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2009 年度 事業報告 
 

 

1. 2009 年度重点領域 

 2009 年度の事業で特徴的だったことは、これまでの活動を通して生まれた新しいグループ

として環境 NGO 及び企業との関係強化を図ることができたこと、ミレニアム開発目標

（MDGs）普及・啓発のためのキャンペーンの準備を行ったこと、地域ネットワーク NGO と

の連携強化について「地域ネットワーク NGO 調整会議」の第 2 回、第 3 回の会合を開催した

ことなどである。 

組織運営面においては、正会員数を目標を上回る 90 団体に増やすことができ、寄付額の増

大、事業収入の順調な伸びにより、自己財源を 2300 万円まで拡大することができた。また、

認定ＮＰＯ法人取得の方針を決定し、来年度以降申請の準備を開始する。2009 年度は 3 ヵ年

計画の最終年であり、3 年間の成果を検証するとともに、新 3 ヵ年計画を事務局スタッフ、理

事が共同して作成した。 

 

2009 年度の活動の成果を４つの重点領域ごとにまとめると、以下のとおりである。 

 

1-1 グローバル・イシューと日本政府および ODA への提言活動                                       

(1) 日本の ODA に対する活発な提言活動を行った。具体的には、NGO 外務省定期協議会、

NGO-JICA 協議会、援助効果に関する事業、OECD/DAC ピアレビュー、ODA 改革パブリック

フォーラムなどを通じて JANIC がリーダーシップをとり、NGO の提言活動の場作りを行っ

た。また JANIC が提言を行う主体として ODA 改革に関する提言書をまとめた。 

(2) ミレニアム開発目標（MDGs）普及・啓発のためのキャンペーンの準備を行い、MDGs 達成

に向けた他セクターとの連携の基盤づくりを行った。 

(3) 2008 年 G8 サミット NGO フォーラムの経験を活かし、開発 NGO と環境 NGO の連携に関する

基礎的な調査を実施し、必要な対話の場の設定を行った。また、生物多様性 COP10 に向け

た NGO 連携の動きにつなげた。 

 

1-2  NGO の理解促進と他セクターとの連携                        

(1) 2009 年 4 月に全面改良したウェブサイトのアクセス件数を大幅に増加させることができ

た（3万 5 千ビジット→10 万ビジット）と共に、ツイッターなどのソーシャル・メディア

の活用を試行的に始め、多くの反響を得ることができた。 

(2) 結成 2 年目となる CSR 推進 NGO ネットワークを更に発展させ、2009 年度からは新たに企

業もメンバーに取り入れ、NGO と企業が協働で課題の抽出や解決策の検討などを行うと共

に、MDGs 理解促進に向けた提案書や企業と NGO の連携ガイドブックなどの成果物も残す

ことができた。 
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(3) 新たな企業連携の実施やクレジット決済の導入、更には、「ハイチ地震」や「チリ大地震」

の緊急募金実施などを行った結果、NGO サポート募金への募金額が順調に増えた。 

(4) 社会貢献や国際協力を仕事にしたい若者の増加に伴い、月例の就職ガイダンスの実施に加

え、就職ガイダンス Special、キャリア・フェアへの出展、JICA の国際協力人材セミナー

への協力などを行い、より多くの参加者を集めることができた。 

 

1-3  NGO の能力と社会的責任の向上                           

(1) 複数年計画に基づき実施してきた NGO 向けの組織強化の取り組み 2 件（NGO の「危機管理・

安全管理」研修、国際協力 NGO 次世代リーダー育成事業）の最終年度にあたり、それぞれ

において総括シンポジウム開催、研修プログラム教材の完成を行うことができた。 

(2) 集合型研修と並行してコンサルティング形式での組織強化支援に着手した。当初計画に対

しスケジュール面での遅延及び実績数の伸び悩みはあるものの、企画段階において NGO 側

のニーズ確認を進めることができた。 

(3) アカウンタビリティ・セルフセチェック 2008 の実施を地道に正会員団体に呼びかけ、当

初計画は下回ったものの、累計 19 団体の実施を完了させることができた。またその取り

組みを対外的にアピールできるパネル類の作成を行う、世界各地の市民団体のアカウンタ

ビリティ取組みに関する外部サイトへの掲載を行う等、周知に努めた。また、外務省主催

の NGO アカウンタビリティセミナー事業において、理解促進のセミナー開催と共に実際に

取り組むための参考資料として「アカウンタビリティ・ガイド」を作成した。 

(4) 各地域のネットワーク NGO が一同に集まり経営課題などを話し合う「地域ネットワーク

NGO 調整会議」を 2009 年度も継続し、第 2 回と第 3 回の会合を開催した。 

 

1-4  正会員の活性化と安定した事務局体制づくり                               

(1) 正会員数を順調に伸ばすことができ、当初の目標（88 団体）を上回る成果（90 団体）を

残すことができた。 

(2) 認定 NPO 法人または公益法人取得について検討し、認定 NPO 法人取得の方針が決定した。 

(3) 領収書、請求書などの業務様式を統一し、事務局内の周知を図った。 

(4) グループ毎に収支が分かる新勘定科目を決定し、次年度予算書より採用を始めた。 

 

 上記成果からもわかるように、2009 年度の活動は概ね順調だったといえるが、当初計画し

ていた調査・提言事業のいくつかの助成金が取れずに未実施に終わり、あるいは個人会員の

減少や広告・協賛金の獲得が厳しい経済状況の影響を受けて思うように伸びなかった。また

集合型研修事業については定員割れする場合が多く、組織強化のニーズはあるものの提供方

法の見直しの必要性が認識された。この結果、今期は約 500 万円の赤字となった。自己財源

は、前述の通り毎年順調に拡大しているが、助成金が取れなくても財政が悪化しないように、

さらに努力が必要である。 
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2. 2009 年度の事業方針と戦略に対する活動報告 
2-1 グローバル・イシューと日本政府および ODA への提言活動                             

主担当部門 

調査・提言グループ 
 
2-1-1 2009 年度の重点目標・方針 

  2009年度は、2008年度に実施した2008年G8サミットNGOフォーラムの設置運営の成果で

生まれたネットワークや人脈を確実に調査・提言活動に活かすという観点から、調査・提言

活動を行った。また、G8サミットの経験から、MDGsに関する正会員の関心の高さが明らか

になったため、多様なセクターにMDGs への関心をもってもらうキャンペーン活動の準備も

行った。 
具体的には、以下の3つの柱を重点目標・方針として掲げた。また、先述した重点領域に掲

げた方針に基づきG8サミットの経験を活かし、環境NGOとの連携を強化した。 
 
(a) 市民に支えられる提言活動の展開 

中期目標としては、NGO が市民に支えられる提言活動を行うことによって、政府の政策決

定に影響を及ぼすことを目指す。具体的には、提言活動と連動して、他セクターや市民（特

に企業、労働組合、宗教団体、国際協力に関心のある市民など）を対象とした啓発活動を実

施する。2009 年度は、この目標を達成するための1 年目として、基盤作りのための調査活動

やネットワークづくりなどを行う。 
 
(b) 政府機関との質の高い政策対話の実現 

NGO がODA 政策、及びNGO とODA の連携に関する効果的な提言活動が行えるように、

既存の定期協議会の枠組みの活用と改善を行う。また定期協議会以外の機会に、NGO が議員

やマスコミを巻き込みながら、政府機関に提言活動を行えるような場を設定する。 
 
(c) 国際的なネットワークNGOとの連携 

国際的なネットワークNGO の動向を常に把握し、連携の必要な会議やセミナーなどに積極

的に参加し、JANIC および日本のNGO のプレゼンスを高めていく。 
 
2-1-2  2009 年度の振り返り 

(a) 市民に支えられる提言活動の展開 

① MDGs達成のための有識者会議を設置し、UNDP、企業、労働組合、宗教団体、生協

など他セクターの協力を得てキャンペーンの準備を行った。また、キャンペーン実施

のための基盤となるネットワークづくりをすることができた。 
② キャンペーン準備のための必要経費は確保できたものの、人件費・管理費の獲得に難
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航した。また企画の段階で、キャンペーンの内容を大幅に変更したためキャンペーン

の開始を2010年1月から2010年4月に延期した。 
 
(b) 政府機関との質の高い政策対話の実現 

① NGO外務省定期協議会、NGO-JICA協議会、援助効果、ODA改革パブリックフォーラ

ムなど、NGOの提言活動の場作りについてはJANICがリーダーシップをとりながら

NGOの提言プラットフォームをつくっていくスタイルが定着しつつある。また、これ

までの経験やネットワークを活かし、他の提言グループとの調整役を果たすことがで

きた。 
② 援助効果の助言委員会を設置するなど、NGOのみならず、研究者、ODA経験者、国際

機関職員等、専門家の協力を得ることに成功し、JANICの提言内容の質が向上した。 
③ NGO外務省定期協議会等の会合において、政務三役などハイレベルな意思決定者との

会合も実現した。 
④ NGO外務省定期協議会連携推進委員会では、NGO連携無償のスキーム改善と増額、草

の根人間の安全保障支援無償の見直しに向けた協議などが実現し、NGOの提言内容が

外務省の政策決定に一部反映された。 
⑤ NGO-JICA協議会では、草の根技術協力事業におけるNGOとJICAの関係改善を目指し

た取り組みを具体化したり、JICA基金に関してNGOが示していた懸念事項について

JICAと合意に達するなどの成果を出すとともに、NGO側の運営体制を改善し、自立的

な体制作りを行った。 
⑥ 援助効果に関する提言活動について、必要経費は確保できたものの、人件費・管理費

の獲得に難航した。 
⑦ NGO外務省定期協議会の運営の抜本的な改善に向けては動くことができなかった。 
⑧ ODA改革パブリックフォーラムでは議員やマスコミとの連携を行ったものの、十分な

フォローアップを行えなかった。 
 
(c) 国際的なネットワークNGOとの連携 

援助効果に関する事業でBONDとの連携は進んだものの、他のネットワークとの連携につ

いては現状維持にとどまった。 
 
(d) 環境NGOとの連携 

環境NGOとの連携については、基礎的な調査を実施すると共に、必要な場の設定を行った

ことで、生物多様性COP10に向けたNGO連携の動きにつなげることができたことは評価で

きる。しかしながら、調査に基づいた詳細な分析や、開発NGOの会議への参加促進の面で

は課題が残った。 
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主な実施事業（詳細別紙「事業実施一覧」参照） 

・MDGs 達成のための提言・啓発活動 
・国際環境分野における調査活動 
・援助効果に関する調査・提言活動 
・NGO 外務省定期協議会 
・NGO-JICA 協議会 
・ODA改革パブリックフォーラム 
・国際的なNGOのネットワークとの連携 

 

 

2-2  NGO の理解促進と他セクターとの連携                        

主担当部門 

広報・渉外グループ 

 

2-2-1 2009 年度の重点目標・方針 

世界の現状や国際協力の必要性、NGO の役割や活動内容などを、主に NGO 以外のセクタ

ーや一般市民に対してわかり易く伝え、連携を強化することで、国際協力 NGO への理解を促

進し、国際協力 NGO により多くの支援（ヒト・モノ・カネ）が行き渡ることを目標とする。

とりわけ、JANIC の名称と活動を幅広く知ってもらい、「JANIC ブランドの確立」をすること

で日本社会に広く NGO の存在を認知してもらうことを目指す。その際、JANIC 全体の重点領

域の一つでもある「MDGs キャンペーン」を念頭に置いて、下記の 3 つの領域を柱に事業を

展開する。 

 

(a) NGO の理解促進 

「国際協力に関心はあるが行動に移せていない人 

」を主なターゲットに、国際協力 NGO の理解者のパイを広げる。その際、ウェブサイトを中

心とした情報発信を更に強化すると共に情報発信の多様化にも取り組む。 

 

(b) 他セクターとの連携強化 

「選択と集中」に基づき、企業、自治体、労組に対して戦略的アプローチを継続すると共に

新たにメディアとの連携を強化する。 

 

(c)  JANIC 及び会員 NGO の自己財源確保・安定化に向けての取り組み 

多様な財源を確保することで、JANIC及び会員NGOの自己財源の更なる拡充と安定を目指す。 
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2-2-2  2009 年度の振り返り 

(a) NGO の理解促進 

① 2009 年 4 月に全面改良したウェブサイトのアクセス件数を大幅に増加させることができ

た（3 万 5 千ビジット→10 万ビジット）と共に、ツイッターなどのソーシャル・メディ

アの活用を試行的に始め、多くの反響を得ることができた。その結果、JANIC や NGO の

活動を幅広く伝えることができた。 

② シナジーの構成やデザインなどを見直し、NGO だけでなく企業を初めとする他セクター

や一般の方々からも高い評価が得られた。その一方で、シナジーの販売や広告収入では

苦戦をした。更なる販売戦略や広告獲得戦略が必要である。 

③ 定期セミナーは、「入門セミナー」と「テーマ別セミナー」については、毎回の集客に苦

労し、結果的には大変厳しいものとなった。一方で、「就職ガイダンス」は社会貢献や国

際協力を仕事にしたい若者の増加に伴い、月例のガイダンスの実施に加え、半期に 1 度

の「Special」や 11 月の「キャリア・フェア」への出展、JICA パートナーが行う「国際

協力人材セミナー」への通年協力などを行い、より多くの参加者を集めることができた。 

④ グローバルフェスタ JAPAN2009 は好天にも恵まれ、過去最多タイの来場者数（9 万 6 千

人）を記録することができた。JANIC は事務局運営業務を担い、大きな問題もなく無事

に終えることができた。 

 

(b) 他セクターとの連携強化 

① 企業との連携については、結成 2 年目となる「CSR 推進 NGO ネットワーク」を更に発展

させ、新たに企業メンバーも加え、NGO と企業が協働で課題の抽出や解決策の検討など

を行うと共に、「MDGs 理解促進に向けた提案書」や「企業と NGO の連携ガイドライン」

などの成果物を残すことができた。 

② 自治体との連携では、「市民国際プラザ」の運営業務に新たに多文化共生が加わり、日々

勉強をしながらも無難に対応ができた。 

 

(c) JANIC 及び会員 NGO の自己財源確保・安定化に向けての取り組み 

① NGO サポート募金に関しては、ヤマダ電機とのスキームが順調に進み、その他法人との

連携事例も複数立ち上げることができた。更に、クレジット決済の導入、「ハイチ地震」

や「チリ大地震」の緊急募金実施などを迅速に行った。その結果、NGO サポート募金へ

の募金額が当初予算以上に順調に推移した。 

② 会員については、団体協力会員と個人協力会員の獲得には大変苦戦し、現状維持ができ

なかったが、企業協力会員は順調に伸びた。特に企業協力会員に関しては CSR 推進 NGO

ネットワークの活動を通じて関係が出来てきたので、今後の更なる増加が期待できる。 

③ 新たに「突撃となりの CSR 室」という WEB 協賛の仕組みを立ち上げ、前半は順調に企

業からの協賛を獲得できたが、後半は伸び悩んだ。更なる内容の改善が求められている。 
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主な実施事業（詳細別紙「事業実施一覧」参照） 

 

(a)NGO の理解促進 

・ ウェブサイトの強化 

・ シナジーの発行と更なる改善 

・ メールマガジンの発行 

・ メディアとの連携強化 

・ 広報物トーン＆マナーの統一 

・ NGO 市民情報センターの運営 

・ イベント出展 

・ グローバルフェタ JAPAN2009 事務局運営 

・ 国際協力 NGO 入門セミナー・国際協力 NGO 就職ガイダンス 

・ NGO つながりキャンペーン 

・ JANIC リーフレット改訂 

 

(b)他セクターとの連携強化 

・ 自治体国際化協会との連携 

・ NGO-労働組合国際協働フォーラム 

・ CSR 推進 NGO ネットワーク（NGO 研究会） 

 

(c)JANIC 及び会員 NGO の自己財源確保・安定化に向けての取り組み 

・ 個人会員・団体協力会員・企業会員の維持・拡大 

・ NGO サポート募金 

・ 企業協賛 

・ シナジー広告・広告配信サービス 

・ 書籍販売 

・ リサイクル品回収 

 

2-3  NGO の能力と社会的責任の向上                           

主担当部門 

能力強化グループ 

 

2-3-1  2009 年の重点目標・方針 

(a) 国際協力 NGO としてそれぞれのミッション達成に向けた個々のスタッフ及び団体レベ

ルでの能力強化および、社会的責任を果たしうる NGO となることを支援するために JANIC

の役割を３つに再整理し取り組む。 
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＜役割１ 道先案内＞ 

NGO・スタッフにとって、活動の実施に際し最低限あるいは最大公約数的に必要と思われる

情報・手法などを、研修形式を中心とした方法でインプットし、彼らの前進を支援する。 

＜役割２ コンサルティング＞ 

個々の NGO による組織運営上の課題解決に向けた組織的な取組みに対し、JANIC 以外の専門

家の協力も得つつ、当該 NGO と継続的に関わりながらその目標達成を側面的に支援する。 

＜役割３ 環境整備のための調査＞ 

 人件費助成の仕組みなど人材の定着に向けた多様な方策の検討や、NGO の運営・資金状況、

人材の育成・福利厚生などに関する調査の実施に向けたドナー開拓に努める。（注：調査・

提言グループとの連携を通じて実施。） 

 

(b) NGO の能力強化にコンサルティング形式を導入する 

「NGO 活力ＵＰプランナー（仮称）」として、JANIC 以外の専門家の協力も得つつ、個々の

団体が抱える課題整理や解決策のプラニングに 2 年間程度関わり、アドバイスやモニタリ

ングを行い着実な能力強化の実現を支える方法を開発し可能であれば年度内の実施を試み

る。 

 

(c) 地域の NGO ネットワークと連携 

『地域 NGO ネットワーク調整会議』の枠組みを活用し、全国規模での NGO の能力強化や社

会的責任向上を目指す。 

 

2-3-2  2009 年度の振り返り 

(a) 道先案内としての機能 

① 複数年計画に基づき実施してきた NGO 向けの組織強化の取り組み 2 件（NGO の「危機管理・

安全管理」研修、国際協力 NGO 次世代リーダー育成事業）の最終年度にあたり、それぞ

れにおいて総括シンポジウム開催、研修プログラム教材の完成を行うことができた。 

② 他団体に先駆け、2010 年に発効予定の SR/ISO26000 と組織運営の関係性を扱う講座開催

を継続して行うと同時に、海外での研修が可能な外務省主催 NGO 長期スタディ・プログ

ラムの 3 年度目の事務局を担った。 

③ 例年通り、外務省、NGO 関係者間の交流と理解促進のために開催されている「国際協力

NGO インターンシップ」（人事課主催、外務省員の NGO への短期派遣）、「国際協力局 NGO

職員研修」（民間援助連携室主催、NGO スタッフ向けの国際協力局業務ブリーフィング）

について、各事業の広報、募集、調整に関する業務を担当した。 

④ 社会的責任に関する取り組みとしては、アカウンタビリティ・セルフセチェック 2008 の

実施を地道に正会員団体に呼びかけ（例：総会時のアンケート、「NGO アカウンタビリテ

ィ NOW」の発行）、当初計画は下回ったものの、年度末時点で累計 18団体の実施があった。
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外務省主催の NGO アカウンタビリティ・セミナー事業を受託し、名古屋 NGO センターお

よび関西 NGO 協議会の協力を得て、理解促進のセミナー開催と共に実際に取り組むため

の参考資料として「アカウンタビリティ・ガイド」を作成した。 

⑤ 環境整備のための調査については、調査実施に係るドナー開拓が進まず、実施に至らず、

次年度以降に持ち越しとなった。 

 

(b) コンサルティングに関する機能 

新規事業を企画し、1団体でのワークショップ開催とモニタリングを開始した。しかしながら、

当初予定に反し、実施団体の伸び悩みとスケジュール遅延が生じ、計画の見直しを重ねた。 

 

(c) 地域の NGO ネットワークと連携 

各地域のネットワーク NGO が一同に集まり経営課題などを話し合う「地域ネットワーク NGO

調整会議」を 2009 年度も継続し、関連事業として『NGO 研究会：ネットワーク NGO のあり方』

（北海道国際交流センター受託）のシンポジウム『ネットワーク NGO/NPO の自律的な経営は

どこまで可能か』開催を分担し、ネットワーク NGO の経営課題についての問題意識の顕在化

につなげた。 

 

今後は、近年顕在化してきた集合研修型の定員充足率の下降傾向、他の機関による NGO 向け

研修の提供増加傾向が続く中、JANIC としての比較優位性のある内容の確立と、実施面での特

色（例：提供方法の多様化、NGO 活動経験の豊富なリソースパーソン群の確保、アカウンタビ

リティ・セルフチェック 2008 との相乗効果など）を打ち出し、着実に NGO の社会的責任に関

する事項も含めた能力強化を行い、社会におけるその存在感を高めることを目指したい。 

 

主な事業（詳細別紙「2009 年度 JANIC 事業計画表」参照） 

【NGO の能力強化】 

・ 国際協力 NGO 次世代リーダー育成事業（研修＋助成） 

・ NGO の「危機管理・安全管理」研修 

・ NGO 長期スタディ・プログラム 

・ 組織運営講座（SR/ISO26000） 

・ NGO 活力 UP！事業 

 

【NGO の社会的責任の向上】 

・ アカウンタビリティ・セルフチェック 2008 

・ アカウンタビリティ・セミナー 

 

2-4  正会員の活性化と安定した事務局体制づくり                               
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主担当部門 

管理グループ 

 

2-4-1 2009 年度の方針と戦略 

(a) 就業規則の届出（就業規則の整備、変形労働時間制協定） 

労働環境整備には、就業規則を整え労働基準監督署へ届出をしなければならないが、まず

36 協定を締結することが先決であった。次いで変形労働時間制協定を締結し届け出る必要

がある。現行の時間外手当の支給方法も、これによって定まってくる。 

(b) 新勘定科目への移行準備 

現在の勘定科目体系は、標準様式に則って会計処理が行なわれているとはいえ、事業活動

の実態を明瞭に反映しているとは言い難い面があった。新勘定科目体系を導入するため、

各種会計ソフトの比較検討を行ないたい。また予算立案から新勘定科目を使用するために

は、予算検討の時期を考えると少なくとも今年 10月までには移行準備完了が必要であろう。

そのためには今年の 10 月には新勘定科目体系が整っている必要がある。 

(c) 認定 NPO 法人検討 

過去 5 年間のパブリックテストを行なった結果、この条件はクリアしている。寄付者名簿

などを整備し認定を目指していくが、認定までに相当の日数を要することが懸念される。

一方新公益法人への道もあり新社団法人、新財団法人取得が前提となり一定の日数や準備

が必要ではあるが、両者を比較検討しより有効な方法を考えていきたい。 

(d) 業務処理標準様式（様式集、手順書）の作成、周知 

請求書、領収書など事務局内の文書が個々バラバラで作成に当たっては大変効率が悪かっ

た。統一的様式を定め、また作業処理の手順書を作成し生産性を高めたい。 

まず現行利用されている各種文書を収集整理し、検討して統一的な文書を作成、提案する。 

(e) 会員との交流、意見交換など接触の場を増し絆を深める 

正会員サービス向上に努め、正会員の集い、総会などを通じ、全ての正会員団体が参加し、

意見の言えるような会運営を行ないたい。そのため正会員の集いの開催準備を早めに開始

し、充実した内容のものにしたい。 

(f) ダイレクトリー更新 

  年次更新を団体に任せずデータを提出してもらい、JANIC で行なうようにしたい。更新終

了の状況が常に把握でき、未処理の団体に速やかに督促する事が出来る。 

   またこの作業も年間のスケジュールに組み込み、臨時的にパート雇用を考えたい。 

(g) 総会、理事会などの事務局運営 

議題などの事前の集約、記録を速やかに作成、承認を得て開示する。今期理事の改選を控

え、準備を遺漏のないように早めに準備する。 

(h) 経理実務処理の効率化 

定期報告文書作成の期日を遵守し、データ管理を徹底したい。特にファイリングの整備や
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各種文書を分かりやすく変更するなど、作業効率化を日常的に行なっていきたい。 

 

2-4-2  2009 年度の振り返り 

(a) 就業規則の届出（就業規則の整備、変形労働時間制協定） 

変形労働時間制導入について検討し、導入しない事を理事会で報告。原則計算でしばらく

運用し、フレックスタム制導入について、中間管理職が育ち、人的管理が可能になった時

に導入を検討する。就業規則の整備については、次年度以降専門家のアドバイスに基づき、

前面的な見直しを検討し、届出をする。 

(b) 新勘定科目への移行 

収入の種類毎に分類していたこれまでの会計科目を、グループ毎に収支が分かるような

形に変え、支出には、事業毎の管理費の科目を加える形で、来年度の予算書を作成した。 

(c) 認定 NPO 法人検討 

シーズ主催の研修会などへの参加、既取得団体へのヒアリング、国税局への相談をし、

ネットワークＮＧＯの認定ＮＰＯ法人取得についての可能性について探った。また、公

益法人制度とも比較をし、来年度以降、認定ＮＰＯ法人取得を目指すことを理事会で報

告した。 

(d) 業務処理標準様式（様式集、手順書）の作成、周知 

請求書、領収書など事務局内の文書の統一的様式を定め、事務局内への周知を図った。 

(e) 会員との交流、意見交換など接触の場を増し、絆を深める 

6 月 26 日に総会を開催し、正会員、協力会員合わせ、出席 38 団体、55 名が集まった。

意見交換会では、正会員からＪＡＮＩＣへの問題提起を頂き、活発な意見交換会となっ

た。 

12 月 9 日に、毎年恒例の正会員の集いを開催した。現在、NGO の中で関心の高いテーマ

４つを取り上げ、グループディスカッションを行った。ワーキンググループの立上げの

提案が会員からあり、来年の正会員の集いは、それぞれのワーキンググループからの活

動報告、情報交換会にしてはどうかという意見が出された。 

(f) ダイレクトリー更新 

  例年メールにて行っている更新依頼を総会案内発送時に同封するなど工夫をした。正会

員は 80%の更新率を達成した。会員以外の団体へのアプローチの仕方、またより更新し

やすいフォームへの変更など課題が残った。 

(g) 総会、理事会などの事務局運営 

理事改選を行い、約 3 分の 1 が入れ替わったが、新理事の協力の元、理事会運営ができ

た。また、3 月末の事務局長退任に伴い、新事務局長への業務の移行のための補佐を行い、

スムーズな引継ぎに努めた。 

(h) 経理実務処理の効率化 

ネットバンキング導入、e-tax 導入などで、日常業務の効率化を図り、特に NGO サポー



 12 

ト募金の配分作業に効果をあげた。 

 

2-5  JANIC 共通事業                                    

 

2-5-1  2009 年度の振り返り 

(a) 従来継続して受託している外務省主催 NGO 相談員業務を着実に実施した。 

(b) 2008 年度に NGO スタッフに限らず一般からの参加者も含めた知的集約度の高い学びの場

として開始した「JANIC Laboratory」について、規模を縮小し、かつ主に NGO スタッフ

向けの内容とした「プチラボ」を開催した。 

 

主な事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ NGO 相談員 

・ プチラボ JANIC Laboratory 
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3. 自己財源確保に向けての数値目標に対する実績（3 ヵ年の推移） 

  

会費 正会員 76団体 ¥4,480,000 83団体 ¥5,286,000 90団体 ¥5,800,000

個人協力会員 200名 ¥1,930,000 174名 ¥1,766,000 160名 ¥1,607,000

協力団体会員（非営利組織） 63団体 ¥2,520,000 58団体 ¥2,487,000 59団体 ¥2,387,500

団体会員（企業） 17社 ¥1,220,000 20社 ¥1,310,000 22社 ¥1,250,000

小　　　　計 ¥10,150,000 ¥10,849,000 ¥11,044,500

寄付 一般寄付（サポート募金除く） ¥1,340,000 ¥872,735 ¥4,906,838

サポート募金・個人（左：総
額、右：JANIC収益）

¥1,469,038 ¥146,904 ¥1,469,038 ¥279,284 ¥1,021,526 ¥102,153

サポート募金・法人（左：総
額、右：JANIC収益）

¥2,101,000 ¥210,100 ¥2,101,000 ¥1,117,135 ¥9,858,189 ¥985,819

サポート募金・緊急支援（左：
総額、右：JANIC収益）

¥0 ¥104,835 ¥13,392,621 ¥1,339,262

小計（JANIC収益） ¥1,697,004 ¥2,373,989 ¥7,334,072

広告協賛 シナジー広告 ¥650,000 ¥640,000 ¥575,000

企業協賛 ¥500,000 ¥700,000 ¥745,000

G8協賛 ¥970,000 ¥0

MDGsキャンペーン協賛 ¥0

小　　　　計 ¥1,150,000 ¥2,310,000 ¥1,320,000

事業収入 入門ｾﾐﾅｰ･就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ ¥700,000 ¥883,500 ¥1,146,100

ブックフェア ¥410,000 ¥462,432 ¥419,144

JANIC出版物 ¥208,860 ¥271,661

ダイレクトリー販売 ¥130,070 ¥173,022

シナジー販売 ¥84,100 ¥185,906

JANIC Laboratory ¥153,267 ¥142,000

講師派遣 ¥1,200,000 ¥1,230,880 ¥1,137,516

小計（JANIC収益） ¥2,310,000 ¥3,153,109 ¥3,475,349

¥15,307,004 ¥18,686,098 ¥23,173,921

¥3,379,094 122% ¥4,487,823 124%

総　　合　　計（JANIC収益）

2007年度実績 2009年度実績2008年度実績

前年比（左：金額、右：％）
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4. 2009 年度 JANIC 事務局体制 
・ 2008 年度に引続き、4 つのグループ（調査・提言グループ、広報・渉外グループ、能力強

化グループ、管理グループ）を中心に各事業を遂行した。調査・提言グループについては、

下期より新たにアシスタント・マネージャーを置いた。 

・ マネージャー会議、グループ会議を毎週開催し、業務についての情報共有を遅滞なく行う

ことができ、スタッフ全員が参加する事務局会議は、月 1 回開催した。 

・ 常任理事会はほぼ毎月開催され、運営上で重要と思われる事項について敏速に審議をし、

組織のスムーズな運営の基盤となっている。 

・ 2009 年度は、理事改選が行われた。総会後の理事会にて新理事長、新副理事長の選任を

行い、新理事による理事会へスムーズに移行できた。理事会全６回開催。 
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実施事業一覧 

グローバル･イシューと日本政府および ODA への提言活動               
【持続可能な社会づくりのための提言・啓発活動】    

MDGs達成のための提言・啓発活動

（新規） 

MDGｓ達成に向けた有識者会議を設置し、連合、生協、企業、

UNDP、宗教団体などに他セクターの方々に助言をいただきな

がら、キャンペーンの企画を練った。とりわけ、電通、及び

博報堂の皆様のご協力により、キャンペーンの企画の絞り込

みとキャンペーン・サイトの準備ができたことは大きな成果

だった。 また動く→動かすや、WCRPなどMDGs達成に向けて

キャンペーンを行う他のネットワークとの関係構築も行っ

た。これらの活動を通じて、キャンペーン実施のための基盤

を整えることができた。 

援助効果に関する調査・提言活動

（新規） 

JANICが中心的な役割を果たし、日本のNGOにおける援助効果

の議論をリードすることができた。具体的には、第一に助言

委員会を設置し、援助効果に知見や関心のあるNGO関係者、

研究者、DAC関係者など約30名のネットワーク構築を行った。

第二にOECD/DAC対日援助審査の対応、NGO外務省定期協議会

の援助効果意見交換会の設置など、援助効果に関連する業務

のコーディネートを行うための基盤をつくった。第三にイギ

リスのネットワークNGOであるBONDと連携し、ODA援助効果

/CSO開発効果に関する国際的な動きについて学ぶことがで

きた。一方で、アジアのNGOとの連携や、日本の国際協力NGO

の関心喚起は今後の課題である。 

国際環境分野における調査活動

（新規） 

成果は、第一に外務省NGO調査員の調査により、国際的に活

動する環境NGOの基礎的な情報収集と分析を行い、NGOダイレ

クトリーにも新規で22団体を掲載した。第二に、開発NGO×

環境NGO連携フォーラムの開催、「連携は本当に必要なのか？

開発NGO×環境NGO」と題した小冊子の作成、COP10に向けた2

回の研究会の実施等を通じて、開発NGOと環境NGOの連携の基

盤をつくるための活動が展開できた。一方で、環境NGOと開

発NGOの連携に積極的なNGOは未だ限られていることが課題。 

 

【日本のODAに関する提言活動】       

NGO 外務省定期協議会（継続） 
JANICは連携推進委員会・全体会議・援助効果意見交換会の

委員と事務局、ODA政策協議会のコーディネーターを務め、
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昨年度に続いて定期協議会全体の動きをリードした。 

連携推進委員会では、5ヵ年計画推進チームを立ち上げ連携

政策について議論が進んだ。特に、NGO連携無償のスキーム

改善と大幅な増額については高く評価できる。また援助効果

について2011年まで定期的な意見交換をすることが合意さ

れた。さらに、政務三役を含むハイレベルな意思決定者との

会合も実現した。課題は、定期協議会全体の運営と事務局業

務の見直しはできなかったことである。 

NGO－JICA 協議会（継続） 

JANICはNGO-JICA協議会のコーディネーター及び事務局を務

め、協議会や分科会について、安定した運営を行った。特に

JICA基金に関する分科会についてはNGOが求める方向性で結

論を得るに至った。また、協議会の運営体制については、「登

録NGOの集い」を開き、登録NGOの役割を明確化するとともに、

自立的な体制の確立に向けて、年会費制の導入を行った。 

ODA 改革パブリックフォーラム

（継続） 

 

 

JANICは本フォーラムの企画全体をリードすると共に、事務

局を担当した。成果は第一にNGOの共同提言を主催4団体の

JANIC、関西NGO協議会、名古屋NGOセンター、ODA改革ネット

ワークでまとめ、外務省、JICA、議員等にアピールすること

ができた。第二に、主催4団体及び動く→動かすや日本国際

ボランティアセンターなど他のNGOとの協力により、質の高

い内容のフォーラムを実施することができた。第三に、NGO

外務省定期協議会との相乗効果を図ることができた。一方

で、課題はマスコミと議員との連携は、特にフォーラム開催

後のフォローアップの面において不十分だった。 

 

【国際的なＮＧＯのネットワークとの連携】      

国際的なＮＧＯのネットワーク

との連携（継続） 

援助効果の事業、及びReality of AIDのレポート執筆をのぞ

いて、イタリア・カナダのG8の機会等において、国際的なNGO

のネットワークとの連携はほとんど対応できなかった。 
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 NGO の理解・促進と他セクターとの連携                      

【NGO の理解促進】        

ウェブサイトの強化（継続） 

4 月にリニューアルしたサイト上で、JANIC がターゲットと

するあらゆる層への情報提供を行った。具体的には、NGO

入門者への情報提供、参加までのナビゲート、NGO サポー

ト募金を通じた財政基盤強化、企業や NGO に対する社会的

責任向上の啓発、MDGs の普及啓発などを行った。その結果、

年初の目標 Visit 数月 7 万件を大きく上回り、月 10 万件を達

成した。また、1 月からは JANIC Books サイトを立ち上げ、

JANIC 出版物の WEB 販売にも取り組んだ。更には、ツイッ

ターなどのソーシャル・メディアの活用も積極的に行い、若

者や社会問題に関心の高い層への新たなアプローチにも着

手した。 

シナジーの発行と更なる改善（継

続） 

計画通り、年 4 回の発行を滞りなく行った。発行部数は従来

通り各号 1,000 部であったが、構成や記事の工夫、レイアウ

トの改善などで、読み物としての質を高められた。一方で、

販売増と広告獲得には苦戦し、課題が残った。 

メールマガジンの発行（継続） 

NGO のイベント、ボランティア情報などを発信すると共に、

スタッフコラムなど JANIC の顔が見えるような温かみのあ

るコンテンツ作りを目指し、隔週で配信を継続した。また、

｢ハイチ地震｣や「チリ大地震」などの緊急災害時には臨時号

を発行し、積極的な情報発信を実施した。その結果、メルマ

ガ購読者数も順調に伸び、2010 年 3 月末で 3,930 名となり、

当初目標の 4,000 人に近づいた。 

メディアとの連携強化（新規） 

シナジー142 号でメディアを招いた座談会を行ったり、ニフ

ティの「地球のココロサイト」にグローバルフェスタの PR

記事等が掲載されたりしたものの、当初予定していた年間 12

回の定期的なリリース配信は実現できなかった。今後は、メ

ディアとの密な関係を築いて企画段階からマスメディアを

とりこむなど、あらゆる工夫が必要である。 

広報物トーン＆マナーの統一（新

規） 

プレスリリース・セットの作成と共有化を行い、ウェブ上で

の人材募集・イベント案内の書式を統一した。また、JANIC

の団体紹介や、プレゼン資料のフォーマット、ロゴ、使用規

定を整理し、スタッフが使いやすいように新規フォルダに集

約した。 
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NGO 市民情報センターの運営

（継続） 

国際協力の分野で活動している NGO について、「知りたい」

「参加したい」「勉強したい」など、様々な要望に応じた情

報の提供を行った。情報センターのチラシを作成し、グロー

バルフェスタや月例セミナーで配布した。情報センターの運

営は、水曜、木曜それぞれ 2 名体制でボランティア中心に行

われた。来館者数は月平均 15 名。 

イベント出展（継続） 

一般市民に国際協力について知ってもらうと共に JANIC や

NGO 活動への参加を促すような場を提供するため、2009 年

度は「メーデー中央大会（4/29）」、「環境ボランティア見本市

（6/20）」、「グローバルフェスタ JAPAN2009（10/3～4）」、「国

際協力キャリアフェア＠福岡（10/12）」、「国際協力キャリア

フェア（11/14）」に出展した。特にキャリア系のイベントで

は、JANIC の持っているリソースを活用し、意義のある出展

ができた。 

グローバルフェタ JAPAN2009 事

務局運営（継続） 

一般市民に「国際協力」を広く知ってもらうことを目的とし

たイベント「グローバルフェタ JAPAN2009」を 10/3、4 に外

務省、JICA と共に、共催団体の 1 つとして日比谷公園にて開

催した。出展団体数は 275 団体（NGO は 161 団体）、来場者

数は 96,000 人で、共に過去最高（来場者数は最高タイ）の数

字となった。 

国際協力 NGO 入門セミナー・国

際協力 NGO 就職ガイダンス（継

続） 

一般市民向けの NGO 理解・普及促進を目的に、「入門セミナ

ー」と「就職ガイダンス」をそれぞれ月 1 回開催した。また、

講師を現場系 NGO で実際に働くスタッフから招く「就職ガ

イダンス Special」を年 2 回、「テーマ別セミナー」を年 3 回

開催した。入門セミナー参加者平均 16 名、就職ガイダンス

参加者平均 35 名。更に、JICA /JICE と連携した「国際協力人

材セミナー」へも講師派遣を行なった（6 月札幌、8 月東京、

10 月福岡、1 月名古屋、3 月東京）。入門セミナーやテーマ別

セミナーでは内容のマンネリ化やテーマ設定、広報不足など

のために参加者数を伸ばすことができなかったが、キャリア

系セミナーはいずれも参加者が多く、社会貢献を仕事にした

い人が増えている状況の中で JANIC ならではの強みを発揮

できた。 

NGO つながりキャンペーン（新

規） 

MDGs キャンペーンの一環として、一般市民向け MDGs 啓発

キャンペーンを行うことを計画していたが、MDGs キャンペ

ーンの実施が遅れたために実行できなかった。「NGO ガイド」
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の配布については順調にはけており、2009 年度末時点の在庫

数は約 1 万 9 千部となっている。 

JANIC リーフレット改訂（継続） 
6 月の総会後に、2009 年・2010 年度の新理事一覧に差し替え

たリーフレットを増刷。納品数は計 1 万 5 千部。 

 

【他セクターとの連携強化】 

自治体国際化協会との連携（継

続） 

（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、自治体と NGO の連携推進を図

る各種事業の企画・運営に協力した。特に今年度からは多文

化共生に関する業務も担当することになったが、日々勉強を

続けながらも大きな問題もなく、当初計画していた事業を実

施することができた。主な実施業務は以下の通り。 
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 
・企画展来訪者数：730 名 
・年間来訪者数：1,715 名 
・年間問合件数：2,220 件 
・グローバルフェスタ（東京）、ワールドコラボ（名古屋）、

ワンワールドフェスタ（大阪）への出展 
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

（1/28～29＠JICA 地球ひろば、参加者：46 名） 
・「地域における国際協力推進フォーラム」の実施

（12/17@JICA 中部、参加者：203 名） 
③国際協力に関するノウハウの提供 
「自治体国際協力アドバイザー派遣制度」の派遣に係る運営

協力（国際協力：18 件、多文化共生：29 件）  
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 
・ 自治体国際協力パネルの貸出し 
・NGO 等への会議スペースの貸出し 

NGO-労働組合国際協働フォーラ

ム（継続） 

NGO と労働組合の相互理解と協働事業の促進を目的に同フ

ォーラムを運営した。主な活動としては、年度末決算、各種

タスクチームの運営、計 3 回の合同企画委員会開催、学習会

開催、新パンフレット作成など行った。また、キャンペーン

推薦機能の立ち上げを行った。タスクチームの活動である児

童労働シンポジウム（6 月）のサポートも行った。更に、「愛
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のカンパ」助成金（300 万円）を獲得した。 

CSR 推進 NGO ネットワーク

（NGO 研究会）（継続） 

MDGs 達成のための企業と NGO の連携促進を目的に結成さ

れた「CSR 推進 NGO ネットワーク」の 2 年目の活動を事務

局として担った。2009 年度は、NGO メンバー21 団体に、新

たに企業メンバー8 社を加え、活動を行った。更に、外務省

「NGO 研究会」事業を委託することができ、参加費と委託

事業費という両方のスキームで、当初計画していた 12 回の

コア会合、6 回の定例会、事例調査（ヒアリング先 15 社、9

団体）、3 回のシンポジウム（福岡、大阪、東京）を順調にこ

なすことができた、特に、「MDGs 提案書」や「連携ガイド

ライン」の作成などアウトプットを残すことができた。本ネ

ットワークの波及効果として、事務局次長の JICA BOP 研究

会の委員就任、各種シンポジウム登壇、経団連１％クラブの

社会貢献基礎講座（企業対象）の講師等の声がかかり、それ

らを担うことで、JANIC の信頼性の確立、「NGO との連携と

いえば JANIC」というブランド・イメージの醸成にもつなが

った。企業協力会員の獲得にも好影響が出ている。 

 

【JANIC 及び会員 NGO の自己財源確保・安定化に向けての取り組み】    

正会員数の拡大（継続） 

8 団体より入会申込書をいただいたうち、正会員委員会への

審議にいたった団体は 7 団体。正会員委員会での審議、理事

会での審議を経て、この 7 団体が JANIC 正会員に加わった。

退会団体数は０に留まった。 

個人協力会員・団体協力会員・企

業協力会員の維持・拡大（継続） 

会員拡大に関しては、企業協力会員の新規獲得に焦点をお

き、個人協力会員と団体協力会員へは活動報告や団体訪問な

どを丁寧に行い、継続を促した。その結果、企業協力会員 22

社、団体協力会員 58 団体、個人協力会員 160 人となった。

企業協力会員は 2010 年 4 月入会企業に対してのアプローチ

や関係構築を強化したことで次年度以降の大幅拡大に可能

性が見えてきた。 

NGO サポート募金（継続） 

寄付金獲得の最重要ツールとして「NGO サポート募金」を

位置づけ、個人と法人の両方をターゲットとした。サイトの

情報量充実（募金額の報告や各団体の活動報告等）にも取り

組み、クレジット決済機能の提供も行った。それらの結果と
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して、全体で当初予算（2,000 万円）を上回る約 2,375 万円を

獲得できた。ヤマダ電機へのフォローを丁寧に行ったことに

加え、他の法人との連携事例も複数立ち上げることができ

た。更には、「ハイチ地震」、「チリ大地震」の緊急募金開設

を迅速に行い、大口寄付をいただいたり、ツイッターと連動

した募金をいただくなど、新たな寄付先を開拓することもで

きた。 

企業協賛（継続） 

6 月より新たにウェブ協賛「突撃！となりの CSR 室」を立ち

上げ、企業協力会員や CSR 推進 NGO ネットワークで関係を

得た企業を中心に協賛金を獲得した（73 万円）。しかしなが

ら、1 月以降は新規獲得に苦戦し、当初計画していた予算（120

万円）には到達できなかった。また、MDGs キャンペーンの

実施が遅れたことで、同キャンペーンと連動した協賛獲得に

着手できなかった。 

シナジー広告・広告配信サービス

（継続） 

継続顧客からは確実に広告を獲得できたものの、継続顧客の

付いていないシナジー3 月号（145 号）での広告獲得ができ

なかったことは反省点である。その結果、年間のシナジー広

告獲得金額は 56 万円に終わった（予算 96 万円）。 

書籍販売（継続） 

「ブックフェア」をグローバルフェスタとキャリアフェアに

て出展し、書籍の販売を行った。天候にも恵まれたこともあ

り、グローバルフェスタで 129 万円、キャリアフェアで 46

万円を売上げた。JANIC 出版書籍を多く販売できたことは成

果に値するが、出版社委託書籍については、見直しが必要と

なっている。また、1 月にはウェブ上に JANIC Books サイト

を立ち上げ、オンラインでの書籍販売にも取り組んだ。 

リサイクル品回収（継続） 

未使用ハガキ、書き損じハガキ、未使用切手、各種未使用プ

リペイドカード、商品券の寄付受付を行った。その結果、3

万 5 千円の寄付があった。 
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 NGO の能力強化と社会的責任向上                            

【NGO の能力強化】        

国際協力 NGO 次世代リーダー育成

事業（継続）  

庭野平和財団からの助成事業として実施してきた国際協力

NGO 次世代リーダー育成事業 5 ヶ年計画の 5 年目。従来の仮

想 NGO を想定したマネジメントシミュレーション研修に加

え、参加者の団体で実際に抱える問題に対する課題解決型

講座となるようにプログラムを調整して実施した。合宿研

修は 17 団体 17 名が参加、助成制度に対しては応募団体 7

団体に対し 2 団体 2 名の対象者を決定した。 

2009 年度にて 5 ヶ年計画は終了となるが、2011 年度まで助

成プログラムは継続される。 

NGO の｢危機管理･安全管理｣研修

（継続）  

立正佼成会・一食平和基金からの助成事業として、5 ヵ年計

画の最終年度として実施した。本年度は、研修実施（東京、

北海道、沖縄）に加え、過去 5 ヵ年の研修参加者を対象と

した総括アンケートの実施、および総括シンポジウムを開

催した。研修およびシンポジウムの参加者総数は 75 名とな

った。 

NGO 長期スタディ・プログラム（継

続）  

外務省の委託事業の 3 年度目として実施。本年度から、海

外の受入先 NGO 等へ最長 6 ヶ月派遣する「実務研修型」に

加え、有料研修の受講と NGO への訪問を組み合わせ最長 3

ヶ月派遣する「研修受講型」が新設された。それぞれの派

遣形態で 5 名と 4 名の合計 9 名 9 団体の中堅スタッフが、

英国、スペイン、ギリシャ、ウクライナ、カナダ、韓国、

タイ、マレーシア、で研修を行った。 

組織運営講座（SR/ISO26000）（継

続） 

地球環境基金の助成を受け、「環境 NGO/NPO のための組織運

営講座」を実施した。関東・甲信越ブロックを対象に、SR

に基づく組織運営のあり方について学ぶ機会を提供した。

国際規格 ISO26000 の概要、職員の労働慣行やボランティア

マネジメント、環境配慮型組織運営と SR の関連性について

学ぶ機会とし、11 団体 11 名が参加した。環境 NGO/NPO に対

し SR に基づく組織運営の促進させるためには、今後も地道

な活動の継続が必要であると認識した。 
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NGO 活力 UP!事業（新規）  

NGO に対する聞き取り、関係者、民間コンサルタント、ファ

シリテーション専門家の助言を得つつ、基本サービスメニ

ューを作成した。主に正会員、団体協力会員に対して広報

を直接・間接的に行ったが、利用者は当初予定の 4 団体に

対し 1 団体にとどまった。同団体の経験をもとに、サービ

スメニューに改良を加え、2010 年度も継続して取組み、新

しい事業としての確立を目指す。 

 

【NGO の社会的責任向上】 

アカウンタビリティ・セルフチェ

ック 2008（継続） 

引き続き正会員のみを対象としてアカウンタビリティ・セ

ルフチェック 2008 を実施した。本年度中にセルフチェック

を実施し「アカウンタビリティ・セルフチェック 2008 マー

ク」を取得した団体は 7 団体で、2008 年度の開始からテス

ト実施団体を含めた累計は 18 団体となった。JANIC 理事 2

名、正会員団体 2 名、事務局 3 名が立会人としてセルフチ

ェックの実施時に各回 2 名ずつ立会った。 

アカウンタビリティ・セミナー（継

続）  

外務省委託事業として「NGO アカウンタビリティ・セミナー」

を実施した。内容は NGO のアカウンタビリティに関する理

解促進と行動変容を目的としたセミナーの開催と「NGO アカ

ウンタビリティ・ガイド」の作成であった。「アカウンタビ

リティ・ガイド」については、人的、資金面で限りがある

中小規模 NGO でも自主教材と利用できるように、アカウン

タビリティに関連する事例を掲載し、且つ団体内で計画的

に取り組めるような仕組みとして「アカウンタビリティ計

画シート」を提案した。 

セミナーに関しては、首都圏・関西・中部の 3 地域にて実

施。参加人数は、首都圏 28 名、関西 10 名、中部 10 名であ

った。 

 

【その他の業務】   

国際協協力 NGO インターンシップ

および国際協力局 NGO 職員研修

（継続） 

外務省、NGO 双方の交流、理解促進を図ることを目的に、外

務省職員の NGO への受け入れと、NGO スタッフの外務省国際

協力局への派遣を行なった。参加人数は、前者が 1 名（2

団体でのインターンシップ）、後者が 5 団体 7 名となった。 

立正佼成会一食平和基金事務局向

け講座（新規） 

立正佼成会一食平和基金事務局の依頼を受け、同事務局の

新任職員向けに NGO の活動概要や現場での考え方、モニタ
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リング・評価の在り方や助成時の配慮事項などについて講

義および意見交換を行う講座を開催した。 

 

 

JANIC 共通事業                                    

  

NGO 相談員（継続） 

外務省主催の受託事業として、2009 年 5 月から 2010 年 3

月末日まで実施。毎月の相談対応業務（平均 70 件/月)やそ

の報告業務に加え、年 2 回の相談員会議への出席と年 5 回

の出張を実施した。     

プチラボ JANIC Laboratory（継続） 

NGO の視点から、援助の先端的な問題を取り上げ、議論を通

し学びあう「実験的な学びの場」として開催された JANIC 

Laboratory を引き継ぎつつ、本年度は主な対象者を NGO ス

タッフに絞り、NGO で活動をしていく上でベースとなるテー

マを設定し参加者との議論を行う形式で実施した。参加者

16 名。早稲田奉仕園の共催を得て、会場の無償提供を受け

た。 
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５．組織の運営に関する関連情報 
通常総会 
日時：2009年6月26日（金）13：30～17：00 
場所：早稲田奉仕園 リバティホール 
出席：出席団体 31、書面表決票提出団体 14、委任状提出団体 10 の計 55 団体（正会員団体総

数 83） 
議案審議： 

① 第１号議案 2008 年度事業に関する事項[事業報告書（案)] 

② 第２号議案 2008 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： 

① 2009 年度事業に関する事項[事業報告書（案)] 

② 2009 年度決算に関する事項[決算報告書（案)] 

 
役員（2010 年 3 月 31 日現在） 
 
【顧  問】  船 戸 良 隆／（特活)アジアキリスト教教育基金 専務理事 
        伊 藤 道 雄／アジア・コミュニティ・センター21 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 
谷 山 博 史／(特活)日本国際ボランティアセンター 代表理事 

岩 附 由 香／(特活)ＡＣＥ 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 

  石 井 宏 明／(特活)難民支援協会 事務局次長 
  木 山 啓 子／(特活)ジェン 理事・事務局長 

熊 岡 路 矢／東京大学 客員教授 

  郡 司 真 弓／(特活)ＷＥ２１ジャパン 理事長 

  小 林    毅／(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン 事務局長 

  新 谷 大 輔／(株)三井物産戦略研究所 研究員 

  関    尚 士／(社)シャンティ国際ボランティア会 理事・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・事務局長補 

  長  宏 行／(財)オイスカ 国際協力部部長 
古 沢 広 祐／國學院大學 教授 
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  渡 邉 清 孝／(特活)ハンガー・フリー・ワールド 理事・事務局長 

 
【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 (2009 年 6 月 1 日(月) 午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 

  議題： 

1. 2008 年度事業報告（案）及び決算（案）について 
2. 次期理事候補案について 
3. 調査提言活動 2009 年度活動方針について 

4. 新規入会団体の承認 

5. 住宅手当について 

6. 総会の進行案について 

 

・ 第２回 (2009 年 6 月 26 日(金)午後 5時 00 分～5 時 45 分) 
  議題： 

1. 理事長／副理事長の選出について 

2. 監事の紹介 

3. 理事会日程について 

 

・ 第３回(2009 年 7 月 17 日(金)午後 4時 30 分～7 時 00 分) 
  議題： 

1. 追加の常任理事候補案について 

2. 正会員委員候補案について 

3. 顧問案について 

4. 正会員入会承認について                 

5. 次期3ヵ年計画作成の進め方について           

 

・ 第４回(2009 年 10 月 23 日(金)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 

  議題： 

1. 次期3ヵ年計画の骨子について              

2. 事務局長人事の経過について              

3. 正会員団体入会の承認について             

4. 選挙活動とNGOについて                
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・ 第５回(2010 年 1 月 29 日(金)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 
  議題： 

1. 第2期3ヵ年計画案について         

2. 新規入会会員団体について         

3. 認定NPOの申請の進捗について        

4. 新しい会計費目について                 

5. 変形労働時間について                   

6. 理事間のコミュニケーションについて     

7. MDGsキャンペーンについて               

8. 理事の退任と今後の再選について            

9. 常任理事の補充について                       

 

・ 第６回(2010 年 4 月 2 日(金)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 
  議題： 

1. 2010年度活動計画及び予算案  

2. MDGsキャンペーンについて  

3. 外務省定期協議会について  

4. 会員制度の見直しについて  

5. 正会員入会審査  

6. 理事人事 

 

常任理事会 
・ 第１回 （2009 年 6 月 1 日（月)午後 6 時 00 分～7 時 00 分) 
  議題： 

1. 新理事候補リストの最終確認 

2. アカウンタビリティ・セルフチェック 2008 立会人の守秘義務について 

 

・ 第２回 (2009 年 6 月 30 日(火)午後 4時 30 分～7 時 00 分) 
  議題： 

1. 追加の常任理事候補案について 

2. 正会員委員の選任案について 

3. 顧問について 

4. 理事長留守中の対応方法について 

5. MDGｓキャンペーンについて 

6. アカウンタビリティセルフチェック 2008 の承認について 

7. 事務局長の勤務体制の変更について 
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8. 次回理事会の進行について 

9. 今後の常任理事会、理事会等のスケジュールについて 

10. 次期 3ヵ年計画の進め方について 

 

・ 第３回(2008 年 9 月 26 日(月)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 

  議題： 

1. 次期３ヵ年計画合宿の進め方とアジェンダ等について 

2. ＯＤＡ改革パブリックフォーラムの提言書の確認 

3. 来年度の事務局体制と人事について 

4. アスシタント・マネージャー人事について 

5. 団体印押印管理案について 

6. 連合の選挙活動と NGO の関係について 

7. 正会員会費値下げ提案について 

 

・ 第４回(2009 年 11 月 26 日(木)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 
  議題： 

1. ３ヵ年計画進捗内容と今後の議論のあり方について 

2. 正会員の集いの企画について 

3. 認定ＮＰＯ取得の進捗と方向性について 

4. ２００９年度決算見込みとボーナスについて 

5. 理事相互の情報発信・共有について 

6. オリセットについて 

 

・ 第５回(2009 年 12 月 21 日(月)午後 3 時 00 分～5 時 30 分) 
  議題： 

1. 次期 3ヵ年計画について 

2. 会計費目変更について  

3. 変形労働時間のあり方について  

4. パシフィック・パートナーシップについて 

 

・ 第６回(2009 年 1 月 15 日(金)午後 3時 00 分～5 時 30 分) 
  議題： 

1. 第２期３ヵ年計画案について 

2. １月２９日の理事会の進行と議題について 

3. ＭＤＧｓキャンペーンについて 
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・ 第７回(2010 年 2 月 16 日(金)午後 3 時～5 時 30 分) 

  議題： 

1. ２０１０年度計画について  

2. ＭＤＧｓカウントダウン・キャンペーンについて 

3. 常任理事の人数追加について  

4. 人事体制について 

5. 外務省と国際協力ＮＧＯ間の人的交流について 

6. 「ＯＤＡの見直し」検討プロセスに関する要請について 

 

・ 第８回(2010 年 3 月 19 日(金)午後 3 時 00～5 時 30 分) 

  議題： 

1. ２０１０年度計画と予算案 

2. 人事計画（給与改定を含む）  

3. 提言の評価と２０１０年度のあり方 

4. 外務省定期協議会 

5. ＭＤＧｓキャンペーン 

6. 「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」について 

7. 会員制度の見直し 

8. 理事会の議題確認について 

9. 理事・常任理事・事務局長人事について 

 

・ 第９回(2010 年 4 月 19 日(金)午後 3 時 00～5 時 30 分) 

  議題： 

1. ２０１０年度計画と予算見直し案 

2. 会員制度の見直しと、会費 2 口以上の依頼について 

3. アドバイザリー・コミッティ制度（役割、募集、スケジュール） 

4. 調査・提言グループ報告（MDGs キャンペーンの経過報告含む） 

5. 動く→動かすとの関係について 

6. 常任理事会の議事録の取り扱い 

 
・ 第１０回(2010 年 5 月 17 日(月)午後 1 時 30～4 時 30 分) 

  議題： 

1. 決算案、修正予算案、事業報告 

2. アドバイザリー・コミッティー 

3. 常任理事会の議事録を流すことについて 

4. 今年度のアカウンタビリティ全体の取り組みと資金源について 
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5. 正会員委員会での会員拡大に関する議論 

 

各種委員会の開催 
＜正会員委員会＞ 

理事改選に伴い、新正会員委員会が発足した。正会員申込団体の入会審査を中心に 3 回開

催し、申込 6 団体を審査した。全団体が JANIC 理事会で入会を承認された。 

また、次期3ヵ年に見直しを予定している入会制度についても議論を始めた。 
 

・ 第１回 (2009 年 10 月 7 日（水）14:00～16:00) 
議題： 

１． 正会員入会審査  

  (特活)国境なき医師団 
  日本カトリック信徒宣教者会(JLMM) 

   ２．正会員の集いについて 

  
・ 第２回 (2010 年 1 月 18 日（月）14:00～15:30) 

議題： 

   １．正会員入会審査 

  (特活)ケアリングフューチャーファウンデーション(CFF) 

     エイズ孤児支援 NGO・PLUS 

２．正会員の集い振返り                 
 

・ 第３回 (2010 年 3 月 9 日（火）16:00～17:30) 

議題： 

   １．正会員入会審査 

  (特活)日本・雲南聯誼協会 
     フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

２．日本ヒアリングインターナショナルについて                 
３．2010 年度正会員増加戦略について                 

 

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。 
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正会員 
(2010 年 3 月 31 日現在 90 団体)      
 
(特活)アーユス仏教国際協力ネットワーク  
(特活)ICA 文化事業協会 
(特活)ACTION 
(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 
(特活)アジア日本相互交流センターICAN 

(特活) ADRA Japan 

(特活)APEX 
(特活)アフリカ地域開発市民の会(CanDo)  
(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  

エイズ孤児支援 NGO・PLAS*1 
(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 

(特活) ｹｱﾘﾝｸﾞﾌｫｰｻﾞﾌｭｰﾁｬｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟ

ﾝ*2 

(特活)グッドネーバーズ・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)  

(特活)国境なき医師団日本*3 

(特活)国境なき子どもたち 

(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 
(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） 

障害分野 NGO 連絡会(JANNET) 
NPO 法人 聖地のこどもを支える会*5 

(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)難民支援協会 

(特活)難民を助ける会 

(特活)２０５０ 

(特活) 日本・雲南聯誼協会*4 

日本カトリック信徒宣教者会*5 
(社)日本キリスト教海外医療協力会 
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(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 
(財)民際センター 

日本リザルツ 

(特活)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 
(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 

(特活)ヒューマンライツ・ナウ 

(特活)ヒマラヤ保全協会 
BAC 仏教救援センター 

(特活)フェアトレード・ラベル・ジャパン 

(特活) フリー・ザ・チルドレン・ジャパン*6 
(特活)ブリッジ エーシア ジャパン  

(特活)フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダ  

 ーJAPAN*7 
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 ジャパン 

(特活)れんげ国際ボランティア会 

(特活)ラオスのこども 

(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 2010 年 4 月 2 日付で入会 
＊2 2010 年 1 月 29 日付で入会 
＊3 2009 年 10 月 23 日付で入会 
＊4 2010 年 4 月 2 日付で入会 
＊5 2009 年 10 月 23 日付で入会 
＊6 2010 年 4 月 2 日付で入会 
＊7 2009 年 7 月 17 日付で入会 
 
 
 
 

協力会員（2010 年 3 月 31 日） 
 個人協力会員 160 名 
 団体協力会員 56 団体 

 企業協力会員  22社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


