
 
■ CSR 推進 NGO ネットワーク 第３回定例会 ■ 

日時：2009 年 9 月 29 日（火）15 時～18 時 
場所：JICA 研究所 国際会議室 
 

時間 項目 担当者 

15：00～15：10 
 
開会挨拶・プログラム説明・メンバー自己紹介 
 

 
 
JANIC/各メンバー 

15：10～15：15 メンバーからの報告 各メンバー 

15：15～15：20 関西地方開催シンポジウム（11/13）について 河合氏（（特活）関西国際交流

団体協議会）  

15：20～15：50 
MDGs 理解促進に向けた提案書について 

・グループ討議（5 人×6 グループ）（20 分） 
・全体シェア (10 分) 

 
コアメンバー、アドバイザー 
 

15：50～16：05 
NGO と企業の連携基準ガイドライン 

・概要説明 （10 分） 
・本日の 4 つのテーマ説明 （5 分） 

 
コアメンバー 

16：05～16：15 休憩  

16：15～17：55 

NGO と企業の連携基準ガイドライン 
 意見の吸い上げ 
（1）共通テーマ：自らの体験、経験談に基づく連携の意

義や難しさについて 
（5 人×6 グループ、30 分×1 セット） 

（2）個別テーマ： 
（7～8 人×4 グループ、25 分×2 セット=50 分） 

テーマ①：連携の定義と原則／なぜ連携するのか   
     → ファシリテーター：門田氏 
テーマ②：連携することの効果と課題  

     → ファシリテーター：米良氏 
テーマ③：連携の範囲（パターン/レベル/ステージ） 

     → ファシリテーター：石井氏 
テーマ④：連携先の選定基準と連携プロセス  

     → ファシリテーター：渡邊氏 
（3）全体シェア：各ファシリテーターからの報告（20
分） 

 
コアメンバー、アドバイザー 

 
17：55～18：00 
 

事務連絡（次回日程決め等） JANIC 

 
 
 
開催レポート 



 
はじめに、メンバーからの情報シェアとして、横浜 NGO ネットワーク飯田氏より、横浜

開港 150 周年を記念して楽天オークション㈱との連携で行うチャリティーオークションの

紹介、また JANIC からは 8 月 25 日に福岡で行ったシンポジウムの開催報告が行われた。

次に今回のオブザーバー参加者である(特活)関西国際交流団体協議会の河合氏が紹介され、

11 月に予定されている大阪におけるシンポジウムの準備状況が共有された。 
今回の定例会は大きく２つに分けた構成で、前半は MDGs 理解促進に向けた提案書につ

いてのグループディスカッション、後半は NGO と企業の連携基準ガイドラインに関しての

グループディスカッションが行われた。 
 

【前半】 MDGs 理解促進に向けた提案書について 
前半は、前回の定例会で行った同テーマでのディスカッションを受けてコアメンバーが

中心となり作成した「MDGs 理解促進に向けた提案書」ドラフト資料をもとに、下記の論

点や内容について、グループ討議を行った。  
 

論点 
①  9 月上旬に実施した MDGs アンケート結果及び第 2 回定例会での議論と整合性がある

か 
② MDGs 啓発のために企業、NGO それぞれに求められることについて 
③ 上記を踏まえて、具体的に使える啓発ツールのアイデアについて 
 
5 人×6 グループでの討議を行ったのち、各グループがその内容を発表し、全体でシェアし

た。 シェアされた議論内容は以下の通り。 
 
A グループ発表 
・NGO 側から企業への主張があってもいいのではないか。 
・企業の人たちが参加しやすい仕組みを作る。 

・環境・生物多様性の問題などとっつきやすいテーマを選択する。 
・MDGs は「チャンス」ではなく「リスク」である。 
・NGO も NDGs を学ぶ必要性（特に、自団体の活動に直接関係のない分野において） 
・ツール案 

・頭ではなく、心で学べるもの＝わかりやすいもの 
  Eg.紙芝居、イラスト 

子供と一緒に参加できるイベント 
→子供に教えるため親も勉強する 
 

B グループ発表 
・発信力、コミュニケーション力が大事 

・提案書のベースとなる企業に偏りがあるのではないか。 
・NGO:限られた時間の中で MDGs を含んで自分たちの活動を語るのが非常に難しい。 

→パワーポイントが実用的でいいのではないか（社内決済用の資料） 
・ツール案 
   ・パワーポイント資料 



 
   ・オンライン（紙媒体ではないもの）の活用（＝費用がかからない） 
      Eg. WEB 上のバナー 
          →「見たことがある」の印象付けを行う 

 
C グループ 
・理由の明確化（切実さ、切迫感を出す） 
    ・なぜ、企業の社員なのか 
    ・なぜ、MDGs の理解促進なのか 
・NGO は MDGs を踏まえた活動紹介をしていくべき 
・企業の社員を対象とするなら、ツールもそれを意識したものを提案すべき 
 
D グループ発表 
・ビジュアル重視にすべき（グラフや絵の挿入） 
・「はじめに」（スライド 2）において、切迫感がない 
    →CSR の世界的潮流を紹介 
・（スライド 8）NGO の課題：目先のことを追いすぎている。 
・ツール案 
   ・社員食堂でのイベント 
   ・各企業に応じたオーダーメイドのツールを提案 
   ・CSR 報告書に MDGs 達成評価を加える（全企業に共通のフォーマットを作成） 
       ・グローバルコンパクトのようなものがよい 
 
E グループ発表 
・経営陣に働きかけることも大事 

・働きかける方法はボトムアップだけでは不十分 
・ツールも対象によって変えるべき 

・NGO：日常の活動を MDGs に必ずしも直結させているわけではない 
    ・MDGs を結びつけて活動を説明するのは困難 
・リソース、人的ネットワークを具体的に記載した方がわかりやすい 
 
F グループ発表 
・MDGs の意義、使用法について 

・NGO の活動における「開発」認識の欠如 
→MDGs の意味を広くとらえて活動していない 

・Umbrella Word（全体を包括する傘となる言葉）として使用すべき？ 
   ・誰のための言葉？（企業、NGO、市民？） 
     →Sustainability（持続可能性）のためと捉えるべき 
・ツール案 
   ・MDGs のアイコンを活用（→現在誰の管理下にあるのか？） 
   ・企業の提案は MDGs につながる具体的なものにすべき 
 

以上の議論を受け、今後コアメンバーを中心に「MDGs 理解促進に向けた提案書」内容



 
をさらにブラッシュアップさせ、最終版を完成させ、全メンバーへ確認を行う予定となっ

た。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【後半】 NGO と企業の提携基準ガイドラインについて 

後半は、NGO と企業の連携基準ガイドラインの作成のために、メンバーから意見の吸い

上げるためのディスカッションを行った。 
まず、コアメンバーである渡邊氏より概要説明として、企業と NGO の接点が 3-4 年前に

比べ増えているが、連携のためのルールが存在せず、連携の効果が十分に発揮できていな

いこと、また発揮されても企業の活動範囲内であり、世論や社会を変えるほどではないこ

と、NGO と企業の提携にはまだまだ課題が多いこと、そのために NGO と企業の連携ガイ

ドラインをまとめる必要があることなどが説明された。また、下記の内容を本ガイドライ

ンの趣旨とすることが確認された。 
 

本ガイドラインの作成趣旨： 
１．国際協力の意義を十分に理解し、人権や環境に配慮した連携活動に発展する。 
     ・現場のニーズを企業、NGO 双方が把握する。 
２．そもそもなぜ、連携が必要なのか、また連携によってどのような効果が期待できるの

か理解する。 
３．連携において双方が取るべき分野や行動の基本ルールを明確にする。 
     ・相互の責任や役割、行動のプロセスを明確にする。 
 

次に、ドラフト執筆を担当する 4 名のコアメンバーより、本日の議題となる４つの項目

について、その狙いや趣旨の説明があった。 
１）提携の定義と原則／なぜ連携するのか 



 
２）連携することの効果と課題 
３）連携の範囲（パターン／レベル／ステージ） 
４）連携先の選定基準と連携プロセス 
 

その後、7～8 人×4 グループに分かれてディスカッションを行い、話されたことをグルー

プごとに発表し、全体にシェアした。 
 

全体シェア 
１）連携の定義と原則／なぜ連携するのか 
・連携するうえでの原則について 

・目的の共有 
・信頼関係に基づいた密なコミュニケーションが必要（担当者レベル、組織レベル） 
・お互い高め合える関係（対等、平等性） 
・報告を含めた終了までのプロセスの共有、ストーリー性も含めた評価 

・なぜ連携するのか 
NGO 側：普段届かないところにアプローチできる 
企業側：ビジネスイノベーションを起こす上で、新しい視点を得られる 
双方 ：イノベーションを生み出せる 

・なぜ企業と NGO が連携するのか？ 
行政では融通がきかない 
（Eg.プロジェクト内容、意思決定スピード、報告書、予算の使い道） 
企業の方が柔軟 

 
２）連携することの効果と課題 
効果：現地にとってプラスの効果もあれば、必ずしもプラスとはいえない影響もある 

（Eg.電気が通っても、それによって伝統的習慣が衰退するなど） 
ブランド、信頼性をあげる 

課題：目標設定（同じ目標を共有出来るか） 
スピードの違い（プロジェクトのタイムスパン、企業：短い、NGO：長い） 

（意思決定のタイミング） 
いかに双方がマッチングするきっかけをつくれるか 

 
３）連携の範囲（パターン／レベル／ステージ） 
・企業が支援した、NGO が支援されたという話が中心。 

連携においては、NGO が企業を支援することもあってもいいのでは？ 
・企業が自分で NGO を作ってしまうということも考えられる 
 
４）連携先の選定基準と連携プロセス 
選定基準 

NGO 側：環境、人権などで問題を起こしている企業ではないこと 
・幅広く、使いやすい資金を出してくれるところ 
・思い、目的を共有できるところ 



 
企業側：組織としてしっかりしている NGO ところ 

・法人格をもっているところ 
・アカウンタビリティが果たせるところ 
・迅速な対応ができるところ 
・ある程度広範なテーマがある 

その他：第三者が評価する 
・きちっとしたコミュニケーションができる 
・フレキシブルな対応ができる 

 
考えられる連携プロセス 

・役割分担 
・着地点、目的共有 
・現状、ニーズ把握 
・実施の期間の明確化 
・中間評価（目標等軌道修正） 
・情報公開方法 
・モニタリングが必要 
・最終評価 
・情報公開の仕方を決めておく（時期、媒体） 

 
ここで出された意見は、今後のコアメンバーの「NGO と企業の提携基準ガイドライン」

ドラフト作成時に参考にされ、また完成したドラフトを全メンバーがさらにブラッシュア

ップしていく予定であることが確認された。 
次回定例会は、拡大版として参加者を一般に開いた BOP ビジネスに関するパネルディス

カッションを行う予定であり、日程調整等を行った。 
以上 


