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１．ＣＳＯ開発効果にかかる国内コンサルテーション－国際的背景                                  

  
2008年にアクラで開催された第3回援助効果向上ハイレベルフォーラム（以下HLF）以降、

OECD/DAC を中心に各国政府間で進められている援助効果向上のためのプロセスと並行

して、CSO の開発効果に関する議論が活発化している。CSO/NGO のイニシアティブにより、

CSO の開発効果について議論しコンセンサスを築いていくための協議の仕組みである

「CSO 開発効果オープンフォーラム（以下、オープンフォーラム）」が設置され、昨年 9 月に

は CSO 開発効果オープンフォーラム第 1 回世界大会がイスタンブールで開催された。会議

には日本を含む 87 カ国 141 の CSO/NGO と、12 カ国の政府代表が参加した。 

オープンフォーラムは本会議前から、各国各地域で CSO 開発効果の基本原則や基本原

則を実践的に適用するためのガイドライン、CSO 開発効果を発現させるための法的・制度

的・政治的・文化的な条件（政策環境）を協議してきた。これまでに 65 カ国でネットワーク

NGO の主導のもとで研修と協議（国内コンサルテーション）が行われた。 

世界大会では、人権と社会的正義、ジェンダーの平等と公平性、人々のエンパワメントと

民主的オーナーシップなど８項目からなるCSO 開発効果の「基本原則」が合意・採択された。

CSO 開発効果の「ガイドライン」と、「CSO が活動しやすい政策環境づくり」については採択

に至らないまでも、各国の事情の違いにも踏み込んだ真剣な議論が交わされた。この成果

をもとに CSO/NGO は、各国各地域で引き続き協議を続け、2011 年に韓国釜山で予定され

ている援助効果第 4 回閣僚級会議(HLF)でその議論結果を発表することになっている。 

 

２．日本におけるコンサルテーションプロセス                             

 

【日本における国内コンサルテーションまでのプロセスと背景】 

主催団体である JANIC は 96（2011 年 4 月現在）の国際協力ＮＧＯをメンバーに持つ日本

最大のネットワーク組織であり、援助効果に関わる一連の国際会議には JANIC が日本の

NGO を代表する一団体としてこれまで参加している。また、外務省とは定期協議会

において援助効果に関する意見交換会を年数回程度開催しており、OECD/DAC によ

るピアレビュー調査にも協力してきた。さらに、2010 年 5 月に、「JANIC イシュー

ペーパーNo.1：NGO と開発効果～アドボカシー・アカウンタビリティ・NGO 支援

の拡充～」を発行し、NGO と開発効果に関する議論のポイントを提示している1。 
しかしながら、日本における CSO 開発効果のナショナルコンサルテーションは、

オープンフォーラム第 1 回世界大会までに開催することができず、また CSO 開発効果に関

する国際的な議論の共有も十分になされてこなかった。第 1 回世界大会においてナショナ

ルコンサルテーション開催の必要が急務であると考え、アメリカのネットワーク NGO である

InterAction、韓国のネットワーク NGO である KCOC の協力を得てこのたびの開催に至っ

た。 

                                            
1 イシューペーパーは JANIC のウェブサイトからダウンロード可能。日本語版：
http://www.janic.org/mt/pdf/janic_issuepaper_japanese.pdf 
英語版：http://www.janic.org/mt/pdf/janic_issuepaper_english.pdf 
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 なお、世界的な CSO 開発効果の議論に関して日本の NGO 全体としてこれまで対

応はしていないが、個々の NGO では CSO 開発効果に関連する行動指針や、ガイド

ラインを定めている団体もある。JANIC では、「アカウンタビリティ・セルフチェッ

ク 2008」を開発し、会員 NGO 自らが団体内で同セルフチェックを用いて、アカウ

ンタビリティに関する自己評価を行い、その結果を公開する団体に対して特定マーク

使用を認めるという仕組みを提供している2。 

 

【国内コンサルテーションの目的】 

日本での国内コンサルテーションは JANIC（国際協力ＮＧＯセンター）の主催により、2011

年 2 月、3 月に開催された。コンサルテーションの目的は以下の通りである。 

 

(1)日本の国際協力NGOを対象にCSOの開発効果向上に関するワークショップを行うことに

より日本の国際協力NGOの活動の質の向上と健全な組織の運営に資すること。 

(2)2011 年の援助効果向上第 4 回閣僚級会議に向けて、韓国やアメリカをはじめとする海

外のCSOと日本のCSOの連携を強化すること。 

(3)CSO開発効果を実現するための政策環境づくりの推進に向けて、政府機関関係者及び

国会議員とのパートナーシップを構築すること。 

 

３．コンサルテーション実施内容：                                      

 

3.‐１.  CSO 開発効果に関するワークショップ（2 月 3 日、4 日） 

2 月 3 日と 4 日に国際協力 NGO（主に事務局長及び中堅職員）を対象とした CSO の開

発効果に関するワークショップを開催した。ワークショップには大手 NGO を含め、のべ 31 団

体から 48 名が参加し、CSO 開発効果についての情報共有、議論が行われた。本ワークシ

ョップの目的は以下の 2 点である。 

 

１）日本の国際協力 NGO が CSO の開発効果の国際的な議論について理解を深めること。 

２）CSO の開発効果の原則とガイドライン、CSO 開発効果を実現するための政策環境の必

要条件について日本の文脈で議論を行い、CSO 開発効果オープンフォーラムによる国

際的な議論のとりまとめに貢献すること。 

コンサルテーションのプログラムとしては、下記 3 テーマそれぞれについて、リソースパー

ソンから論点の発表とこれまでの経緯を報告してもらい、その後グループごとのディスカッ

ションを行なった上で議論を共有するという方式をとった。 

１）CSO 開発効果向上のための「原則（principles）」 

２）原則を実施するための「ガイドライン（guideline）」 

および実施状況を確認する「指標（indicator）」 

                                            
2 。「アカウンタビリティ・セルフチェック 2008」は 4 分野 41 項目の指針から構成されている。詳しくは JANIC
のウェブサイト参照のこと。http://www.janic.org/more/accountability/ 
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３）CSO の効果的な活動を可能にする「政策環境（enabling environment）」 

なお、本ワークショップでは援助効果向上第 4 回閣僚級会議に向けて、海外の CSO と日

本の CSO の連携を強化する意味で、韓国の KCOC、アメリカの Interaction から 1 名ずつ海

外ゲストを招聘した。 

 

3－1－1. ワークショップ 1 日目（2 月 3 日） 

導入として、まずは開発効果を巡る世界の動きと日本の NGO の開発効果への関わりに

ついて報告が行われた。日本の NGO による開発効果に関する議論へ関与については、各

団体で行動指針をまとめるなど個々の動きが存在するものの、全体として CSO 開発効果を

議論する場はこれまでなかったことが指摘され、国内ナショナルコンサルテーションを開催

する意義が確認された。 

つづいて第 1 セッションでイスタンブールの 8 原則に関して情報が共有され、第 2 セッショ

ンでこの原則についてグループ議論が交わされた。議論は5つのグループに分かれて行わ

れ、原則の妥当性や、解釈、日本の文脈に当てはめる際に必要となりうる変更点、追加点

などが話し合われた。議論終了後には第 3 セッションとしてグループ発表の時間を設け、各

グループで話し合われた内容を共有し、互いにフィードバックを行った。 

 第 4 セッションでは、翌日の議論に向け、ガイドラインについての発表があった。各リソー

スパーソンからは、ガイドラインとは何かという基本に加え、InterAction からはアメリカの

NGO による議論が紹介された。 

 その後、日本の NGO の取り組み事例として、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（SCJ）と日

本国際ボランティアセンターの２つの事例が紹介された。SCJ は、ネパールの事業における

権利ベースアプローチの事例を紹介した。日本国際ボランティアセンターは、組織の方針、

現場と本部の関係、評価の主体、プロジェクトの開始・終了の判断、意思決定の情

報共有や透明性などを明文化する行動基準（オペレーショナルガイドライン）を紹介

した。 

 

【CSO 開発効果の 8 原則】 

8 原則に関しては以下、様々な意見が出されたが、日本の CSO としてこの 8 原則を基本

的に承認するという姿勢をもつことで合意された。議論の主なポイントは以下の通り。 

 

・ 原則の個々の団体への適用方法については、今後議論される予定になっていると

いうことだが、原則と自団体の行動規範を照らし合わせ、類似点や相違点を議論

するプロセスが必要だろう。また、各国の文脈にあわせた解釈が必要なときもあ

る。この原則自体は新しいものをほとんど含んでいないが、この原則をすべての

CSO の活動の根本にすえるという試みは新しいと言える。また、この原則を政

府や国際機関に向けて発信することは CSO の正当性を確保する動きでもある。 

・ 規模の大きい国際 NGO が途上国に入ると、途上国政府が担うべきサービスを代替して

しまう可能性がある。また、人材等も NGO に奪われる可能性がある。途上国に NGO が
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入って活動するときは、社会的弱者などターゲットを絞って NGO の強みを生かす必要

がある。前提として、CSO は途上国政府の役割を重視する必要がある。 

・ 原則では権利ベースアプローチが強調されているような印象を受ける。その重要

性も理解できるが、ニーズベースアプローチも状況によっては依然として必要で

ある。 
・ この原則の中では、会計のアカウンタビリティだけが重視されているようにみえる。同時

に、マネージメントのアカウンタビリティはどのように担保されるのか。 

・ 原則 7 については、開発教育に触れるべきである。 

・ プロジェクトの結果だけではなく、そのプロセスも重視すべきである。活動を評価する際

に、知識の共有や人間関係の構築を積極的にいれるべきである。 

・ 女性や子ども以外の社会的弱者の権利にも配慮すべきである。 

・ CSO の中に当事者が含まれていないような印象を受ける。当事者にこの原則が適用さ

れる場合、どのようになるのか。 

・ 権利保有者の人権については明確な記載はあるが、政府等への義務履行者への働き

かけが十分には書かれていない。 

・ アカウンタビリティをどの程度守ればよいかの範囲を示す指標があることが望ましい。 

・ CSO が多様であることを十分に踏まえていないような印象を受ける。特に途上国の国

内の CSO の多様性を考慮すべきではないか。 
 
【その他、日本の NGO の事例報告を通じて指摘されたポイント】 
・ 国際枠組み案では、エンパワーメントの部分が強調されているが、義務履行者の

アカウンタビリティの部分にも注目する必要がある。CSO には、他者のアカン

ウンタビリティ達成を助ける役割も求められている。 

・ 現在の枠組みでは途上国の CSO が一般化されすぎている。途上国 CSO の声は途

上国における一部の上流階級の声にすぎない可能性もあるため、周縁にいる人々

の声を吸い上げる努力が必要だ。日本の NGO は草の根で小規模に活動している

組織が多く、周縁化された住民の声を拾う機会が多い。この点で日本の NGO が

今後、より大きな貢献を果たせる点が見出せるのではないか。 
・ 権利ベースアプローチを追及すると大きな政府になるという意見もあると思う。

確かに現地住民は政府に頼らずに生活をしている部分もある。ただ、必ずしも義

務履行者が政府であるとは限らない。自治体やコミュニティも義務履行者になり

うる。政府が機能しているところでは権利ベースアプローチが機能しやすいのは

確かではあるが、ここで重要なことは NGO がこのサイクルのプロセスに「入る」

のではなく、サイクルを回す支援を「外部から」行なうことである。 
・ NGO の内部統制のメカニズムは、内部の能力強化という意味合いもあるが、外と

の関係における信頼性の向上にもつながる。規則は整備すればそれでよい、とい

うことではなく、それぞれの業務と関連付けて意識化しながら整備をしていくこ

とが重要である。 
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3.‐1-2. ワークショップ 2 日（2 月 4 日） 

 前日の振り返りを行った後、4 つのグループに分かれてそれぞれの原則に対応するガイド

ラインと指標について議論を行なった。また、第 6 セッションではグループで行なわれた議

論を共有した。 

午後には「CSO 開発効果向上のための政策環境」をテーマに発表、議論がもたれた。発

表ではまず国際的な議論の潮流が紹介され、KCOC から韓国の CSO を取り巻く政策環境

について紹介があった。つづいて日本の政策環境について問題提起が行われ、法人格取

得が難しく、これが安定した組織をつくる上で足かせとなっていること、また、税制優遇措置

が未発達なため寄付による資金獲得が困難であること、などが指摘された。 

第 8、9 セッションでは政策環境に関して、ア）日本政府と日本の NGO、イ）日本政府と現

地の NGO、ウ）日本の NGO と現地の NGO という 3 点を軸にグループ議論、および議論の

共有を行った。 

 最後に第 4 回ハイレベルフォーラムに向けたスケジュールが紹介され、釜山に向けた国

内外の今後の動きが紹介され、2 日間に及ぶワークショップは終了した。2 日目の議論で指

摘されたポイントは以下の通り 

 

【ガイドラインに関して】 

・ 現地の社会状況を把握し、認識を NGO 内で共有する必要がある。（原則 1） 

・ 権利ベースアプローチへの理解を深めるため組織の理念にこの原則を組み込むことが

重要。また、CSO 自身が権利の受益者、提供者になることを意識することも必要。（原

則 1） 

・ CSO だけでなく、受益者が権利を認識するようにすることが重要。（原則 1） 

・ 多くの行政サービスが不足する途上国において、実施すべき行政サービスを地域住民

が自身で選択し、またその内容の立案に参加できるようにすることが必要。また、必要

であれば法や制度的な問題については当事者のニーズを満たすために住民の声を外

国の NGO が代弁する必要がある。（原則 3） 

・ CSO は自主的に情報を公開するとともに、意思決定のプロセスを明確にする必要があ

る。また、受益者に計画立案・モニタリングに関わってもらうことで、受益者の理解も促

進される。組織のアカウンタビリティを高めるために第 3 者機関を作ることも考えられる。

（原則 5） 

・ 予算や給与を含めてすべて公開するという議論もあったが、自立性とボランタリーであ

ることが住民に伝わるようにすることが重要であり、まずは財源と活動に関することを公

開することが重要である。（原則 5） 

・ 公平なパートナーシップについては、現地 NGO と自団体で関係性の評価を行なってい

る団体もある。また、地域の NPO と自治体の間でパートナーシップを評価する質問表を

作って互いに評価しているところもある。（原則 6） 

・ 原則 7 については、2 つの捉え方がある。1 つは、途上国の現場において失われつつあ



 

 9

る知識を共有し広めていく任務があるという意識。もう 1 つは、援助効果という技術論に

対抗して、相互の学習という対抗軸を作るという意図である。（原則 7） 

・ ガイドライン A について書かれている「結果指向型の計画やモニタリングの開発活動の

ツール」についてはもっと具体化すべき。ツールの開発をする余裕のない団体に対する

配慮が必要だ。 

・ ガイドライン B については、CSO の活動が結果的に公的部門を弱体化するようなことに

なってはならない。指標としては、政策や法、立法、政府予算に CSO の意見がどの程

度反映されているかを測るものを目指すべき。 

 

【政策環境に関して】 

（ア）日本の CSO を取り巻く環境 

・ 日本の CSO を取り巻く制度的、社会的環境について大きく 3 点指摘できる。 
1）日本では法人格の取得が難しいこともあり、CSO が安定した組織になりづらい。

2）また税制での優遇措置も限られており、寄付による資金獲得が困難である。 
3）日本社会は全般的に貧困問題に関心が薄い。 

・ 日本の NGO が抱える特徴として以下のような点が挙げられる。 

1）組織が脆弱である 2）財政規模が小さい 3）専門的な人材が不足している 

 

（イ） 日本政府と日本の NGO の関係 

・ 日本政府は、NGO を対等なパートナーとしては認識している部分もあるがまだ不

十分である。 

・ 広報が依然として ODA に関する広報にとどまっており、広範な開発問題の啓発

が不足している。 

・ 日本政府（外務省、JICA,、財務省）と NGO の対話の場である定期協議会の場は設定さ

れているが、意思決定には十分に関わることができていないという現状がある。 

・ 日本政府は市民社会の強化に直接的につながる部分に資金を出す必要がある。具体

的には、調査、提言、ネットワークなどがそれに当たる。 

・ 長期的、持続的なスキームの必要性が極めて高い。単年度のものでは活動の見通し

が立てられない。 

・ 公的資金を使うことで組織が疲弊する傾向にある。経理に高い負荷がかかる。同様に

プロジェクトのマネージメントについても管理が厳しい。プロセスの部分については NGO

に大幅に任せ、管理の簡素化を進め、NGO の意思決定をより尊重するような方向性が

望まれる。 

・ 早急な税制改革が望まれる。市民社会に支えられる CSO の制度設計をするのは政府

の役割である。日本は法的側面、税制面での改善が発展途上である。 

・ 行政全体の意識改革が必要とされる。中央官庁の意識は変わったが地方では依然とし

て変わらない部分もある。市民社会教育や開発教育を学校教育などに組み入れ、長期

的に変えていく必要がある。 
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・ プロジェクトベース、ハード中心の支援のあり方を変え、策定プロセスに市民社会が参

加していくような取り組みが必要とされる。 

 

（ウ）日本政府と現地 NGO の関係 

・ 日本政府や現地大使館による現地 NGO の実態把握、及びモニタリングが十分できて

いない。大使館には経済開発という視点はあっても、社会開発の視点が欠けているよう

に見える。日本の NGO と政府が協力して情報共有するべきである。 

・ 日本の ODA には市民社会への視点が欠けている。このことが南の NGO とのかかわり

方にも影響を与えている。 

・ 日本政府による現地 NGO に対する草の根のアピールが少ない。また、アドボカシーや

政策対話を行なう CSO を育成するような支援も必要とされている。 

・ 現地 NGO が対話を持ちたいと考えても、大使館などと対話する機会がほとんどない。

政策対話のチャンネルを増やす必要がある。 

・ 現地 CSO の自立を促すスキームが必要。現地 CSO のエンパワーメントに取り組もうと

すると、資金が使いにくくなるのが現状である。 

 

（エ）日本の NGO と現地 NGO の関係 

・ 日本の NGO が現地の NGO に過度な書類の提出を求めることは避けるべきである。 

・ 日本の NGO も現地 NGO に対してキャパビルやアドボカシーをしていく必要がある。 

・ 現地 NGO と強いパートナーシップを築くと関係が近くなり依存関係に陥りやすくなる。こ

れを避けるために、資金源の分散化を促したり、段階的に資金の量を減らしたりするこ

とが必要。 

 

3-.2. 国際シンポジウム（2 月 5 日） 

  2 月 3 日と 4 日のワークショップにおける議論を広く共有するとともに、外務省・JICA・

USAID を招き援助効果/開発効果に関する議論を深めることを目的に、2 月 5 日に国際シン

ポジウムを開催した（詳細については別紙 2 を参照）。本シンポジウムは一般にも公開され、

NGO 関係者や学生など合計 65 名の参加があった。シンポジウムでは主に、１）NGO と政府

のパートナーシップのあり方、２）CSO が活動しやすい政策環境作りの 2 点について議論が

行われた。 

シンポジウムではリソースパーソンが世界の CSO の動きと、日本のナショナルコンサル

テーション（ワークショップ）について報告を行なった後、上記 2 つのテーマを中心にパネル

ディスカッションを行なう構成とした。パネルディスカッションにおける各機関からのコメント

は、以下の通り。 

 

【外務省からのコメント】 

・ 開発援助の世界において CSO が果たしてきた役割は大きいと考えている。外務省はこ

れまでも NGO 連携無償を中心に NGO 支援を行ってきた。今後も NGO の活動を支援し、
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一層連携を強化していきたい。 

・ 今後の援助効果の議論は、技術的な側面のみに焦点を当てるのではなく、多様なアク

ターの参加が増加している援助構造の変化の中で捉えることが重要である。今後も、意

見交換を続けていきたいと考えている。 

 

【USAID からのコメント】 

・ USAID は釜山でのハイレベルフォーラムを非常に重視している。現在、新興ドナーや民

間企業、CSO など多様な主体が開発に参画するようになっており、これらの主体とのパ

ートナーシップなしに開発を議論することはできない。 

・ アメリカ政府は、国連 MDGs 首脳会合で「世界開発政策」を発表した。政策は、経済の

繁栄と民主的なガバナンスを基礎に据えた貧困削減のためのヴィジョンを提示している。

アメリカ政府は特に食糧安全保障、国際保健、気候変動の 3 つの分野を重視している。 

 

【JICA からのコメント】 

・ JICA としても、多様なアクターの参加による援助構造の変化を認識している。その中で、

USAID や KOICA とパートナーシップを構築し、他のアクターとも協力し途上国の発展に

とってボトルネックとなっているものを取り除く必要がある。 

・ NGO の報告の中で人権やジェンダーの議論があったが、日本としてもジェンダーに取り

組んでおり、人権についてはアプローチは異なるものの人間の安全保障という視点から

これらに取り組んでいると言える。これらの取り組みを行うにあたり継続性・持続性の確

保を図りながら事業を展開していくことが重要である。 

・ CSO との関係で言えば、JICA は草の根技術協力事業を通して NGO のプロジェクトを支

援している。これらのプロジェクトには現地のNGOも関わっており、協働が実現できてい

るところもあると考えている。その他にも多様な NGO 支援の枠組みがある。引き続き、

NGO とは意見交換を行いつつ、関係を強化していきたい。 

 

3-3 マルチステークホルダーダイアログ(3 月 7 日) 

2011 年 3 月 7 日、CSO の開発効果の国内コンサルテーションを踏まえ、CSO が活動し

やすい政策環境をテーマに、政府機関、国会議員を交えて議論を行った。マルチステーク

ホルダーズダイアログの目的は以下の通り。 

 

１）CSO 開発効果の原則とガイドライン、及び CSO 開発効果を実現するための政策環境づ

くりに関する日本の NGO の見解を、政府機関関係者及び国会議員に伝えること。 

２）CSO 開発効果を実現するための政策環境づくりの推進に向けて、政府機関関係者及び

国会議員とのパートナーシップを構築すること。 

 

【主な議論のポイント】 

会議での主な議論のポイントは以下の通り。 
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3－3－1 NGO 側からの問題提起と日本政府への要望事項 

・ 第 1 部ではまず総論として、JANIC から開発効果についての国際的な議論や経緯、及

び 2 月 3 日、4 日に行われたワークショップでの議論の報告を行った。 

・ 本会合では NGO から外務省に以下の 2 点について要望した。 

①世界のCSOが今後の「国際枠組み案」を CSO間で合意し、各国政府に「エンドース」する

ことを求めていることを伝えるとともに、日本政府にもエンドース（賛同）を求めた。 

②OECD/DAC 援助効果作業部会の「CSO 開発効果」タスクチームへの日本政府の参

加、及びオープンフォーラム第 2 回世界大会等、世界の CSO との協議の場への

参加を依頼した。 

 
3－3－2 外務省・JICA からの発言内容のポイント 
・ CSO が提示した 8 つの「原則」は CSO の比較優位を示しており、重要なインプットと認

識している。「原則」は MDGs や人間の安全保障の概念と重なっている。最終版のエン

ドースメント（賛同）については今後検討したい。 
・ OECD/DAC の援助効果作業部会における「CSO 開発効果」タスクチームへの参

加、またカンボジアにおけるオープンフォーラム第 2 回世界大会への参加につい

ては、今後検討したい。また、NGO との対話は今後も建設的に進めていきたい。 
・ ODA については「見える化」などを含め対応中である。また、草の根人間の安全保障支

援無償のレビューには NGO も加わり見直しが進行している。 
・ 草の根技術協力事業については、評価の方法などを NGO とともに検討しており、連携

してシステムを作るという姿勢で行なっている。 
 
3－3－3 途上国における政策環境づくり、日本政府の NGO 支援に関する意見交換 
第 2 部では各論として、途上国における政策環境づくり、日本政府の NGO 支援に関

する意見交換を行った。主な発言内容のポイントは以下の通り。 
 
（ア）NGO からの発言内容のポイント 
・ 途上国政府はまず基本的な人権に対する責務を果たす必要がある。 
・ 日本を含むドナー諸国に関しては、CSO 支援の明確な政策の欠如、支援の際の煩

雑な手続き、ドナーによる CSO/NGO の下請け化などの課題が指摘されている。 
・ 政策環境の改善については、日本政府はカンボジアで NGO 法制定のプロセスに

おいて積極的に関与するなど良い事例がある。 
・ 日本の ODA に対する NGO 支援額の割合はまだ DAC 平均に達していない。量・

質ともに改善の余地あり。イギリス国際開発省（DFID）が NGO に使途の制限を

つけずに支援しているコアファンドのような仕組みも検討が必要。 
・ ODA の本体事業に参画する道を開くとともに、管理費の支援・手続きの簡素化

も検討して欲しい。 
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・ ネットワーク NGO や地域の NGO への支援を充実させて欲しい。 
・ 開発教育を協働でさらに進める必要がある。 
・ NGO の専門性を政策決定の中で活かす仕組みが必要。 
 
（イ）外務省・JICA からの発言内容のポイント 
・ 外務省は法整備支援などで民主化を支援してきたと同時に、相手国のオーナーシップ

を重視しつつ途上国 CSO への支援も行なってきた。 

・ NGO 支援に対する予算は平成 23 年度も 22 年度と同じレベルを計上している。2009 年

ＯＥＣＤ／ＤＡＣ議長報告によると、日本のＮＧＯの援助実績に占める政府補助金の割

合は２０．１％であり、ＤＡＣ平均の１１．９％を大きく上回っている。 

・ NGO との対話の場には政務三役も出ており、コミットメントは大きいと認識している。 

・ NGO 関連スキーム以外への参画については、ソフトコンポーネントの割合が高い案件

の形成を行うなどの工夫を行う。 

・ NGO 支援のスキーム手続きの簡素化については検討するが、ODA は国民の税金が原

資なので、一定のアカウンタビリティを確保する必要がある。 

・ ネットワーク型 NGO への支援は NGO 事業補助金の要件を緩和することで対応できる

のではないかと検討中である。また JICA でも一部のスキームをネットワーク型 NGO に

開放している。 

・ NGO との人材交流については、すでに JICA で取り組んでおり、さらに外務省でも NGO

スタッフの採用実績がある。 

・ JICA1 号業務への参画は NGO-JICA 協議会の枠組みで 1 年間議論し、今後具体的に

進めていく。 

・ JICA による NGO 支援の柔軟化についても議論が進んでおり、今後期待に応えていき

たい。 

 
（ウ）そのほか、NGO、議員による主な議論のポイント 
 そのほか、会合では主に以下のようなポイントが指摘された。 
・ 寄付税制の改定によって、NGO/NPO が市民からの寄付を受けやすくし、組織の

基礎体力を強化する必要がある。 
・ 草の根人間の安全保障無償など、ODA の質を高める必要がある。 
・ より機能的に ODA を実施するために、NGO と外務省の人材交流を進めるべきで

ある。 
・ CSOに支援資金を出す基準は官ではなくCSO側で案をつくり、官に提示すべき。 
・ アカウンタビリティについては NGO によるセルフチェックだけでなく、NGO 同

士のピアレビューも必要ではないか。 
・ 顔の見える援助をただ賞賛することはもう止めて、誰のための ODA かを考える

べきではないか。相手国市民との相互理解、現地住民のオーナーシップ、現地

CSO を通じた支援の拡大が重要だ。 
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・ DFID では、コアファンドを途上国の CSO にも配分している。市民社会を取り込

むことで、日本の ODA より額は少なくても存在感を見せられるのでは。 
・ ODA の絶対額を増やすのが難しい状況の中、国際協力の新しい財源として国際

連帯税を検討する必要性があるのではないか。 
・ 日本の NGO は外務省の資金だけに頼るのではなく、国連や外国の助成団体など

海外の資金を積極的に動員する必要がある。（その際、日本の NGO が資金を取り

やすいよう外務省からの支援があると良い） 
・ 世界中で民主化が進んでいるが、政府自身が相手国の民主化のグループと接点を

もつことは難しい。この点は CSO が活躍できる部分であるため、CSO の民主化

推進の活動を政府としてバックアップするべきだ。 
・ 人権問題については、まず議員が動き政治主導で外務省に影響力を行使してもら

う形が好ましいのではないか。また、それと同時にセカンドトラック的に NGO が

動ける仕組みも確保する必要がある。 
・ 途上国の国作りを民主的に進めるためには途上国 CSO のアドボカシー機能が重

要である。 
・ 何かを達成するには、政治家が党派を越えて、テーマ別に議員、政府と NGO が連

携する形が望ましい。 
 
会合の最後に NGO 側から、政府との対話のあり方はこれまでと大きく変わり、個別

項目についてはかなり改善されてきたが、国際協力のあり方など大きな枠組みでの

対話は進んでいないことが指摘され、共通の議論の土台を作る必要性が述べた。ま

た、今後の進め方として、引き続きオープンな形で議論を進めていきたい意向を述

べた。 
 

４．日本における国内コンサルテーションの成果と課題                                    

4－1 成果 

（ア）日本の NGO 間での議論の共有 

・ 開発効果に関する議論の共有が進んだことが最も大きな成果である。日本では第 1 回

世界大会の前にナショナルコンサルテーションを実施しておらず、日本における開催は

世界各国からも求められていた。この会議において、海外から招いたリソースパーソン

が CSO 開発効果の議論に関する豊富な知見を報告し、また各 NGO の事務局長クラス

が 2 日間に渡り集中的に議論を行なったことで、現在世界的に高まっている CSO 開発

効果に関する議論が広く共有される結果となった。 

・ 国内コンサルテーションが実施された後、CSO 開発効果の原則がしばしば NGO により

言及されている。例えば、NGO と JICA の協議の中で、NGO と企業との連携やプロジェ

クト評価の際に、今回議論した CSO 開発効果の原則を踏まえて連携のあり方を模索し

たり、評価を行ったりすることが提案されている。今回の会議を実施したことで、NGO が

開発効果を考え、具体化する重要性が認識されつつあると考えられる。 
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（イ）海外 CSO との関係強化 

・ 今回の会議は、KCOC および InterAction の協力を得て行われた。InterAction はこれま

でも協力関係にはあったが KCOC とは組織的な関係はなく、今回の会議を通して関係

が強化された。ハイレベルフォーラムが今年釜山で開かれることを考えると、今回の会

議において KCOC と関係が強化できたことは大きな成果である。 

・ CSO 開発効果の関係ではないが、関係の強化が具体化した例として、3 月に起こった

震災における連携が挙げられる。JANIC が行う震災関連の事業について、英語で世界

へ発信する際に InterAction から大きな支援があった。イベント時の協力ではなく、日常

業務においても関係強化の成果が出ているといえる。 

 

（ウ）政府、国会議員とのパートナーシップの強化 

・ マルチステークホルダーダイアログでは、CSO 開発効果の国際枠組み案について、日

本政府にエンドースメントするよう依頼したところ、趣旨については理解し、検討いただ

けるとの回答だった。 

・ OECD/DAC 援助効果作業部会の「CSO 開発効果」タスクチームへの日本政府の

参加、及びオープンフォーラム第2回世界大会等、世界のCSOとの協議の場への

参加を依頼した。 

・ こうした NGO からの要望等を含め、今後もオープンなかたちで議論を継続するこ

とが確認できた。 

 

4－2 今後の課題 

（ア）開発効果の日本の NGO 活動への適用 

・ CSO 開発効果の議論は、上でも述べたように日本の NGO 間で共有が進んだと考えら

れる。しかし、InterAction からも指摘があったように、CSO 開発効果の原則等について

は、各国の事情の中で判断して適用していくプロセスが必要である。現段階では、世界

の議論の動向を把握したというレベルにとどまっており、日本の NGO としてそれをどの

ように適用するかという議論までは至っていない。今後、世界的に CSO 開発効果の議

論が深まっていく中で、日本の NGO として原則等をどのように具体的に活動の中に落

とし込むかさらなる議論が必要とされている。 

 

（イ）世界的な議論のフォロー 

・ 2011 年 11 月に釜山において第 4 回ハイレベルフォーラムが開かれる。また 6 月にはオ

ープンフォーラムの第 2 回世界大会がカンボジアで開かれる予定である。これらの会議

において日本の NGO が参加し、国内コンサルテーションで議論した内容を発信していく

ことは必要不可欠である。しかしながら、震災などがあり日本の NGO の活動が局地化

する中で、NGO の存在意義に関わる開発効果の議論のモメンタムを維持していくことが

必要と考える。
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CSO の開発効果国内コンサルテーション～NGO 向けワークショップ～ 
 

１．概要 

日程：2011 年 2 月 3 日（木）13 時 30 分～18 時／2 月 4 日（金）10 時～18 時 30 分 

場所：早稲田奉仕園 日本キリスト教会館 6F ABC 会議室 

主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

協力：（特活）関西 NGO 協議会、（特活）名古屋 NGO センター 

助成：米日財団、外務省 NGO 事業補助金   言語：日本語と英語 

 

２．目的 

(1)日本の国際協力 NGO が、CSO の開発効果の国際的な議論について理解を深めること。 

(2) CSOの開発効果の原則とガイドライン、CSO開発効果を実現するための政策環境の必要条件

について日本の文脈で議論を行い、CSO 開発効果オープンフォーラムによる国際的な議論の

とりまとめに貢献すること。 

 

４．プログラム 

セッション 時間 プログラム 発表者

オープニング 13:30-14:30 1:00

イントロダクション

･開会のあいさつ（5分）

･発表（30分）
-オーブン・フォーラムとは何か？-オープン・フォーラムとCSO開発効果の紹介

･発表
-CSO開発効果の議論への日本のNGOのこれまでの関わり

･質疑応答（20分）

･大橋　正明

･今田　克司

･谷山　博史

ファシリテーター：
今田　克司

セッション 1 14:30-15:00 0:30

CSO開発効果の原則1

･発表（25分）
-CSO開発効果の「原則」とは何か？

･質疑応答（5分）

･本田　朋子

ファシリテーター：
今田　克司

セッション 2 15:00-16:00 1:00

CSO開発効果の原則2

グループディスカッション（60分）
-これらの原則は妥当か？
-これらの原則はあなたの団体の原則と合致しているか？
-欠けている原則、あるいは削除すべき原則はあるか？
-より詳細にすべきものはあるか？

ファシリテーター：
今田　克司

休み 16:00-16:15 0:15

セッション 3 16:15-17:00 0:45

CSO開発効果の原則3

･各グループからの報告

･質疑応答

･まとめ

ファシリテーター：
今田　克司

セッション 4 17:00-18:00 1:00

原則の実施1：CSO開発効果のガイドラインと指標

発表（10分）

-ガイドラインとは何か？

･発表（30分）

-アメリカにおけるガイドラインと指標の議論および議論のポイントの紹介

･発表（10分）

-事例紹介：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

･発表（10分）

-事例紹介：日本国際ボランティアセンター

･本田　朋子

･Interaction

･定松　栄一

･清水　俊弘

ファシリテーター：
山口　誠史

第1日　2月3日（木）

 

資料 1 
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セッション スケジュール プログラム 発表者

セッション 5 10:00-11:45 1:45

原則の実施2

･初日の振り返り（10分）

･グループディスカッション（95分）（ワールドカフェ方式）
-適当なガイドラインと指標を考える-ガイドラインと指標は妥当か？

ファシリテーター：
山口 誠史

セッション 6 12:00-13:00 1:00

原則の実施3

･各グループからの発表

･質疑応答

･まとめ

ファシリテーター：
山口 誠史

ランチ 13:00-14:00 1:00

セッション 7 14:00-14:45 0:45

CSO開発効果向上のための政策環境1

･発表（10分）
-政策環境の議論の紹介

･発表（30分）
-韓国における政策環境の議論の紹介

･InterActionからのコメント（5分）

･今田　克司

･KCOC

ファシリテーター：
宮下 恵/林 明仁

セッション 8 14:45-16:15 1:30

CSO開発効果向上のための政策環境2

･グループディスカッション（90分）
-開発援助の実施においてCSOの活動を阻害するもの促進するものは何か？法的、
財政的、組織的、政治的、文化的視点から

ファシリテーター：
宮下 恵/林 明仁

休憩 16:15-16:30 0:15

セッション 9 16:30-17:30 1:00

CSO開発効果向上のための政策環境3

･各グループからの報告

･質疑応答

･まとめ

ファシリテーター：
宮下 恵/林 明仁

クロージング 17:30-18:30 1:00 ･第4回ハイレベル会合に向けた行動計画

第2日　2月4日（金）

 
 

５．ファシリテーター＆リソースパーソン 

（１）ファシリテーター  

・ CIVICUS 事務局次長 今田克司氏 

 JANIC 政策アドバイザー 本田朋子氏／遠藤衛氏 

（２）リソースパーソン 

・Ms. Kimberly Darter, Program Coordinator, Global Partnerships & Strategic Impact, InterAction 

（アメリカのネットワーク NGO） 

・Ms. Faye Lee, Program Manager,  KCOC (韓国のネットワーク NGO) 
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CSO 開発効果/ODA 援助効果 国際シンポジウム 
～今こそ、援助のあり方を問い直す～ 

 

1． 概要 

日程：2011 年 2 月 5 日（土） 15 時～18 時 30 分 （3 時間 30 分） 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟 国際会議室 

主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC） 

共催：（特活）関西 NGO 協議会、（特活）名古屋 NGO センター 

助成：米日財団、外務省 NGO 事業補助金   言語：日英同時通訳 

 

2． 目的 

(1)アメリカと韓国から海外ゲストを招き、CSO の開発効果と ODA の援助効果について、国際的

な議論の潮流及びアメリカ、韓国、日本の CSO の議論を広く共有する。 

(2)第 4回援助効果向上ハイレベルフォーラムに向けて、NGO間及びNGOと政府機関のパートナ

ーシップの強化と CSO が活動しやすい政策環境づくりについて日米の政府・援助関係機関と

意見交換を行なう。 

 

３．プログラム 

趣旨説明と主催者挨拶 JANIC 理事長 大橋正明 

第 1 部 基調講演 「CSO の開発効果/ODA の援助効果～釜山 HLF に向けて」CIVICUS 事務局

次長 今田克司氏質疑応答  

 

第 2 部 事例報告「日本、アメリカ、韓国の NGO の開発効果に関する取り組み」 

(1)日本の NGO の開発効果に関する取り組み JANIC 副理事長 谷山博史／JANIC 政策アド

バイザー 遠藤衛 

(2)米国の NGO の開発効果に関する取り組み Ms. Kimberly Darter, Program Coordinator, Global 

Partnerships & Strategic Impact, InterAction 

(3)韓国の NGO の開発効果に関する（20 分）Ms. Faye Lee, Program Manager, KCOC 

 

第 3 部 パネルディスカッション「ODA/CSO の開発の効果をあげるために～釜山 HLF に向けて 

■パネリスト： 

・Ms. Kimberly Darter, InterAction・Ms. Faye Lee  KCOC 

・今田克司氏 CIVICUS 事務局次長 

・Mr. John A. Beed 米国開発庁 

・横田敬一氏 外務省 国際協力局 開発協力企画室長 

・小林尚行 国際協力機構 企画部 参事役 

・谷山博史 JANIC 副理事長 

■ファシリテーター：JANIC 理事長 大橋正明 

資料 2 
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CSO の開発効果 国内コンサルテーション  

マルチステークホルダー・ダイアログ 

 

■概要 

2010 年 9 月に CSO 開発効果オープンフォーラム第 1 回世界大会が開催され、CSO 開発効果国際枠

組み案がまとめられた。第 1 回世界大会の流れを受け、JANIC は 2011 年 2 月に CSO の開発効果の国

内コンサルテーションを実施。国内コンサルテーションの議論を踏まえ、以下の要領でマルチステークホ

ルダー・ダイアログを開催し、CSO が活動しやすい政策環境をテーマに、政府機関、国会議員を交えて

議論を行った。 

 

2011 年 3 月 7 日（月） 15:00～17:00   

会場：全国社会福祉協議会（全社協） 灘尾ホール５階 第 3・第 4 会議室 

主催：（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）  

助成：米日財団   協力：（特活）関西 NGO 協議会、（特活）名古屋 NGO センター 

 

■目的 

１） CSO 開発効果の原則とガイドライン、CSO 開発効果を実現するための政策環境づくりに関する日本

の NGO の見解を、政府機関関係者及び国会議員に伝え、日本政府よりＣＳＯ開発効果の原則の支

持を得ること。 

２） CSO 開発効果を実現するための政策環境づくりの推進に向けて、政府機関関係者及び国会議員と

のパートナーシップを構築すること。 

 
 

■議題 

司会：JANIC 理事長 大橋正明 

第 1 部：総論 「CSO の開発効果を高めるための原則と政策環境づくり」 
①CSO 開発効果の国際的な議論と日本の国内コンサルテーションの報告 JANIC 宮下恵 

②各ステークホルダーからのコメント 

③まとめ（20 分） 

 

第 2 部：各論 「政府とＮＧＯの公平なパートナーシップの実現に向けて」 

①途上国 CSO の政策環境と日本政府との関係について ＪＡＮＩＣ 副理事長 谷山博史 

②日本の NGO の支援の課題  ＪＡＮＩＣ 事務局長 山口誠史 

③意見交換

資料 3 
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2 月 3 日・4 日 国内コンサルテーションのワークショップ参加者一覧 

 
 
 
 

資料４ 

お名前 所属 役職
1 石井宏明 (特活)難民支援協会 常任理事
2 磯貝さおり (特活)チャイルド・ファンド・ジャパン プログラム・グループ
3 宇井志緒利 （財）アジア保健研修財団　アジア保健研修所 国際事業部門主任
4 大江浩 (社)日本キリスト教海外医療協力会 理事
5 大野博之 (特活)地球市民の会 専務理事兼事務局長
6 大野伸子 (特活)AMDA社会開発機構 シニアコンサルタント
7 岡島克樹 (特活)関西ＮＧＯ協議会 提言専門委員
8 片山信彦 (特活)ワールド・ビジョン・ジャパン 常務理事・事務局長
9 狩野伊知郎 (特活)日本リザルツ リーサーチ・アドボカシー・ディレクター

10
本人の希望に
より非公開

債務と貧困を考えるジュビリー九州 事務局長代理

11 小林由紀男 (特活)シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長
12 渡邉清孝 (特活)ハンガー・フリー・ワールド 理事・事務局長
13 高野翔 (特活)アジア日本相互交流センター 理事
14 高橋清貴 ODA改革ネットワーク 世話人
15 高柳彰夫 フェリス女学院大学
16 龍田成人 (特活)名古屋NGOセンター 副理事長

17 筒井哲朗
(特活)シャプラニール＝市民による海外協力
の会

事務局長

18 鶴見和雄 (財)プラン･ジャパン 専務理事
19 中島隆宏 (特活)名古屋NGOセンター 理事
20 成田由香子 (特活)ＡＣＥ（エース） 国際協力事業担当
21 西山美希 (特活)シェア＝国際保健協力市民の会 タイ事業担当
22 野際紗綾子 (特活)難民を助ける会（AAR JAPAN） シニア・プログラム・コーディネーター

23 平本実 (特活)ワールド・ビジョン・ジャパン
海外事業部開発援助事業課プログラム・オ
フィサー

24 福久織江 (財)北海道国際交流センター プログラムコーディネーター
25 細井なな (特活)チャイルド・ファンド・ジャパン プログラム・グループ
26 堀江良彰 (特活)難民を助ける会（AAR JAPAN） 事務局長

27 堀江由美子 (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
法人連携部兼事業部キャンペーン・マネー
ジャー

28 本田　徹 (特活)シェア＝国際保健協力市民の会 代表理事
29 山田太雲 (特活）オックスファム・ジャパン アドボカシー・マネージャー
30 山本理夏 (特活)ピースウィンズ・ジャパン 事業責任者
31 米山敏裕 (特活)地球の友と歩む会 事務局長
32 渡邉美湖 (特活)アゲンスト・マラリア基金 事務局長

【関係者：１６名】
1 Faye Lee KCOC Program Manager
2 Kimberly InterAction Program Coordinator
3 定松栄一 (社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事務局次長兼事業部長
4 清水俊弘 (特活）日本国際ボランティアセンター 事務局長
5 今田克司
6 本田朋子 (特活）国際協力NGOセンター 政策アドバイザー
7 遠藤衛 (特活）国際協力NGOセンター 政策アドバイザー
8 大橋正明 (特活）国際協力NGOセンター 理事
9 谷山博史 (特活）国際協力NGOセンター 副理事長
10 山口誠史 (特活）国際協力NGOセンター 事務局長
11 宮下恵 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
12 林明仁 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
13 佐藤祐美子 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
14 伊藤衆子 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
15 菅井玲奈 (特活）国際協力NGOセンター インターン
16 杉本香菜子 (特活）国際協力NGOセンター インターン

CSOネットワーク共同事業責任者、CIVICUS事務局次長
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2 月 5 日 マルチステークホルダーダイアログ 参加者一覧 

 
 

資料 5 

【国会議員（3名）】

参議院議員　藤田幸久氏（民主党）
衆議院議員　河野太郎氏（自民党）
衆議院議員　山内康一氏（みんなの党）

【外務省（７名）】
能化正樹氏　（国際協力局　参事官）
山田彰氏　（国際協力局　地球規模課題参事官）
横田敬一氏　（国際協力局　開発協力企画室長）
山口又宏氏　（国際協力局　民間援助連携室長）
飛林良平氏　（国際協力局　民間援助連携室）
渡邉慎二氏　（国際協力局　開発協力企画室）
西　直子氏　（国際協力局　開発協力企画室）

【ＪＩＣＡ（５名）】
大金正知氏　（国内事業部　次長）
長英一郎氏　（企画部　参事役）
矢澤愛氏　（国内事業部）
伊藤早紀氏　（企画部）
林明仁　（国内事業部）

【ＮＧＯ関係者（15名）】
山田太雲 (特活）オックスファム・ジャパン アドボカシー・マネージャー
高橋聖子 (特活)オックスファム・ジャパン プログラムオフィサー
小俣典之 （特活）横浜NGO連絡会 理事長
中島隆宏 (特活)名古屋NGOセンター　 理事
大野博之 （特活）地球市民の会 専務理事　兼　事務局長

高柳彰夫
フェリス女学院大学/（特活）国際協力NGOセン
ター

教授／援助効果助言委員

狩野伊知郎 （特活）日本リザルツ リーサーチ・アドボカシー・ディレクター
渡邉美湖 （特活）アゲンスト・マラリア基金 事務局長

堀江良彰 （特活）難民を助ける会 常任理事・事務局長
鶴見和雄　 公益財団法人プラン・ジャパン 専務理事　
清水俊弘 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 事務局長
高橋清貴 （特活）日本国際ボランティアセンター（JVC） 調査研究・政策提言担当
宮下礼 社団法人　セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 事業部　アジアＩ　マネージャー
岡島克樹 （特活）関西ＮＧＯ協議会 提言専門委員
古沢広祐 国学院大学/（特活）国際協力NGOセンター 教授／理事

【主催団体関係者（7名）】
大橋正明 (特活）国際協力NGOセンター 理事
谷山博史 (特活）国際協力NGOセンター 副理事長
山口誠史 (特活）国際協力NGOセンター 事務局長
宮下恵 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
菅井玲奈 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
杉本香菜子 (特活）国際協力NGOセンター 調査・提言グループ
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CSO 開発効果オープンフォーラム 

日本におけるナショナルコンサルテーション報告書 
 

 
2011 年 5 月 

 

 

 

コンサルテーションの日程と場所 

2011 年 2 月 3 日～4 日/3 月 7 日（東京） 

 

 

 

 

執筆者 

遠藤 衛 JANIC 政策アドバイザー 

宮下 恵 JANIC 調査・提言グループ 

林 明仁 JANIC 調査・提言グループ 

杉本 香菜子 JANIC 調査・提言グループ 

 

 

特定非営利活動法人国際協力 NGO センター 

理事長：大橋正明 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-3-18 アバコビル 5F   

Tel: 03-5292-2911 Fax: 03-5292-2912 

advocacy@janic.org 

www.janic.org/ 
 


