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ＮＰＯだからこそ、組織の社会責任 
にもしっかり取り組もう 

 

 ～ＮＳＲ（ＮＰＯの社会責任）取り組み推進プロジェクト～ 

【本プロジェクトについて】 
２０１０年１１月のＩＳＯ２６０００発行を契機として、ＳＲ（あらゆる組織の社会責任）のあり方や実践に向けた
課題などについての議論が、広がりつつあります。 

ＮＰＯセクターも、ＩＳＯ２６０００の策定過程への参画をはじめ、ＳＲに関する議論の場を、企業をはじめとす
る多様な主体とともにつくりあげ、協働を進める重要な役割を担ってきました。 

その半面、各ＮＰＯの内部におけるＳＲへの取り組みには、まだまだ多くの課題が残っています。 
 

そこで、ＮＰＯのＳＲ課題に本気で取り組み、共に解決しようと、ＩＩＨＯＥ [人と組織地球のための国際研究
所] 、一般財団法人ダイバーシティ研究所のよびかけのもと、 ２０１２年９月より、ＮＰＯのＳＲ取組を推進す
るための研究会を毎月実施してまいりました。 

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るのか、またそ
の解決のためにはどのような方法が考えられるか。 

まずはそれぞれの組織の活動をＳＲの視点から改めて見つめ直すことから研究会を始めました。 
 

本資料はこの研究会の過程でＩＳＯ２６０００をＮＰＯに当てはめ、自分たちの課題について議論してきた記
録です。これから自組織のＳＲを考え、取組を進めようとする方々の参考としていただければ幸いです。 
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呼掛け団体 

 （般財）ダイバーシティ研究所 

 ＩＩＨＯＥ [人と組織地球のための国際研究所] （事務局） 

 

研究会参加団体（2012年9月～ 東京で毎月開催する研究会にご参加） 

 （特）ＮＰＯサポートセンター   （特）かものはしプロジェクト 

 （般社）環境パートナーシップ会議（EPC）  （特）参画プラネット 

 （特）難民を助ける会 

 

プロジェクト参加・協力団体 （それぞれの活動地域での取り組みの共有を中心に参画） 

 （般社）ＳＲ連携プラットフォーム        （特）岡山ＮＰＯセンター  
 （特）きょうとＮＰＯセンター   （特）まちなか研究所わくわく   
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ＮＳＲ（ＮＰＯの社会責任）取り組み推進プロジェクト（2012年度） 参加団体 



本資料の構成について 
 ＮＳＲ（ＮＰＯのＳＲ）研究会では、毎回下記のステップにより意見交換を実施してきました。 

 

     １）ＩＳＯ２６０００の中核主題をＮＰＯに当てはめるとどういう意味か、を読み解く 

   ２）各課題に関して、自組織ではどのような対応ができているか、これから必要か、をアセスメント （検証）し
てみる 

   ３）アセスメントした結果、自組織で実践していること、課題になっていることを共有する 

 

        １）の“読み解き”は毎回テーマと担当を決めてＩＳＯ２６０００の中核主題を理解し、 

        ２）の“アセスメント”では受益者や職員、ボランティア等、各組織のステークホルダーごとにどのような対応
が必要となるか、「リスク管理」「ステークホルダー満足」「教育/啓発」の３つの観点からそれぞれの団体
に当てはめて考えてみました。 

        ３）の“共有”では各組織の実践事例や課題を共有することで、それぞれの課題の解決に向けた取組みやア
イデアについて議論しました。 

 

        本資料では１）の“読み解き”で使用した資料を掲載し、２）の“アセスメント”の項目の一部を引用、 

   ３）の“共有”の場で出た意見やアイデアを抜粋して掲載しています。 

   ＊ダイジェスト版では中核主題①組織統治、および各テーマの主要ページ、アセスメント表のみ掲載しています。 
 

    ＊本資料は研究会参加組織の意見交換や課題の共有のために作られたものであり、ＮＰＯのＳＲへの取り組みについて包括的なテキ
ストとして作成されたものではありません。 

    ＊ＩＳＯ２６０００についての詳細は下記もご参照ください。 

      日本規格協会 「ISO26000補助ツール」  http://iso26000.jsa.or.jp/contents/ 
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アセスメントの方法について 
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団体 
ステークホルダー 

受益者 

寄付者 

会員 

ボランティア 

サービス 

広報・開示 

情報・ 
資金・時間 

リスク 
管理 

ステーク 
ホルダー 
満足 

教育 
啓発 

受益・利用者 

寄付者 

会員 

ボランティア 

③アセスメント（検証） 
→④中期計画策定へ 

   （ロードマップの作成） 

①対象の特定 

②接点の特定 

本研究会では、ＳＲの各課題への取り組みをどのように自組織に当てはめて考えたらいいのか、その方法につい
ての議論も行いました。その結果、 

１）まず対象（ステークホルダー）を特定し、 

２）その対象との接点を洗い出すこと、 

３）それぞれの対象との接点でどのような取組みが必要かを検証すること（アセスメント）、 

４）必要な取組みを実行するための計画（ロードマップ）をたてること、 

の４つのステップで実行していくのがいいのではないか、と考えました。（下記図参照） 

さらに、各対象ごとの取組みは、（株）デンソーのＣＳＲフレームワーク*を参考として、組織のリスクを低減するた

めの取組みを「リスク管理」として、そしてその組織基盤の上での各対象ごとの付加価値の創造を「ステークホル
ダー満足」として、さらに内外の教育や啓発を通じて実現すべきことを「教育・啓発」として区分して整理してみるこ
ととしました。本研究会では各テーマごとにこのアセスメントの方法を使って、それぞれの組織の取組みの落とし
込みを行っています。ぜひご参照ください。 

 

 
       *（株）デンソーのＣＳＲフレームについての詳細は 

       （株）デンソーＣＳＲレポートをご参照ください 
http://www.denso.co.jp/ja/csr/report/2012/files/12_09-29.pdf 



中核主題1：組織統治 

ISO26000において「組織統治」は「組

織がその目的を追求する上で、決定
を下し、実施するときに従うシステ
ム」だと定義されています。 

これを分解してみると、下記の４つの
ポイントに分けられます。 

 

「目的（ミッション）」 

「意思決定」 

「実行」 

「対話」 

です。 

 

つまり、組織が目指す「目的」が明確
で、それを達成するための戦略が適
切に「意思決定」」され、決まったこと
を「実行」するシステムがあるのか？
そして、それらはきちんとステークホ
ルダーと「対話」をしつつ行えている
か？ということが問われています。 

 

 

 

 

「組織統治」の定義 

目的（ミッション） 

意思決定 

実行 

受益者 ボラン
ティア 

寄付者 
会員 

政府 
自治体 市民 

他団体 

対話 

ISO26000における定義： 

組織がその目的を追求する上で、 
決定を下し、実施するときに 
従うシステム 
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「組織統治」は７つの中核主題の中
でも、土台となるテーマです。 

 

単独のテーマとしても大切ですが、
目標設定し、意思決定し、実行して
いくという意味では他のテーマとも無
関係ではありません。 

 

また、自団体にとっての「対話」の相
手となる「ステークホルダー」の特定
を行うことも大切です。 

 

 

「組織統治」のポイント１ 

７つの中核主題（ISO26000から引用） 
＊上図の章番号はISO26000における章番号 

「組織統治」とは、他の中核主題の土台である。 
※本来この部分に「ステークホルダーの特定」が含まれる。 
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「組織統治」における第1の問いは、 

「組織の目的は明確か？」 

ということです。 

 

これをNPOにあてはめてみると、 

ミッション・ゴールの明文化、成果指
標の可視化、問題解決シナリオ・計
画の立案などがあげられます。 

 

総じて、「社会の中で誰をどうするた
めの存在なのか？」という問いに答
えられているかを確認する必要があ
ります。 

 

「組織統治」のポイント２ 

組織の目的は明確か？ 

【NPOにあてはめると】 

• 「ミッション（使命）」・「ゴール（実現したい社会像）」を明文化
する 
 

• 「ソーシャルインパクト（社会的成果）」を「見える化」・「指標
化」する 
 

• 問題解決に向けた明確な「中長期計画」がある 
など 
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「組織統治」における第２の問いは、 

「ステークホルダーとの対話のシステ
ムはあるか？」 

ということです。 

 

これをNPOにあてはめてみると、 

受益者や外部アドバイザー、職員、
支援者、ボランティアなどとのダイア
ログ（対話）の機会を計画的・定期的
に設けているかということです。 

 

関係者からの「声」を組織運営に反
映し、一人よがりな状態に陥らないよ
うにすることが大切です。 

 

 

「組織統治」のポイント３ 

ステークホルダーとの対話のシステムはあるか？ 

【NPOにあてはめると】 
• 各種「ステークホルダー・ダイアログ」の機会を設ける 
• 「受益者」の声を拾う取り組みを定期的に計画・実施する 

• 「外部アドバイザー」に経営状況を必要水準で定期的に報告・
相談する 

• 「職員」に経営状況や中長期計画を伝え、適切な労働環境を
整える 

• 「ボランティア」に現地の成果や感謝を伝え、意見を活動に活
用する 

など 
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「組織統治」のポイント４ 

「説明責任」と「透明性」を伴った 
意思決定システムはあるか？ 

【NPOにあてはめると】 
• 専門性を持つ適切な監事を任命する 
• 理事会の議事録が残されている 
• 「職務分掌規定」がある 
• 組織図が明確にされている 
• 定期的に外部監査を受けている 

• 各ステークホルダーの代表者で構成されているような理事会
である 

など 
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「組織統治」における第３の問いは、 

「説明責任と透明性を伴った意思決
定システムはあるか？」 

ということです。 

 

これをNPOにあてはめてみると、 

権限と責任の所在の明確化、意思決
定内容・プロセスの記録、内部・外部
監査実施によるモニタリングなどが
あげられます。 

 

ミッションを達成するために公正かつ
公平な意思決定がされているかをシ
ステムとして機能させることが大切で
す。 

 

 



「組織統治」のポイント５ 

意思決定を確実に実施させ、 
統率された実行ができるシステムはあるか？ 

【NPOにあてはめると】 

• 毎回の理事会にて前回理事会の決定事項の進捗状況を確認
する 

• 総会を頂点とした会議体系を明確にする 

• ボランティアとプロジェクトを行う際に担当スタッフを明確に決め
ておく 

• 他団体との協業の際には役割や責任の所在が明記された契
約書を交わす 

• 職員の他に、ボランティアやインターン生を取りまとめるリー
ダーを置く 

など 
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「組織統治」における第４の問いは、 

「意思決定を確実に実施させ、統率
された実行ができるシステムはある
か？」 

ということです。 

 

これをNPOにあてはめてみると、 

決定事項の進捗確認体制の構築、
関係者との役割分担の明確化、責任
者を明確に決めて周知するなどがあ
げられます。 

 

意思決定された事項が確実に実行さ
れるような体制・制度を構築すること
が大切です。 

 



各ステークホルダーに対して、組織統治の視点からどのような対応が必要か、「リスク管理」「ステークホルダー満足」
「教育/啓発」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 

リスク管理 ステークホルダー満足 教育/啓発 

受益者 

・正当な価格設定、サービス対象者の決
定 
・委託者との定期協議 

・受益者との対話（ダイアログ）の開催 ・現地スタッフのマネジメン
ト能力の強化 

外部 
アドバイザー 

・四半期毎の会議開催、共有、相談 

・公認会計士や弁護士等専門家の監事
就任依頼 

・決定事項の進捗報告 

職員 

・役職別分掌規定の作成 
・内規、倫理行動規範等の策定 
・定期的な全体会議の開催 
・緊急時の分担・権限、緊急代理の設定 
・組織原則を明記したカードの携帯 

・全体経営会議の開催、意思決定への
参画 
・理事会等の決定事項の共有 
・人材の多様化、役割のローテーション 

・スタッフのキャリア支援
のための面談の実施 
・中間管理職の育成 

ボランティア 

・ボランティア契約書の締結 
・ボランティアリーダーの選任 

・ボランティア成果の可視化 
・表彰制度でモチベーションを高める 

・取り組む社会課題の背
景や構造についての理解
促進 

会員・寄付者 
・毎年総会を開催 
・年次報告書を毎年発行、開示 

・アンケートの定期実施 

他団体 
・提携団体との契約の締結。成果指標、
報告方法の明文化 

・次年度計画を一緒に考える場の設定 ・組織基盤強化のための
支援 

12 あなたの団体ではどうですか？ 

中核主題1：「組織統治」のアセスメント事例（抜粋） 



「組織統治」に関する課題 
（ワーク時の議論から一部抜粋） 

 

各団体の組織統治の課題について問題となる部分、疑問点などについて議論した内容の一部をご紹介します。 
 

■優先順位をどうつけるか 
組織統治改善について、すべきことはたくさんある。どう優先順位をつけ、どうしくみにしていくか。 
 
→収入・支出に占める割合の高いステークホルダーへの対応がどうしても優先されやすい。 

対応の優先度について差がある場合は、団体の姿勢としてあらかじめ明記しておけばいいのではな
いか。 
 
→優先順位をつけるよりも、それぞれについていつどこまでやるかを決めるほうが現実的。 
 
■ボランティアの成果をどう可視化するか 
ボランティアの成果を内外に示す際にどのように可視化できるか。 
 
→有給スタッフが取り組んだ場合いくらかかるかなどお金に換算するのも一案。 
まずは、ボランティアがかかわってくれた時間をそのまま加算するだけでもよいのではないか。 
 
→ボランティアのモチベーションを上げることも重要。表彰制度などを実施してはどうか。 

ボランティアの中から成功事例をプレゼンテーションしてもらい、団体内でナンバーワンを選出するな
どの方法を検討しているところもある。 

13 



「組織統治」に関する課題 
（ワーク時の議論から一部抜粋） 

 

■理事会の意見と現場がかい離する場合 
理事会での理事の意見が必ずしも現場の状況を的確に反映していないこともある。 
理事会に現場の課題をどう反映させるべきか。 
 
→まず、理事会に何を求めるのかを明確にしておく。アドバイスなのか、意思決定なのか等。 
 
→理事会に諮るときに、選択肢とそれぞれの結果の予測シナリオと可能性を示す。 
なぜそれを選んだのかを明確にしてもらう。聞き方の工夫で解決できることも多いのでは。 
 
■理事会で決まったことの共有が十分ではない 

理事会での決議の結果だけ落ちてくると、スタッフのモチベーションが落ちることが多い。スタッフが
外部に（判断の理由を）説明する際にも苦慮してしまう。 
 
→ある程度の役職以上のスタッフには、理事会への参加機会を保障するなどの方法をとったらいい
のではないか（案件による） 。 
スタッフが参加することで、理事会によい緊張感も生まれる。 
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ＩＳＯ２６０００の「人権」項目では、 

国家や組織の責任として、危害の 

回避と積極的な人権実現への貢 

献、影響力の範囲を考慮した対応 

を求めています。 

 

人権配慮のために講じるべき事柄 

は、ＰＤＣＡサイクルで検討をして 

いくことが可能です。 

まずは自組織が人権侵害の危険 

性を犯していないかを審査し、その 

危険性に対する対処を検討する 

（デューデリジェンス）により、自組 

織の課題を発見し、苦情解決や加 

担の回避など、課題解決のために 

講じるべき手段をとること。そして 

対象や権利の内容について理解 

することで、人権が尊重された状 

態の実現をめざします。 

 

人権 

 人権が尊重された状態 

１．デューデリジェンス 

２．人権の危機的状況 

３．加担（共謀）の回
避 

４．苦情解決 

５．差別および社会
的弱者 

６．市民的および政
治的権利 

７．経済的、社会的お
よび文化的権利 

８．労働における基本
的原則および権利 

対象や権利の内
容 

課題解決のため
に講じるべき手
段・項目 
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中核主題2：人権（抜粋） 



各ステークホルダーに対して、人権の視点からどのような対応が必要か、「リスク管理」「ステークホルダー満足」「教育/
啓発」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 

リスク管理 ステークホルダー満足 教育/啓発 

受益者 

・（緊急時にも）マイノリティ配慮を忘れない 
・支援対象者の明文化、透明性の確保 
・Sphere standard*、国連人権憲章の遵守 

・人権配慮のための行動指針の宣言を
公開しておく 

・（一般に苦情を言いづらい）受益者へ
のモニタリング、アンケートの実施 

共同者 
協力団体、助成
機関、関連業者

等 

・パートナー組織の評価 （これまでの慣行を明
文化する） 

・調達基準の文書化、複数人体制でのチェック・
記録 

・支援先・協力先で人権侵害があった
場合に是正のための助言をする（事前
に対応を決めておく） 

職員 

・災害時の行動マニュアル、優先度の事前検討 
・事故が起こった際の対応を事前合意しておく 
・採用基準の明文化 

・人権配慮のための行動指針の宣言、
署名をする 
・共通の苦情相談窓口を設ける 

・一般に雇用されることが難しい人材の
積極的な雇用 

・Sphere standard
研修への参加 

・ハラスメントにつ
いての研修を実施
する 

ボランティア 
・アンケート等個人情報収取の際に不必要な情
報は聞かない、連絡先を公開しない 
 

・苦情相談窓口を伝える ・人権に関する研
修機会の提供 

会員・寄付者 

・アンケート等個人情報収取の際に不必要な情
報は聞かない 

・セミナー等開催時のＵＤ（ユニバーサルデザイ
ン）対応 

・人権配慮のための行動指針の宣言を
公開しておく 

他団体 
・政情への関与（どこまでNOと言うか）の線引き ・「事例紹介」として紹介する際の基準

の明確化 

16 * Sphere standard：人道支援の現場において支援者が守るべき基準。下記参照。 
http://jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000198&mode=detail&catlist=1&onlist=1&shlist=1 

あなたの団体ではどうですか？ 

中核主題2：「人権」のアセスメント事例（抜粋） 



ＩＳＯ２６０００が対象とする「労働慣
行」は、いわゆる組織と直接雇用関
係にある従業員や、組織が直接管理
する職場を超えて適用されます。自
らの組織の枠組みを超え、サプライ
チェーン、バリューチェーンなど、自
組織の活動と関わりをもつ労働に関
するすべての方針・慣行が含まれて
いるのが大きな特徴のひとつです。 

 

また、世界人権宣言や、ＩＬＯ（国際労
働機関）が定めた労働基準、条約、
慣行などをもとに整理されており、
「生産的なディーセントワーク（働き
がいのある人間らしい仕事）」が全体
を貫くキーワードに置かれていること
が読み取れます。 

 

 

 

 

組織と労働慣行 
（労働をめぐる関係性の整理） 

• 対象：下請け労働を含め、組
織の活動に関わりのある労働
に関連するすべての方針及
び慣行を含む。 

 

• 責任の範囲：直接的な従業員
との関係上、あるいは直接管
理下にある職場で持つ責任を
越えて適用される。 

 

• 基本：国際労働機関（ILO）の
基準を土台とする。(｢生産的
なディーセントワーク(働きが
いのある人間らしい仕事）」：
自由・公正・安全及び人間の
尊厳が存在する状況下での
労働） 

 

 

雇用者 

労働者 
（団体） 

社会 

政府 

職場 

課題5： 
人材育成 

課題4： 安
全衛生 

課題3： 社
会対話 

課題2： 
労働条件 

課題1： 雇
用関係 
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中核主題3：労働慣行（抜粋） 



 

労働慣行の視点からどのような対応が必要か、ISO26000で“期待される行動”と「リスク管理」「ステークホルダー満足」「制
度・しくみづくり」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 
＊労働慣行テーマに関しては該当するステークホルダーが雇用関係・労働力提供のある対象に絞られるため、他のテーマとは項目名を変えています。 

期待され
る行動 

リスク管理 ステークホルダー満足 
制度・しくみづくり 
（共通の制度・機能として

必要なこと）  

安定雇用  

・雇用者責任としての労働法の遵守  
・雇用条件の明示、就業規則の明示  
・単年度雇用契約の改善 

・雇用側が求める人材像の明示 
・NPOの雇用相談窓口の設置  

・単年度事業契約の是正 

・最低入札制度の導入 

強制的・搾取
的労働から利
益を得ない  

・影響の範囲の特定、労働条件の確認 

・法令規制の遵守要求 

・搾取的労働が見つかった場合の代替 

手段の協議  

・ホットライン、相談窓口を
設ける 

平等な機会の
保証 

・同一労働同一賃金の原則の適用 

・雇用形態の違いによる賃金の不平等の是正 

・雇用条件の違い等による差別の禁止 

・定期的な面談 

・疾病・障碍有無等による雇用条件 

の弾力化 

職場における
安全衛生の確
保  

・安全衛生に関する責任者の任命 

・クレーム対応等ストレスの高い業務のマニュア
ル化、配置転換 

・健康診断の実施 

・健康不良時の業務量、配置転換等
についての協議  

・安全衛生上のポイント、
リスクのチェックリストの共
有  

人材育成、訓
練の機会の提
供  

・研修機会の提供 ・担当業務の評価 ・人事交流 

ワークライフ
バランス  

・労働条件の弾力化、権限と責任範囲の明確
化  

・在宅勤務制度、時短制度の導入  
・働き方に対する事前合意  

・会議、イベント時の保育
サービスの導入 
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中核主題3：「労働慣行」のアセスメント事例（抜粋） 



４つの環境原則のうち、環境責任は、
組織が自らのパフォーマンス改善に
加えて、自らの影響力の範囲で、他
者のパフォーマンス改善をもとめて
います。 

また、７つの考慮点のうち、持続可能
な調達や学習及び啓発については、
例えば事務用品の購入の際の配慮
や、スタッフ間での学習機会をつくる
などは、あらゆる組織が考慮する必
要があります。 

 

 

 

環境課題 ４つの原則、７つの考慮点 
（１）４つの環境原則 

   ・環境責任 

   ・予防的アプローチ 

   ・環境リスクマネジメント 

   ・汚染者負担 

（２）７つの考慮点 

    ・ライフサイクルアプローチ 

   ・環境影響評価 

   ・クリーナープロダクションおよび環境効率 

   ・製品サービスシステムアプローチ 

   ・環境にやさしい技術・慣行の採用 

   ・持続可能な調達 

   ・学習及び啓発 

ISO26000の特徴 

環境省の環境報告ガイドラインや
GRIが、企業自体の環境負荷削
減の取組みに重点が置かれてい
るのに対し、ISO26000は地球環
境の持続性を強く意識している。 

自社取り組みだけをしているの
では十分ではない。 

ステークホルダーエンゲージメン
トがもとめられている 
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中核主題4：環境（抜粋） 



 

環境課題が、４つの項目にわけられ、
それぞれに課題の説明と関連する行
動及び期待が示されています。 

どれも重要な項目で、環境省環境報
告ガイドラインやGRIなどに基づいて

取り組んでいる企業などは多いです
が、ISO26000では、自社の取組みと

どまらず、地球環境の持続性の観点
から企業の取組みを考えるという視
点が大きく異なっています。 

環境課題 ４つの項目 

  

  気候変動緩和 
   及び適応 
 
・気候変動の緩和 
・気候変動への適応 

 汚染の予防 
 
・大気への排出 
・排水 
・廃棄物管理 
・有害物質の処分 
・その他特定可能 
 な汚染 

  持続可能な 
  資源の使用 
 
・エネルギー効率 
・水の保全、水利用 
・材料の使用効率 
・製品の資源所要量
の最小限化 

    環境保護及び 
   自然生息地の回復 
 
・生物多様性の評価・保護 
・生態系サービスの評価・ 
 保護及び回復 
・土地・天然資源の持続可能な
使用 

・環境にやさしい都市開発 
 および地方・集落開発の 
  推進 
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各ステークホルダーに対して、環境の視点からどのような対応が必要か、「リスク管理」「ステークホルダー満足」「教育/
啓発」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 

リスク管理 ステークホルダー満足 教育/啓発 

受益者 

・支援グッズ（商品）の化学染料から自然染料
への移行  

共同者 
協力団体、助成
機関、関連業者

等 

・環境配慮調達基準を作成、公開する 
・原材料の確認 
・化学物質の使用状況を把握する 

・環境配慮製品を積極的に購入
する 

職員、ボラン
ティア 

・資源、エネルギーの投入量と排出量を記録し
て把握、公開する（年次報告書等で開示） 

・継続使用が可能なものの購入をすすめる、詰
め替える等  
・日常的に分別をする 
・クールビズ、ウォームビズの導入 

・文書回覧の電子化 
・残業しないことで省エネも実現 
 

・分別や省資源について
の掲示で注意喚起をす
る 

会員・寄付者、
参加者 

・利用者のＣＯ２排出量等を計測する 
・支援者・寄付者へのＤＭを極力送らず(入会時
に要不要を確認している)  

・環境に関する単位が分かり難い
ので数値でポイント化して表示す
る 
・資料印刷→電子データの共有
への移行 
・アンケートのオンライン化 

・（イベントやセミナー時）
利用者にごみ持ち帰りや
マイボトルの持参を呼び
かける 
 

他団体 
・専門機関による診断を受ける 
 

・ＦＳＣ（森フォレスト）等の認証制
度を利用する 

21 あなたの団体ではどうですか？ 

中核主題4：「環境」のアセスメント事例（抜粋） 



「取引」というと、物品販売などをして
いないNPO/NGOにはあまり関係のな
いように思えますが、 

・活動を共に行う 

・活動により影響を受ける 

・活動に影響を与える 

ことだと考えると、左記のような組織
や個人が取引先として考えられます。 

 

公正な事業慣行とは 

組織・個人と取引を行う際の倫理的な行動に関する事項 

 

＜取引関係の対象＞ 

・パートナー ・供給業者 ・請負業者 ・顧客 ・競合他社  

・メンバーとして参加している団体 ・政府機関 

ＮＰＯ/ＮＧＯにとっての取引先 
（１）活動の共同者 

  協力団体、助成機関 

  関連業者（物資購入業者、印刷業者、代行決済会社など）  

    
（２）活動の支援者、受益者 

  会員、寄付者（企業含む）、ボランティア、イベント参加者 

 
（３）その他：活動に影響を与える関係者 

  他NPO/NGO、政府機関（日本、活動国） 

  ネットワーク組織（NNネット、JANIC、JPFなど） 
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中核主題5：公正な事業慣行（抜粋） 



ISO26000に掲げられている、公正な
事業慣行に関する原則と、5つの課

題の関係は左図のようになり、すべ
てが満たされた取引関係が、合法的
かつ生産的な関係となります。 

 

 

ISO26000における課題 
合法的、生産的（組織 
がプラスの効果を出す） 
な関係 

倫理的な行動の順守、促進、推奨 

汚職防止 責任ある政
治的関与 

公正な競争 
財産権の
尊重 

誠実・公平・高潔性の 
ある取引 

自組織 取引先 

説明責任
透明性 

バリューチェーンにおける社会的責任の推進 

法の尊重・倫理
的基準の順守 
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各ステークホルダーに対して、公正な事業慣行の視点からどのような対応が必要か、「リスク管理」「ステークホルダー

満足」「教育/啓発」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 
 

リスク管理 ステークホルダー満足 教育/啓発 

受益者 

・支援によるマイナス影響の確認 
・写真の利用に関する本人確認 

・政治的背景を考慮した支援内容、情報開
示 
・支援先、依頼主との飲食接待等の自粛 

・公正な支援機会の提供（特定の
地域やグループに偏らない） 

共同者 
協力団体、助成機
関、関連業者等 

・共同先の汚職や違法行為が発覚した場合
のルールづくり 
・適切な価格設定 
・契約書の内容の第三者確認 
・定期的な調査・モニタリング 

・活動国内での物資調達 

・調達基準、行動基準の策定と開
示 

・法令遵守、汚職防止等に
関する研修機会の提供 
 

職員 

・労基法等労働法の遵守 
・契約内容の確認 
・クレーム対応等の記録、文書化 
・職員の政治活動の内部規定 

・活動国内での人材活用 
・複数人による評価、面談 

・汚職、公正な事業慣行に
関する研修の実施 

ボランティア 
・参加目的の確認と面談の実施 ・団体情報、意思決定ルールの

開示 
・現地スタッフ・ボランティア
への研修機会の提供 

会員・寄付者 

・寄付金の出資元の確認 

・政治家・政党からの寄付の扱いの内部
ルールづくり 
 

・会計情報の開示 

他団体 
・特定の政党や団体への批判や評価を下げ
る発言の回避 
・情報の引用等の際の確認・許可 

・関係機関との対話 ・知的所有権の保護 

24 
あなたの団体ではどうですか？ 

中核主題5：「公正な事業慣行」のアセスメント事例（抜粋） 



消費者の定義を整理すると 

「最終的に商品を使用する、もしくは
サービスを受ける個人」 

        ということになります。 

 

また、以下のような場合は消費者の
範囲には含まれません。 

・商品やサービスを仲介している場
合（最終消費者ではない場合） 

・仕事（労働や事業など）として商品
やサービスを使用している場合 

「消費者」とは 
１）消費者の定義 

  ・最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者 

  ・消費者契約法においては、事業者以外の個人を一括して「消費者」と 

   定義している  

 

（２）注意点 

    ・労働契約は対象外 

   ・個人事業の場合でも、「事業に関連した」契約である場合には対象外 

   ・有償、無償かは関係ない  

※上記の内容は、消費者基本法、消費者契約法に基づく 

  なお、製造物責任(PL)法などでは、末端消費者以外の組織も対象 

25 

中核主題6：消費者課題（抜粋） 



NPO/NGOにとっての消費者が誰かと

いう事を考えてみると、以下の２つに
大きく分類することができます。 

 

 ①サービスの利用者、受益者 

  （支援対象者） 

 ②活動の支援者、協力者  

 

このように考えると、NPO/NGOの活

動には多くの消費者が存在すること
がわかります。 

 

団体や活動内容によって、具体的に
どのような人が対象となるのかは異
なるので、各団体で整理する事が大
切です。 

ＮＰＯ/ＮＧＯにとっての「消費者」とは 
 

（１）サービスの利用者、受益者（支援対象者） 

    例：イベントやセミナーなどの参加者 

       介護サービス、管理施設などの利用者 

         ホームレス、孤児 

  

 

（２）活動の支援者、協力者  

     例：ボランティア 

      会員 

      寄付者  

26 



各ステークホルダーに対して、消費者課題の視点からどのような対応が必要か、「リスク管理」「ステークホルダー満足」
「教育/啓発」の３つの観点からそれぞれの団体に当てはめて考えてみました。 
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リスク管理 ステークホルダー満足 教育/啓発 

受益者 

・印刷ガイドライン・表現ルールを作成
（ジェンダー表現への配慮、ユニバーサ
ルデザイン、アクセシビリティ） 
・イベントへの安全管理者の配置 
・個人情報の使用原則の明記 

・利用料の変更、事業実施期間の変更
等は理由等を附して開示する 

・会場のUD（ユニバーサルデザイン）対
応チェック  

・ネットができない申請者は、紙で受けつ
ける 

・文字情報以外の道具を使う（絵、ピクト
グラム） 

・公共交通や自転車、徒歩でアクセス可
能な場所でのイベント開催 
・苦情が受けやすいよう連絡一元化 
・参加が難しい層の割引制度を設ける 

・セミナー、イベントにおけ
る、マイカップの持参呼び
かけ 

・ＮＰＯ法、その他、関係す
る法の紹介と違反に関す
る情報提供  

職員 

・クレーム対応はマニュアル化し、記録
する 
・最新のセキュリティソフトを導入する 
 

・苦情の対応について、組織的に判断を
する会議を定め定期的に開催する。 
・ピアサポーター制度の導入 

・安全性管理能力のある
指導者育成  
 ・ＵＤ対応や宗教、表現に
関する研修の実施 

ボランティア 

・ボランティアやインターンなど短期的
に関わる人にリスクをきちんと説明する 
 

・ボランティアの成果、活動の結果を共
有する 

・ボランティアスタッフの確保と、シフト調
整、緊急時の対応をスムーズに行う 

・ＵＤ対応や宗教、表現に
関する研修の実施 

会員・寄付者 

・提供した情報に間違いが」あった場合
には、ただちに訂正する 

・会員のデータファイルはカギ付ＢＯＸ 

に保管、会員情報を外部に出さない 

・寄付や会費の支途や内容を公開する  

・適正な価格設定とその経理に関する総
会等での情報提供 

あなたの団体ではどうですか？ 

中核主題6：「消費者課題」のアセスメント事例（抜粋） 


