
CSR 推進 NGO ネットワーク 第 2 回定例会 
社内を巻き込む CSR のコツ ～CSR 担当者＋NGO⇒経営層、社員の巻き込み

～ 開催レポート 
 
日時：2011 年 8 月 24 日（水）14 時半～17 時半  
場所：早稲田奉仕園 日本キリスト教会館 6 階 大会議室 
参加者：50 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） 

14：35～14：50
（15） 

＜2011 年度活動計画説明＞ 
・ 全体活動案、スケジュール等 
・ 分科会活動内容説明、メンバー募集 

 
オイスカ 長氏 
 
エイズ孤児支援 NGO・

PLAS 門田氏 

14：50～ 
15：00 
(10) 

 
「企業に対してのミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）理解促

進に向けた提案書」2009 年度作成経緯と活用実績につい

て 
 

 
JANIC 井端 

15:0０～ 
15：30 
（30） 

 
基調講演 

「社内を巻き込む CSR のコツ」 

 
CSR Asia 赤羽真紀子氏 

15:30～ 
16：20 
(50) 
 
 

 
 

 
＜経営層の巻き込みに向けた取り組み＞ 
・ グループディスカッション（30 分） 
テーマ：各メンバーの課題とその改善策 
・ 議論の共有（20 分） 
 

 
 
ファシリテーター：コアメ

ンバー、事務局 

16：20～16：30 
(10) 休憩  

16:30～17:20 
（50 分） 

＜社員の巻き込みに向けた取り組み＞ 
・グループディスカッション（30 分） 
テーマ：各メンバーの課題とその改善策 
・ 議論の共有（20 分） 
 

 
ファシリテーター：コアメ

ンバー、事務局 
 

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 



 
開催レポート 
 
2011 年度活動計画説明 

はじめに、本ネットワークのリーダーであるオイスカの長氏より 2011 年度活動計画（※）

について説明があり、その後、「本ネットワークのブランディング」「連携についてのコン

サルテーション」の分科会の活動内容について案内を行った。 
 
※2011年度活動計画については下記URL を参照のこと 
http://www.janic.org/mt/img/csr_1/2.CSRnet%20recruitment2011.pdf 
 
 
「企業に対してのミレニアム開発目標（MDGs）理解促進に向けた提案書」2009 年度作成

経緯と活動実績について 
次に、JANIC の井端が 2009 年度に作成した「企業に対してのミレニアム開発目標

（MDGs）理解促進に向けた提案書」の内容を参加者へ紹介した。この提案書は、企業を含

む市民向けのミレニアム開発目標（MDGs）理解促進の啓発活動を実施している諸機関の

方々に向けて、企画提案を行う際の参考資料として 2009 年にまとめたものである。 
 
※企業に対してのミレニアム開発目標（MDGs）理解促進に向けた提案書については、下記

URL を参照のこと 
http://www.janic.org/mt/img/csr_1/MDGs.pdf 
 
 
基調講演「社内を巻き込む CSR のコツ」 
赤羽 真紀子氏（CSR Asia 日本代表） 

基調講演では、過去 10 年以上企業の CSR 担当として事業に携わった経験を持つ赤羽氏

より、CSR 活動を行っていくにあたり社員や経営層の巻込んでいくためのポイントをお話

いただいた。 
 

日本の企業が行う CSR 活動の中で、MDGs に関する取り組み、認識は世界各国と比べる

と非常に低い。日本の企業が発行している CSR レポートで、MDGs について言及されてい

るのはたった５％である。日本の CSR レポートは、その体制や仕組み作りについてはよく

書かれているが、世界的な課題については消極的な姿勢が浮き上がってくる。 
ISO26000 の中核主題のひとつにも、「コミュニティ参画及び開発」がある。その課題と

してあげられている「雇用の創出及び技能開発」「技術の開発及び技術へのアクセス」「富



及び所得の創出」などは、企業のミッションとの親和性が非常に高い。このように、国際

的な課題についての企業の参画は、世界的に求められているといえる。 
また、日本企業の CSR 報告書ではインプット、アウトプットは良く書かれているが、イ

ンパクトについてまではあまり書かれていない。企業の貴重な資源を使うのであれば、企

業にとってのインパクト（その効果やメリット）を大切にするべきである。それが経営層

やステークホルダーの理解にもつながっていく。 
日本企業は NGO とのパートナーシップ構築が苦手であると感じることがある。企業側は

NGO と対等な関係を構築することが苦手であり、NGO は企業が及ばない分野でのエキス

パートであるという認識が不足している。一方、NGO 側も情報発信が弱い。 
 

CSR 担当者がどのように社内を巻き込んでいくのか、その対象としては経営層、中間管

理職、社員の 3 つがある。経営層の巻き込みと社員の巻き込みは全く別であるため、その

手法を意識的に使いわける必要がある。 
社員の巻込みに関していうと、最初にお勧めの方法は「社員へのアンケートやインタビ

ュー」である。社員も会社からみると客に次ぐ大きなステークホルダーであるため、その

意見を吸い上げることは非常に重要である。また、「喜んで参加するキーパーソンの発掘」

も大切である。このキーパーソンの特徴としては、信頼があつい、面倒見がいい等があげ

られる。その他、「仕組み」や「口コミ」を作っていくこと、そして「フィードバック」も

重要なポイントと言える。 
経営層の巻き込みに関していうと、経営層が全く CSR 活動に理解がないという企業は少

ない。特に日本企業は、経営理念に立ち返れば経営層の理解が深まることもある。それで

もなかなか理解が進まないときにはボトムアップから始めるといい。そのボトムアップの

機会に経営層に参加してもらうことも、いいきっかけになる。また、「顧客が望んでいる」

と客の声を交えて伝えることや、ばらまきではなく、定量化されたインパクトがあること

を示すことも効果的である。 
中間管理層の巻き込みは、一番障壁になることが多い。この層は、トップダウンやボト

ムアップが成功すればどちらかになびくため、中間管理層の巻込みにとりかかるのは最後

でいい。 
現在、グローバルな課題と関係のない企業は存在しない。このような状況の中で、企業

にとって MDGs を柱とする国際協力活動は必須である。また、活動においては NGO との

パートナーシップ、インパクトを図ることは必須である。社内の巻込みに関しては、トッ

プダウンとボトムアップを意識的に分けて行うが大切なポイントとなる。 
 
グループディスカッション 
グループディスカッションとしては＜経営層の巻込みに向けた取り組み＞と＜社員の巻込

みに向けた取り組み＞をテーマに、それぞれの課題とその改善策について参加者と意見交



換を行った。最後にその内容を会場で共有したが、その内容は以下の通り。 
 
＜経営層の巻き込みに向けた取り組み＞ 
課題とその改善策 
・課 題：経営層の中で、あるいは部門（CSR 担当とそれ以外等）の中で温度差がある。 
→改善策：部門を越えて、なるべく多くの経営層を巻き込んでいく。 
 
・課 題：経営層は忙しくスケジュールがとれない。 
→改善策：年間のはじめにあらかじめ計画を作って知らせておく。 
 
・課 題：MDGs 自体が経営層に知られていない。 
→改善策：社員からのボトムアップを行う。 
 
・課 題：決定するまでに時間がかかる。あと一歩のところで踏み出せない。 
→改善策：経営層に積極的に現場に行って頂くことで、CSR 活動を一人称として、自分の 

ものとして捉えていただく。また、本業と MDGs に関わりを持たせることで、  

経営層や社員が納得する提案を行う。 
 

・課 題：今回震災があったことで経営層が現地に入って活動する等、CSR の意識が高ま 
   ったが、それを具体的な活動に落とし込んだり、定着化したりということがで 

きていない。 
→改善策：勉強会を開くなどして、長期的に取り組んでいく。また、社内行事やセミナー 

等に経営層にでてきてもらい、企業全体で一体感を出していくことも効果的。 
 
その他、下記のような意見もあった。 
・そもそも大企業と中小企業とでは、仕事の進め方等が全く違う。そのどちらを対象とす

るかで経営層の巻き込み方も違ってくるのではないか。 
 
・企業の方へ「経営層を巻き込むために現在どのような取り組みをしているのか。また、

それにあたって NGO にどのような期待をしているか。」という質問をしたところ、「資料

等を作成して説得を試みている。しかし、現在はそれにあたり NGO を有効的に活用はで

きていない。」との回答があった。 
 
・また、NGO へ「どういったときに企業の経営層に会ったことがあるか」と質問したとこ

ろ、「会社の規模が小さい場合、CSR 部門が無い場合、イベント開催時は、経営層に会う

機会があった」との回答があった。 



 
・特に経営層の巻込みに関しては課題と思っていない。むしろ経営者自身が高い意識を持

って自ら社員を、社会を巻き込んでいく存在である。今後は中間管理職をどう説得してい

くかという点に力を入れていきたい。 
 
 
＜社員の巻き込みに向けた取り組み＞ 
課題とその改善策 
・課 題：「参加したいという気持ちはあるが、行動に移すことができない、機会が無い」 

という社員が多い。 
→改善策：社員が参加しやすい仕組みを作る。その仕組みを作る時には NGO の協力が必要。 

また、社内の情報共有化も重要。社員の参加を促すときは、「NGO†22社員」では 
なく、「実際に体験した社員→社員」の方が、インパクトがある。 
 

・課 題：参加するメンバーがいつも同じになってしまう。輪が広がっていかない。 
→改善策：他のメンバーの参加を促すためにも、口コミで横に広げていく。また、社内で 

参加を促す仕組み作りも必要。人材育成のプログラムと絡めるといいのではな

いか。 
 
・課 題：MDGs と本業のつながりが薄い。MDGs を意識して事業を考えても、利益率が 

低いということで評価されずにダメになってしまう。 
→改善策：ボランティア活動等に参加することが、「会社の利益のみを考えるのではなく、 

視野を広くもってもらう」ということにつながるのではないか。 
 
・課 題：イベントを開催しても社員に参加してもらえない。週末はもちろん、平日も忙 

しいということで参加につながらない。 
→改善策：NGO と企業が一緒に開催の場所や日時、コンテンツ等を検討する。また、無理 

のないようにお昼休みの時間等を活用。 
 
・課 題：国際協力の問題は課題としてとらえにくい。 
→改善策：現地ツアーに企業の社員にきてもらう。実際にきてくれた社員が、他の社員へ 

ストーリーを伝えることで、共感を得やすい。 
 
・課 題：若い社員は興味を持ってくれるが、中間管理職の理解を得ることが難しい。 
→改善策：現場を知っている NGO に講演やワークショップを行ってもらう。 
 



その他、下記のような意見もあった。 
・成功例として、TABLE FOR TWO の話がでた。これは、社員の反応もよく、普段行って 

いることに＋αするだけなので、社員にとっても取り組みやすい。社員を巻き込むために

は、「手間がかからない」、「身近で気軽にでき、魅力的である」ことが重要。 
 
・イベント等は参加型にすると評判がいい。実際に体感することで、参加した人は頭でな

く体験に基づいた意見を言えるようになり、伝播力がつく。 
 
最後に、基調講演を行った赤羽氏より経営層や中間管理層、社員の巻込みに関して、コメ

ントをいただいた。 
 
＜経営層の巻き込み＞ 
・本業とのリンクは必須ではあるが、必ずしも本業とリンクさせなければいけないという

わけではない。世の中一般から見ると、企業の持っている社員のスキルや経営のノウハ

ウ自体が大きな資源である。本業とリンクさせることが難しい場合は、このように企業

として持っている経営ノウハウやスキルを活かす方法もある。 
 
＜中間管理層の巻き込み＞ 
・中間管理層は層が厚く手強いが、あまり気にしすぎると進めない。 
・しっかりと下からボトムアップをしていくことが重要だが、もしボトムアップが通用し

ない場合はお客様やメディアの声を使うと効果的。 
・上（経営層）と下（社員）からサンドイッチしていって、層を薄くしていく必要がある。 
 
＜社員の巻き込み＞ 
・参加者がいつも同じになってしまう課題に対しては、社員のキーマン（＝いつも参加し

ている社員の中で、周りから尊敬されている人等）を活用するといい。そういう人を探

し、スポークスマンとして様々な場面で出していくと、波及効果は大きい。 
・全員が集まる機会に、経営層に自分の体験を語ってもらうことも有効である。 
・半強制的にイベントを行うこともある程度効果はあるが、その意義をしっかりと伝える

ことができなければ、強制させられたイメージだけが残ってしまうので注意が必要。 
・情報の共有は重要。キーパーソンや、実際にボランティアへ行った社員などを活用する

といい。また、その地域の人（受益側）の声もあると説得力が増す。 
以上 


