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Ⅰ．2007年度事業報告（全体） 

 
Ⅰ．2007年度事業の振り返り 
1. 2007年度計画の重点項目確認 

3ヵ年計画（2007年～2009年）を基礎に作られた2007年度の事業計画の主な骨子は要約すると

以下のとおりである。 
 

＜重点項目＞ 
・ 自己財源確保の着実な成果と今後の財源確保の方向性を明確にする。 
・ G8 サミットの提言活動に取り組み、日本の NGO の提言活動を促進する。また、世界の多

様なNGOとの連携を進める。 
・ 「NGO のアカウンタビリティ向上のための行動基準」の簡易普及版を作成し、JANIC 正会

員が取り組み易いシステムの開発につとめる。 
・ 常任理事会の権限を明確にし、強いコミットメントができる環境を作り、バランスのとれた

組織運営と、事務局と理事会をつなぐ機関として常任理事会を強化する。 
 

2. 上記重点項目に対応したレビュー 
・ G8 サミットに対応した政策提言の動き、またアカウンタビリティに関する動きは、それなり

の進捗を見せ成果につながりつつある。 
・ 上記以外の継続的な事業についても、順調な推移を見せた。 
・ 20周年事業としてシンポジウムおよび記念パーティを実施することができた。 
・ 事業のボリュームと採算性の検討の必要性があることから、「NGOオープン・カレッジ」につ

いては、実施を見送った。 
 

3. 2007年度事業総括の要約 
常任理事会の強化 
・ 常任理事会を 2007 年度は通算 11 回開催し、集中する決済業務を理事会に代わって行った。

理事会とのコミュニケーションも順調に進み、事務局と理事会とをつなぐ役割を果たした。 
 

事務局運営体制の改善・強化 
・ 3ヵ年計画に挙げていたチーム制事業実施体制（管理チーム、調査・提言チーム、広報・渉外

チーム、人材育成チーム）を10月から確立し、チーム中心で日常的な事業展開ができるよう、

2年目（2008年度）に計画していた事務局次長を前倒しで雇用した。 
・ 事務局次長就任とチーム制確立と同時に、勤務時間の管理と時間外勤務手当ての支給を実施

し、残業・休日出勤などの管理体制を強めるとともに、時間外労働そのものを出来るだけ少
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なくするための仕組み作り・意識改革に着手した。 
・ これら一連の取り組みは、2007 年度計画には明確に打ち出していなかったものの、3 ヵ年計

画での到達目標には掲げていたものであり、1年前倒しで計画が達成できたものとして評価で

きる。 
 

自己財源確保の課題 
・ 2007 年度の自己財源確保については下記 4 項のような目標設定を内部では行っていたが、全

体としては十分な成果を上げられず、項目の中には2006年度実績を下回るものもあった。 
・ 但し、サポート募金を核とした一般寄付金に関しては、ヤマダ電機との連携確立、メルマガ

での広報強化策などが奏功し、下期より大幅に数値が伸びてきていることもあり、来年度以

降への期待が持てる。また、組織規模の大きい正会員 NGO2 団体が、会費二口にすることで

自己財源に貢献してくれたケースあった。 
・ 2007 年度に掲げた自己財源確保の数値目標が達成できなかった点は反省材料ではあるものの、

上記事務局運営体制の改善・強化で説明したように、JANIC 全体の組織基盤が前倒しで強化

されつつあることから、来年度に向けての自己財源確保の基盤強化は順調に進んできている

ものと思われる。 
 

4. 数値見込み（予算・目標 vs 実績）（2006年度の自己財源実績は1,618万円） 

    2007年予算・目標 2007年実績 

正会員（二口会費も含む） 78団体   430万円 78団体 452万円 

個人協力会員 235名   250万円 202名 186万円 

団体会員（企業） 23社   115万円 17社 132万円 

協力団体会員（非営利組織） 72団体   332万円 63団体 285万円 

会費 

小    計 1,128万円 1,055万円 

一般寄付（大口寄付除く） 200万円 124万円 

サポート募金（左：総額、右：JANIC

収益） 

募金総額 

60万円 
6万円 430万円 43万円 寄付 

小   計（JANIC収益） 206万円 167万円 

シナジー広告 92万円 68万円 

企業協賛（20周年事業） 5万円 50万円 
広告

協賛 
小    計  118万円 

事業

収入 
入門ｾﾐﾅｰ･就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

入門30名/

就職33名/

回 

84万円 

入門21名/

就職26名/

回 

70万円 
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書籍販売（左：総額、右：JANIC

収益） 
 37万円 95万円 41万円 

講師派遣  120万円 40件 

120万円 

 

 

 

小   計（JANIC収益） 322万円 231万円 

総  合  計（JANIC収益） 1,813万円 1571万円 
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Ⅱ．2007年度事業報告（個別事業） 

 

2007年度は、主な活動領域を「グローバル・イシューと日本のODAへの提言活動」、「NGOの理

解促進と他セクターとの連携」、「NGO の能力と社会責任の向上」、「正会員支援、その他の事業」、

「組織運営の強化」の大きく5分野において、以下のような個別活動を推進した。 

 
１ グローバル・イシューと日本の ODA への提言活動                                   
 
 提言活動はJANICの活動の中心的役割を果たしている。特にグローバル・イシューに対する提言

活動はこれまで JANIC で継続的にかかわってきた重要な提言活動であり、2007 年度は 2008 年に開

催されるG8サミットに焦点を当て、その準備活動に注力した。 
 また、これまで行ってきたODA 政策や連携活動に対する提言活動をより効果的に実施継続する。

2007 年度は年間を通じたテーマを設定し、年度末にはその評価をし、効果の見える提言活動を進め

た。 
 
（１） 2008 年Ｇ８サミットＮＧＯフォーラムの運営及び推進 
実施日時：第１期2007年4月1日～9月30日、第２期：2007年10月1日～ 
日本で開催される 2008 年のG8 サミットに向け、日本のNGO が連携して提言活動、及び、啓発

活動を行うことを目的に結成した、「2008年G8サミットNGOフォーラム」の運営及び推進を行っ

た。JANICはこのNGOフォーラム全体の事務局、及び、貧困・開発ユニットの事務局を担い、2008
年のサミットに向けて、活気ある提言活動と、市民を対象にした啓発活動を行った。貧困・開発、

環境、人権・平和の 3 つのユニットでの活動とともに、NGO フォーラム全体でキャンペーン活動、

Civil G8対話、オルタナティブ・サミットの実施に向けた準備を行った。 
主な事業としては、2007年6月上旬にドイツ・サミットへの出張とドイツNGO関係者との会合、

6月28日にNGOフォーラム発足記念パーティの開催、6月30日にドイツサミット報告会の開催、

10月14日に国際会議＆シンポジウム「2008年G8サミットに向けて日本の市民社会ができること」

の開催（JANICと共催）とポジション・ペーパー（第１版）の発表、2月19日に「G8 政府とNGO
の対話集会」の開催などである。そのほかにも外務省や環境省等政府関係者との会合、国会議員や

メディアとの対話、各ユニット主催のシンポジウムや学習会の開催などを多数行った。結果的に、

130団体（ＮＧＯの会員）、数万人（市民、他セクター）の参加があった。 
これら一連の活動を通じて、日本社会におけるNGOの提言能力向上と市民へのアプローチの強化

を図るととも、JANIC会員の増加に繋げていけるよう努力した。 

 
 
（２） グローバルイシュー関連の提言活動 
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G7NGOプラットフォームアライアンス（旧称：G7NGOアライアンス）の会合を10月31日に東

京で開催し、2008 年の G8 サミットに向けた情報交換やアライアンスとして何をするべきかについ

て意見交換を行った。また2月22日に元CIDAの職員を招聘し、パリ宣言に関する勉強会を開催し

た。10 月 30 日の会合には約 15 名（G7NGO プラットフォームアライアンス会議参加人数）、2008
年2月22日の勉強会には、約10名の参加者があった。 

 
(３) NGO 外務省定期協議会 

NGO外務省定期協議会の「連携推進委員会」（年3回東京で開催）にはJANICから委員を2名派

遣し、事務局を担当した。連携推進委員会では、NGOと外務省で「連携事例や協議のあり方に関し

て相互理解を深め、今後のパートナーシップのあり方について相互理解を形成するための土台をつ

くる」という年間目標を設定し、討議事項としては、主に新JICA発足後のNGOとの連携のあり方、

日本ＮＧＯ連携無償資金協力の事後状況調査、「草の根・人間の安全保障無償」「コミュニティ開発

支援無償」等への日本NGOの連携推進、広報協力などについて議論した。また第1回連携推進委員

会会議の決定を受け、NGO連携支援無償の「実務者勉強会」を開催した。 
また「ODA政策協議会」(東京で2回、名古屋で1回会議、年3回開催)にはJANICからコーディ

ネーターを1名派遣し、議題の調整等を行った。 
さらに上記2つの協議会が合同で開催する「全体会議」（5月28日東京で開催）についても議題の

調整や、（特活）関西NGO協議会、（特活）名古屋NGOセンターとともに事務局を担当した。全体

会議では報告の部「NGOと外務省の対話～これまでのあり方と評価」意見交換の部「NGO／市民社

会とODAの現状と今後のあり方」の主に2つの議題について報告と議論を行った。ODA政策協議

会と連携推進委員会は、各回の会議につき約30名、全体会議は80名の参加があった。 
 

(４)  NGO・JICA 協議会における提言活動 
2007 年度の本協議会では、次年度の新 JICA 移行に向けた新たな協議体制の検討を中心とし、同

時に、現行の「連携事業」「開発教育」「評価」の３小委員会制度についての評価を実施した。また

JICA 寄附金事業や新 JICA への統合準備状況について継続的に取り上げ、同寄附金事業については

趣旨や運営についてNGOからの疑問が多く寄せられた。各回は以下のとおり開催された。 

・ 第1回（2007年5月25日 於JICA本部） 
報告の部：①JICA-JBIC 統合に関する報告及び質疑応答、②平成 19 年度NGO 関連新規事業、③現

行の小委員会の評価・見直し実施方法案報告、④JICA寄附金事業について 
協議の部：①JICAボランティアの国籍条項について、②今後のNGO-JICA協議会の枠組み整理、③

平成19年度の各会合議題と地域会合・地域開催について 
・ 第2回（2007年9月15日 於JICA兵庫） 
報告の部：①JICA-JBIC統合に関する報告、②今後のNGO-JICA協議会の枠組み、③JICA寄附、④

円借款パートナーシップセミナー、⑤開発教育小委員会からの報告、⑥評価小委員会からの報告 
協議の部：インドネシアにおける違法伐採停止や持続可能な森林経営と温暖化防止 
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・ 第3回（2007年12月1日 於JICA中部） 
報告の部：①JICA-JBIC 統合に関する報告、②小委員会スキーム評価タスクの評価報告、③今後の

NGO-JICA協議会の枠組み、④JICA寄付金事業に関する報告、⑤連携事業検討会からの報告、⑥JICA
客員研究『多文化共生に関する現状およびJICAでの取り組み状況にかかる基礎分析』の実施報告 
協議の部：新JICA中部における市民参加について 
・ 第4回（2008年3月14日 於JICA本部） 
報告の部：①JICA-JBIC 統合について、②認定NPO法人制度と JICA 委託事業の扱いの報告、③平

成19年度新規事業実施報告、④JICA“PARTNER€35の事業内容、⑤新JICAの新環境社会配慮ガイドラ

インについて、⑥JICA寄附金事業について 
協議の部：①今後のNGO-JICA協議会の枠組み、②平成20年度10月までのNGO-JICA協議会及び

小委員会 
 

（５） NGO 研究会および調査活動 
提言活動を強化するために、「MDGs」、「G8」に関するの事例調査を検討する。そのために、専門

調査員、インターンの積極登用を検討した。 
また、欧米のネットワークNGO、開発途上国のネットワークNGO、他セクターとの連携のあり方をテ

ーマに、「NGO研究会」の開催を積極的に検討する。特にJANICとしては、企業のCSR活動とNGOと

の連携の可能性に関して本研究会を通じて、積極的に調査・情報収集を行なった。 

 
”Understanding Japanese NGOs from Facts and Practices€35の作成 
日本の国際協力NGOの実勢にJICAや国際機関との連携事例を加えて編集した英文資料の作成に

ついて、当センターが 2007 年 6 月に発行した『NGO データブック 2006』のデータを基に JICA と

の協力により実施した。完全版300部及び簡易版8,000部を発行し、国内外のドナー、途上国現地関

係者、研究機関及び JICA在外事務所関係者へ配布したほか、2008年に開催されるTICADやG8サ
ミット等の関連会議での関係者への配布も想定している。 

 
JICA市民参加支援事務局 

JICAによるNGO-JCIA連携事業関連業務の強化および質の向上を図る目的で、NGO-JICA協議会、

NGO-JICA ジャパンデスク、NGO-JICA 広報協力、連携事業の実績取りまとめ等、JICA が実施する

NGO-JICA連携事業の一部に係る支援業務の委託を受け、担当者を派遣した。 
 

２ NGO の理解促進と他セクターとの連携                                         
 
 NGOの存在を多くの市民に知ってもらうための広報活動はJANICの重要な活動領域であり、2007
年度はこれまでの方針を継続して、新しいポータルサイトの再構築、ウェブやメールマガジンを通

した情報提供システム基盤の強化など、効果的な広報活動を展開した。そのため、機関紙である『シ
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ナジー』を通じた広報は、ウェブとの役割を明確に区別し、より内容的な深さを追求した。 
 他セクターとの連携については、これまでどおり「自治体」「労働組合」「企業」を中心に進めた

が、2007年度は企業とNGOの連携を仲介する場を積極的に開拓した。 
 

（１） ウェブ、メールマガジンの活用に重点を置いた広報体制の強化 
広く NGO の情報を伝えるツールとしてウェブサイトならびにメールを介した情報発信に今年度

も取り組んだ。 
ウェブサイトに関しては2007年4月にリニューアルサイトをオープン。JANICを表すメッセージ

として「NGO を支援する NGO」を採用し、ロゴのグリーンを基調としたデザインとした。トップ

ページに NGO への「寄付」と「参加」という切り口で、これから NGO に関わりたい層に対して、

分わりやすい案内表示にした。特にNGOのイベントやボランティア、スタッフ情報が掲載されてい

る「情報掲示板」や2006年4月から開始したウェブ版「NGOダイレクトリー」のアクセスが多く、

NGOについて広く情報収集するためのポータルサイトとしての位置づけが、認められた結果となっ

た。 
その他にも「NGOサポート募金」には8つの活動分野を選んで寄付できる「まとめて募金」を新

サービスとしてスタート、大手家電量販店（ヤマダ電機）や有機農場からの寄付先として指定され

た。また、「NGO サポート募金」ページでは 10 月以降「NGO スタッフロングインタビュー」記事

を掲載し、活動分野ごとに個別の団体の紹介を行った。年間アクセス数は約 25 万件（訪問者数）。

システムトラブル等の問題もあり、アクセス数は伸び悩んだ。次年度以降の課題として早急にシス

テム改善に取り組む予定である。 
続いて、メールマガジン「国際協力 NGO ナビ」の配信を継続した。2007 年度は、ウェブサイト

に掲載されている「情報掲示板」の情報以外に、「NGOサポート募金」ページに掲載していた「NGO
スタッフロングインタビュー」の一部をメールマガジンでも紹介したほか、メールマガジンを通じ

てウェブサイトに訪れる回数が増すような工夫を凝らした。2008年1月からは「JANICさん」と称

するコラムを開始。JANIC のスタッフやインターン、ボランティアの素顔や日頃ごろの想いを読者

に伝えるようにした。購読者数は2008年3月末時点で2,593名。1年間で410名増加した。 
 

（２） シナジーの発行 
NGO 関係者が多い JANIC 会員への情報提供として、JANIC 会報誌『シナジー』を四半期ごと、

年4 回発行した。毎号、2つの特集記事を掲載し、NGO について理解度が異なる層に向けて、それ

ぞれ読み応えのある内容とするよう工夫した。 
発行部数は1200部/毎で、JANIC会員（NGO、団体、企業、個人）やJANICセミナー参加者に配

布した。また、大学や旅行社、企業からの広告収入も安定した収益として確保できた。 

 
（３） NGO 市民情報センターの運営 
従来どおり、月曜日から金曜日までの午後、JANIC事務所内にあるNGO市民情報センターをNGO
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に関心のある層や一般市民に向けて開放した。2007年度の利用者は計205名、うち8割以上が初め

ての利用で、JANIC ウェブサイトで情報センターの存在を知った人が大半であった。ウェブサイト

のリニューアルに絡め、NGO 市民情報センターで保管しているNGO 関連の資料や書籍、視聴覚資

料をデータベース化し、ウェブサイトから検索できるようにした効果と見られる。また、資料整理

やデータ入力は継続してボランティアの協力のもとに行われたが、データベース化したことにより、

情報センターの資料整理作業も効率化した。 
 

（４） マスコミ等への情報提供の促進 
2007 年度はG8NGO フォーラムの活動がマスコミの注目を集め、問い合わせやメディア掲載が多

数あった。また、AFP 通信の日本語サイト、「AFPBB News」が国際協力団体向けに、プレスリリ

ースサービスを開始した。その結果、国際ニュースと並ぶ形で、NGO の活動リリースを「AFPBB 
News」に投稿できるようになった。JANIC事業としてはNGOサポート募金や20周年シンポジウム

について4，5 回リリース文を投稿。その他にはNHK ラジオ第一放送「ラジオあさいちばん」にて

正会員2団体を紹介した。 

 
（５） 市民向けのセミナー、イベントの開催 

NGOに関心を持つ人を増やすために、以下のようなセミナー、イベントを実施した。 

 
国際協力NGO 入門セミナー、国際協力NGO 就職ガイダンスの実施 

JANICは1992年より、入門セミナー、就職ガイダンスを一般市民対象向けに原則毎月各1回開催

してきている。近年入門セミナーへの参加者がやや減少傾向にあるため、更なる内容の充実を図る

べく、2007年度は、隔月で理事を講師に依頼し実施した。就職ガイダンスにおいては、例年と同様、

女性の参加者が多い傾向にあるものの、性別、職業、年齢層等において参加者層の多様化が見られ

ている。 
 

グローバルフェスタ JAPAN 
2007 年 10 月 6 日（土）、7 日（日）の両日にわたり、日比谷公園にて『家族と地球～「絆の大切

さ」と「国際協力の今」を知ろう』をテーマに開催された。JANIC は本イベントに共催団体として

企画・運営に参加し、初出展 NGO の審査、NGO 側プログラムの企画・調整、ボランティア（2 日

間で延べ 253 名）のコーディネート、広報活動、企業協賛への助言を行った。本年は、初の試みと

して企業協賛を募り、7 社から協力を得た。来場者は 2 日間で延べ 79,345 名、参加団体数は 245 団

体であった。 
 

（６）他セクターとの連携事業 
 効果的にNGOとの連携を促進するために、自治体、企業、労働組合、及び関係機関との連携事業

を積極的に行なった。 
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１） (財)自治体国際化協会との連携事業 
 
「市民国際プラザ」の運営協力（受託９年度） 
（財）自治体国際化協会内に設置された「市民国際プラザ」にスタッフ 2 名を出向させ、自治体

の国際協力事業等に必要な情報を提供し、NGOと自治体の連携推進等を図る各種事業の企画・運営

に協力した。本年度における市民国際プラザの主な活動は以下の通り。 
 ①国際協力に関する情報収集・提供および啓発活動の実施 
  ・自治体や地域国際化協会、NGO等の国際協力に関する資料を収集・整理し、来客応接や電話、

電子メールにより情報提供を行う。また、国際協力活動の啓発を目的とした企画展を計 6 回

開催し、のべ390名が開催期間中に来訪した。 
  ・年間来訪者数：1,471名（前年度784名） 

・年間問合せ件数：1,316件（前年度620件）     
②国際協力を担う人材の育成 

  ・中高生や修学旅行生、大学生など計4件（前年度4件）の訪問を受け入れ、自治体やNGOの

国際協力活動を紹介するなど、国際理解の促進に努めた。 
 ③国際協力に関するノウハウの提供 

自治体や地域国際化協会等からの要請に基づき、国際協力ＮＧＯ関係者などアドバイザー登

録者56 名の中から派遣が適当である該当者を推薦した。平成19 年度は計16件17 名（前年

度 19 件 21 名）の派遣が実現し、国際協力に関するノウハウの提供や国際理解の促進に寄与

した。 
 ④国際協力活動の促進 
  ・来客や電話、電子メールによる国際協力に関する相談業務を行う。 

・国際理解教育教材の貸し出し１件（前年度なし） 
 ⑤市民国際プラザ施設管理業務 
  ・市民国際プラザ管理運営規則に基づき、施錠、消灯、機器保全等の管理を行う。 
  ・国際協力NGO等への会議室の貸し出し18件（前年度14件） 
 ⑥その他 
  ・市民国際プラザの新規ウェブサイトの立ち上げに合わせてパンフレットを全国の自治体・地

域国際化協会・NGOに配布し、メールマガジン等のツールを使って市民国際プラザの施設利

用ならびに新規ウェブサイトの活用を呼びかける広報活動を行った。 
 

自治体・NGO 間の連携促進にかかる人材育成等の事業（受託９年度） 
自治体とNGOの連携を推進するために、以下の活動を実施した。 

①国際協力に関する情報収集・啓発による国際協力活動の促進 
       各都道府県・政令指定都市や地域国際化協会、国際協力ＮＧＯ等から国際協力に関連した資
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料や会報等が送付され、セクターごとに整理・分類して展示するなど、利用者の便宜を図っ

た。また、「グローバルフェスタ JAPAN2007」等の国際協力イベントに出展し、「自治体国際

協力促進事業（モデル事業）」のパネルを展示し、自治体の国際協力活動に対する理解促進を

図った。 
②国際協力を担う人材の育成 
  ・「国際協力活動ステップアップ・ワークショップ」の実施 

2008年2月14日から15日にかけて（財）自治体国際化協会・大会議室にて開催され、

当センターは独自に作成した企画案を提出するとともに、それに基づいてワークショップ

のテーマや実施内容・形態、事例発表者・全体コーディネーターの人選など、プログラム

全体にわたって当センターからの提案をもとに実施計画案が策定された。また、実施に至

るまでの事例発表者・全体コーディネーターとの連絡調整や国際協力NGO等への案内・広

報、参加者の申込み受付や問合せへの対応、アンケートの作成など、細部にわたって事前

準備を行い、当日の運営や司会進行、講義、記録の作成などに従事した。その結果、計 39
名（内訳は、自治体13名、国際交流協会4名、NGO11名、その他団体11名）の参加を得

た。 
・「地域における国際協力推進フォーラム」の実施 

     岡山県の協力を得て、平成19年（2007年）10月12日に岡山国際交流センターで開催さ

れた当フォーラムでは、中国・四国地域をはじめとする国際協力関係者が計47名（内訳は、

自治体 13 名、国際交流協会 11 名、NGO18 名、その他団体 5 名）が参加し、「地域の特色

を活かした国際協力による人づくり」を全体テーマに、地域における国際協力のあり方や

各セクターの連携・協働に関して活発な意見交換が行われ、相互理解の促進に寄与した。

このフォーラムで、当センターは派遣しているコーディネーターを中心に企画概要案を策

定するとともに、事例発表者等に関してクレア国際協力課と協力して選定に当たった。さ

らに、全体コーディネーター・事例発表者との連絡調整や参加者の申込み受付・問合せへ

の対応、参加者名簿・当日アンケート資料の作成、懇親会の手配、当日の運営などを担っ

た。 
 

２）東京都国際交流委員会の運営 
昨年同様に、東京都国際交流委員会の情報コーナーに担当者1名を派遣する形で協力した。電話、

メールによる問合せ対応、ウェブ版機関紙「れすぱすTokyo」の企画・作成・配信、ホームページ全

体の情報管理とアップデートなどの業務を行なった。本年度は特にホームページの内容充実、アク

セス数の向上（月7万件以上）、ウェブ版機関紙「れすぱすTokyo」の読者拡大を目指した。 

 
３）NGO-労働組合国際協力フォーラムの企画運営 

NGO-労働組合国際協働フォーラムは2004年9月に設立され、事務局は連合とJANICが務めてい

る。現在、NGO 13団体、労働組合 12団体が同フォーラムに加盟し、年次総会に相当する年1回の
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全体会、2～3ヶ月に1回の合同企画委員会の開催のほか、現在、 HIV・エイズ感染症グループ、

児童労働グループ、 母子保健グループ、 教育グループの4つのグループに分かれた活動を展開し

ている。フォーラム全体の主な行事としては、毎年 6 月の児童労働映画上映会＆トークイベント開

催のほか、連携事例報告会の開催などを実施し、労組とNGOの交流の場作りを目指している。2007
年度は、これらの行事以外に、AIDS 陽性者スピーチとそれにかかる摸擬労使交渉などを実施し、

AIDS陽性者の事例を通じて職場における弱者や多様性に対する理解促進に努めた。 
 

（７）出版物の販売管理 
主なJANIC出版物の売上部数は以下のとおり。 

 『NGO職員の待遇・現状と課題 （要約）』369部、2007年6月新刊『NGOデータブック2006』305
部、『国際協力NGO活動に携わる人材の能力開発および待遇・福利厚生に関する実態調査報告書』91
部、2007年10月新刊『NGOの危機管理・安全管理ガイドライン』50部。今年度の書籍新刊は2点、

会員誌『シナジー134～7号』4点が発行された。入門セミナー、就職ガイダンス資料としての販売数

が含まれている。 
 書籍販売収益：952,941円（直接・通信・委託販売：677,098円、ブックフェア：275,843円、販売関

係諸費：▲643,236円［シナジー380,400円、NGOデータブック2006、NGOの危機管理・安全管理ガ

イドライン852,660円］ 

 
（８）国際協力ブックフェア 
2007年10月6日～7日に日比谷公園にて実施。従業者の人数20名。 

 NGO の本屋さん「国際協力ブックフェア」は、毎年グローバルフェスタ JAPAN の中のNGO 企画

としてJANICが企画、運営を担っている。今年度はフェスタ出展のNGO31団体、出版社9社の協力

により、約370タイトルに及ぶ国際協力関連書籍、ビデオを揃えることが出来た。両日共好天に恵ま

れ、今年度は100万円を少し上回る売上を得ることが出来た。一般書店では、日常読者の目にふれる

機会の少ない専門書等を展示即売し来場者の好評を得た。とりわけ研究者、学生に喜ばれたことを特

記したい。 
 

３ NGO の能力と社会責任の向上                                               
 
多様な研修の実施と JANIC の特色を打ち出した研修事業の強化 
これまで JANIC は、NGO の組織能力強化のために多様な研修を実施してきた。2007 年度は、以

下に挙げる研修を実施する一方で、「資金作り」、「広報ウェブの活動」などの新たな研修の開発を検

討した。なお、「PCM」、「語学」、「評価」といった研修は、ODA実施機関や他のNPO機関でも数多

く実施される傾向にあり、JANIC によるこれら研修実施の重複を避けるようにし、JANIC らしい独

自の研修を企画・実施することに力を注いだ。 
したがって、これまでの研修は継続したが、JICA や外務省などでも多様な NGO 研修の場作りが
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進んでおり、よりJANICとしての研修の特徴を明確にするように心がけた。そのため、これまでの

研修以外にも「資金づくり」「広報」に力を入れた研修づくりを検討した。    
一方、本年度は、外務省の新規研修事業である「長期スタディ・プログラム」を積極的に受託し、

比較的規模の大きい NGO の中堅スタッフの学びの場作りに努めた。また、JANIC がこれまで力を

入れてきたNGOのアカウンタビリティの強化をさらに進めるため、普及しやすいアカウンタビリテ

ィ規格の提案や、正会員のモニタリング強化を通じたアカウンタビリティの強化も同時に推進した。 

 
（１）次世代リーダー育成研修・助成事業 
本事業は、NGOの核となる次世代リーダーを育成することを目的に企画されたものであり、2007

年度は本事業の3年目にあたる年であった。 
本事業は、多様なステークホルダーから共感を得て、協力を引き出すための「相手を動かすコミ

ュニケーション力」の向上と、活動だけに偏らない経営とのバランスの取れた団体運営へと脱皮す

るための「組織を動かす基礎知識」の習得を目的とし、「研修」と「助成」の二つから成り立ってい

る。 
「研修」では、マネジメントの基礎の修得を目的に、多くのロールプレイやグループワークを通

じて、ビジネスマナー、コミュケーション、提案能力の向上を図ると共に、シミュレーションゲー

ム形式でNGO 団体の経営を体験する場を設けている。とくに2007 年度は、事前課題を課すことに

より、マネジメント系により多くの時間を割くように研修を実施した。また、「助成」では、団体の

長期的組織強化への寄与を目的に、研修で育った人材に対して人件費の助成（200万円/2年×2名）

を行った。 
 

（２）ＮＧＯの「危機管理・安全管理」研修 
 従業者数3名、受益者数143名。立正佼成会一食平和基金との共催にて開催してきた、NGOの

「危機管理・安全管理」研修は3年目であった。2007年の本事業は、①NGOが危機管理・安全管理

を行う基盤を個々人の能力を強化することによって底上げすること、②スタッフ個々人の能力に帰

される傾向のあるトピックを組織として強化すること、③NGOセクター以外の外部の専門家の協力

を得ること、を特徴として実施した。 
首都圏のみならず、スタディツアー勉強会については、地方開催の要望があったため、横浜及び

岡山での開催も実施した。また、3年目を締めくくり4年目事業への架け橋となった討論会も催行し、

「NGOにしかできないこと」への考察を深めたものである。詳細プログラムは下記のとおり。 
 

1. スタディツアー勉強会・横浜  2007 年6 月16 日 横浜 ＪＩＣＡ横浜 
2. スタディツアー勉強会・岡山 2007 年6 月30 日 岡山 岡山県国際交流センター 
3. 初めて出会う国際協力 NGO シニアのための平和貢献塾～入門編 2007 年 8 月 1 日 渋谷区立勤

労福祉会館 
4. 栄養と健康を学ぼう。～Work & Life Balance in 駐在地～ 2007 年10 月12 日 早稲田奉仕園 
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5.  “Media Literacy€35 ～言葉の裏にあるものを考える～ 2007 年12 月6 日 早稲田奉仕園 
6. 組織の基盤！！総務・労務・アドミニ研修 働く環境を物理的に整備しよう。2008 年2 月１・２日 

川崎生涯研修センター 
7. 討論会 「それでもNGOにしかできない！？！」NGOの支援－20年の物語 2008年2月19日 国

立オリンピック記念青少年総合センター 

 
（３）アカウンタビリティセミナー 
 従業者数 4 人、受益対象者数 112 人。外務省の委託事業であり、受託 2 年目の事業であった。本

年のセミナーは、関西と名古屋・東京の3箇所のみであった。JANIC・（特活）関西NGO協議会・（特

活）名古屋 NGO センターと共に、調整委員会を設置し内容調整などを実施した。また、11 月に東

京で実施したシンポジウムについては、内容構築について助言委員会を設けた。委員会は、黒田か

をり氏を委員長に計 4 名で構成したものである。シンポジウムは、JICA の協力を得て JICA ネット

を使わせていただき、東京会場と兵庫会場を当時中継しながら、進行させることができ、好評を得

たものである。詳細プログラムは下記のとおり。 
 

1．2007 年度「NGO のアカウンタビリティ強化セミナー」in 関西 「信頼できる NGO」になろう

～アカウンタビリティがNGOを成長させる～ 2007年7月21日 京都産業会館  
2．アカウンタビリティセミナー in 名古屋 2007 年7 月28 日（土）COMBi 本陣 N 棟106 共同

会議室 
3．第1 部：具体例に学ぶ！初心者のためのNGO のアカウンタビリティ教室 7 月30日 JICA 国際

協力総合研修所 
4．第 2 部：日本NGO 連携支援無償にかかるアカウンタビリティ 7 月 30 日 JICA 国際協力総合

研修所 
5．アカウンタビリティの世界的潮流－市民セクターの信頼と責任－ 11月16日 JICA国際協力総

合研修所・JICA兵庫 
 

（４）会計講座  
 (財)環境再生保全機構主催の「地球環境市民大学校研修業務」として 6 年目の委託事業になる。

今年度は10月25日～11月29日の期間、東京地区において入門コースと初級コースを開催した。入

門コースは2日間の開催、受講者14名と低調であった。会計とは何かを知るため参加したとはいえ、

実務に携わっていても仕訳が分からないなど、かなり初心者が多かった。所属団体の会計処理方法

も単式簿記を採用しているところの比重が高く会計処理が十分でない様子が伺われる。初級コース

は4日間の開催、受講者23名であった。事前アンケートによれば、受講目的は会計知識の不足を補

い実務知識を理論的体系的に整理したいというものであり、講座構成、内容も適切で、修了アンケ

ートでも講座の満足度は高かった。 
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（５）NGO-JICA 相互研修 
本事業は、JANIC と JICA の共催により、NGO と JICA の相互理解促進を目的として企画された

研修である。本年度は第 10 回目の節目を迎えるに当たって、「国内のコミュニティ現場からの学び

を国際協力に生かす」ということを目的に「コミュニティ開発再考」をテーマとして掲げた。コー

スリーダーとして長畑誠氏、サブ・リーダーとして山崎唯司氏、検討委員として NGO、JICA から

それぞれ4名が、企画から運営に至るまで深く関与した。 
国内研修を12月に2泊3日の合宿形式にて実施し、NGO14名、JICA17名の計31名が参加した。

国内研修修了者を対象とした海外研修は2008 年1 月に9泊10 日にて実施され、NGO10 名、JICA2
名の計 12 名が参加した。今年は国内研修では初めての試みとして、「国内の現場に出て行く」とい

うフィールド調査の手法を取り入れた。海外研修においても、これまではアジア地域の国々を訪ね

ていたが、今年は初めてアフリカ大陸のエチオピア連邦民主共和国を海外研修先として選定した。

その結果、机上の理論や開発手法の学びからだけでは得られない、「現場の声」を広く聞くことがで

きた。とくに今年は、上述のように新しい試みにチャレンジしたが、来年度以降の同研修のあり方

を占う上での一つの試金石となった。 
・ 2007年12月6日～8日（国内研修、JICA国総研） 
・ 2008年1月15日～24日（海外研修、エチオピア連邦民主共和国） 
・ 受益対象者の人数：NGO－JICA双方合わせて31名 

 
（６）外務省「NGO 長期スタディ・プログラム」の新規受託実施 
外務省の新たな NGO 強化研修事業として、2007 年度より「長期スタディ・プログラム」がスタ

ートした。本事業は、NGOの中堅スタッフが原則6ヵ月間、欧米の国際機関やNGOなどで組織マ

ネジメントなどの研修をOJT ベースで受講するプログラムであり、これまでなかなか実現の難しか

った NGO スタッフ向けの長期研修となっている。事業の実施にあたっては、JANIC がこれまでに

構築してきた海外 NGO をはじめとするさまざまなネットワークを活用し、とくに中規模以上の

NGOで働くスタッフの学びの場作りとなるよう努めた。2007年度は、応募者の中から7名の研修員

を海外の優れたNGOやNGOとの連携に実績のある国際機関に派遣した。 
初年度事業として困難な点や反省点は多々あったものの、内定者が一人も辞退することなく、ま

た参加者の満足度や研修効果も高かったことから、本事業の所定の目的と成果はおおむね達成する

ことができたものといえる。 
 

４ 正会員支援、その他の事業                                                 
 
（１）正会員の集い 
本年度の正会員のつどいは、2006 年度のつどいで正会員団体より出された提言に JANIC が応え、

成果物を出し、報告できる時期の開催が望ましいという理由から、開催を見送りとした。次回のつ

どい開催は2008年度の秋頃から冬頃にかけてを予定している。 
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（２）20 周年記念シンポジウム・パーティの開催 
JANICの設立20周年を記念して、公開シンポジウムとパーティを開催した。20年間の JANICの

歩みとそれを取り囲む社会状況の変化、NGO 業界の変遷を「JANIC の 20 年」というパンフレット

にまとめ、シンポジウムの参加者、会員に配布した。シンポジウムはJANICのネットワーク力を活

かし、日本の市民活動がどのように始まり、発展してきたのか日本の国際協力全体の歴史を学ぶ内

容とした。過去の歴史に加えて、時代と友に変化、発展してきたNGOが今後どのような役割を果た

し、その存在意義を示していくのか、未来のNGO像を語るパネリストに議論してもらうセッション

を設けた。2007年12月14日（金）に実施し、シンポジウムには総勢90名、懇親会には45名の参

加があった。 
 

（３）アカウンタビリティ普及基準委員会 
2007年7月より、正会員団体3団体から選出した委員（当初は2団体）と共に、既存の「アカウ

ンタビリティ基準」の普及版の作成を短期的な目的とする事業である。長期的な目的としては、

「JANIC アカウンタビリティ普及基準」を用いて、各団体のアカウンタビリティ達成度を客観的に

示す（マークなどによって）、正会員サービスとして提供することである。 
本年度は、予算の計上もなく、各委員には無償にてご協力いただいた。事業の進展度としては、

アカウンタビリティ普及基準案が纏まり、4団体に事業テスト実施に協力を依頼している段階である。

2008 年度に入ってからは、事業テストの完了と、それらテスト結果をアカウンタビリティ普及基準

に反映することから着手する予定である。 
 
 

（４）正会員モニタリング、ダイレクトリーの更新、ダイレクトリー印刷 
JANICのウェブサイト上に掲載されている、NGOダイレクトリーの更新作業を行った。現在掲載

されている358のNGO・助成団体に対し、更新作業の働きかけを行い、国際協力に関心のある市民

に最新の情報を提供できるよう努めた。また新規掲載団体の働きかけも行い、今後継続的に掲載団

体を増やしていく。 
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Ⅲ．組織の運営・処務に関する事項 

 組織運営について                                                       
 
１． 総会と理事会の開催 
正会員による定期総会の開催を2007年6月19日（火）に実施した。少しでも開かれた総会とするため

に、協力団体、個人会員にも積極的な参加を働きかけた。また、JANICの方向性や方針を確認する場とし

て、6回の理事会を開催した。 

 

２． 常任理事会の機能強化 
常任理事会を、(1)開催回数など時間的に制約の多い理事会では対応できない事項を迅速、且つ、

総合的に判断する場、(2)事務局のサポート、(3)理事会と事務局を繋ぐ機能、さらに提言委員会を休

止し、常任理事会に迅速な提言機能を持たせ運営した。合計８回を開催することができ、その機能

を果たした。しかし、事務局が議事録の作成に終われ、議事録を公開する体制を確立することがで

きなかった。 
 

３．事務局体制 
 事務局長に業務上の権限が集中しているこれまでの体制を徐々に分散していけるよう、事務局次

長を 1 名置くことができた。また、グループ制を導入し、それぞれのグループにマネージャー、必

要に応じてアシスタント・マネージャーを置いた。現時点では、マネージャーは事務局長と事務局

次長が兼ねる結果となっている。 
 また、10 月から時間外労働手当て支給を開始し、勤務時間調整表とタイムカードの導入による時

間管理の徹底を図った。 
 

４．組織の運営に関する関連情報 
この事項に関連する詳細な情報は以下のとおりである。 
 

通常総会 

日時：2007年6月19日（火）13：30～16：30 
場所：ルーテル市ヶ谷センター 第１・第２会議室 
出席：出席団体26、書面表決票提出団体16、委任状提出団体の3計45団体（正会員団体総数72） 
議案審議：①第１号議案 2006年度事業に関する事項[事業報告書(案)] 

②第２号議案 2006年度決算に関する事項[決算報告書(案)] 
③第３号議案 理事の選任に関する事項 
④第４号議案 監事の選任に関する事項 

報  告：①2007年度の事業計画に関する事項 
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②2007年度の収支予算に関する事項 
③会員規定の修正に関する事項 

 

役員（2008年 3月 31日現在） 

【顧  問】  船 戸 良 隆／アジアキリスト教教育基金 専務理事 
        伊 藤 道 雄／(公信)アジア・コミュニティ・トラスト 代表理事 
【理 事 長】   大 橋 正 明／(特活)シャプラニール=市民による海外協力の会 理事 

【副理事長】     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 
小 林   毅／(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン 事務局長 
谷 山 博 史／(特活)日本国際ボランティアセンター 代表理事 

【理  事】  生 澤 千 裕／日本労働組合総連合会 総合国際局 総合局長 
木 附 文 化／(財)オイスカ 事務局次長 
木 山 啓 子／(特活)ジェン 理事・事務局長 
熊 岡 路 矢／明治学院大学平和研究所(ＰＲＩＭＥ) 研究員 
下 澤 嶽／(特活)国際協力ＮＧＯセンター 事務局長 
高 橋 秀 行／(財)ジョイセフ(家族計画国際協力財団) 理事・国際協力推進部長 

     野 口 朝 夫／(特活)ラオスのこども 事務局長 
野 口 千 歳／(財)ケア・インターナショナル ジャパン 常務理事・事務局長 
秦   辰 也／(社)シャンティ国際ボランティア会 専務理事 
古 沢 広 祐／國學院大學 教授 
松 原   明／シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会 事務局長 
峯 村 里 香／(特活)幼い難民を考える会 事務局長 
山 口 誠 史／(特活)シェア＝国際保健協力市民の会 事務局長 
横 川 芳 江／(特活)地球の木 顧問 
渡 辺 龍 也／東京経済大学 准教授 

【監  事】     太 田 達 男／(財)公益法人協会 理事長 
浦 田   泉／浦田泉税理士事務所 代表 

 

理事会の開催 

・ 第１回 (2007年5月24日(木) 午後2時00分～5時00分) 
議題１．2006年度事業報告書と決算案について 

２．新役員候補案について 
３．副理事長の互選方法について 
４．会員規定の修正について 
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５．総会の議題および開催方法について 
６．G8に関する新規予算の承認について 
７．20周年記念のあり方について 
８．報告 

 

・ 第２回 (2007年6月19日(火)午後4時30分～5時30分) 
議題１．理事長／副理事長の選出について 
  ２．常任理事の選出について 
  ３．監事の紹介について 
  ４．各種委員会の設置と委員の決定について 
  ５．報告 

 

 ・ 第３回(2007年7月20日(金)午後2時00分～5時00分) 
議題１．常任理事の選出方法、選出および開催方法について 

  ２．正会員委員の選出方法および選出について 

  ３．顧問の規定および選出について 

  ４．NGO外務省定期協議会ODA政策協議会JANIC担当理事について 

  ５．アカウンタビリティ普及委員会（仮称）について 

  ６．就業規則について 

  ７．自己資金獲得計画について 

  ８．正会員の入会について 

－（特活）アフリカ地域開発市民の会 

－（特活）国際ボランティアセンター山形（IVY） 

  ９．報告 

 

・ 第４回(2007年10月26日(金)午後2時00分～4時30分) 
議題１．アカウンタビリティ普及システムの中間報告について 

  ２．ミャンマー政府への要請書について 

  ３．正会員の入会について 

－（特活）アジア日本相互交流センター ICAN 

  ４．G8関連事業と事務局代行について 

  ５．来年度事業のあり方、今後のJANICのあり方について 

  ６．報告 

 

・ 第５回(2008年1月25日(金)午後2時00分～5時00分) 
議題１．次年度計画の内容骨子について  
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  ２．ODA提言の動きについて 

  ３．アカウンタビリティ普及システムについて 

  ４．正会員の入会について 

     －（特活）ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 

     －（特活）難民支援協会 

     －（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク 

  ５．報告 

 

・ 第６回(2008年4月1日(火)午後3時00分～6時00分) 
議題１．2008年度活動計画案と予算案 

  ２．就業規則改訂案 

  ３．NGO外務省定期協議会連携推進委員会およびODA政策協議会の委員について 

  ４．政策提言方針について 

  ５．正会員の入会について 

－（特活）ACTION 

     －（特活）ジーエルエム・インスティテュート 

  ６．報告 

 

常任理事会 

理事会では対応が難しい事項を迅速、且つ、総合的に判断する場、事務局のサポート、理事会と事

務局を繋ぐ機能として、下記の通り常任理事会を開催した。 
 

・第１回 (2007年7月13日(金)午後4時00分～7時00分) 
議題１．追加の常任理事の選出方法について 

２． 正会員委員の選出方法について 

３． NGO外務省定期協議会ODA政策協議会委員の選出について 

４． 顧問のあり方について 

５．就業規則改定案について、内部人事について 
６． 自己資金獲得計画案について 
７． 理事会の議題について 
８． G8NGOフォーラムの資金、その他の動向について 

 

・第２回 (2007年9月14日(火)午後3時00分～6時00分) 
   議題１．8月末会計報告 

２．G8関係の動き、予算のシェア 
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３．JICAからの新規委託事業のシェア 
４．ISO－SRの動きについてのシェア 
５．アカウンタビリティ普及委員会の中間報告と意見交換 
６．ジャパンフラットホームとの連携の今後について 
７．10月からの事務局の体制、事務局次長との役割分担について 
８．ICA文化事業協会の第7回人間開発グローバル会議への協力について 
９．20周年記念事業について 
１０．G7NGOアライアンスの会議について 
１１．笹川平和財団への申請について 
１２．入会時の会費の減額について 

 

 ・第３回(2007年10月17日(金)午後6時00分～9時00分) 
議題１．ミャンマー政府への声明の件 

２． ODA改革ネット、関西NGO協議会の提言について 
３． アカウンタビリティチェックリストの件 
４． ジャパン・プラットフォームのフォローアップ 
５． 2008年以後のNGO－JICA協議会のあり方と委託事業について 
６． 正会員の寄附（もしくは複数口の会費）依頼について 
７． 10月26日（金）の理事会の議題について 
８． 2008年度の計画づくりについて 
９．報告 

  

・第４回(2007年11月8日(木)午後7時00分～9時00分) 
議題１．ヤマダ電機の募金依頼について 

２．ODA提言活動の振り返りと今後 
３．OECDの援助効果に関する動きとJANICの対応について 
４．G7NGOアライアンスの今後について 
５．時間外労働の監督状況 
６．次年度計画と活動のあり方について 

 

・第５回(2007年12月11日(金)午後2時00分～4時30分) 
議題１．JJ統合に関する提言のあり方、プラットフォームとの連携 

２． パリ会議のフォローアップ 
３． 歌手・絢香さんの件 
４． 正会員のつどいについて 
５． 1月の理事会の進め方について 
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６．報告 
 

 ・第６回(2008年1月18日(金)午後5時00分～8時00分) 
議題１．次年度計画の内容について 

２．ODA提言の動きについて 
３．アカウンタビリティ普及システムについて 
４．来年度の人事案について 
５．報告 

  

・第７回(2008年2月21日(木)午後7時～9時45分) 
   議題１．2008年度JANIC政策提言方針について（ODA、JICA、OECD、その他を含む） 

２．ODA改革パブリックフォーラムについて 
３．来年度事業案、予算案の中間報告について 
４．NGO－JICA協議会のあり方（関西からの提案について） 

   ５．報告 
 

・第８回(2008年3月13日(木)午後4時00～7時00分 
議題１．次年度計画および予算最終案について 

２．就業規則の変更について 
３．NGO外務省定期協議会連携推進委員会の委員について 
４．G7NGOプラットフォームアライアンスの会議（4月22日 京都）について 
５．シビルG8ダイアログの対応について 
６．ネットワークNGO全国会議の参加について 
７． 理事会議題案について 

    ８．報告 

 

各種委員会の開催 

＜正会員委員会＞ 
正会員に有効かつ必要と思われる情報に関して E メール等を使い随時発信した。情報内容として

は会議、セミナー関係や物資提供の案内など。また、以下のとおり正会員委員会を開催し、主に

正会員申込団体の審査を行った。本年度は 8 団体から申込をいただき、全団体が新規に正会員と

してJANIC理事会で承認された。 
 

・ 第１回 (2007年7月11日（水）10:00～12:00) 
議題１．正会員入会審査  
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    A:（特活）アフリカ地域開発市民の会 
B:（特活）国際ボランティアセンター山形 

 

・ 第２回 (2007年10月17日（水）14:30～16:30) 
議題１．正会員入会審査 

（特活）アジア日本相互交流センター ICAN  
議題２．2007年度正会員のつどい                 

 

・ 第３回 (2008年1月17日（木）10:00～12:20) 
議題１．正会員入会審査  

A:（特活）ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン                     
      B:（特活）難民支援協会 
      C:（特活）アーユス仏教国際協力ネットワーク 

 

・ 第４回 (2008年3月19日（木）15:00～17:45) 
議題１．正会員入会審査 

A:（特活）ジーエルエム・インスティチュート                     
      B:（特活）ACTION 

議題２．国際協力NGOダイレクトリーの更新状況について 
      

 

職員の福利厚生 

健康保険、厚生年金保険、労災保険および雇用保険に継続加入している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



正会員 

（2008年 3月 31日現在 78団体） 

 

(特活)アーユス仏教国際協力ネットワーク*1 
(特活)ICA文化事業協会 
(特活)ACTION*2 
(財)アジア・アフリカ国際奉仕財団 
(学)アジア学院 
(特活)ESAアジア教育支援の会 
(社)アジア協会アジア友の会 
(特活)アジアキリスト教教育基金 
(公信)アジア・コミュニティ・トラスト*3 
(特活)アジア日本相互交流センターICAN*4 
アジアの友を支援するRACK 
(特活)APEX 
(特活)アフリカ地域開発市民の会(CanDo) *5 
(特活)アフリカ日本協議会 
(特活)アムダ 
(特活)WE21ジャパン 
(特活)ACE  
(特活)エファジャパン 
(財)オイスカ 
(特活)幼い難民を考える会 
(特活)オックスファム・ジャパン                      
(特活)開発教育協会 
(特活)かものはしプロジェクト 
(特活)カラ＝西アフリカ農村自立協力会  

(特活)環境修復保全機構 
(財)ケア・インターナショナル ジャパン 
(財)国際開発救援財団 
(特活)国際子ども権利センター 
(特活)国際協力NGO・IV－JAPAN 
国際民間援護協議会「メコン基金」 
(特活)国際ボランティアセンター山形(IVY) *6 
(特活)金光教平和活動センター 

(特活)ジーエルエム・インスティチュート*7 
(特活)C.P.I.教育文化交流推進委員会 
(特活)シェア＝国際保健協力市民の会 
(特活)JHP・学校をつくる会  
(特活)JEN 
(特活)シャプラニール=市民による海外協力の会 
(社)シャンティ国際ボランティア会 
(財)ジョイセフ（家族計画国際協力財団） 
(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 
(財)世界宗教者平和会議日本委員会 
(特活)地球市民の会 
(特活)地球市民ACTかながわ／TPAK 
(特活)地球の木 
(特活)地球の友と歩む会／LIFE 
(特活)地球緑化センター 
(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン 
(特活)燈台(アフガン難民救援協力会) 
(特活)東方科学技術協力会 
(特活)名古屋NGOセンター 
(特活)難民支援協会*8 
(特活)難民を助ける会 
(特活)2050 
(社)日本キリスト教海外医療協力会 
(特活)日本国際ボランティアセンター 
(特活)日本ヒアリングインターナショナル 
(特活)日本フィリピンボランティア協会 
(財)日本フォスター・プラン協会 
(特活)日本紛争予防センター 
日本民際交流センター 
日本リザルツ 
熱帯森林保護団体 
(特活)ノマドインターナショナル 
(特活)ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジ

ャパン*9 
(特活)パレスチナ子どものキャンペーン 

(特活)ハンガー・フリー・ワールド 
(特活)ピース ウインズ・ジャパン 
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(特活)ピープルズ・ホープ・ジャパン*10 
(特活)ヒマラヤ保全協会 
BAC仏教救援センター 
(特活)ブリッジ エーシア ジャパン  
緑のサヘル 
(特活)緑の地球ネットワーク 
(特活)メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 
(世界の医療団) 
(特活)ラオスのこども 
(特活)れんげ国際ボランティア会 
(特活)ワールド・ビジョン・ジャパン 
ワールドファミリー基金 
ワールドランナーズ・ジャパン 
 
 
 

＊1 2008年1月25日付で入会 
＊2 2008年4月1日付で入会 
＊3 2007年4月19日付で退会 
＊4 2007年10月26日付で入会 
＊5 2007年7月20日付で入会 
＊6 2007年7月20日付で入会 
＊7 2008年3月1日付で入会 
＊8 2008年1月25日付で入会 
＊9 2008年1月25日付で入会 
＊10 2007年11月12日付で退会 
 

協力会員（2008年 3月 31日） 

 個人協力会員 202名 
 団体協力会員 63団体 
 企業協力会員 17社 


