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中期ビジョン策定の背景と目的 
 
国際協力 NGOセンター(JANIC)は、平和で公正な社会の実現を目指して、途上国支援
に取り組む国際協力NGOが互いに連携し社会への影響力を強める目的で 1987年に設立
された。設立 25周年を迎えた 2012年現在、正会員 95団体協力会員 61団体を有する国内
最大級の国際協力NGOのネットワーク組織である。 

JANICが生まれた 25年前は、日本社会における国際協力NGOの認知は低かったが、
1992 年にブラジルで開催された地球サミットをきっかけとして、環境破壊や貧困の拡大など
地球規模の課題が日本においても関心が高まり、国境を越えてこれらの課題解決に取り組

むNGOも注目されるようになった。大きな転機は 1995年の阪神淡路大震災におけるボラン
ティアの活躍であり、NPO法の制定など NGO/NPOが社会の重要な役割を担う組織として
認知された。そして、2011年 3月 11日の東日本大震災で多くのNGO/NPOが迅速な被災
者救援活動を行うに及んで、その社会的役割が広く認識されるに至った。また、政府や企業

と NGO との間にはかつて対立的な構造もあったが、対話と協働を通じて相互理解が進み、
NGOをパートナーとして認知し連携する関係も増えてきた。 
一方、国際的な NGO を取り巻く動きでは、貧困の半減など、各国政府、国際機関、市民
社会が協力して取り組むべき共通の目標として設定されたミレニアム開発目標(MDGs)の達
成期限が迫る中、新たな開発課題の策定に向けて、ポストMDGsの議論が活発になってい
る。これらの議論の過程で、NGO を含む市民社会組織（CSO）は、国際的な協力関係を強
化しつつあり、特に東アジアにおいて日本と韓国の連携が緊密化してきている。 

 
このような内外の社会状況の中で JANIC が 25 周年を迎えるに当たり、過去の延長線上
で現状を考えるだけでなく、10年後の日本のNGOのあるべき姿を想定し、その実現のため
に JANIC が果たすべき役割を取りまとめることを目的に、JANIC の中期ビジョンづくりを開
始した。正会員を中心としたワークショップや会員総会の場での意見交換、さらに理事会、

事務局内での議論を経て、ここに JANICビジョン 2022を発表する。 
なお、この中期ビジョンは固定化したものでなく、内外の社会状況の変化に合わせて、適

時見直して進化させていく。 
（2012年 12月 7日 於：JANIC25周年記念シンポジウム） 
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ＪＡＮＩＣの理念、使命、行動指針 
 
 
＜JANICの理念＞ 
「平和で公正で持続可能な地球市民社会の実現に貢献します。」 
 
 
＜JANICの使命＞ 
「人々の貧困からの脱却、自立的発展、基本的人権の擁護、対立・紛争の解決、地球環境

の保全等に向けて国際協力を行う日本の市民社会組織、すなわち、NGO の活動の促進

および強化を図ります」 
 
 
＜NGO行動指針＞ 
 私たちが住む地球社会は、相互依存を強めるとともに、貧困、飢餓、難民、過剰消費、環

境破壊、人権侵害、性差別など、様々な課題を抱えています。市民の主体的・自発的な参

加に支えられて国際協力に携わる私たち市民組織（NGO）は、地球的な視野に立って、そ
うした国境を超える問題に、非政府、非営利の立場から取り組んできました。 
 ここに、賛同する私たちNGOは、世界的にも、国内的にも高まっている私たちNGOへの
期待に応え、社会的な責任と役割を果たすため、互いに協力しつつ、次のような指針に沿

って自らを律し、行動することを表明します。 
 
1. 自立への協力 
 途上国の人々をはじめ、特に社会的に弱い立場に置かれた人々が、自らの潜在力を引き

出し、依存心を強めることなく自活・自立することができるよう協力します。 
 
2. 対等なパートナーシップ 
 途上国などの人々やＮＧＯと対等なパートナーシップを確立し、互いの価値観や文化を尊

重しつつ、自由な意見や情報の交換を行います。 
 
3. 地球市民学習 
 途上国の人々が直面する問題には、先進国に住む私たちにも責任があることを認識し、南

北問題など地球規模の問題についての理解を深め、自らの生活のあり方や意識を見直す

ために、地球市民としての学習を進めます。 
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4. 政策提言 
 政府・地方自治体や企業をはじめ、広く社会に対して、人間の尊厳が保障される持続可能

な社会の実現に向けて、建設的な提言を行います。 
 
5. 開かれた組織運営 
 広く市民の参加を求め、民主的な組織運営を行うとともに、自らの理念、目的、活動内容、

活動結果などについて情報を公開します。 
 
6. 厳正な資金管理 
 市民の善意に基づく寄付金や公的な資金を厳正に管理するとともに、効果的に活用し、

その使途を適正に報告します。 
 
（JANICの正会員はこの「NGO行動指針」に賛同しています） 
 
*************************************************************************** 
 

＜理念、使命、行動指針と中期ビジョンの関係＞ 
 
 「理念」は JANICが目指す理想的な社会を、「使命」はその理念を実現するために JANICが果たす
役割を、「行動指針」は役割を果たすにあたっての行動のあり方を表している。また、「理念」の実現は

遠い将来になるが、その実現に向けて 10 年程度のより近い目標として定めたものが「中期ビジョン」で
ある。 

 



5 
 

 

ＪＡＮＩＣビジョン２０２２ 
 
 
「深刻化する飢餓や貧困などの地球規模の問題解決に取り組む NGOが、セクターとして、
広く日本社会に、認識、支持され、その役割を果たしていくことを目指します。」 
 
 貧困や人権などの地球規模の課題は、21世紀に入った今も、ますます深刻化している。こ
れらの課題解決には、社会そのもののあり方や人々の意識が変わることが必要である。

NGOは、単に貧しい人々を救うための組織ではなく、格差や差別を生み出す社会構造の
変革に取り組む運動体である。 
従来日本社会においては、政府や自治体などの「行政セクター」と企業などの「営利セク

ター」が、人々に様々なサービスを提供する主要なセクターとして認識されてきた。それに加

えて近年、公益を目的に非営利の立場から社会に様々なサービスを提供する「市民セクタ

ー」が存在感を増してきた。NGOは国際協力を主たる活動とする市民セクターの一員として、
市民社会の基盤の上で、市民にその存在が広く認識・理解され、支持されて、はじめて社会

変革という使命が達成できる。JANICは、NGO自身の強化と市民や他セクターのNGOに
対する理解促進・支援拡大のために、その役割を果たしていく。 

 
注：NGO とは、「開発、環境、人権、平和などの地球的規模の諸問題に、『非営利』の立場から取り組む

民間団体」と定義する。主に国内で福祉や町づくりに取り組む NPOに対して、NGOは主として国際

協力に取り組んでいる。 
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中期事業方針 
 
 
 JANIC ビジョン 2022 を実現するために、JANIC は以下の 1～4 の事業に優先的に取り
組み、その結果として 10年後に以下に記述された目標の達成を目指す。なお、具体的な活
動計画は、後ろの 3カ年計画に記載している。 
 
1） 政策提言・啓発活動 

 
地球上で起きている様々な問題解決のために、社会の仕組みや人々の生活のあり方に

ついて提言する。 
 

① JANIC自身の政策提言能力の向上 
 日本政府の国際協力に関する重要な政策決定に、JANIC が中心となって行う国際協
力NGOの提言が反映される。 
                              

② NGOの提言活動の活発化 
 多くの NGO が戦略性を持ち、質の高い提言活動を行えるようになり、その結果、日本
政府の政策にNGOの提言が反映されるようになる。 
 

③ 国際社会での発言力の強化 
 JANIC を含む日本の NGOが、国際的なアドボカシーの場で積極的に行動・発言し、
影響力を強めている。 
 

④ 市民への啓発活動の活発化 
 JANICが重要と考える提言イシューに関して、市民の理解と支持を得ている。 
 

⑤ NGOの活動の質の向上 
 日本の NGO が開発効果に関する国際的なスタンダードを理解し、積極的に取り入れ、
その結果質の高い事業を行っている。 
 

⑥ 調査活動 
 日本のNGOやODAの状況、最新の国際的な援助議論などを調査研究し、その結果
を共有することで日本のNGOの能力が向上し、また市民のNGOや国際協力に関する
理解が深まっている。 
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2） NGOの支援者拡大 

 
NGO が市民にとって身近に感じられ、支援したいと思われるよう、NGO の理解促進・支
援者拡大に取り組む。 

 
① NGOの認知度向上 
 メディアへの働きかけや様々な NGOの協力によるキャンペーンなどによって、市民が
NGOに関する情報に接する機会が増えて、NGOの認知度が大きく向上している。 

② NGOに対する理解促進 
 学校教育における開発教育の一般化や多年代向けの発信など、NGO による多様な
開発教育の取り組みを通して、市民が国際協力の必要性を理解し、その担い手としての

NGOの役割を理解している。 
 

③ NGOへの参加の拡大 
 ボランティアや寄付など様々な NGO への参加が増えている。また、NGO が就職ラン
キングの上位に入るなど、NGOへの就職が他の職業と同列の普通のことになっている。 

 
 
 
3） 他セクターとの連携・協働 
 
地球規模課題解決のために、セクターを超えた連携・協働を進める。 
 
① 定期協議の場 
 企業、行政、労組、協同組合、教育機関など他セクターとの間に、それぞれ複数の定

期的な対話・協議の場が確立している。 
 

② マルチセクター・アプローチ 
 市民、営利、行政セクターが共通の課題/テーマ（「防災」、「MDGs/ポスト MDGs」な
ど）に対して共同で取り組むマルチセクター・アプローチが一般化している。 
 

③ 人材交流 
 外務省、JICA、企業、自治体、その他のセクターと JANIC の間で双方向の人材交流
が行われている。 
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4） NGOの能力強化と社会的責任の向上 
 
NGOの能力向上と社会的信頼性の向上に取り組む。 
 
① NGOの能力強化 
 NGOが組織運営および事業実施において、国際水準の能力を獲得している。 
 防災分野において、NGO が国内の広域大規模災害対応の仕組みの中で、国際基準
に沿った支援を展開できるようになっている。 
 

② NGOの社会的責任の向上 
 会員団体すべてがアカウンタビリティ向上の取り組みを行っている 
 

③ 正会員 
 JANIC正会員の間で、質の高いネットワークが形成されている。
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組織運営方針 
 
中期ビジョン達成のために、JANIC自身の組織強化と財務基盤強化に取り組む。 
 
1） 組織強化 
 
① ガバナンス強化 
 透明性の高い意思決定プロセスと監査制度を確立して、ガバナンスを強化する。 
 

② マネージメント強化 
 業務プロセスを明確化し、効率的な事務所内システムを構築して、マネージメントを強

化する。 
 

③ 質の高い人材の定着 
 職員の待遇を改善するとともに、一人ひとりの長所が活かされる能力開発制度を導入

し、職員がやりがいを持って長期に働ける環境をつくる。 
 

 
 

2） 財務基盤強化 
 

① 自己財源の強化 
・ 会費、寄付金、自主事業等の合計である自己財源を総収入の 50%以上とする。 
・ 現状の入会条件の理念を基本としつつ会員数を増やして会費を増やす。 
・ 寄付者への丁寧な対応によってリピーターを増やすとともに、多様な寄付者からの

寄付を得て、JANICへの寄付を増額する。 
・ JANICの強みや蓄積した知的財産を生かしたセミナー開催や教材開発、企業や

NGOに対するコンサルテーションなど自主事業を積極的に実施する。 
 

② 節度ある外部資金の活用 
JANICの使命に合致する事業に関して、無理のない範囲で、受託事業、補助金、助
成金を活用する。 
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ＪＡＮＩＣ３カ年計画 （２０１３年～２０１５年） 
 
 
 

政策提言・啓発活動

事業方針

地球上で起きている様々な問題解決のために、社会の仕組みや人々の生活のありかたについて提言します。

第3次3ヶ年計画で取り組む重要イシューは、ポストMDGｓ、開発効果、ODA上位政策、震災・原発関連の提言である。

3年目標 成果指標 活動計画

他団体と協力して議員勉強会を開催する。

ポストMDGsの内容、策定プロセスおよびSDGsとの統合に
ついての国際的議論をモニターした上で、他分野のネット
ワークNGO と連携して、提言を行い、政策に影響を及ぼ
す。

環境、人権、平和など、他分野のネットワークNGOとの連
携による提言活動を活発に行う。

ツールを用いたより戦略性の高い提言活動を行なう。

NGO-JICA協議会、NGO外務省定期協議会など、政府との
公式会合の事務局を務め、運営を継続する。

定期協議会以外でNGOに提言活動の場を提供する。（例：
国際協力・ODAに関するフォーラム、議員勉強会など）

ドナー（財団、企業ドナー）へのアドボカシーを行う。

重要な国際会議にJANICから複数名で出席する。

地域のネットワークNGOやJANIC正会員に国際的な議論を
共有し、国際会議への出席を促す。

海外ネットワークNGOとの連携を強化する。

市民に効果的に伝えるための戦略を練る。

練られた戦略に基づいて、市民への啓発活動を行う。

国際的なスタンダードについて、国際協力NGOに効果的な
普及策を構築する。

イスタンブール原則に関するチェックリストを完成させる。

日本のNGOの状況が把握され、提言
活動や能力強化などに活用される。

・データブック2015が発行される(日英)。 日本のNGOの現状を把握するための調査を行う。

NGOの提言活
動の活発化

正会員NGOが半数以上が政策提言
の重要性を理解し、多くの団体が政府
や企業に対する政策提言活動に取り
組んでいる。

・提言関連会合へ参加するNGOが2012
年と比べて倍増する。

・定期協議会において議題提案する団
体が2012年と比べて倍増する。

・政府代表団に参加するNGOの数が増
える。

国際社会での
発言力強化

重点項目

JANIC自身の
政策提言能力
の向上

JANICの調査・提言能力が高まり、政
府や企業、ドナー等の政策/方針への
影響力が増す。
　

・複数の政党とのパイプができている。

・他分野のNGOと協議する場があり、政
策提言を協力して行えている。

市民への啓発
の活発化

・2015年に目標達成期限を迎える
MDGsとポストMDGｓについて、JANIC
の提言内容が市民に広く支持される。

・ポストMDGsの議論により多くの市民が
参加する。

・JANICがイスタンブール原則実施の手
引きやＡＳＣなどのツールを整備し、普及
させる。
　
・正会員NGOの半数以上がイスタンブー
ル原則のチェックリストを活用する。

国際的なネットワークNGOの会合や
重要な国際会議において、JANICの
発言力を強化する。

・主要な国際会議において日本のNGO
の意見が広く認識される。

・アジア地域で日本の市民社会がリー
ダーシップを取れるようになる。

・国連の協議資格を取得する。

調査活動

NGOの活動の
質の向上

正会員NGOの開発効果が向上する。
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ＮGOの支援者拡大

事業方針

ＮＧＯが市民にとって身近に感じられ、支援したいと思われるよう、ＮＧＯの理解促進・支援者拡大に取り組みます。

3年目標 成果目標 活動計画

既存の外部媒体（新聞、雑誌、ラジオ）にNGOやJANIC関
連情報（活動紹介、関係イシュー特集、仕組み、支援・寄付
アピールなど）が掲載されるよう、外部媒体についてリサー
チを行い掲載促進の戦略作りをする

外部媒体とNGOの情報収集源（第一次）となる会員NGOと
の関係構築を行う

情報収集を会員NGOから行う。ニュース性のあるものに関
してはプレスリリースを実施。

外部媒体向けに情報発信を行う。外部媒体の中でも紙媒
体の記者や業界（記者クラブ・日本雑誌製造協会）への働
きかけを行う。

情報収集、整理蓄積、情報発信のためのルール作りを、掲
載実績の事後活用（統計分析）も念頭に可能性を検討す
る。

支援者拡大に関し、ベースラインを調査しつつ、NGOセク
ター関係者や他のセクター（外務省、ＪＩＣＡ、メディア、企業
など）とも可能な範囲で連携して取り組む。

2012年度中に定めたNGOの情報誌シナジーの役割・編集
方針を元に、2013年度中に企画（制作、販売、読後の行動
変容支援など）詳細を作成する。書店販売など外部調整が
必要なものにも着手する

2014年から改訂版シナジーを戦略的に販売。含む書店販
売。

教育現場にJANICが有する自前リソース（NGOガイド第8
版、データブック、ダイレクトリーという素材、提言や渉外と
いう活動、スタッフ等ネットワーク団体ならではリソース）の
提供方針・方法を定める

教育現場にJANICからのリソース提供を開始（講師派遣や
ワークショップなどの収入や、発行媒体の二次利用など）。
私立中・高・大の関東圏の学校に限定する。個人単位と集団単位向け対象層の理解促進に役立つ、直
接・間接双方のバランスの取れた事業方式を設計・試行す
る。

就職ガイダンスを隔月程度の頻度で開催する

対象層の大学（関東圏の開発関係学部を持つ、シナジー
に広告出稿している等）関係者のニーズとJANICが有する
リソース（主要活動、ガイダンス講義内容、データ、ネット
ワーク、広告掲載、講師派遣など）のマッチング度合いをリ
サーチする。

社会人やシニア向けのボランティア情報提供については、
同層むけの既存外部媒体で、JANICから情報掲載が可能
なものを探し、提供する。

・メディア掲載で、新聞、TV（キー局の
ニュース）取り上げられている

・NGOの情報が常に集まる機能をJANIC
が持っている

重点項目

NGOの認知度向上に役立つ情報とそ
れらを掲載する外部媒体との関係性
ができており、実績もある

・NGOの情報誌が書店で戦略的に販売
されている。

・学校教育現場でJANICからの派遣が月
平均2、3件実施されている。

・理解促進提供の新規試行が1件実施さ
れている。

参加の拡大

NGOへの参加（ボランティア、スタデイ
ツアー、ワークキャンプなど）が増えて
いる。

・大学むけ事業パッケージが3大学で実
施されている。

・社会人・シニア向けにボランティア情報
を提供している。(上記NGO認知向上で
の教育現場への取り組みと併せ、個人
のライフステージでNGOに参加する機会
の窓口を提供している）

理解促進

NGOの理解が広く促進されている

認知度向上
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他セクターとの連携・協働

事業方針

地球規模課題解決のために、セクターを超えた連携・協働を進めます。

3年目標 成果目標 活動計画

JANIC内で既存のプラットフォームの成果・課題を振り返
る。

＜対企業＞
NGOと企業の連携推進ネットワークの活動を、現3ヵ年計画
（2011-2013）に基づき、着実に実行する。

2014年度以降のNGOと企業の連携推進ネットワークの活
動は、現3ヵ年計画の振り返りをしっかりと行った上で、メン
バーのニーズに合ったものとする。

企業向け各種コンサルテーション・サービスを拡大する。

＜対労組＞
NGO-労働組合国際協働フォーラムの10年間の活動を振り
返り、新たな方針をつくる。

MDGs達成を重点項目として、新たな方針に基づき、NGO-
労働組合国際協働フォーラムの活動を継続していく。

＜対生協＞
テーマとアプローチ先を絞って連携を促進する。

＜対自治体＞
2013年度は、市民国際プラザの枠組みの中で自治体との
連携を深めていく。

2014年度以降は、クレアと協議を進めていきながら、市民
国際プラザのあり方を見直していく。

これまでJANICと何らかの関係があり、且つ、国際協力に
興味を示している自治体や国際交流協会との連携を進め
ていく。

＜対教育機関＞
これまで関係のあった大学に対して、継続的に国際協力に
関する講義が開催できるよう、働き掛ける。

＜対非営利セクター＞
地域ネットワークNGOとの関係強化のため、主な地域ネッ
トワークNGOが集まる会議を年2回開催する。

多様なステークホルダーが対話する
場が確立されている。

・共通する課題/テーマでの市民、営利、
行政セクターのうちの３セクター以上の
多様なステークホルダーが対話する場
が年数回開催されている。

共通する課題/テーマを「防災」と「MDGs/ポストMDGs」を
中心に、多様なステークホルダーが定期的に集まる場を開
催する。

＜対企業、自治体＞
連携事業をより効果的なものとするために、短期的に
JANICのスタッフを企業へ派遣し、自治体からはJANICに
出向者を出してもらう。

2015年以降に、企業・自治体とNGOの間で、双方向の人
材交流が実現できるよう、企業・自治体に働きかけを行う。

＜対外務省、JICA＞
外務省、JICAへのNGO職員の派遣、NGOへの外務省、
JICA職員の受入など、人材交流の促進ができるよう働きか
けを行う。

＜対アジア＞
NGO-JICAジャパンデスクへのJANICスタッフの派遣につ
いて研究し、JICAと議論を始める。

JICAとの協議の結果として、JANICスタッフを海外に派遣
する場合は、NGO活動が活発なアジアの1ヵ国に派遣す
る。

＜対非営利セクター＞
JANICと地域ネットワークNGOとの間で、人材交流を行う。

マルチセク
ター・アプロー

チ

重点項目

定期協議の場

現状の他セクターとの連携推進体制
に加え、新たなセクターとの関係を構
築する。

・労組、企業、自治体との連携推進体制
を維持しつつ、新たに教育機関との関係
構築ができている。

・非営利セクター同士の連携を進める。

人材交流

・外務省・JICA・企業・自治体とJANIC
の間で人材交流が行われている。
・途上国1ヵ国にJANICからスタッフを
派遣している。

・外務省、JICA、企業、自治体とJANIC
の間で双方向の人材交流が行われてい
る。

・アジア１ヵ国にJANICからスタッフを派
遣している。
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ＮＧＯの能力強化と社会的責任の向上

事業方針

ＮＧＯの能力向上と社会的信頼性の向上に取り組みます。

3年目標 成果目標 活動計画

JANICがNGOに対して直接提供するテーマ（労務・総務、メ
ンタルヘルス）に関する研修機会を管理職・スタッフを対象
に提供する

JANICが他機関に委任ないし共同でNGOに対して提供す
るテーマについて整理する

外部研修主催主体とNGOに対して提供されるべきテーマ・
形態の議論を行う

他機関に委任するテーマに関しては情報仲介する。他機
関と共同で実施するものについて実施する

NGOにとって必要と考えられ新たな研修として提供される
べきテーマ（スタッフ向けラボ、震災関係）について企画し、
実施する。

NGO役員層向けの研修機会を提供する

NGOへの新人向けの研修を検討する。

外部主催事業の運営事務局受託業務を受託（例：外務省
NGO海外スタディプログラム）

JANICの自前リソース（含む研修事業ごとの成果品）を活
用した能力強化に関する収益モデルをつくる

NGOがアカウンタビリティを実践することを支援する（◎を優
先する）
　　◎ASC2012実施団体支援（組織運営面でのアカウンタ
ビリティ実践の観点から）
　　◎イスタンブール原則チェックリスト実施団体支援（事業
面のアカウンタビリティ実践の観点から）
　　HAP/Sphereなどの国際基準の紹介と普及

ウェブサイトの充実化（情報のハブ化、取り組み結果の外
部公開のため

JANICが行う研修時や主催セミナーで、アカウンタビリティ
取組み紹介ツールが標準化がされている

NGOへの信用性の向上にむけた取り組みとして、市民に
対しNGOの正しい見分け方の習得支援を企画する

助成団体を中心としてドナーに対し、他のNGOの信用性向
上や組織評価に取り組んでいる団体（NPOセンター、エクセ
レント、ASC実施団体等）と協働で、アカウンタビリティに取
り組んでいるNGOへの評価を上げてもらうよう働きかける

複数の助成団体の審査時の視点にアカウンタビリティに関
する事項を含めることについて助言している。

メンタルヘルス（研修事業と連動）に関連した正会員ワー
キンググループ発足

正会員間との接点強化策を考えるため、会員満足度アン
ケートを行う

スタッフ間の交流のあり方についての検討の場を若手ス
タッフ中心で形成する

重点項目

・ASCが正会員７０％で実施されている。

・開発効果ガイドラインが完成し、普及の
取組みが始まっている。

・市民向けの企画が実施されている

正会員

会員団体間の接点を増やす。 ・研修テーマのうち適当なものに関して
正会員ワーキンググループができるよう
企画時に検討する仕組みが稼動してい
る

・同アンケート結果を踏まえた企画を1件
実施している

・同企画を正会員の集いとして実施する

ＮＧＯの能力強
化と社会的責
任の向上

JANIC独自のNGO向け研修パッケー
ジができている。

・NGOのニーズを反映したJANIC独自の
研修プログラムを3件実施している。

・JANICが運営事務局業務を受託するこ
とが適当な案件を2件程度実施している

・JANICが対応しないものについては、
他の提供機関を紹介する仕組みができ
ている。

・NGO役員層向けの研修が開催されて
いる。

・JANICが行う研修事業の成果品を活用
した収益モデルが1件ある。

アカウンタビリティ及び活動の質向上
の機会を提供する。
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東日本大震災

事業方針

将来の広域大規模災害への対応準備を進めると共に、福島の情報発信と協働の促進に取り組みます。

3年目標 成果目標 活動計画

英語で情報を発信し続けられる基盤を整備し、発信する
（WebとSituation Report）

広報・啓発資料を作成する

開発された資料を使って啓発活動を継続する【能力強化G
と協力】

放射能に対する理解向上活動を実施する

情報発信と記憶化の機能をうつくしまふくしま未来支援セン
ターもしくは適切な団体に移管する

福島に関する報告書を作成する

NGO協働スペースの運営の自立化を支援する

「子どものローテーション保養と避難者データベース構築プ
ロジェクト」を実施する

こころのケアに関する指導者育成セミナー等を実施する

アースデイ福島の現地化を支援する

国際協力NGOの学びや体験を地元団体に伝える

海外の原発立地の市民と福島の市民の交流を図る

国内のキーとなる防災ネットワーク活動に継続的に参加、
協力する

国際協力関係の団体と防災に関わるネットワーク体制を作
る

多セクター間で、東日本大震災支援に関する共同評価を実
施する

自治体の防災窓口との関係作りをする【渉外Gと協力】

企業等と災害時対応に関する協定書を結ぶ

JICAパートナーなどによる災害時の人材登録制度の構築
に協力する

・ポスト兵庫行動枠組に日本の市民社会
の声が反映される

ポスト兵庫行動枠組に向けて日本の市民社会からの提言
をまとめる

・緊急時の支援にHAP、SPHEREが反映
されている

HAP/SPHEREの国内での普及を図る【能力強化Gと協力】

・緊急時の調査や対応の手法が定着し
ている

災害時の対応能力強化のための研修を実施する

・災害時のこころのケアへの対応能力が
高まっている

NGOスタッフがPFA研修を受ける【能力強化Gと協力】

重点項目

福島の情報発
信・協働の促

進

【今後10年間、国際的窓口の機能を
果たせる基盤が整備されている】
福島の情報を海外に持続的に発信す
る体制が整っている

・英語の情報発信基盤が整備される
・当事者および一般の人の放射線リタラ
シーが高まっている
・情報発信事業が適切な団体に引継が
れている

【今後10年間、国際的窓口の機能を
果たせる基盤が整備されている】
原発被災者を取り巻く環境を改善する
ための、国内外の協働が豊かになっ
ている

・NGO協働スペースが現地主導で自立
的に運営されている（2013年10月）
・ロテーション保養が制度化される
・当事者へこころのケアを提供できるリ
ソースが育っている
・アースデイ福島が地元主導の周年行事
となっている

将来の広域大
規模災害への

準備

ＮＧＯの活動を位置づけられたモデル
ケースの大規模広域災害防災計画が
ある

・ネットワークが構築され制度化の枠組
ができている

防災計画の中に国際基準が反映され
ている

NGOの災害対応能力が高まっている
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組織運営

事業方針

中期ビジョン達成のために、ＪＡＮＩＣ自身の組織強化と財務基盤強化に取り組みます。

組織強化
3年目標 成果目標 活動計画

理事選出方法、構成について検討する。
理事の役割を明確化する。

意思決定プロセスを明文化する。

規程類を整備する。

ASC2012取得する。

HAPに入会している。

業務プロセスの円滑化を図る。

新会計ソフトを導入し、部門別管理の効率化を図る。

事務所内システムを検討し、構築する。

給与体系・水準の見直しを行う。

スタッフの能力強化（人材育成計画策定、評価制度導入検
討）

勤務形態について検討する。

事務所改善または、移転を検討する。

福利厚生制度を整備する。

マネージメント
強化

マネージメントが強化されている ・業務プロセスが確立されている

・会計の効率化が図られている

重点項目

ガバナンス強
化

ガバナンスが強化されている ・円滑な意思決定プロセスが構築されて
いる

・JANICがASC２０１２を取得し、HAPに入
会している

・理事会が効率的に運営されている

・職員の待遇および在籍年数が中小企
業の8割に達している

質の高い人材
の定着

スタッフが働き続けたいと思う労働環
境が整備されている

 

 



16 
 

 
 

財務基盤強化
3年目標 成果目標 活動計画

正会員拡大（他分野のNGOの勧誘）

正会員特典アピール(参加費割引、優先受付、講師派遣、
地方NGOの交通費補助)

団体協力会員と個人協力会員については「現状維持」を目
指し、既存会員への丁寧なフォローを行う。

企業協力会員増大施策の実施(会員サービス・特典の見直
し、ｺﾝｻﾙｻｰﾋﾞｽ付加、ｲﾍﾞﾝﾄ協力など）

企業協力会員会費増加(複数口数、一口会費値上げ、企
業規模別価格の設定など)

専任ファンドレイザーを置き、戦略的なファンドレイジングを
行う。

企業との連携事例を増やすことでNGOサポート募金額を伸
ばす。

年2回、夏と冬の募金キャンペーンを実施する（NGOサポー
ト募金、JANIC応援募金）。

これまで接点のあった潜在寄付者に積極的にアプローチを
行い、新規寄付者獲得に努める。

これまで寄付をしてくれた寄付者に対して丁寧にフォローを
行い、リピーター寄付者獲得に努める。

グローバル市民ファンド（仮）の設立を視野に入れつつ、サ
ポート募金のあり方を検討する。

 国際ボランティア保険の取り扱いを継続する。

新たな収益源の開発

有料セミナー（就職ガイダンス、ジャニラボ等）を定期的に
開催する。

JANICの専門性を活かした講師派遣（講義・講演・委員会
出席、原稿執筆等）を積極的に行う。

企業とNGOの連携やマッチングに関する相談を中心とした
コンサル事業を企業に対して行う。

主に企業からNGO向け広報サービス業務を請け負う。

企業や大学向けグローバル人材育成プログラムをパイロッ
ト的に立ち上げ（2013年度）、2014年度から軌道に乗せ
る。

外務省関連受託事業（NGO相談員、研究会、長期スタディ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等）を請け負う

JICA関連受託事業（JICANGO協議会、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣等）
を請け負う

クレアの受託事業（市民国際プラザ運営）を請け負う（2013
年度）とともに、2014年度以降は、クレアと協議を進めてい
きながら、市民国際プラザのあり方を見直していく。

宗教団体からの助成金を積極的に獲得する。

使いやすい民間助成金を獲得する。

ドナーに対して、適切な管理費を認めるなど、使いやすい
助成金となるように働きかける。

事業目的に合う外務省の補助金を獲得する。

外務省に対して、NGOが使いやすい補助金制度を協議会
などの場を利用して提言する。

重点項目

会費収入

会費収入が増加している ・会員が増加している。（正会員：110団
体、個人協力会員：170人、団体協力会
員：60団体、企業協力会員：60社）
　
・会費が1,750万円になっている。（正会
員：850万円、個人協力会員：170万円、
団体協力会員：250万円、企業協力会
員：480万円）

寄附金収入

JANICへの寄付額が増加しているとと
もに多様な主体から寄付をいただい
ている

・国際協力NGOへの寄付額が、165億円
（2009年度）の2倍になっている。

・JANICへの寄付額：500万円

・サポート募金寄付額：3,500万円

手数料収入

多様で効率的な手数料収入を得てい
る

・海外旅行者保険手数料150万円

・新たな収益源から50万円

自主事業収入

JANICの強みや専門性を活かした自
主事業が活性化し、自主事業が
JANIC自己財源の柱の一つとなって
いる。

自主事業収入：1,500万円
自主事業比率：10%

受託事業

現在の受託先（外務省、JICA、クレ
ア）との関係性を維持して、無理のな
い事業を受ける。

受託事業収入：6,000万円
現状維持：38％（50％から削減）

助成金

JANICとして必要な事業の実施にお
いて、理念が合う助成金は積極的に
活用する。

助成金収入：2000万円
収入比：12％(現状維持)

補助金

必要な事業の財源として、無理のな
い範囲で獲得する。

補助金収入：200万円
収入比：1.3％（微増）
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＜2015年度の収支目標＞ 

2011年度 会員数 構成比 2015年度 会員数 構成比

収入の部 ＜震災を除く＞
会費 14,068,166 11.4% 17,500,000 11.2%
　　正会員 6,996,666 97 5.7% 8,500,000 110 5.4%
　　個人協力会員 1,604,000 166 1.3% 1,700,000 170 1.1%
　　団体協力会員 2,317,500 58 1.9% 2,500,000 60 1.6%
　　企業協力会員 3,150,000 40 2.6% 4,800,000 60 3.1%
寄付金(除くサポ募金） 2,800,000 2.3% 5,000,000 3.2%
サポート募金 15,169,738 12.3% 35,000,000 22.4%
助成金 15,820,194 12.8% 20,000,000 12.8%
補助金 1,396,574 1.1% 2,000,000 1.3%
受託事業収入 61,635,761 49.9% 60,000,000 38.3%
自主事業収入 11,866,828 9.6% 15,000,000 9.6%
その他 742,696 0.6% 2,000,000 1.3%

収入合計 123,499,957 100.0% 156,500,000 126.7%
増加率

(サポ募を除く合計) 108,330,219 121,500,000 112.2%
増加率

自己資本(率） 44,647,428 36.2% 74,500,000 47.6%

自己資本(サポ募を除く) 31,753,151 29.3% 44,750,000 36.8%

支出の部
事業費 97,011,410 81.0% 126,500,000 80.8%
管理費 22,773,372 19.0% 30,000,000 19.2%

経常外

支出合計 119,784,782 156,500,000

税引前収支差額 3,715,175 0
法人税・都民税
当期収支差額 3,715,175 0
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＜参考＞ 
JANICビジョン 2022の概念図 

 
 


