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2014  JANIC 総会第 2 部企画 
【NGO の信頼性：現在地の確認とこれから】 

 
国際 を取り く が大きく変 る中、今、 たち NGO が信頼を得て活動する存在となるた

めに、2014 JANIC 総会第 2 部では、「NGO の信頼性：現在地の確認とこれから」をテーマに
開催しました。この企画では、NGO の信頼性について、専門家による基調講演のあと、NGO によ
り取り組み事 の紹介をするとともに、パートナーからの視点についてお話しいただきました。 

《日時》 
 2014 6 月 18 日（水） 16:00 17:30 
《場所》 
 早稲田奉仕園リバティホール 
《プログラム》 
� 導入：JANIC としての信頼性向上の取り組み、ASC お試しチェック 

松尾沢子  JANIC 勮 グループ 
� 基調講演：NGO の信頼性向上 向 て NGO と SR の最新動向 

勜勾 人氏  IIHOE（人と組織と地球のための国際研究所）代表 
� NGO 事  

①認定 NPO 法人かものはしプロジェクト  
山元圭太氏  日本事業統括ディレクター  

②認定 NPO 法人 会（AAR Japan)  
堀 氏  事勲   

� パートナーからの視点 
① 定 動法人 CWS Japan   

大竹智子氏 プログラム・コーディネーター 
②株式会社リコー 環境推進本部 社会環境室 CSR グループ  

赤堀久美子氏  シニアスペシャリスト 
� 質疑応答とまとめ （20 分）   

進 ：勜勾 人氏 IIHOE   
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NGO と信頼性：私たちにとって永遠のテーマを、“セルフチェック”で考える 
JANIC は、1990 から、国際 NGO に対する を中心とした多 な 拶者からの寄

期待を的確に 活動に びつけるため、社会の中で信頼される活動 組織 くりに取り組んでき
ました。2008 には NGO の組織の自己診断ツールとしてアカウンタビリティ・セルフ・チェック
（ASC）を開発しました。2010 には 組織の社会的責任（SR）】に関する国際ガイダンス規格で
ある「ISO26000」が発 され、国際社会全体で、企業 に限らないすべての組織が共有すべ
き SR のあり方が共有されました。導入では、NGO と信頼性について、社会の動向と JANIC の取り
組みについて、JANIC 強化 ループ・マ ージャーの より紹介後、参加者の皆さんは自団
体と信頼性の関係を引き寄せて考えていただくために、アカウンタビリティ・セルフチェック（ASC）
のエッセンスをお試しで実施していただきました。 
 
NGO だからこそ、組織の社会責任にもしっかり取り組もう！ 

基調講演では、「NGO の信頼性向上に向けて NGO と SR の最新動向」をテーマに、IIHOE（人
と組織と地球のための国際研究所）の勜勾 人氏よりご講演いただきました。 

「ＮＰＯだからこそ、組織の社会責任にもしっかり取り組もう」という 強い ッセージととも
に、「ＮＳＲ（NPO の社会的責任）取り組み推進プロジェクト」についてご紹介いただきました。「2010

11 月に発 された ISO260001は全ての組織を対象としているため、NPO にも当てはめて考えて
いくことが必要。このプロジェクトでは、ISO26000 の中核主題を NPO に当てはめて読み解くと、
どのような課題が浮き彫りになり、またその解決のためにはどのような方法が考えられるのかに関
する研究会を実施した」と勜勾氏。 

このプロジェクトをはじめた背景には、NPO 法ができてから 15 たち、4 万 9 千団体以上のＮ
ＰＯが存在するなか、 に解 、勘認 の団体は 6 分の 1、また報告の期限を守れていない団体は 3
分の 1 にものぼるという現状があるそうです。このような現状を まえ、勜勾氏からは「NPO は社
会の信頼に足る団体になっていないのではないか」という鋭い指摘をいただきました。 

（勜勾氏の参考 ：http://blog.canpan.info/iihoe/archive/226） 
 
NGO の SR 取り組 事  SR は自分たちのためになる？！ 

NGO の SR 取り組み事 として、認定 NPO 法人かものはしプロジェクトの山元圭太氏より、団
体内での SR 取り組み事 をご紹介いただきました。「最初、NSR は責任＝義務だととらえていまし
た。しかし、組織基盤強化のために大変有効であるということに気付きました。義務ではなくチャ
ンスであるとポジティブにとらえ、ISO26000 の枠組みに従って、中核的課題への取り組み方針を

しています」と山元氏。かものはしプロジェクトでは、4 期ごとに るべきことを拪 し、
次報告書の最 ページに NSR ページをつくって公開しています。それによって、ドナーの寄付が
部 えたり、このページを て職員に する方が出てくるなどの効果があったといいます。 

（参照 Web サイト：http://www.kamonohashi-project.net/about/pdf/annual_report_2012.pdf ） 
次に、認定 NPO 法人難 を ける会（AAR Japan) の堀江拖 氏より、AAR の ISO26000 の取

り組みについてお話しいただきました。AAR では、「難しく考えずとにかく着手」「なるべく負担感
のないように」を基本的な考え方として、組織内で ISO26000 推進委員会を組織し、SR に取り組
んでいるそうです。今後の課題としては、「ISO26000 推進委員会の呼びかけで決めるルール、公式
に決めるルールを拪 すること、取り組み状 を定 評価すること、ISO26000 に対する関心の局
内の の に取り組んでいくことです」と堀江氏は語ります。  

                                                   
1 ISO26000 の中核主題は、「組織拇 」「人権」「 」「 」「公 な事業 」「拔 者課題」「コ ティ参画・開発」の 7 つ 
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パートナーシップの原則の共有が大事 
パートナーからの視点として、 定 活動法 CWS Japan の大竹智子氏より、パートナーシッ
プの考え方と共有の意義についてお話しいただきました。CWS では、Global Humanitarian 
Platform （国連・赤十字新月社同盟・NGO によるポリシー 動規 成などを うプラットフ
ーム） により、 されたパートナーシップ原則を、パートナーと事業を う際に、
約書に入れているそうです。パートナーシップ原則は、「平等」「透明性」「成果主義」「責任」「相互
補完」の５つ。パートナーシップの考え方を明文化し共有することで、すべての職員、関係者が、
価値観を共有することができ、そのような成果の最大化への取り組みが受益者・関係者へ責任につ
ながるとお話しいただきました。 
 
企業にとって、NGO の信頼の基本はアカウンタビリティの強化 

 
株式会社リコーの赤堀久美子氏より、企

業が求める NGO の信頼性についてお話し
いただきました。企業にとって NGO の認知

は、拑 ながらいまだ低いのが現状です。
「NGO に求める信頼レベルは、連携パター
ンによって なってきます。 プロジェ
クトを う場 は、当 求められる信頼レ
ベルも高くなります。連携候補を選出した
のち、連携候補の組織と事業を評価する過
程で、組織と事業のみならず担当者の信頼
性も ていきます。」と赤堀氏。 
 
 

（参考 ：「地球規模の課題解決に向けた企業と NGO の連携ガイドライン」 
http://www.janic.org/ngo_network/PartnershipGuideline.ver3.pdf ） 

NGO に期待することは「第 1 に、信頼の基本としてのアカウンタビリティの強化、第 2 に、多角的な企
業の期待値の 解。NGO と企業 方の勛 に したプロ ラムの実現を 指しています」とお話しい
ただきました。 
 
組織基盤づくりの道具としての SR にむけて 
会場からは、「ISO26000 を導入すると、サプライチェーンについても さなくてはいけないので、コ
ストがかかると うが、どうすれ よいのか」という拾勬が寄せられました。それに対して勜勾氏は、「何

かかけて していく 画をつくれ よい。 え 2 次、3 次取引先で人権がまもられているのか
のコストを で ていく必要はない。ISO26000 にどこまで取り組むのかを組織として明確にする
ことだけでも社会的な評価につながる。組織基盤強化の道具とするとよい」というようなアドバイスを
いただきました。 
参加者からは「コンパクトに SR についてご紹介いただいたおかげで、ハードルを低く感じることができ
た」「NGO の取り組み事 を くことで、所 NGO でどのように SR に取り組むか考える際の参考にな
った」などの感想をいただきました。 

以上 


