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 項目ごとの重要性×リスクをアセスメント 
ISO26000の主要課題別 関連する行動、期待される行動（278項目） 

                            （2013年5月、8月、12月に実施） 
重要性ランク 

 １（低）・・・わが組織にとっての重要性は低い。  

 ２（中）・・・わが組織にとっての重要性は普通。 

 ３（高）・・・わが組織にとっての重要性は高い。 

 

リスクと要実現性ランク 

 １（低）・・・わが組織ではもう実現できている、またはわが組織の活動内容や組織状況上、 

  対応の必要はない（ので、新たに取り組む予定はない）。  

 ２（中）・・・わが組織では、一部実現できている（ので、今後継続して改善していく必要がある）。  

 ３（高）・・・わが組織では、まだ実現できていない（ので、今後新たに取り組んでいく必要がある）。  
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＜2013年5月＞      
 ９点（３×３） ２８項目  
 ６点（３×２） ５９項目 
 ４点（２×２） ３０項目 

＜8月＞      
 ９点（３×３） １２項目  
 ６点（３×２） ５４項目 
 ４点（２×２） ３７項目 

＜12月＞      
 ９点（３×３） １１項目  
 ６点（３×２） ４７項目 
 ４点（２×２） ３７項目 



９点、６点の項目を洗い出し、 
「できていること」「しなければならないこと」 

期限と担当を決める！ 
（アイテムリストの例） 

関連する行動、期待される行動 できていること しなければならないこと 期限 責任者 計画 

ステークホルダーとのコミュニケーションプロセ
スの確立 

          

ステークホルダーの利害が一致している分野・
一致していない分野の特定並びに双方向のコ
ミュニケーションのプロセスの確立 

3 2 6 
資生堂のダイアログ、子
宮頸がんを考える市民
の会への関わり 

  

意思決定への参画を奨励           

社会的責任の課題に対する意思決定に，あら
ゆるレベルの従業員の参加を奨励する 

3 2 6 MLでの共有、意見交換   全員 定例ミーティング開催 

組織を代表して決定を行う人々の権限，責任，
能力のレベルのバランスを取る 

2 2 4 MLでの共有、意見交換   全員 定例ミーティング開催 

決定事項の進捗把握           

決定されたことが徹底的に実行されるようにし，
組織の決定及び活動の結果の説明責任を判
定するために，決定の実行の経過を追跡する 

3 2 6   MLでの共有、Mtg.での確認 全員 定例ミーティング開催 

統治プロセスの見直しと評価           

組織の統治プロセスを定期的に見直し，評価
する 

2 3 6   

定款の更新 
半期ごとの業務評価の際に組
織統治への気づき、課題につ
いてもシェアする。 

8月末 棟朝 案を作成し、全員で検討 



9点の項目の主なもの 

【人権】 
• 苦情解決・救済のしくみの確保 
【労働慣行】 
• 労働条件の適法性の確認 
• ワークライフバランスの実現のための支援、尊重 
• 安全衛生管理の原則の理解と適用 
• 安全衛生リスク分析、管理 
• 社会的弱者のリスクへの配慮 
• 訓練機会の提供 
【公正な事業慣行】 
• 汚職防止方針、コミットメントを表明 
• 汚職防止に関する教育啓発 
• 内部統制システムの確立 
• 政治的関与への方針、透明性確保 
• 政治的影響力への注意 
• 反競争的行為への防止策の策定 
• 公正な競争に関する従業員教育 
• 社会的背景の把握と、不当競争の回避 
【消費者課題】 
• リコールの実施 
• 社会的弱者への製品・サービスの配慮 
• ラベリング、監査の活用 
• 問合せ先の設置、救済策・苦情防止策の検討 
• アフターサービスやアドバイスの仕組みの提供 

（2013年5月時点） （2013年12月時点） 

【労働慣行】 

• ワークライフバランスの実現のための
支援、尊重 

• 社会的弱者のリスクへの配慮 
• 訓練機会の提供 
【公正な事業慣行】 
• 内部統制システムの確立 
• 政治的関与への方針、透明性確保 
• 政治的影響力への注意 

  （政治献金、不当表示，威嚇又は強制
を伴う活動の禁止） 

• 反競争的行為への防止策の策定 
   （関係当局に協力、加担の防止） 

• 公正な競争に関する従業員教育 

• 社会的背景の把握と、不当競争の回
避 

【コミュニティ参画】 
• コミュニティへの技術移転、技術普及 



項目ごとの2013年の取り組み計画と報告 

1.社会的責任へのコミットメント・目標の表明（６点） 

2.汚職防止に関するコミットメント・方針の表明（９点） 

3.人権方針、調達方針、雇用方針の策定（６点） 

4.苦情解決・救済のしくみの確保（９点） 

5.スタッフの個人情報保護方針の策定と公開（３点） 

6.契約・下請け先の適法性、労働条件の確認（６点） 

7.安全衛生リスク分析（９点） 
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（2013.5月時点の点数） 



項目ごとの取り組み 【組織統治、公正な事業慣行】 

1.社会的責任へのコミットメント・目標の表明 

2.汚職防止に関するコミットメント・方針の表明 
 

→ 団体ブログで表明および年次報告書で表明・報告 

  ◆「社会責任への取り組みについての宣言（コミットメント）」     

   http://blog.canpan.info/iihoe/archive/229 

   

  ◆年次報告書     

   http://blog.canpan.info/iihoe/archive/261 
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http://blog.canpan.info/iihoe/archive/229
http://blog.canpan.info/iihoe/archive/261


項目ごとの取り組み 【人権、労働慣行】 

3.人権方針、調達方針、雇用方針の策定 

→ 「人権方針」「調達原則」「人権課題チェック項目」策定、公開 

    ◆ 「人権の尊重に関する基本方針」  http://blog.canpan.info/iihoe/archive/232 

    ◆ 「調達・購買原則」  http://blog.canpan.info/iihoe/archive/258 

    ◆ 「人権課題チェック項目」    http://blog.canpan.info/iihoe/archive/260 

  

4.苦情解決・救済のしくみの確保 
    ◆苦情を受け付けるフォーム付きの記事をブログに公開 
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http://blog.canpan.info/iihoe/archive/232
http://blog.canpan.info/iihoe/archive/258
http://blog.canpan.info/iihoe/archive/260


項目ごとの取り組み 【人権・労働：情報保護、安全衛生】 

5.スタッフの個人情報保護方針の策定と公開（３点） 

＜参考＞厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」（雇用管理分野） 

       http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/ 

      「雇用管理に関する個人情報の取り扱いのポイント」 

       http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf 

【方針案】 

（１）スタッフの個人情報が、何のために、どこに、どのようなかたちで保管・更新されているか担当者が把握し、 

  その情報を組織内で共有する。 

（２）個人情報が掲載された書類の管理・データの更新・バックアップは、担当者のみが行う（データの共有や 

  持ちだしはしない） 。 

（３）緊急時の連絡先（個人の携帯、実家の電話番号など）は、組織内でデータ共有する。 

（４）個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 

（５）本人から、保有個人データの開示を求められた際は、原則としては対応する。 
 

6.契約・下請け先の適法性、労働条件の確認（６点） 

 →今後の取り組み課題へ 
 

7.安全衛生リスク分析（９点） 
＜参考＞厚生労働省「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」  http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html 

→年末または年始のスタッフミーティング時に年1回実施予定（2014年から）。 
★事業継続計画（BCP）と絡め、各自がリスクの把握、予防、早期解決に努める。 →一覧表（非公開？）へ。 
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http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html


今後の取り組み課題 

◆「人権方針」「調達・購買原則」「人権課題チェック項目」 

  原則の公開→サプライチェーンマネジメントへ 

  （2014：原則公開、要求、周知 

   2015：ＩＩＨＯＥの実践公開 

       →アンケート項目策定   

       →サプライチェーンへの展開 

       取引先への要求（期待）項目の実践管理） 
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今後の取り組み課題 

◆労働関係 

  （内部）就業規則案の策定 

       個別の対応中心→基本原則明文化 

  （外部）契約・下請け先の労働条件の確認 

       →取引先向けアンケートに盛り込む 
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今後の取り組み課題 

◆公正な事業慣行に関するしくみの明文化  

 ・考え方（IIHOEが期待することと、その実践をどう促すか）の方針の  

  公開 

 ・NPOにとって「advocacy：政治への関与」とはそもそ  

  も何か、意義+段階付解説が必要 

 ・ＩＩＨＯＥの関与方針原案を作成 
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参考資料一覧 

＜ＩＩＨＯＥブログ上公開資料＞ 

・ＩＩＨＯＥ 年次報告書         http://blog.canpan.info/iihoe/category_8/1 

・「社会責任への取り組みについての宣言（コミットメント）」  http://blog.canpan.info/iihoe/archive/229 

・「人権の尊重に関する基本方針」  http://blog.canpan.info/iihoe/archive/232 

・「調達・購買原則」      http://blog.canpan.info/iihoe/img/procurement_guideline_2014final.pdf 

・「人権課題チェック項目」    http://blog.canpan.info/iihoe/archive/260 

・事前ヒアリングシート           http://blog.canpan.info/iihoe/category_2/1 

・「調査・研究事業における人権リスクと措置」 

       http://blog.canpan.info/iihoe/img/DueDiligence_on_human_rights_research.pdf 

・ 「ＩＩＨＯＥが提供するサービス・商品などにより、不利益を被られた方・被ったと感じられた方へ」 

       http://blog.canpan.info/iihoe/category_22/1 

 

＜外部資料＞ 

・厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」（雇用管理分野） 

       http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/ 

・「雇用管理に関する個人情報の取り扱いのポイント」 

       http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/privacy/dl/120514_3.pdf 

・厚生労働省「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」 

       http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html 
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