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（特活）国際協力 NGO センター 第 2 期 3 ヵ年計画 （2010 年～2012 年） 
 

１ 第 2 期 3 ヵ年計画の背景と狙い                                         
 
 JANICは、1987年設立以来、ネットワーク NGOとして日本の NGO活動のために活発に
活動を展開し、政府とも対等かつ自律的な関係を続けてきた。政府との連携、他セクターと

NGO との協働、グローバリゼーションの広がりの中で、JANIC の役割は年々高まっている。
しかし、片方で事務局体制の強化と自己財源の確保にこの 20年間苦しんできた。 
 JANICは 2007年に 3ヵ年計画を作成し、これまでの事業を活性化するとともに、事務局体
制の強化とそのためにも必要な自己財源の増加を進めてきた。この 3ヵ年計画はある程度順調
に進んだが、自己財源の増加は残念ながら、わずかなものにとどまった。 
 この流れを受けて、JANICは、新たな分岐点に立たされている。分岐点にある課題は、ひと
つは「ひろく日本社会に NGOを認知させる機動力」となりえるかであり、もうひとつは「組
織を柔軟かつ運動的に運営するための自己財源を高める」ことができるかである。 
 
 これまでの自己資金の調達の努力、2008年のG8サミットNGOフォーラム、企業との連携
推進などの新たな活動を受けて、第 2期 3ヵ年計画では、世界の貧困を広く日本に知らせ、そ
れらの延長線上に、JANIC 自身の自己財源確保の空間を生み出す「MDGs キャンペーン」に
力を入れて前進する必要がある。 
 
 
２ 第 2 期 3 ヵ年計画の目標                               
 
 本 3ヵ年計画では、以下の目標に向けて、すべての活動を進めていく。 
(1) 市民に支えられ社会に責任を果たせるようNGOを支援し、共に行動することを目指す。 
(2) 多くの市民がNGO活動に参加し、行動するために広く多様な機会を提供する。   
(3) 3ヵ年のミッションを果たせるよう、自己財源を増やし、組織力を強化する。 
 
 
３ 第 2 期 3 ヵ年計画の重点項目                                          
 
(1) 世界の貧困問題と MDGs 達成のためのキャンペーン 
 日本社会においては、世界の貧困問題への市民の関心、及びミレニアム開発目標（MDGs）
の認知度が低く、またMDGs達成のために草の根の活動をしている国際協力NGOの取り組み
への関心者層は限られている。 
 そこで、MDGs達成に向けて草の根の活動を推進しているNGOの関心者層を広げるために、
MDGs達成のためのキャンペーン活動を実施する。 
本キャンペーンへの参加は敷居を低くし、これまで国際協力 NGOにあまり関わっていなか
った層の参加を促す。 
 
(2) 自己財源拡大の戦略について 
 グローバル社会の公益のために、NGO らしい自由で人道的な立場にたった活動をするため
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に、本 3ヵ年計画でも、自己財源の増加を目指す。本 3ヵ年計画最終年度までに、総収入 1億
3千 6百万円（2009年度比 110%）程度の予算規模となるよう活動を考え、助成金・受託事業
の比率はそれぞれ 18%・51%、自己財源率 27%（2009 年度実績見込み 19%）を目指す。（詳
細は項目 5を参照） 
 
(3) グローバル市民社会ファンド（仮称）の検討 
日本の国際協力NGOを通じて、世界の飢えや貧困、人権侵害や差別、自然災害や武力紛争、
環境破壊などによって苦しむ人々の支援に貢献することを望む一方で、特定の NGOを選ぶこ
とが困難だったり、モニタリングなどが出来ない篤志家、民間企業、慈善団体、政府などから

の資金の受け口としてのファンドを、JANICが母体となって創設し、速やかに別個の組織とし
て独立させる。 
初年度は先行類似機関の調査を行い、長短所を明らかにする。このため数人のプロジェクト

チームを作り、ジャパン・プラットフォームや市民社会創造ファンドについて調査する。 
 次年度は、同じチームで、NGO サポート募金との関係考慮、組織化や法人化の検討、資金
見通しやそのための相談などを行い、翌年度中の発足の可能性を追求する。 
 三年度目にこの発足を行い、数年のうちに組織の充実を図り独立させる。但し、政府資金に

依存することなく、民間資金を中心とした運営が望めない限り、この計画は進めない。 
 
(4) 多様なセクターとの連携 
ネットワーク NGOは、他セクターと NGO間の連携のための窓口となりやすい特性が挙げ
られる。JANIC は本 3 ヵ年計画で、これまで以上に多様なステークホルダーとの連携を推進
していく。特に以下のグループとの連携に、重点を置いて連携を進めると同時に、MDGsキャ
ンペーン（仮称）と連動させていく。 
連携優先のセクター：企業、労働組合、自治体、生協、メディア、教育機関、生産協働組合等 
 
(5) 25 周年事業 
 1987年 10月に JANICが設立され、第 2期 3ヵ年計画の最終年である 2012年に 25周年を
向かえる。JANICの四半世紀の歴史を振り返り、広くNGOが日本社会に認知されるような記
念すべきイベントや事業を、タスクフォース等を結成して実施する。 
 
(6) 会員制度の見直し 
 JANICの活動力は、正会員の数によって規定されるといっても過言でない。しかし、現在の
入会基準だと、3ヵ年計画までに 100団体に満たない可能性が高い。しかし、多くの NGOが
正会員として活動に積極的に参加し、NGO が一丸となって組織運営体質と社会環境を改善し
ていく必要がある。そのために、正会員入会基準を見直し、第 2期 3ヵ年計画では、2010年 3
月団体で 90団体（2009年度実績見込み）のものを、130団体の正会員数を目指す。また、正
会員の中にアタウンタビリティ・セルフチェック 2008 取得団体を増やし、アカウンタビリテ
ィの質の向上に努める。新会員規定は、現在の正会員の意見を聞きながら、2010年度中に理事
会で決める。 
 
(7) 着実な事業の進展 
 これまで JANIC は、資金獲得の都合に合わせて、事業内容を年度途中で変えたりした経緯
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があった。しかし前 3ヵ年計画では、すべての事業を 3ヵ年の期間の中である程度計画的に実
施することを実現した。本 3ヵ年計画においても、計画に沿った活動を実施し、またその成果
を測る具体的な指標をもって、評価をするようにする。 
 
 
４ 自己財源のあり方について                                            
 
(1) 目標 
 
① 総収入 166,200,000円（2009年度比 120%）、自己財源76,200,000円（2009年度比 170%）。 
① 助成金・受託事業の金額は現状維持で臨む。 
② ただし、受託事業・助成金がどの程度減らせるかは 2011年度以後、検討していく。 
 
＜財源目標内訳＞ 

 

金額（円） 比率（%） 金額（円） 比率（%） 2009年比
自己財源 45,947,409 33% 76,185,000 46% 166%
　会費 11,044,500 8% 17,000,000 10% 154%
　寄付金 29,179,174 21% 49,600,000 30% 170%
　事業収入 5,723,735 4% 9,585,000 6% 167%
助成金 21,517,787 16% 21,000,000 13% 98%
受託事業 67,509,086 49% 67,000,000 40% 99%
その他 3,703,626 3% 2,000,000 1% 54%
合計 138,677,908 100% 166,185,000 100% 120%

費目
2009年度 2012年度（目標）

 
＊ 寄附金は JANICへ入るNGOサポート募金全額を計上する。 
＊ 目標の％は受託事業等の増減で流動的なため、指標としない。 
 
(2) 戦略 
会費、寄付金、事業収入からなる JANICの純収益(ＮＧＯサポート募金収入を手数料のみを
計上した金額とする)が、3,700万円になるよう目指す。（P.5(3) 自己財源確保に向けての数値
目標（第2期3ヵ年計画の推移）参照） 

ただし、各項目の収入額については年度ごとに成果を評価し、戦略を調整するものとする。 
 
＜会員＞目標金額：1,700万円 
③ 正会員の加入条件を緩和することで正会員数を大幅に伸ばす（90団体→130団体）。 
① 団体協力会員は、NGO以外の非営利組織に積極的に働きかけていき、現状維持を目指す 
（59団体→60団体）。 

④ 企業協力会員は、CSR推進 NGOネットワークの活動や JANIC単体での企業連携を更に
強化することで大幅に会員数を伸ばす（22社→50社）。 

⑤ 個人協力会員については、NGO 初心者に一定期間 JANIC に滞在してもらい国際協力や
NGOについての理解を深めてもらうことで、大幅増を目指す（160人→300人）。 
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＜寄付金＞ 目標金額：全体：4,960万円/JANIC：1,042万円 
1) サポート募金 →全体 4,6100万円/JANIC692万円 
② サポート募金を自己財源強化の最上位ツールとして位置づける。 
③ サポート募金にお金が集まってくる入り口を広く用意する。 
④ 広告会社とのタイアップによる「NGOサポート募金 CRMキャンペーン（仮）」を実施す
る。 

⑤ 季節ごとにサポート募金を前面に出したキャンペーンを実施する。 
⑥ MDGsキャンペーンと連動してサポート募金を拡大させる。 
⑦ NGO見本市（仮）やファンドレイジング・パーティ（仮）などのイベントを通じたファン
ドレイジングを実施する。 

 
8) JANIC単体寄付 →350万円 
① JANIC単体への寄付も地道に呼びかける。その際、日本の草の根活動全体を強化する必要
性を広く市民に対して啓発する。 

② ファンドレイジング・パーティ（仮）などのイベントを通じたファンドレイジングを実施
する。 

 
＜事業収入＞ 目標金額：959万円 
3) 有料セミナー→130万円 
  NGOキャリアプログラムとして、就職ガイダンス、就職ガイダンス Special、マッチング、 
  他セクターと共同開催（NGO＋JICA＋外務省＋民間コンサル）、メールでのキャリア相談 
  受付などの多彩なメニューを用意する。 
  一方、NGO入門セミナーはあまり集客が見込めないこともあり、また、JANIC以外でも 
  同様な入門講座が開催されていることもあり、当面実施を休止する。 
 
1) 書籍販売 →218万円 
   書籍販売：シナジー、JANIC出版物（データブック、福利厚生、その他）、委託図書などの 
   販売を行う。売り方は、イベント、セミナー、ブックフェアでの販売に加えて、ネット販売 
   を強化する。 
 
4) コンサル・サービス →160万円 
② 原稿執筆、講演、講師派遣などを大学や企業、他セクターに対して行う。（年 130万円） 
③ 企業向けに、有償で個別相談対応やマッチング業務を行い、講演なども行う。（30万円） 
 
5) 広告収入・協賛金 →333万円 
① 広告収入：シナジー、WEB協賛、その他 
② 協賛金：MDGsキャンペーン、25周年協賛 

 
6) 他セクター連携 →118万円 
① CSR推進NGOネットワーク事務局運営 
② NGO－労組国際協働フォーラム事務局運営 
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(3) 自己財源確保に向けての数値目標（第2期3ヵ年計画の推移） 

会費 90団体 ¥5,800,000 98団体 ¥7,800,000 114団体 ¥8,000,000 130団体 ¥8,500,000

160名 ¥1,607,000 200名 ¥2,000,000 250名 ¥2,500,000 300名 ¥3,000,000

59団体 ¥2,387,500 60団体 ¥2,500,000 60団体 ¥2,500,000 60団体 ¥2,500,000

22社 ¥1,250,000 30社 ¥1,800,000 40社 ¥2,400,000 50社 ¥3,000,000

¥11,044,500 ¥14,100,000 ¥15,400,000 ¥17,000,000

寄付 ¥4,906,838 ¥3,450,000 ¥3,500,000 ¥3,500,000

個人（左：総額、右：JANIC収
益）

¥1,021,526 ¥102,153 ¥3,500,000 ¥481,250 ¥5,000,000 ¥750,000 ¥7,500,000 ¥1,125,000

法人（左：総額、右：JANIC収
益）

¥9,858,189 ¥985,819 ¥16,000,000 ¥2,200,000 ¥20,000,000 ¥3,000,000 ¥23,000,000 ¥3,450,000

緊急支援（左：総額、右：
JANIC収益）

¥13,392,621 ¥1,339,262 ¥5,000,000 ¥687,500 ¥5,000,000 ¥750,000 ¥5,000,000 ¥750,000

MDGs募金（左：総額、右：
JANIC収益）

¥0 ¥0 ¥3,000,000 ¥412,500 ¥7,000,000 ¥1,050,000 ¥10,000,000 ¥1,500,000

プロジェクト指定（左：総額、
右：JANIC収益）

¥0 ¥0 ¥0 ¥300,000 ¥45,000 ¥600,000 ¥90,000

小計（左：総額、右：JANIC収
益）

¥24,272,336 ¥2,427,234 ¥27,500,000 ¥3,781,250 ¥37,300,000 ¥5,595,000 ¥46,100,000 ¥6,915,000

¥29,179,174 ¥7,334,072 ¥30,950,000 ¥7,231,250 ¥40,800,000 ¥9,095,000 49,600,000 ¥10,415,000

事業収入 シナジー広告 ¥575,000 ¥480,000 ¥480,000 ¥480,000

WEB協賛 ¥745,000 ¥1,200,000 ¥1,200,000 ¥1,200,000

その他広告・協賛 ¥0 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000

MDGsキャンペーン協賛 ¥0 ¥3,000,000 ¥1,500,000 ¥545,000

25周年協賛 ¥0 ¥1,000,000

小計 ¥1,320,000 ¥4,780,000 ¥3,280,000 ¥3,325,000

キャリア・プログラム他 ¥1,146,100 ¥1,050,000 ¥1,150,000 ¥1,300,000

小計 ¥1,146,100 ¥1,050,000 ¥1,150,000 ¥1,300,000

受託販売 ¥419,144 ¥450,000 ¥450,000 ¥450,000

JANIC出版物 ¥271,661 ¥400,000 ¥800,000 ¥1,000,000

ダイレクトリー販売 ¥173,022 ¥70,000 ¥60,000 ¥60,000

シナジー販売 ¥185,906 ¥430,000 ¥550,000 ¥670,000

その他 ¥142,000

小計 ¥1,191,733 ¥1,350,000 ¥1,860,000 ¥2,180,000

講師派遣 ¥1,137,516 ¥1,150,000 ¥1,200,000 ¥1,300,000

その他 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000

小計 ¥1,137,516 ¥1,450,000 ¥1,500,000 ¥1,600,000

CSR推進NGOネットワーク事
務局運営

¥228,386 ¥360,000 ¥420,000 ¥480,000

NGO-労組国際協働フォーラ
ム事務局運営

¥700,000 ¥700,000 ¥700,000 ¥700,000

小計 ¥928,386 ¥1,060,000 ¥1,120,000 ¥1,180,000

¥5,723,735 ¥9,690,000 ¥8,910,000 ¥9,585,000

¥45,947,409 ¥24,102,307 ¥54,740,000 ¥31,021,250 ¥65,110,000 ¥33,405,000 76,185,000 ¥37,000,000

¥8,792,591 119% ¥10,370,000 119% ¥11,075,000 117%

¥6,918,943 129% ¥2,383,750 108% ¥3,595,000 111%

¥8,792,591 119% ¥19,162,591 142% ¥30,237,591 166%

¥6,918,943 129% ¥9,302,693 139% ¥12,897,693 154%

総額　2009年比（左：金額、右：％）

総　　合　　計（左：総額、右：JANIC純収益）

2009年度実績 2011年度計画2010年度予算

小計（左：総額　右：JANIC純収益）

企業協力会員

小　　　　計

JANIC単体寄付

サポート募金

2012年度計画

正会員

個人協力会員

団体協力会員

有料セミナー

書籍販売

広告・協賛

JANIC純収益　前年比（左：金額、右：％）

他セクター連
携

コンサル・
サービス

小計

JANIC純収益　2009年比（左：金額、右：％）

総額　前年比（左：金額、右：％）
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５ 実施体制について                                  
 
1) アドバイザリー・コミッティ制度の立ち上げ 
 新たにアドバイザリー・コミッティを作り、NGO関係者のみならず企業やマスコミなど他 
 セクター、著名人や各界有識者にも積極的に加わっていただき、多様な視点からの助言を理 
 事会に対して行うことで、広く市民から愛され支持される JANICを目指す。 
 
2) 常任理事会の継続 
 常任理事会を継続し、事務局と理事会の間をつなぐ役割を担う。月 1回の開催を原則とし、 
 日々事務局で発生する諸々の事項にスピーディに対応し、重要事項の審議・決定と事業の方 
 向性を確認する。正式な意思決定承認はこれまで通り理事会にある。 
 
3) 事務局体制の更なる強化 
① グループの枠を越えて JANIC 事務局全体として取り組むべき事項に臨機応変に対応する
ため、これまでの業務別グループ編成に加えて、タスク別のチーム編成を行い、「担当業務」

と「担当タスク」の二本立てマトリックス組織にて業務を遂行する。 
② 2010年度は、「MDGsキャンペーン」、「NGOサポート募金」、「NGO相談員」の 3つを事
務局全体で取り組むべき横断的重点タスクとして位置づける。その後は、必要に応じて適

宜タスク・チームの編成を検討する。タスク・チームには責任者として必ず管理職が入り、

主担当スタッフを任命することで、チーム内の責任と役割の明確化を図る。 
③ 業務別グループ編成については、近年活性化する他セクターとの連携業務やサポート募金
を中心とした自己財源拡大への取り組み強化のため、2011年度を目標に「渉外グループ」
をこれまでの「広報・渉外グループ」から独立させる。その結果、「管理グループ」、「調査・

提言グループ」、「広報グループ」、「渉外グループ」、「能力強化グループ」の 5つの業務別
グループ編成とする。 

④ 事務局要員数については、2009年度末の 16名から 2012年度は 17名とする。3年間で 1
名増員すると共に常勤化を進めることで実質的な人員強化を図る。 

⑤ 定型的な業務へのボランティアの活用を重点的に考え、運動体としての JANIC をさらに
活性化させるためにも、テーマごとのボランティアの参加を促す。特に「シニア層（ベテ

ラン層）の活用」を積極的に考える。 
⑥ 「選択と集中」により委託事業・助成金事業の本数を減らすことで、自己財源強化につな
がる事業にスタッフを配置転換する。 

 
③ 人材育成計画の策定と職場環境の更なる整備 
① 長期的視野に立ったスタッフの能力開発計画を策定し、スタッフが計画的に能力開発を行  
  えるような人材育成計画を策定し、実行する。 
② 2012年度には、各グループにマネージャーが配置できるよう、長期的な視点に立って新た
なマネージャー候補をスタッフから育てていく。 

③ 段階的に就業規則や給与体系を見直し、スタッフの待遇と福利厚生や各種手当ての改善を
進める。特に、給与表の抜本的な見直しと人事評価制度の検討をし、組織としての指針を

出せるようにする。これらの施策を行うことで、スタッフが安心して仕事を行える職場環

境作りを進める。 
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＜2012年度 JANIC組織図（案）＞ 
 
 

 
 
 
６ 各事業のあり方について                                              
 
（1） 日本社会を変えるための MDGs キャンペーン 
 
1) 目標 
 MDGｓキャンペーンは 2010～2011年度の 2年間実施して評価を下のち、2015年までの継
続を検討する。そのため、以下の数値目標は 2年間の目標数値を明記している。 
① MDGs達成に向けて活動する他セクター（NGO、国連機関、企業、宗教団体、労組など）
がMDGsカウントダウン・ネットワークを結成することにより、これまで個別に活動して
いたセクター間の連携を促進し、MDGs 実現に向けた活動の相乗効果を生むこと。（ネッ
トワークに加盟するNGO：60団体以上、NGO以外の団体：10団体以上） 

② 本事業を通じて、多くの日本の市民や団体が MDGｓの存在を知り、MDGs 達成が重要なテー

マであると認知すること。（指標：MDGs 宣言の賛同者：15 万人以上、賛同団体：400 団体
以上、キャンペーン・サイトのアクセス数：月間 20万人をこえる） 

③ 多くの日本市民に、MDGs 達成に貢献する機会や、MDGs に関連するイベントの参加の機会を

提供すること。（指標：JANIC の NGOサポート募金内に設置するMDGｓカウントダウン・
募金に 1000 万円以上の寄付が集まる、ネットワーク加盟団体が実施する「地球のごはん
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の日」または「イベント・ワークショップ実施回数」が合計 300回以上） 
 
2) 戦略 
① 市民に分かり易いキャンペーンの名称とキャッチフレーズ、ロゴを作成し、世界の貧困問
題と私たちの生活が関わっていることを伝えていく。それにより、NGOがこれまで到達し
にくかった層へのアプローチを目指す。 

② 正会員 NGO が、キャンペーンの各活動の企画や実施に積極的に参加できるような仕組み
をつくる。また、正会員 NGO が実施しているワークショップやセミナーとの連携を行う
など、正会員NGOの既存の活動との相乗効果を図る。 

③ 既にMDGs達成に取り組んでいる企業、労組、宗教団体、国連、政府機関など各セクター
の既存の活動や、動く→動かすと連携し、相乗効果を図る。 

④ 既存の JANICの各活動と連携し、特にNGOサポート募金の募金金額と募金者数の拡大に
結びつける。 

 
3)  展開する事業 
 展開する事業は、広告代理店有志ボランティア等の協力者との話し合いにより決定するが、

以下の活動をベースに年度毎に考える。 
① キャンペーン・サイトの立ち上げと、メールマガジンの配信 
② MDGsを広げるためのロゴやキャッチフレーズ、パンフレットなどの作成 
③ MDGs宣言：MDGsに賛同する人がサインナップできるシステムをつくる 
④ 「地球ごはんの日」の実施：食事を通じてMDGsと私たちの生活を見直す企画 
⑤ MDGsを伝えるセミナーやシンポジウムの開催 
⑥ グローバル・クイズ検定の実施 
⑦ フェアトレード商品の販促協力 
⑧ MDGs募金の設置：サポート募金の枠組みを使って実施 
⑨ 日本国内の問題の普及・啓発：在日外国人や難民の問題のアピールや募金の実施など 
 
 
(2) 社会を変えるための政策提言と調査活動 
 
1) 目標 
① 日本のNGOが市民に広く支えられる提言活動を行えるように、JANICが推進役となり多
様な提言の場を設定する。また、JANICが提言を行う主体としても積極的な役割を果たし、
政務三役などハイレベルの政府関係者と質の高い対話を行う。 

② 「南」の社会的弱者など、NGOの草の根の視点を日本政府の政策決定に反映させるように
働きかけ、不公正な社会の仕組みの是正に寄与する。 

③ 世界のNGOの動向を常に把握し、日本の国際協力NGOの立ち位置を見極めるとともに、
JANIC及び日本のNGOの国際的なプレゼンスを高める。 

④ 公正な社会の実現に向けた重要なアクターとして位置づけ、貧困の削減や環境への配慮を
常に意識した行動を企業がとるように働きかける。 

⑤ 国内の NPO に対して、グローバル・イシューと国内の諸問題の連関について意識化を促
し、協力して啓発活動や提言活動を行う。 
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2) 戦略 
① 貧困、環境、人権、平和などグローバル・イシューの重要性、ODA の効果と課題、NGO
の果たす役割について、メディア等を通じて日本の市民に対する意識啓発を積極的に行う。 

② 日本のNGOがODA政策、NGOとODAの連携に関する効果的な提言活動が行えるよう
に、政府機関及び議員と NGO の多様な提言の場を提供する。また、提言活動の実施にお
いては、海外NGOや国連機関との連携を強化する。 

③ JANICが行う提言活動に正会員NGOをはじめとする日本のNGOの参加を促し、他のネ
ットワークNGOと連携して活発な提言活動を行う主体となる。 

④ 国際的なネットワーク NGO の動向について情報収集をし、連携の必要な会議やセミナー
などに積極的に参加する。 

⑤ 企業の CSRやNGOとの連携の動向をモニターし、各種対話の場において JANICの立場
を明確にする。 

⑥ キャンペーン等の実施において、グローバル・イシューと国内問題の関係にも焦点を当て、
国内NPOへの働きかけのきっかけとする。 

⑦ 重点ターゲットは、グローバル・イシューや ODA に関する政策決定権を強く有している
という理由から、第一に外務省、第二に国会議員とする。なお、NGOと政府の連携政策に
関する提言については JICA、環境省との関係も重視する。 

⑧ NGOの組織概要やNGO職員の待遇・福利厚生に関する調査で得られる広範囲かつ正確な
情報をもとに、NGOの組織基盤強化のための質の高い提言活動を行う。 

 
3) 展開する事業 
① 援助効果に関する調査・提言活動（調査・提言：継続） 

2011年のソウルにおける援助効果向上ハイレベル・フォーラムに向けて、ODAの援助効果、
及び CSOの開発効果に関する調査・提言活動を行う。具体的には、a）NGO外務省定期協
議会等を通じた提言活動、b）日本の国際協力NGOが CSOの開発効果を議論する場の設定
とイシュー・ペーパーの作成、c）関連国際会議への出席と、世界の CSOとの連携（特に韓
国 CSOとの連携強化）、を行う。 
本事業を通じて、JANICがNGOによる援助効果・開発効果に関する議論をリードする役割
を果たすとともに、国内外の関係者とのネットワーク構築を行う。 

 
② 国際協力NGO推進のための議員懇談会の立ち上げと勉強会の開催（提言：新規） 
超党派で、NGOに理解の深い議員 5名程度をコアメンバーとし、議員と国際協力 NGOの
懇談会を立ち上げる。勉強会のテーマはODA、MDGs、NGOとODAの連携等とし、議員
会館などで開催する。 
本事業を通じて、JANIC、及び JANIC 正会員 NGOと議員の連携が強化され、NGOの提
言が政府の政策決定に影響を与える。 
1年目は年３回程度の勉強会を開催。各回参加者：議員 10名、NGO10名以上目標。 
 
③ NGO外務省定期協議会（提言：継続） 
関係ネットワーク NGOと調整のうえ、効果的な提言活動を NGOが行えるよう定期協議会
の運営を行う。 
現状の枠組みにおいては、援助効果分科会・連携推進委員会の委員と事務局を務めるととも
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に、ODA政策協議会のコーディネーターを務める。 
会議への NGOの参加を促し、政務三役などハイレベルの担当官との会合を持つとともに、
より充実した内容の議論が行えるように調整する。 

 
④ 環境NGO・開発NGO連携促進事業（調査・提言：継続） 
環境 NGO・開発 NGO 共同で研究会を開催する。毎年テーマを設定し、両者の連携を促進
する。事業実施には、環境パートナーシップ会議（EPC）の協力を得る。また、将来的に
EPCか JANIC内に連携オフィスを設置することも検討する。 
開発NGO：10団体、環境NGO：10団体がコアメンバーとなり、両分野のNGOに開かれ
た研究会を開催する。 

 
⑤ NGOJICA協議会（提言：継続） 

NGO-JICA協議会、分科会の事務局を務めるとともに、協議会のコーディネーター及び分科
会の委員を務める。 
事務局として、会議への NGO、個人の参加を促し、幅広く意見を集約するとともに、実質
的な議論の進展と成果に結びつける。また、コーディネーター、委員としても、意見を発信

し、成果に結びつける。 
 
⑥ 企業への提言活動（提言：新規） 

CSR推進NGOネットワークやBOPビジネス関連の会合を通して、企業に対して「官民連
携」や「BOPビジネス」に関するNGO側の意見、スタンスを意識的に表明する。 
特に JICAが進める官民連携スキームの動向を注視し、NGOの意見集約などを行う。 

 
⑦ 世界のNGOと国際連携（提言：継続） 

CSOの援助効果の議論を中心に、各国のNGOと緊密な関係を構築する。必要に応じて国際
会議に出席し、より深く最新の情報収集に努める。 
年間 2回の国際会議への出席：アジア地域 1回（できれば韓国）、その他 1回以上の国際会
議への出席を目標とする。 

 
⑧ NGOダイレクトリー、データブック（調査：継続） 
ダイレクトリーは現在のように自主的に各団体が更新する形式を継続しつつ、4年に 1度、
JANIC事務局が調査を行い、ウェブサイトの更新を集中的に行うことも進める。 
データブックに関しては、これまでの調査項目や調査手法を踏襲し、冊子版を発行する。 
ウェブサイトの更新、およびデータブックの発行は、2010年度か 2011年度に行うことを目
標とする。 

 
⑨ NGO職員の待遇・福利厚生に関する実態調査（調査：継続） 
ダイレクトリー掲載対象団体を対象に、NGO 職員の待遇・福利厚生に関する実態調査を行
う。なお、本調査は 4年に 1度実施するものとし、ダイレクトリーとデータブックの調査と
同時期に行う。 
2010年度か 2011年度に調査報告書を発行することを目標とし、調査結果はNGOの環境整
備等に関する提言活動に活かす。 
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(3) 100 万人の市民が NGO を好きになるための広報活動 
 
1) 目標 
「100万人の市民が NGOを好きになる！」ためには、その何倍もの人に NGOのことを知
ってもらう必要がある。今、JANIC が市民向けの広報としてやるべきことは、「NGO 理解者
に深い情報を届け」つつ、「NGO初心者に対してNGOの基本情報やそれ以前の国際協力やグ
ローバル･イシューに関する情報を届けること」である。よって、JANIC広報の目的は「国際
協力NGOの理解者のパイを広げる」ことにある。そのために、3つ目標を以下に設定する。 
 
① NGOの会員数が 100万人になる！（現在 50万人） 
② JANICのウェブサイトアクセス数が月 30万ビジットになる！（現在は 10万ビジット） 
③ NGOサポート募金への募金額が 5千万円を超える！（現在 1,500万円） 
 
2) 戦略 
「国際協力 NGOの理解者のパイを広げる」ためには、できるだけ多くの人に JANIC から情
報を届ける必要がある。現状 JANIC がリーチできるターゲット層は限られているので、今後
幅広い層に働きかけていくためには、以下の広報戦略をとる。 
 
① NGOや国際協力についてよく知らない層に対しての広報を強化する。 
② NGOに関心の薄い一般市民に対して影響力のある人やイベント、メディアなどを介して広
報する。 

③ 一般の人が理解し、参加しやすい多様なメニューを用意する（相手のフィールドに入リ込
んで伝える、Push型ではなく Pull型の情報発信を行なうなど）。 

 
＜誰に伝えるか＞ 

1層：会員・NGOファン

2層：NGO知ってる層

3層：国際協力知ってる層

4層：NGO・国際協力知らない（でも関心ありそう）層

5層：打っても響かない層

これまでの
ターゲット層

現状、JANIC
がダイレクトに
届けられる層

次期3ヵ年で

重点的にアプ
ローチすべき
層（潜在層）

次期3ヵ年で

は敢えてター
ゲットとしない

誰かを介して
広める必要が
ある層

1層：会員・NGOファン

2層：NGO知ってる層

3層：国際協力知ってる層

4層：NGO・国際協力知らない（でも関心ありそう）層

5層：打っても響かない層

これまでの
ターゲット層

現状、JANIC
がダイレクトに
届けられる層

次期3ヵ年で

重点的にアプ
ローチすべき
層（潜在層）

次期3ヵ年で

は敢えてター
ゲットとしない

誰かを介して
広める必要が
ある層
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＜何を伝えるか＞ 
・ 世界の現状やグローバル・イシューについて 

→ 主に 4層に対して 
・ 国際協力のしくみや国際協力NGOの役割について 

→ 主に 4層・3層に対して 
・ 国際協力NGOについて（総論・全体像・個別NGOの情報など） 

→ 主に 4層・3層に対して 
・ 国際協力NGOについて（各論・個別NGOの情報など） 

→ 主に 3層・2層に対して 
・ JANIC会員やNGOにとって有益な情報（スタッフ向け情報、ドナー情報など） 

→ 主に 1層に対して 
 
＜どのように伝えるか＞ 

①JANICがダイレクトに
伝える

②チャネルを
介して伝える

1層：会員・NGOファン
2層：NGO知ってる層

ウェブサイト

シナジー

セミナー

イベント
個別訪問

パンフレット

3層：国際協力知ってる層
4層：NGO・国際協力知らない

（でも関心ありそう）層

親善大使
（著名人）

メディア

共催イベント
（アーティスト、スポーツ、映

画など）

NGOガイド

①JANICがダイレクトに
伝える

②チャネルを
介して伝える

1層：会員・NGOファン
2層：NGO知ってる層

ウェブサイト

シナジー

セミナー

イベント
個別訪問

パンフレット

3層：国際協力知ってる層
4層：NGO・国際協力知らない

（でも関心ありそう）層

親善大使
（著名人）

メディア

共催イベント
（アーティスト、スポーツ、映

画など）

NGOガイド

 

 
3) 展開する事業 
① ネットを活用した情報伝達 
a) ウェブサイトを最上位の情報発信ツールと位置付け、NGO 関係者から一般市民まで幅広
い層を対象とした多様な情報を掲載する。（目標月間アクセス数 30万ビジット） 

b) 動画やイメージなどを積極的に活用し、一般市民にとって見易くわかり易いウェブサイト
を構築する。 

c) 一般市民、NGO 関係者、法人などターゲットを明確に意識したコンテンツの整理と見せ
方の工夫を行う。 

d) 会員向けコミュニティサイトを立ち上げる。まずは SNSの活用から始める。 
e) 事務局長およびスタッフブログの掲載により、スタッフの日常を通して JANICをより身
近に感じてもらえる工夫をする。 
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f) ウェブサイト維持・制作費用を捻出するため、バナー広告掲載を積極的に行う。 
g) 若者向けには携帯サイトを立ち上げ、海外NGO関係者向けに英語サイトの充実を図る。 
h) メルマガの月 2回配信を継続し、制作の効率化とコンテンツの更なる充実により、購読者
数の増加を目指す。（目標購読者数 7,000名） 

i) ツイッターなどの新しいコミュニケーション・ツールにも柔軟に対応する。 
 
② シナジーの発行 
a) 国際協力NGOの専門誌「シナジー」の年 4回発行を継続するものの、製作工数とコスト
削減を行い、軽量化を図る。 

b) オンライン販売や定期購読の強化により、実売部数増を狙う。 
c) デザインの更なる改善と印刷・デザイン費の削減を行うと共に広告収入獲得の強化を行う
（目標発行部数：1,000部/号、目標広告収入：48万円/年）。 

 
③ NGOつながりキャンペーン 
a) 「NGOつながりキャンペーン」の一環として、2012年 4月発行を目標に「NGOガイド
（第 8 版）」を作成する。正会員団体に広く参加を呼びかけるとともに、広告会社の協力
を得てデザイン性や統一感にも一層こだわる。「誰もが思わず手にとってみたくなる読み

物」にする。 
b) 作成費用は参加団体からの参加費、企業協賛、助成金などから賄う。作成後は、NGO の
理解促進のためにイベントやセミナーなどで積極的に配布すると共に一般の人が手にと

ってもらえるような場所（書店、駅構内、学校など）にも置いてもらう。3年間で 5万部
を配布予定。 

 
④ 市民向け各種セミナー・イベントの開催 
a) 国際協力や社会貢献を仕事にしたいという若者や転職希望者が近年増えていることに対
応して、これまでの｢国際協力NGO就職ガイダンス｣を更に発展させ、「NGOキャリア・
プログラム」として、多彩なメニューを用意する。具体的には、毎月の就職ガイダンスに

加え、スペシャル版（年 2回）やマッチングの場の提供、他機関との共同開催、メール相
談などを実施する。 

b) NGO の理解促進を目的にした｢国際協力 NGO 入門セミナー｣は、参加者の伸び悩みや
JANIC以外にも国際協力の入門講座を行っている団体も多いことなどを受け、「選択と集
中」の観点から当面は実施を凍結することとする。 

c) グローバルフェスタ JAPAN 事務局運営を外務省、JICA と共に共催し、JANIC は主に
NGO が活躍する場を提供するために本イベントに積極的に関わっていく。2010 年には
20周年を迎えるので、各セクターが協働できるプログラムを実施する。2012年度の目標
来場者数は 12万人。 

d) グローバルフェスタ、キャリアフェアに加え、アースデイ、エコプロダクツ展など集客力
のあるイベントにブース出展することを検討する。JANIC の知名度を上げるとともに
NGOの広報を行い、NGOサポーターを増やす。 

 
⑤ NGO相談員 
a) 外務省からの委託事業として NGO相談員制度を活用し、国際協力や NGOについての一
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般市民からの問合せに積極的に答えていく。主担当者・副担当者を置きつつも事務局スタ

ッフ全員で相談対応していく。 
b) 事務所での電話やメール、来訪者対応のみならず、イベント会場での相談コーナーの設置
や地方への出張対応など、多角的に対応していく。 

 
⑥ NGOサポート募金 
a) 資金獲得の最重要ツールとして NGO サポート募金を位置づけるだけでなく、加盟 NGO
団体の活動紹介や「NGOを支援するNGO」としての JANICの使命や活動についての情
報発信ツールとしても位置づける。NGO サポート募金独立サイトの立ち上げについても
検討する。NGOサポート募金の目標・戦略については、「自己財源拡大の戦略について」
を参照。 

 
⑥ NGO市民情報センターの縮小と再利用 
a) 紙媒体の資料や書籍を中心とした情報発信の場である「NGO 市民情報センター」は、ネ
ットの普及によりこれまでの役割を終えたものと判断し、機能を縮小する。最低限のNGO
関連資料（各団体のパンフレットやニュースレターなど）を残す以外は、多くの紙ベース

の情報をネットに置き換える。 
b) 現在の情報センターと会議室の場所を入れ替え、新たな情報センターはスペースを縮小し
た上で一般市民が気軽に立ち寄り易い雰囲気にする。運営は、ボランティア中心に行う。 

 
⑦ チャネルを介した情報伝達 
a) 定期的にプレスリリースを行い、JANIC 主催のイベント等を各種メディアに取り上げて
もらう。月に 1度はどこかのメディアに取り上げられることで JANICおよび NGOの知
名度向上を図る。 

b) MDGsキャンペーンと連動して、著名人を NGO親善大使に任命し、JANIC単独では届
けられない層に対してキャンペーンへの賛同や参加を働きかける。これをきっかけに

JANICおよびNGOへの理解促進、活動参加につなげる。 
c) 新聞・週刊誌・雑誌への掲載や、テレビ・ラジオ番組への出演などを積極的に働きかけ、
各種メディアへの露出を増やす。目標としては、月に 1度はどこかのメディアに取り上げ
られることで、JANICの知名度向上を図る。 

d) タレントやスポーツ選手などの著名人とのタイアップ・イベントを実施して、JANIC 単
独では届けられない層に対して働きかけ、JANICおよびNGOへの理解促進、活動参加に
つなげる。 

e) メディア連携やタイアップ・イベントを進めるにあたっては、新たに設置されるアドバイ
ザリー･コミッティ制度を活用し、まずはMDGsキャンペーンを題材の候補とする。 

 
 
(4) 他セクターと NGO との連携促進 
 
1) 目標 

JANICが目指す「平和で公正な地球市民社会」を実現するためには、NGOの力だけでは不
十分であり、他セクターとの協力体制の構築が必要不可欠である。JANICでは、NGOと他セ
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クターそれぞれの強みを活かし弱みを補完する連携を以下の目標に基づき行う。 
 
・ NGO と他セクターの力をマッチングさせ、Win-Win 関係を構築し、グローバル・イシュ
ーの解決に寄与する。 

・ 他セクターとの連携を通じて、NGOの支援者層とNGOの活動基盤を強化する。 
・ JANIC単体と企業の連携においては、資金・会員獲得などの自己財源強化を目標とする。 
 
2) 戦略 
限られたリソースと人材を活かし最大限の効果を生むため、「選択と集中」を行い以下の重点

ターゲットを設ける。 
 
① 既存の連携の枠組みを活かし、企業、自治体、労働組合との連携を重点的に進める。 
② 企業との連携については、CSR が活発化する外部環境をチャンスと捉えて、NGO と企業
全体での連携促進に加え、JANIC単体と個別企業との連携も積極的に行う。 

③ 各セクターを取り纏めているネットワーク組織や中間支援組織（例：経団連、連合、自治
体国際化協会など）との連携を深めることで、効果的・効率的な他セクター連携を行う。 

④ 企業、自治体、労働組合以外の連携については、MDGsキャンペーンを実施していく中で
適宜行う。 

 
＜他セクターとの連携イメージ＞ 

国際機関

労組

企業

自治体

CSR推進NGO
ネットワーク

NGO－労組国際
協働フォーラム

市民国際プラザ

他セクター

MDGsキャン
ペーン

NGO

宗教団体

メディア

学校

国内
NPO

生協

国際機関

労組

企業

自治体

CSR推進NGO
ネットワーク

NGO－労組国際
協働フォーラム

市民国際プラザ

他セクター

MDGsキャン
ペーン

NGO

宗教団体

メディア

学校

国内
NPO

生協

 
 
＜企業＞ 
① CSR推進NGOネットワークの活動を更に発展させ、グローバル・イシュー解決のために
提言活動や連携促進を行い、企業の強みとNGOの強みをマッチングさせる。 

② 経団連や経済同友会との連携を図ることで、連携効果を効率的且つ最大限に波及させる。 
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③ JANIC単体と企業の連携についても多彩なプログラムを用意して積極的に進める。 
 
＜自治体＞ 
① 全国の自治体を取り纏める立場にある自治体国際化協会（クレア）との連携（＝市民国際
プラザの委託業務）を通じて、連携効果を効率的且つ最大限に波及させる。 

② 自治体に国際協力の理解・参加を働きかけると共に多文化共生NPO、地域NPOとのつな
がりを拡大し、JANICの支援者層拡大へとつなげていく。 

③ 市民国際プラザの枠組みの中で、NGOと自治体の連携促進を定期的に話し合うネットワー
ク組織を立ち上げる。 

 
＜労組＞ 
産業別労働組合を取り纏める立場にある連合と連携することで、連携効果を効率的且つ最大

限に波及させる。具体的には、NGO-労組国際協働フォーラムの活動を継続し、協力関係を
維持する。 

 
＜その他＞ 
上記以外のセクター（例：国連機関、国内 NPO、宗教団体、生協、大学、メディアなど）
との連携については、MDGsキャンペーンを通じて適宜行っていく(詳細はMDGsキャンペ
ーンを参照)。 

 
3) 展開する事業 
＜企業との連携＞ 
① CSR推進NGOネットワーク（NGOと企業の連携） 
a) これまでの活動で得たノウハウを活用し、１）MDGsを視野に入れた CSRの推進、２） 
企業との連携におけるNGO側の課題の抽出と解決策の提示、３）企業への効果的なアプ
ローチの研究と成果の共有、を行う。 

b) 目標メンバー数は企業 30社、NGO30団体。会費徴集と共に助成金等を活用した資金づく
りを行う。 

 
② JANIC単体と個別企業との連携 
a) 個別企業からの相談を有料コンサルとして受け付け、講演、連携仲介等を通して JANIC
の自己資金獲得につなげる。JICA民間連携室からの事業委託の可能性も検討する。 

b) JANICのネットワークNGOとしての必要性を企業に理解してもらい、企業からの寄付金
や協賛金の獲得を目指すと共に企業会員を増やす。 

 
＜自治体との連携＞ 
① 自治体国際化協会（クレア）からの委託事業として、市民国際プラザをクレアと共同運営
し、自治体とNGOの連携促進を図ると共に地方のNGOや多文化共生NGO/NPOとのネ
ットワークを構築する。 

② 市民国際プラザの仲介による自治体とNGOの連携事例を年 10件創出する。 
 
＜労働組合との連携＞ 
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① 既存の NGO-労働組合国際協働フォーラムの事務局業務を担うことで労組とつながりを保
ち、必要に応じて互いに迅速に協力し合える関係を維持する。 

② 合同企画委員会を年 4回程度開催し、参加NGOを増加させ（2団体→8団体）、グループ
やタスク・チームの主体性を持った活動を行う。 

 
＜人材交流＞ 
① 外務省（民間援助連携室）、JICA（本部、在外事務所）や企業（CSR 部、広報部など）、
新聞社などとNGOスタッフの人事交流を行なう。まずは JANICから始めて、ある程度の
実績ができたら正会員NGOにも拡大していく。 

② 出向、委託、インターンなど適宜業務形態を検討し、提案する。現場のスタッフであれば
外務省や JICA、ファンドレイズ担当であれば企業のCSR部、広報担当であれば新聞社や
企業の広報部など、いくつかの選択肢を設定する。 

③ NGOスタッフが、他セクターの業務内容を理解し、技術・知識を習得することで、自らの
業務の改善・強化に活かす。また、他セクターの関係者がNGOで業務することで、NGO
に関する理解を促す。 

④ 業務の専門性以外にも、人間関係の構築や連携先の文化や思考プロセスを学べることで将
来的な他セクター連携強化に活かせる。 

 
 
(5) NGO の能力強化と社会的責任の向上～NGO がもっと元気なるために～ 
 
3) 目標 
① JANIC は国際協力に取り組む NGOである正会員が自治するネットワーク NGOであり、
外部 NGOやネットワーク NGOとの連携を通じ、NGOの社会的な影響力の拡大のため、
【JANIC加盟団体数の増大】と【NGOの信用力の向上】を進める。JANICが主に関わり
を維持、形成するNGOは次のとおりとし、彼らと共に JANICのミッションの達成に取り
組むことを目指す。 

 
（参考） 

JANIC会員 正会員、協力会員（NGO） 
NGOダイレクトリー2008掲載団体 300弱 
各種NGOネットワークと加盟団体 地域別、課題別、 
その他 新設団体、ソーシャルビジネス系、海外NGO

ネットワーク、 
 
② JANICはNGOが社会の支援を受けつつグローバル・イシューの解決に一層貢献するため
に必要な能力として【資金調達能力】と【組織運営能力の向上】に重点的かつ総合的に取

り組む。 
 
③ JANICは外部ネットワークへの参加と具体的な取り組みを通じ、個々のNGOの業務効率
化や社会的責任の向上に資する。 
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4) 戦略 
① 加盟団体数の増大 
 正会員数の増加に向け、2010年度中に正会員の入会要件を改訂する。2010年は既存正会員
の参加も得て、会員規定の見直しに着手し、総会の場や追加的な会合等で議論を尽くす。既存

要件の緩和対象候補としては、事業規模、自己財源率、活動年数、活動領域等を予定。 
2010度：90団体（計画）→2012年度：130団体（根拠：ダイレクトリー2008掲載の半数規
模） 
② NGOの信用性の向上： 
 引き続きASC2008を JANIC正会員の信頼性を保証する基準として正会員のみに提供する。
ASC2008 マーク取得団体にはサポート募金上の優遇措置や、取得団体のみが参加できるドナ
ーマッチング等のサービスを提供する。また、マーク取得団体に対しN/Nネットへの参加勧奨
を行い、より高次の取り組みへのチャレンジを推奨する。 
 ASC2008 の改訂について、社会的責任に関する質的側面を高めたい団体、立会人経験者等
と、2012年度末までを目標に検討する。その際マーク取得団体向けの優遇措置の経過と効果、
SR/ISO26000やNPOの会計基準の動向に留意する。 
新規取得目標数：（08年 12団体、09年 8団体（予定））、2010年 15団体、2011年 15団体、
2012年 15団体、3年間合計 45団体、08年から累計 65団体（根拠：2012年時点正会員団体
の半数弱規模） 
 NGO 全般向けには、社会的責任に関する基礎知識が乏しく、具体的な取り組みのイメージ
がない団体が一定量いるという前提にたち、主な対象層を JANIC正会員（ASC2008未取得）、
協力会員（非営利）等とした取り組みを引き続き行う。 
 
③ 能力の向上と組織強化 
 研修型、コンサルティング型、ワーキンググループ（WG）型の３方法で機会を提供し、個々
の NGOの状況や必要性に応じた活用を推奨する。特に、正会員を中心とした NGO間の自主
的な学習及び協働の場としての「ワーキンググループ（WG）」制度を新設し、個々のNGOの
活動と直結した実益性の高い機会提供を目指す。 

2010年度は研修型の複数年計画での再構築と実施、コンサルティング型の本格稼働、ワーキ
ンググループ型の制度設計と試行を行い、2011年度から全形態での提供がされていることを目
指す。他の専門性を有する機関が NGO向けに提供している研修については、引き続き企画・
広報面での協力を行い、様々な状況にある NGO向けの有益な能力機会の確保がされるように
する。 
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5) 展開する事業 
 
① 加盟団体数の増大 
 2010年度中に正会員制度の改訂、正会員の権利および義務、特典についての検討を行うこと
を正会員委員会の特命事項として行う。同委員会は事務局とともに、2010年度中に総会や正会
員の集い、アンケート等の手順で既存正会員内での議論を行い、2010年度秋口に理事会に諮る。 
 
② NGOの信用性の向上： 
 ASC2008マーク取得団体向けのサービスとして、NGOサポート募金制度内での優遇措置を
中心に 2010年に検討を行い、2011年度から本格導入する。 
 ASC2008の外部の認知度向上のため、JANIC媒体を全面的に活用すると同時に必要な広報
キットを整備する。 
 NGO全般向けとしては、毎年 2回程度を目安に（例：総会や正会員の集い開催前後）、JANIC
が社会的責任に関する基礎知識と取り組みの手順に関する学習会を開催する。（正会員向け

（ASC2008取得済み）には上級設定）また、2010年度中に現在の ASC2008中心のサイト構
成を、基礎知識や事例集、外部リンクなどを加えたものとし、社会的責任に関する情報源とし

てNGO全般が利用できるよう充実化を図る。 
 
③ 能力の向上と組織強化 
２つの能力を高める３つの方法とその特徴は以下のとおり。団体が能力強化に取り組む際の

計画立案のための促進材料として、2011年度からの団体・人材強化計画の雛形や能力強化手帳
（仮称）の提供を検討する。 

 
 研修 ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（WG） コンサルティング 

資金調達能力 マネジメント研修 
【助成制度付】 

組織運営能力 体系的な管理部門講座 
【遠隔地や自習教材の

ニーズへの対応型とし

て通信教育的仕組みを

導入】 

・特定テーマに関心のあ

る団体が任意で参加（自

主性） 
・共通の課題解決や外部

セクターとの連携への貢

献（実益性） 
・費用や運営体制の制度

設計は 2010年度検討。 

組織全体での改善、

業務見直しの支援 
【団体別オーダー

メイド、訪問型】 

なお、外部機関が主催する研修事業の運営事務局は、JANIC が比較優位を有すると考え
る場合は積極的に受託する。 
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【参考：会員制度と得られる権利と特典のイメージ案】 
 JANICが正会員の財源強化策としてNGOサポート募金の拡充に取り組む中、同制度と参加
団体への信頼性の確保が必要であることから、ASC2008取得を参加条件の一つとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
人権、平和、環境関係のNGOとも積極的な連携と交流の場を作るようにする。 

 
 
(6) 地域ネットワーク NGO と地域の NGO との連携 
 
1) 目標 
① JANIC は日本の市民による国際協力の発展には関東圏のみならず、全国各地で活動する

NGOの基盤強化が必要との認識にたち、主に各地でNGOの基盤強化や活動発展に取り組
む地域ネットワーク NGO と共に、ネットワーク NGO 自体の課題解決能力と経営基盤強
化を行うことを目指す。 

② 関東圏以外のNGOに対しても JANIC会員制度を周知する。 
 
2) 戦略 
① JANIC は経営基盤強化に関する取り組みで貢献することを目指し、地域ネットワーク

NGO と事業面での提携の仕組みを検討する。恒常的な事務局を有する地域ネットワーク
NGO調整会議参加団体との提携の試行を 2010年度中に開始する。例：相互の会員団体向
けの割引価格設定、正会員の自主運営型学習会へのオブザーバー参加権、インターンの短

期受入・相談対応など。課題別ネットワーク NGO や海外のネットワーク NGO とは、主
にこの二つのテーマに関する情報や経験共有を必要に応じて試みる。 

状況に応
じた判断

○

入門

○

入門
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② 全国規模で JANIC の会員制度や機能の紹介を行い、参加希望があった場合は平等に判断
する。ただし、他の地域ネットワーク NGO の退会を促すことがないように留意する。目
標数は設定しない。 

 
3) 展開する事業 
① 地域ネットワーク NGO 調整会議の幹事団体のひとつとして、同会議参加団体間、あるい
は特定団体と JANIC間での提携締結に向けた素案を 2010年度中に作成し、主体的に取り
組む。 

② 同調整会議と外部関係者との対話において、従来の外務省・JICAに加え、民間助成団体、
企業との対話の可能性について検討を行い、実現を目指す。 

③ 2011 年度からの新しい会員制度の開始にあわせ、同情報を地域のネットワーク NGO や
NPO支援センターなどを通じ、全国規模で広報する。 

 
 
(7) JANIC25 周年事業 
1) 目標 
① JANICの 25年間の実績を振り返るともに、第 3期 3ヵ年計画のビジョンを描く 
② JANICの実績と存在を多くの関係者に知らせる 
 
2) 戦略 
⑧ 事務局スタッフ、理事、関係者の多くを、事業作成段階でかかわる、参加型のイベン
トを実施する。 

⑨ 事業実施においては、企業などの協賛金や助成金など、外部の資金を柔軟に集めるよ
うに工夫する。 

 
3) 展開する事業 
  日本社会にNGOが認知されやすいイベントや事業を、タスクフォースを立ち上げ実施す 
  る。 
 
 
(1) 効率がよく、公正な職場環境づくり 
1) 目標  

JANICスタッフがひとつになり、JANICのミッションを達成できるよう、職場環境を整え
る。 
 
2) 戦略 
職員の役割と責任を明確にし、システム化、ボランティアなどの効率的な利用により機能的

な運営をめざす。また、職員の成果が反映できるよう、各種規定を見直す。 
 
3) 展開する事業 
① 認定NPO法人を 2010年に申請、第 2期 3ヵ年中の取得を目指す。 
② 就業規則を見直し、規定集を作成する。 
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③ ファイリング規定の作成、情報センターの縮小により、省スペースで機能的な事務所
スペースを実現する。また、ボランティア、会員などが集える場所を提供する。 

④ 担当者変更の際にもスムーズな引継ぎが可能になるよう業務マニュアルを作成する。 
⑤ データベース構築により、データの適切な管理と運用方法を確立し、会員サービスを 
 充実させる。 

 
 
７ その他                                                         

                                              

(1) 計画の変更 
① 本 3 ヵ年計画は、あくまで大枠の計画とし、毎年度末には各年度の評価を行い、実績にあっ

た計画づくりを進める。 
② 本 3 ヵ年計画が実態と合わなくなった場合は、理事会の判断で変更ができるものとする。 
⑩ 変更の際は、正会員の意見を慎重に聞き、判断するものとする。 

 
（2） 評価の方法 

本 3 ヵ年計画の中にある数値目標等にそって、評価作業を行うが、評価作業は、毎年事務局お

よび理事会で実施する軽微なものと、3 年後に実施する作業と分ける。3 年後に行う評価は、事

務局および理事会だけでなく、第 3 者の参加も検討する。 
 
 

以上 


