみんなで作ろう！アカウミガメの為の砂浜をみんなで作ろう！
特定非営利活動法人特定非営利活動法人
表浜ネットワ－ク表浜ネットワ－ク

活動地域活動地域活動テ－マ活動テ－マ団体名団体名

計 271名


