
CSR 推進 NGO ネットワーク 第 1 回定例会 プログラム 
 
日時：2011 年 6 月 22 日（水）14 時半～17 時半  
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 第 1 ミーティングルーム 
参加者数：55 名 

司会：JANIC 井端 
時間 項目 担当者 

14：30～
14：35（5） 開会挨拶 富野岳士（JANIC） 

14：35～
15：00(25) 参加者自己紹介 エイズ孤児支援 NGO・PLAS 門田氏 

 
15：00～
15：15
（15） 

2011 年度活動方針説明 
オイスカ 長氏（ 財 ） オ イ ス カ 

 国際協力部 海外プロジェクト担当部長 

15:15～ 
15：25 
(10) 

 
MDGs の達成に向けた日本や世界の取り組み状

況 
（MDGs フォローアップ会合報告） 

JANIC 宮下（提言グループ） 

 
15：25～
16：10 
（45） 

テーマ別ワールドカフェ  
  
（基本ルール説明） 
 
◆ 第 1 ラウンド【6～7 名×10 机】 
＜イントロダクション＞NGＯ準備会報告と、渡

邉さんのおはなし 
（10 分） 
テーマ：「東日本大震災の経験を、NGO と企業の

連携で取り組むMDGs達成にどう生かせるか？」

（25 分） 
 
ハーベスト(収穫)（5 分） 

 
 
 
 
ハンガー・フリー・ワールド 渡邉氏 

16：10～
16：20 

(10) 
休憩 会場配置換え 



16:20～ 
17：20 
（60） 

 
◆第 2 ラウンド(25 分)＋◆第 3 ラウンド（25 分）

【約 10 名×6～7 机】 
 
テーマ:「今年度やってみたいこと」 
① 連携事例の共有と創造 
② 連携促進のためのコンサルテーション 
③ 効果的な提言活動（対企業、企業ネットワー

ク、消費者等） 
④ 本ネットワークのブランディング活動 
⑤ その他 
※「地方の NGO や中小企業の巻き込み」、「国際協力

NGO の企業連携実態調査」は時間の関係上今回はテーマ

としない。 

 
ハーベスト（収穫）（10 分） 

 
 
 
テーマ別ファシリテーター 
①オイスカ 長氏 
②ケア・インターナショナル ジャパン高木氏 
③ハンガー・フリー・ワールド 渡邉氏 
④エイズ孤児支援 NGO・PLAS 門田氏 
⑤JANIC 富野 
 
 

17:20 ～

17：25（5） 事務連絡（次回日程決め等） JANIC 

17:25 ～

17:30（5） 

 
メンバーからの報告事項 
 

各メンバー 

配布資料 
１．2011 年度活動の方向性＜活動内容案、参加団体基準、会費等＞ 
２．CSR 推進 NGO ネットワーク 次期 3 ヵ年および次年度計画案 概略図 
３．2011 年度予算書、2010 年度会計報告書 
４．MDGs フォローアップ会合報告関連資料 

 

開催レポート 
2011 年度第 1 回目となる本定例会。まずは全員が輪になっての自己紹介から、和やかな雰囲気

で開始となった。その後 CSR 推進ネットワークの 2011 年～2013 年の新たな 3 ヵ年計画と、2011
年度の活動方針※を本年度の本ネットワークリーダーであるオイスカ長氏が説明した。続いて

JANIC の調査・提言グループ担当の宮下より、6 月上旬の MDGs フォローアップ会合の報告を

行った。 
 

※ 活動方針の内容については下記 URL を参照のこと 
http://www.janic.org/mt/img/csr_1/2.CSRnet%20recruitment2011.pdf 

 



  
 
～MDGs 達成に向けた日本や世界の取り組み状況（MDGs フォローアップ会合

報告）～ 
 

ここでは、JANIC 調査・提言グループの宮下が、今後の NGO と企業の二者間連携に大

きく関連する“MDGs 達成”のための日本の取り組み状況を、6 月 2 日・3 日に開催された

MDGs フォローアップ会合の報告と共に発表した。 
 

フォローアップ会合では、松本外務大臣から震災復興及び MDGs 達成のためには企業、

NGO、政府の連携が必要不可欠であるとの内容が発表されてから、連携の際資金を連携事

業と本事業にどう振り分けていくか、また、実践的にどのような活動をしていくかなどの

懸念が NGO 側から挙げられた。 
また、管総理からは、震災復興と MDGs 達成に向けた取り組みという 2 つの両立が、今

の日本において重要であると発表された一方で、未だに多くの課題があることに着目し、

今後の MDGs 達成のためには BOP ビジネスや CSR など、NGO と企業との連携の促進を

積極的に推し進めていくことが必要であるとする言及があった。今後の展望として、南部

アフリカで次回の会合を開くこと、NGO 外務省定期協議会等における議論を継続していく

こと、6 月 2 日付けで外務省が設けた、「MDGｓ官民連携ネットワーク」をより活用してい

くことなどが挙げられた。 
 

 
 
 



～テーマ別ワールドカフェ～ 
 
第 1 ラウンド 
テーマ：「東日本大震災の経験を、NGO と企業の連携で取り組む MDGs 達成にどう生かせ

るか？」 
現在、世界中で忘れられることはないだろう 3 月 11 日の大地震を日本が経験し、発生か

ら今までの約四ヶ月間、日本は多くの国々からの国際援助と共に、緊急・復興支援に尽力

を尽くしてきた。そういった中、被災地での支援に貢献するため、企業と NGO が積極的な

連携を促進し始めている。 
今回のワールドカフェは、休憩を挟む２セットを設けて進められた。まず１セット目は、

６～７名を一つのグループとし、合計約 10 グループで議論が行われる。内容としては上記

にもあったように、震災での経験を通して盛んに起こった企業と NGO 間の連携を今後どの

ように活かすか、というテーマで話が展開された。 
 
議論を開始する前に、「渡邉さんのお話」として、ハンガー・フリー・ワールド（以下 HFW）

の渡邉氏から、自団体で震災を通して経験した事柄の共有がされた。 
 
渡邉さんのお話 

MDGs 達成のために、震災での経験を海外事業でどう活かすかについて、また NGO の

震災対応へのジレンマについて、HFW の経験を共有したい。 
主に、震災後 HFW が経験した具体的な事例としては、乾パンしか食べるものが無かった

被災者の方から、途上国で起きている「飢餓」を実感したという声をもらったこと、震災

と関連付けて寄付を募る工夫をしたことで、震災後も海外事業における募金額が上がった

こと、実際に、被災した避難者から、海外事業に使ってほしいということで寄付金が届い

たという事実があった。 
また、HFW は震災支援の実施を行っていないが、これは震災による被災地への支援の重

要性の一方で、海外事業に焦点をおいて活動する団体の存在も必要不可欠であるという認

識からである。 
今回の震災によって、日本の人々が途上国で起きている問題を“共感”できたこと、また先

進国だけでなく日本から支援を行っていた多くの途上国からも援助を受け、今まで行って

きた国際協力活動が大きな役割を果たしていることが明確になったことは、今後の NGO の

活動にとって大きな意味を持つと感じている。この共感をどう海外支援につなげていくか

を今後本ネットワークでも議論していきたい。 



 

 
以上の渡邉氏の発表を受け、第 1 ラウンドでは各グループで活発な議論が交わされた。各

グループで話しあったことを全体でシェアするハーベスト（収穫）での意見を以下に紹介

する。 
 
・実際に被災現場に訪れることの大切さを感じた。 
・途上国で起きていることを“共感する”ことの重要性を知ることで、今後の途上国支援にお

ける企業、NGO の連携に繋がるであろう。 
・日本が支援を続けてきた途上国から、今回の大震災の被害に対して寄付を提供してもら

った。これを機に今年が「グローバル市民協力元年」になってほしい。 

 
 
 
第 2、3 ラウンド 
テーマ:「今年度やってみたいこと」 
2、3 ラウンド目は、本年度の活動予定のテーマである下記４テーマおよび「その他」から

個々で選択し、意見を共有する形式で議論が展開された。3 ラウンド目には席替えがされ、

各テーマを担当するコアメンバーが 2 ラウンド目で話した内容を共有した上で議論が行わ



れた。 
 
① 連携事例の共有と創造 
② 連携促進のためのコンサルテーション 
③ 効果的な提言活動（対企業、企業ネットワーク、消費者等） 
④ 本ネットワークのブランディング活動 
⑤ その他 

 
最後にその内容を全体でシェアをした。シェアされた内容は下記に記した通りである。 
 
◆テーマ 1「連携事例の共有と創造」 
・ 事例の深堀りを行い、協働ノウハウを身につけたい。（例：企業の CSR 部門が他部署に、

連携によって成された共同事業のドラマを伝える） 
・ 1 ポイント紹介という形で NGO と企業が相互に話し合えることができればよいのでは

ないか。 
◆テーマ 2「連携促進のためのコンサルテーション」 
・ 好事例、悪事例、類似案件などの基礎的な情報を提供する窓口を設けるのはどうか。 
・ ML をもっと活用していこう。 
◆テーマ 3「効果的な提言活動（対企業、企業ネットワーク、消費者等）」 
・ 大人ではなく、若者に MDGs の達成について伝えていく。（文部科学省に趣旨を伝えて

教科書に MDGs に関しての内容を含める、など） 
・ 経済界において行われる分科会で MDGs を広めていく。 
・ CSR レポートの質を上げる。 
・ UNDP、外務省などに提言をする。 
・ 貧困削減のためのビジネスを経産省にアピールする。 
◆テーマ 4「本ネットワークのブランディング活動」 
・ このネットワークが持っている信頼性をもっとアピールしていく。 
・ WEB サイトを独立させる。 
◆テーマ 5「その他」 
・ 官民連携が流行っている状況を利用して、JANIC 共催でシンポジウムを開いてみてはど

うか。 
・ 社員に現場訪問をしてみてはどうかと語り掛けていく。 
・ プレゼンコンペを行なう。 
 
以上の議論と意見については、後日コアメンバーが中心となって、今年度の具体的な活動

計画案としてまとめる予定である。全体を通して、今後 CSR 推進ネットワークを通じてア



プローチが可能な課題がより透明性を持ったのではないかと考えられる。 
 

 

 
以上 

 


