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Cable & Wireless, SustainAbility and the Centre
for Active Community are pleased to provide this
report as part of a wider commitment to corporate
community investment in Japan. We hope it will
provide advice and inspiration for both Japanese
companies as well as Western companies
operating in Japan, who wish to extend their
commitment to the local community. This report
is co-authored by SustainAbility and the Centre
for Active Community.

ケーブル・アンド・ワイヤレス、サステイナビ
リティ社、CAC -- 社会起業家研究ネットワーク
は、日本における企業コミュニティ投資の普及・
促進の一環として、今回本レポートを読者の皆さ
んに提供できますことを、非常にうれしく思いま
す。日系・外資系を問わず、日本の地域社会への
支援・関与を広げたいと考えているすべての企業
に、本レポートがよい助言とインスピレーション
を与えることになれば幸いです。本レポートは、
サステイナビリティ社と CAC -- 社会起業家研究ネ
ットワークが共同執筆しました。

SustainAbility is a London- and New York-based
consultancy and think-tank specialising in the
business contribution to sustainable development,
and has published extensively on issues, topics and
sectors relevant to the sustainability transition.

序文

The Centre for Active Community is a new
Japanese non-profit research network dedicated
to the exploration and development of community
empowerment through partnerships with the
public and corporate sectors. Together, we hope
this report will inform and, more importantly,
inspire companies doing business in Japan to
examine how they can make a strong positive
impact in the communities where they operate
through corporate community investment and
engagement with Japan’s vibrant new non-profit
sector.
Cable & Wireless has a long-standing tradition
of good corporate citizenship and is committed to
making a positive social contribution to the local
communities in which we do business. We believe
that local communities are important stakeholders
and their wellbeing is key to our success. As a
result, we have developed a comprehensive
community investment program, designed
to support local communities and respond to
their needs.
Our presence in Japan began in 1987 as a
founding shareholder of International Digital
Communications (IDC). Since the acquisition of
IDC in 1999, we have continued to develop our
Japanese presence. Today Cable & Wireless IDC
provides a broad range of IP, data and telecommunications services for business customers.
Cable & Wireless is committed to playing a
positive role as a corporate citizen in Japan.
We intend to build on this report by engaging
further with our partners to augment our global
community investment program and respond
to the unique needs of our communities in Japan
— especially those to which our company can
make a strong contribution.
A document such as this will by definition
be a product of its time; social conditions, the
robustness of the non-profit sector in Japan, and
important issues will no doubt change and evolve
in the future. But the basic principles will hold
nonetheless. We invite all companies in Japan
to see the benefits of corporate community
investment — for both corporations and
communities.
Phil Green
Chief Executive Officer,
Cable & Wireless, Japan
Atsuko Hattori
Chair, Centre for Active Community
Judy Kuszewski
Senior Advisor, SustainAbility
Nick Robinson
Analyst, SustainAbility

サステイナビリティ社（SustainAbility）は、持
続可能な開発への企業による貢献を専門に扱う、
世界的なコンサルタント兼シンクタンクです。
ロンドンとニューヨークを拠点に、持続可能性
に関する多数の著書、レポート、セクター別報
告書などを発行しています。

CAC -- 社会起業家研究グループ（The Centre for
Active Community）は、公共、民間両セクター
のパートナーシップを通じた地域活性化策を模索
するため、日本で新しく結成された非営利の研究
ネットワークです。私たちは、日本で事業を展開
している企業が、急成長を見せる非営利セクター
との協力やコミュニティ投資により、事業拠点と
する地域に意義ある貢献を行うための、きっかけ
と情報を提供できることを願っています。
ケーブル・アンド・ワイヤレス（Cable & Wireless:
C&W）は、「よき企業市民」としての長い伝統を
誇り、操業拠点の地域社会に積極的な貢献を行っ
てきました。地域社会は C&W にとっての重要な
ステイクホルダー（利害関係者）であり、その発
展が私どもの成功の鍵を握っていると考えます。
このため、地域のニーズに応じた支援を行うため
の総合的なコミュニティ投資プログラムを展開し
てきました。

C&W は 1987 年、国際デジタル通信（IDC）の創
立株主として日本に初進出しました。1999 年に
IDC を買収し、ケーブル・アンド・ワイヤレス
IDC（C&W IDC）を設立。現在は、各種法人向け
にインターネット・プロトコル（IP）
、データ、
遠距離通信のサービスを幅広く提供しています。
C&W は日本の企業市民として、積極的な役割を
果たしたいと願っています。本レポートをベース
に地域パートナーとの協力態勢を強め、日本社会
独特のニーズに応え、かつ私どもの会社こそが貢
献できる分野に「グローバル・コミュニティ投資
プログラム」を今後導入していく所存です。
本レポートの情報は、現在の社会情勢を反映した
ものです。日本の社会状況、非営利セクターの役
割、重要課題などは今後また変化するかもしれま
せん。しかし、時代を経ても変わらない基本的な
原則は存在するはずです。日本で事業展開するす
べての企業に、会社と地域社会双方の利益となる
コミュニティ投資の意義や進め方を知っていただ
ければ幸いです。
フィル・グリーン
ケーブル・アンド・ワイヤレス IDC
代表取締役社長
服部 篤子
CAC -- 社会起業家研究ネットワーク
代表
ジュディ・クチェウスキ
サステイナビリティ社
上級アドバイザー
ニック・ロビンソン
サステイナビリティ社
アナリスト
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Introduction

This report represents an important
contribution to corporate involvement in
Japanese communities. With the role of the
private sector expanding all around the
world, corporations would do well to consider
how they can play a role in making life better
for people in the communities where they
operate — and how playing such a role can
help them achieve their corporate goals
better and more efficiently.

このレポートは、日本の地域社会への企業関
与のあり方に寄与することを目的としている。
世界中で民間セクターの役割が拡大している
が、各企業は操業地の人びとの暮らしをより
良くするためにはどのような役割が果たせる
のか、またその役割を果たすことでどのよう
に自社が目指すゴールをより能率的に達成で
きるのか、検討すべき時に来ている。

はじめに

Corporate community investment can
take many forms, from straightforward
philanthropy to a deeper integration with
the company’s corporate social responsibility
(CSR) aims and programs. Well-designed and
executed corporate community investment
not only works to advance the true needs of
society, but also brings significant business
benefits to the company. Because of these
benefits, companies will make stronger,
longer lasting commitments to corporate
community investment than to a traditional
philanthropic program.
This report shows how such a communityinvestment program can be created.
But more importantly, it focuses on the
unique social needs and business
environment of Japan.
Distinctly Japanese approaches to
philanthropy have existed for generations,
but the rapid rise of the non-profit sector
in Japan since the late 1990s has added
both new urgency and new opportunity.
This report looks at the new Japanese nonprofits in detail, and offers insights into
how companies — both Japanese firms and
Western companies doing business in
Japan — can collaborate with them for
mutual benefit.

企業のコミュニティ投資は、従来型のフィラ
ンソロピー（慈善事業）から、企業の社会的
責任（CSR）を果たすための目標やプログラ
ムと密接に統合されたものまで、様々な形態
が考えられる。優れたコミュニティ投資は、
社会の真のニーズに応えるだけでなく、企業
にも事業面で大きな便益をもたらす。こうし
た便益があれば、企業は従来のフィランソロ
ピー以上に、地域社会に対し堅固で永続的な
関与を示すことができるだろう。
本レポートは、どうすればそのような優れた
コミュニティ投資プログラムを創出できるか
を提示する。さらに重要なこととして、日本
ならではの社会的ニーズとビジネス環境に
合った最善策を検討した。
日本独自の慈善活動は何世代にもわたり存在
してきたが、1990 年代後半以降の非営利セク
ターの急成長により、新たな需要と機会が出
現しつつある。本レポートでは、日本の新し
い非営利活動を解説し、日本で操業する企業
が市民団体と相互の便益を目指してどのよう
に協力できるかについて詳述する。
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Chapter 1
History and Trends in
Corporate Community
Investment

The idea of giving to communities or those in
need is held in high regard in many cultures
around the world. Seen as a way to ‘give
back’ to society, charitable activity is
encouraged through tax incentives and public
recognition — and increased goodwill toward
the givers, both individuals and organisations.

地域や困っている人びとに施すという考え方
は、世界中の多くの文化圏で徳の高い行為と
みなされてきた。慈善活動は個人・組織を問
わず、社会に「還元」する方法として、優遇
税制措置や寄付者の社会的信頼を高めること
などを通じ奨励されている。

This report focuses on the corporate sector.
Today, many companies have corporate
giving programs of some type. But there are
several ways to get involved, with benefits
beyond increased goodwill. To illustrate
these concepts, it can be helpful to have
a concrete example. Let’s consider the case
of the fictitious Happy Home chain of
department stores:

第1章
企業のコミュニティ
投資の歴史と潮流

Case Study

ケーススタディ

Like most successful companies, Happy
Home has given to charitable causes for
years. They sponsor arts exhibits, sporting
events and children’s activities in the cities
and towns where their stores and
headquarters are located. They provide
donations to cancer charities and educational
programs, of varying amounts, depending on
the company’s overall financial health.
Happy Home has traditionally identified its
chosen charities through the interests of the
chairman and senior executives, or through
the approaches of the charities themselves.

成功している企業のほとんどがそうであるよ
うに、ハッピーホームも長年にわたりチャリ
ティ活動に協力してきた。本社や店舗を展開
している地域では、美術展やスポーツ大会、
子ども活動のスポンサーを務めている。その
時の会社の財務状況によって額は変わるが、
がん関連の研究・患者支援団体や教育プログ
ラムにも寄付している。対象団体は、伝統的
に会長や重役の関心によって、あるいは団体
側からのアプローチによって決められてきた。

But in recent years, managers at Happy
Home have begun to wonder if they’re doing
enough. Aren’t there other causes we can
get involved in? Do our donations really
help make our communities better places?
Employees began to express concerns about
new issues and causes, such as homelessness and child safety. Was there anything
Happy Home could do to make a difference?
And perhaps more fundamentally, what does
any of this have to do with their business?

Primary school children on an outing,
Hiroshima. 遠足に出かける小学生ら
（広島）© Jimmy Holmes / Panos Pictures

本レポートは、民間セクターの社会貢献に焦
点を当てる。今日、多くの企業が何らかの社
会還元プログラムを実施している。しかし社
会貢献には、単なる善意を越えた便益をもた
らすやり方もある。このコンセプトを説明す
るために、架空のチェーン「ハッピーホーム
百貨店」を例に話を進めてみたい。

Eventually, management decided that Happy
Home needed a solid strategy and plan to
make their community investment more
coherent, stable and relevant both to the
community and to the company. But where
to begin?
Effective community investment begins
with understanding your business and its
associated needs and impacts. Happy Home
needs to start by looking at how its normal
business activities add to and take from the
communities where it operates — the people
it employs, its customers, its suppliers,
both now and in the future. Its community
investment strategy should first address
those activities that recognise and respond to
community needs and help create long-term
stability and opportunity for the business.

しかし最近になって、「これで十分なのか？」
と言う声が現場の管理職らの間から上がるよ
うになった。「他の分野でも関与できること
があるのでは？」「寄付金は私たちの地域を
本当に良くしているだろうか？」。従業員ら
からは、ホームレス、子どもの安全といった
新しい社会問題を心配する声も聞かれるよう
になった。「現状を変えるためにハッピーホ
ームに何かできることはないのだろうか？」。
さらにはもっと根本的なところで、「こうし
た問題は、企業活動と何か関係があるのだろ
うか？」――
そしてついに、ハッピーホーム経営陣は、コ
ミュニティ投資が地域と会社の双方にとって
より的を得たものにするためには、堅実な社
会貢献戦略と計画が必要であると決定した。
しかし、一体どこから始めればよいのだろ
うか？
効果的なコミュニティ投資は、自社の事業と
それに関連した社会のニーズと影響を理解す
ることから始まる。ハッピーホームの場合、
まず従業員、顧客、供給業者を含めた店舗周
辺のコミュニティに対して、通常の事業活動
が何を提供し、何を享受しているのか、振り
返ってみることから始める必要があろう。コ
ミュニティ投資の戦略としては第一に、地域
のニーズを認識し、それに対応し、かつ企業
の長期安定と機会創出を助けるような活動を
特定することが欠かせない。
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What is corporate community investment?

企業のコミュニティ投資とは何か?

企業のコミュニティ投資とは、操業地の地域
Corporate community investment includes
社会のニーズを認識し、それに対応するため
all the activities a company undertakes to
に企業が行うすべての活動、特に熱心な地元
identify and respond to the needs of the
団体とパートナーシップを組んだ活動を指
communities where it operates, particularly
す。前述したような従来型のチャリティ活動
in partnership with dedicated, communitybased organisations. Some of these activities もあるが、企業の事業内容に関連した活動も
ある。後者の利点としては、景気の動向にあ
may be the straightforward charitable-type
まり左右されず、かつ製品・サービス、従業
activities described above, but others reside
much closer to a company’s normal business 員の技能、顧客ロイヤルティの向上などの形
で企業に利益が返って来る点が挙げられる。
activities. The advantages of the latter
include community investment that is less
コミュニティ投資は様々な角度から検討する
vulnerable to economic ups and downs,
ことが可能だが、「チャリティ」（慈善）と
and returns to the company in the form
(01)
（表 1
「投資」の違いをまず考えてみたい。
of improved goods and service offerings,
参照）
new skills for employees and increased
customer loyalty.

There are many ways to look at corporate
community investment activities, but it
can be helpful to consider the difference
between charity and investment. 01
(Table 1 below).

Table 1

表1

Activity
Ad Hoc Charity

Investment

Characteristics

活動

— One-off contributions, usually cash or
cash equivalents (materials, office space)
— Employee matching contributions
— Event sponsorship
— Employees’ paid time for volunteering
— Causes supported vary widely, and can
change depending on fashion or whims.

一時的な慈善行為

— Long-term partnership or
support programs
— Can include all forms of support,
from cash to time to business resources
— Issues- and mission-based
— Business relevant
— Provide strategic fit with business objectives

投資

Table 2

特徴

— 一回限りの寄付。現金もしくは現金に代わる
—
—
—
—

物品提供（資材、事務所提供など）
社員の寄付に会社が同額を足すマッチング制度
イベントのスポンサーシップ
社員の有給ボランティア休暇制度
流行や気まぐれによって支援分野が
変わりやすい

— 長期的なパートナーシップあるいは
支援プログラム

— 現金だけでなく、時間や事業資源など
様々な形での支援

— 課題やミッション（使命）が活動のベースにある
— 事業と関連がある
— 事業目標と戦略的に適合する
表2

Issue

Relevance

課題

関連性

Lack of suitable or
sufficient child/elder
care

If talented potential employees are forced
to stay at home, companies may be missing
out on an important human resource.

育児・高齢者
介護サービスの
不足

有能な潜在労働力を家庭に拘束することで、
会社は重要な人材を逃すことになる。

Economic decline in
cities or towns

The economically disadvantaged are limited
in terms of which goods and services they
can buy from companies.

町の経済状態の
悪化

経済的に恵まれない人々は、会社の製品や
サービスを購入することができなくなる。

Water quality

Poor water quality can make business more
expensive and can imperil a company’s
supplies of raw materials.

水質

水質が劣悪だと事業コストがかかり、原料の
供給にも支障が出る。
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How is community investment relevant to
our business?

コミュニティ投資と事業活動は
どう関連しているのか？

Community needs can overlap with company
needs in striking ways. A few simple examples
of this phenomenon are shown in Table 2
below. The relevance becomes even clearer
for company-specific issues as shown
in Table 3. There is good evidence that
Japanese companies continue to expand
their commitments to corporate community
investment. The Japanese Federation of
Economic Organisations — Nippon Keidanren
— reports that corporate philanthropy in
Japan increased in 2000 by 3.2% over the
previous year to ¥416million. This includes
cash, material and in-kind donations to
organisations other than political groups.
Philanthropy is encouraged by various
business societies, including Keidanren’s
One Per Cent Club. 02

コミュニティのニーズと企業のニーズは、驚
くほど重なる点が多い。表 2 に簡単な 3 つの
例を示した。表 3 のように業種別で見ると、
関連性はさらに明確になる。日本企業も、コ
ミュニティ投資を年々拡大している模様だ。
日本経団連によると、2000 年における日本
企業の社会貢献拠出額は、前年比 3.2% 増の
4 億 1600 万円に上った。これには政治団体
以外の組織に対する現金、資材、物品寄付が
(02)
含まれる。経団連主催の「1% クラブ」
を
はじめ、社会貢献は財界各方面で奨励されて
いる。

A strategy that takes account of society’s
most important needs and concerns and
the company’s unique impacts on and
contributions to society will be likely to
show more substantial, long-term success.
Later in this report we will examine some
of the most significant Japanese social
concerns of today, and how companies can
help make a difference.
Table 3

社会の最も重要な課題とニーズ、そして各社
独自の社会への貢献と影響を考慮したコミュ
ニティ投資戦略は、より実質的で長期的な成
功を収めるであろう。次章以下では、現在の
日本社会が直面している最も重要な課題と、
それを解決するために企業はどのような貢献
ができるかについて考察する。

表3

Company

Issue

Relevance

業種

課題

関連性

Bank

Lack of access to
finance for lowincome people

Lack of financial
services to the low
income represents
a lost customer
market for banks.

銀行

低所得層への金融
サービスの欠如

低所得層に対する金
融サービスの欠如は、
銀行にとって大切な
顧客マーケットを失
うことを意味する。

Telecommunications

Illegal Internet
content

Telecommunications
technology and
services can be
abused by those
involved in criminal
and dangerous
activities, which can
damage a company’s
reputation.

通信

不法なインターネッ
トのコンテンツ

通信技術が犯罪や危
険な活動に悪用され
ることで、会社の評
判が損なわれる。

Manufacturing

Truancy

Young peoples’
non-participation in
schooling threatens
the future prospects
of companies that
depend on welleducated, skilled
employees for future
innovations.

製造

児童の不登校

児童の不登校は、高
い教育と技能のある
社員に将来の技術革
新を託す会社の将来
を脅かす。
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Chapter 2
Communities and
Civil Society in Japan

「ハッピーホーム百貨店」が日本の社会に対し
For the Happy Home department stores to
make an important contribution to Japanese て重要な貢献を行うためには、コミュニティを
支える人びとや構造、価値観、制度、つまり
society, it is essential that they understand
日本の市民社会を理解することが不可欠であ
the people, structures, values and systems
る。英ロンドン大学経済政治学院（LSE）は、
that support communities; that is, civil
「市民社会」
（civil society）を次のように定義
society. The London School of Economics
している。
defines civil society as:

第2章
日本のコミュニティ
と市民社会
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国家、実業界、家庭の間に存在する機関、
The set of institutions, organisations and
組織、行動の集合体。特に、様々な種類
behaviour situated between the state, the
のボランタリー非営利組織、慈善事業団
business world, and the family. Specifically,
体、社会・政治的運動、その他の形式の
this includes voluntary and non-profit
社会参加と関与、それらに付随した価値
organisations of many different kinds,
観と文化様式を含む。（03）
philanthropic institutions, social and
political movements, other forms of social
日本の市民社会は政治的な歴史に起源を有す
participation and engagement and the
るが、最近では、深刻な現実課題に対して早
values and cultural patterns associated
急な解決策を模索する市民の独創力がベース
with them. 03
になって来ている。本章では、市民社会の性
格と役割を特徴付けている、日本社会と法制
In Japan, civil society has its origins in
political history, and more recently, initiatives 度の最近の変化を振り返る。
among members of society to find rapid
solutions to serious problems. This chapter
examines recent changes in Japanese society
and laws that help define the nature and
role of civil society today.

The weakening of Japanese communities

コミュニティの空洞化

Japan has been in a period of social
discontinuity since the latter half of the
1980s, brought about by the globalisation
of its economy and a shrinking and ageing
population, in addition to factors such as
the emancipation of women and changes
to the nuclear family.

日本社会は 1980 年代後半から、経済のグロ
ーバル化、人口の少子・高齢化、さらには女
性の社会進出や核家族化の進行といった要素
によって、「非連続の時代」に入っている。

Japanese modernisation and rapid growth
since the Second World War has, until
recently, been supported by a highly
centralised system of government. However,
as the economy has matured and slowed,
this system has struggled to keep up with
the demands placed on it, and is now being
shifted away from centralised government
towards a more regional approach.
Meanwhile, migration from the regions to the
cities during the era of high economic growth
has led to the disintegration of traditional
communities in the provinces, such as those
based on family ties or cultural history.
Historically, Japanese people developed a
strong sense of belonging to their companies,
and workplace communities have long been
regarded as the provider of people’s support
systems. However, since the ‘bubble’ economy
burst at the end of the 1980s, many
companies are questioning the systems of
life-long employment and seniority pay, and
the years of generosity, for many, are over.
Employees no longer feel the same loyalty
and trust towards their employers, and as a
result, workplace communities are also
breaking down.

最近までは、官主導による極めて中央集権化
された政治システムが、日本の近代化と第 2 次
世界大戦後の高度経済成長の屋台骨となって
きた。しかし、ペースダウンした成熟経済に
転換するにつれ、旧型のシステムは時代の要
請に応じられなくなり、中央集権からしだい
に地方分権へと移行しつつある。一方、高度
成長期に都市に人口が大幅に流出した影響
で、地縁や歴史、文化を基盤にした地方の伝
統的コミュニティはすでに空洞化している。
長年にわたり、日本人は会社への強い帰属意
識を発達させ、「職場コミュニティ」が市民
に対する支援制度を提供する役割を期待され
てきた。しかし 80 年代末にバブル経済が崩壊
すると、多くの企業が終身雇用、年功序列と
いった制度に疑問を抱き始めた。多くの社員
に対して企業が寛大だった時代は、終わりを
告げようとしている。その結果、雇用主に対
する従業員の忠誠心や信頼はしだいに薄れ、
職場というコミュニティも崩壊しつつある。
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Emergency services billboard, Kitami.
防災を呼びかける広報看板（北海道・北見）
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Civil society organisations, Japanese
culture and the law

市民活動を巡る
日本の文化と法律

Civil society organisations have come to the
fore as politics, the economy and lifestyles
continue to change. Voluntary provision of
home-help for the elderly and NGO activities
contributing to the resolution of international
issues, such as the plight of refugees and the
environment, have flourished since the latter
half of the 1980s.

政治経済、ライフスタイルが変化し続ける中
で、台頭してきたのが市民団体である。高齢
者在宅介護などのボランティア活動や難民・
環境など国際的な問題解決に取り組む NGO 活
動は、80 年代後半から急激に広がりを見せ始
めた。しかし最近まで、このような組織に法
的な地位が与えられなかったこともあり、運
営や資金確保は困難をきわめてきた。

But until very recently, such organisations
did not enjoy legal status in Japan, making
it extremely difficult to operate and receive
funds. In 1995, at the time of the Hanshin
earthquake which devastated Osaka and
Kobe, volunteers leapt into action to support
victims living in temporary accommodation
and shelters. Taking advantage of this
phenomenon, the so-called ‘volunteer
revolution’, people increasingly expressed
their support for the continuous and steady
growth of such citizen action. For civil
society organisations to gain legal and
social recognition, they needed to earn legal
status.04 In March 1998, the ‘Law to Promote
Specified Non-Profit Activities’ (NPO Law)
was introduced to establish a process for
approving civil society organisations as legal
corporations by the government or local
prefectures.05

95 年の阪神・淡路大震災直後には、テントや
仮設住宅に住む被災者の支援に、多くのボラ
ンティアが駆けつけた。「ボランティア革命」
と呼ばれたこの現象をきっかけに、市民活動
の持続的な成長を応援する人びとの数が着実
に増加した。だが、市民団体が法的、社会的
に認知されるためには、さらに法人格が必要
(04)
98 年 3 月、特定非営利活動促進
とされた。
法（NPO 法）が制定され、政府もしくは都道
府県が市民団体を NPO 法人として認証するプ
(05)
ロセスが導入された。

A turning point for Japanese civil society

転換期を迎えた日本の市民社会

In the four years since the NPO law was
enacted, the number of specified non-profit
organisations (NPOs) has exceeded 9,000.06
It is likely that this number will go on
increasing. Of these, 74.7% were established
after the Kobe earthquake in 1995 and,
moreover, 54.1% after the NPO law was
enacted.07 Clearly, this new law has been
beneficial in helping such groups to get
organised. Some of the reasons for this
growth in formal Japanese NPOs include:

NPO 法制定からわずか 4 年の間に NPO 法人の
(06)
さらに増加を続けてい
数は 9,000 を超え、
る。法人化された団体のうち、74.7% は 95 年
の阪神・淡路大震災後に設立された団体で、
さらに NPO 法制定後に新設されたものが
54.1% を数える。(07) 明らかに、新しい法律が
市民活動の組織化を促進しているといえよ
う。日本における非営利組織増加の主な理由
には、次の点が挙げられる。

— Need for new communities. While
traditional regional or local communities
and workplace communities are
weakening, people are searching for new
communities in which they can trust.
— Positive experience of civil society in
providing services. As a result of the
experience of the support given to victims
of the Kobe Earthquake, there has been
an increasing recognition of the ability of
civil society organisations to meet the
diverse needs of society.

— 新しいコミュニティの必要性。 伝統的な
地域共同体、職場コミュニティが弱体化
する中、人びとは信頼できる新しいコミュ
ニティを模索している。

— サービス提供機能としての市民団体への
認知度向上。 阪神・淡路大震災時の被災
者への支援を経験し、社会の多様なニー
ズに対応できる市民団体への認知度が高
まった。
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Housewife on voluntary school crossing
patrol duty, Kashiwazaki City. 通学児童の

— People’s search for meaning and value.
As the era of seeking material wealth
is called into question, there has been a
rise in interest in voluntary activity to
contribute to spiritual and natural wealth.

— 豊かさの意味と新しい価値観の模索。

Citizens are starting to build new
connections and taking joint responsibility
by participating in civil society organisations.
Japanese society stands to benefit greatly
from the creation of a civil society that joins
government and business in partnership with
civil society organisations.

人びとは市民活動に参加することで、新しい
つながりを築き、共同で社会に対する責任を
果たそうとし始めている。日本の社会が、市
民団体と政府、企業をパートナーシップで結
ぶ市民社会の創出から得るものは大きいだ
ろう。

安全を守る「緑のおばさん」（新潟・柏崎）

© Dean Chapman / Panos Pictures

物質的豊かさの追求に対する疑問の声が
高まり、自然に則した精神的な豊かさの
増進に貢献できるボランティア活動への
関心が高まっている。
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Chapter 3
Social Issues in Japan

The best community investment programs
will apply a company’s skills and efforts to
the most significant needs of society today.
Each country, community or segment of
society will have its own priority concerns.
In modern day Japan, the issues people are
most concerned about arise from economic
and lifestyle changes.

最も優れたコミュニティ投資プログラムと
は、社会が今最も必要としているニーズに、
会社の技能と努力を注ぎ込んだものである。
優先すべき課題は、国や地域、社会のセグメ
ントによって異なるだろう。今日の日本にお
いて市民が最も懸念している問題は、経済と
ライフスタイルの急速な変化に起因するも
のだ。

But in many respects, these issues arose as
a result of the changing role of the Japanese
government in service provision. Under postwar Japanese economic policy, social services
have been considered the specific role of the
government; indeed, social services and
infrastructure provided a vital driving force
for economic growth in the early stages of
post-war reconstruction. But heavy spending
on social services in more recent times has
resulted in budget deficits of over ¥800
trillion among central and local governments.
Since the bursting of the so-called ‘bubble
economy’ in the late 1980s, the Japanese
government has struggled to find a solution
to the public debt problem. While striving
for ‘small government’ through the transfer
of social services to local governments
or the private sector, the speed of this
transformation has been hampered through
over-centralisation and bureaucracy.
Furthermore, the changes in people’s
lifestyles and values mean the government
cannot cope with an ever-expanding set
of demands for social services.

これらの課題は多くの面で、社会サービス提
供における日本政府の役割が変化した結果、
もたらされたものともいえる。戦後日本の経
済政策において、公共事業は政府に特有の役
割とされた。事実、社会福祉やインフラ整備
は、復興期における経済成長の重要な原動力
となった。しかし近年になって、公共事業へ
の過剰な支出が、中央政府、地方自治体を合
わせて 800 兆円を超す巨額の財政赤字を導い
た。1980 年代末にバブル経済が崩壊して以
来、政府は債務問題の解決策を見つけようと
苦闘している。公共サービスの地方自治体や
民間セクターへの委譲など、
「小さな政府」を
目指してはいるものの、過度に集権化した官
僚体制に阻まれ、行政改革は遅々として進ん
でいない。さらに、人びとのライフスタイル
や価値観の変化に伴い、社会サービスに対す
る国民の需要も多様化し、政府は対応しきれ
なくなっている。

第3章
日本における
10 の社会的課題

On the other hand, the role of companies
has changed significantly in post-war
Japan. Until the mid-1980s, ‘managerial
responsibility’ required that companies
focused on maintaining profits and
employment. Today, the issue has moved on
to ‘social responsibility’. Spurred in part by
recent domestic corporate controversies that
have challenged public trust in name-brand
companies, companies as ‘corporate citizens’
have begun to recognise their responsibility
to address social issues and give back to
society. But the prolonged economic
downturn renders most companies hesitant
to play as full a role as they might.
Thus, the problems that have not been
solved by government or the corporate sector
continue to worsen. In the next section,
we highlight ten of today’s critical issues for
Japanese society currently degrading civil
life, which need urgently to be tackled.
Of the ten issues, five are related to the
economic recession, and five are the result
of lifestyle changes precipitated by
globalisation and communications.

その一方で、企業の役割も戦後大きく変わっ
た。80 年代半ばまでは、収益と雇用を維持し
続けることが、
「経営責任」として企業に求め
られてきた。しかし現在では、課題は「社会
的責任」に移りつつある。国民の信頼を大き
く揺るがした相次ぐ有名企業の不祥事が拍車
をかけ、企業の中には、
「企業市民」として社
会的な課題に取り組み、利益を還元する責任
を認識し始めたところも出てきた。とはいえ、
長引く不況下で、大半の企業は社会的責任を
十分に果たせずにいる。
こうして、政府や民間セクターによって解決
されない問題は、一層悪化の途をたどってい
る。次章では、市民生活の質を低下させ迅速
な対応が必要な、10 の社会問題を取り上げる。
このうち、経済の変化や景気後退に伴う課題
を 5 項目、グローバル化と通信技術の発展が
もたらしたライフスタイルの変化による課題
を 5 項目選んだ。
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Chapter 3.1
Issues arising from
economic changes

Increasing homelessness, youth
unemployment and suicide

ホームレス・若年層の失業・
自殺の増加

This set of issues is the direct result of the
financial troubles plaguing the Japanese
economy and largest companies. Since the
burst of the ‘bubble economy’ in the late
1980s, bankruptcies have increased
relentlessly as a result of accumulated unpaid
debt. The prolonged economic downturn has
led to unprecedented job insecurity and the
end of the era of the ‘job-for-life salaryman’,
a system of which most Japanese were
proud as well as reliant upon for decades.
The unemployment rate reached 5.5% in
October 2002, the highest in history.

日本経済と大企業を襲った金融危機の直接的
な結果として、失業、ホームレス、自殺の増
加という一連の問題が生じている。80 年代末
にバブル経済が崩壊して以来、返済不能な累
積債権を抱え倒産する企業が後を絶たない。
長引く不況はかつてない雇用不安を生み、日
本人が長年にわたって依存し、誇りとしてき
た終身雇用のサラリーマン制度は、終焉を告
げようとしている。完全失業率は 2002 年 10
月、過去最高の 5.5% に達している。

第1節
経済の変化に
起因する課題

Unemployment is, of course, a terribly
difficult economic circumstance for any
household. Indeed, in Japan, household
borrowing such as mortgage money has
historically been granted on the assumption
of life-long employment, and the loss of a job
is simply not factored in. But unemployment
also carries tremendous cultural stigma in
Japan; it has traditionally been seen as the
result of one’s laziness or inability.
These social pressures have led to an
increased incidence of suicide and homelessness. A number of salarymen who lost their
jobs have chosen to end their lives or leave
their families because they can no longer
provide for them. Commuter train services
in Tokyo and Osaka are regularly disrupted
by people jumping to their deaths from
platforms. In city parks, riversides and train
stations, a dramatic number of rough sleepers
make their homes.

Business commuters, Tokyo.
通勤途中のサラリーマン（東京）

The official figure of homeless people
around the country was recorded as 20,451
in October 1999, and had risen to 24,090 in
September 2001.08 The actual number may
far exceed these and is rising in provincial
capitals due to the weakening manufacturing
industry and economic foundations in the
provinces. The government devised an
emergency employment measure in 1999
that aimed to create 700,000 jobs, but its
effects have been minimal.

© Chris Stowers / Panos Pictures
In addition, the higher unemployment rate
among young people is becoming a serious
issue, and could point to more long-term
dislocation. Compared with an unemployment
rate of 5.0% nationally, the rate among
15–24 year olds reached 9.6% in fiscal year
2001, and 6.0% among 25–34 year olds.09
As a majority of large companies have
officially clung to the lifetime employment
system, they have tended to limit recruitment
of untrained new graduates rather than
dismiss older employees.

失業は言うまでもなく、誰にとっても大きな
苦痛をもたらす。日本では、住宅ローンなど
の貸し付けは終身雇用を前提に行われ、失業
という要素は考慮されてこなかった。さらに
伝統的に、失業は怠慢あるいは無能の結果と
みなされてきたために、本人や家族はだまっ
て恥をしのぶしかない。
このような社会的圧力が、自殺やホームレス
の増加につながっている。家計を支えること
ができなくなったため、家族を残して自ら命
を絶つ、あるいは家出するサラリーマンが少
なくない。首都圏や京阪神では、飛び込み自
殺による通勤電車のダイヤの乱れが日常化し
ており、公園や河川敷、駅構内で寝泊りする
人の数も激増している。
全国のホームレス人口は自治体が確認しただ
けでも、99 年 10 月に 20,451 人 01 年 9 月には
24,090 人(08)に上っているが、実際はこの数を
はるかにしのぐと思われる。最近では、製造
業の弱体化で経済基盤が疲弊し、地方都市で
もホームレスが増加傾向にある。政府は 99 年
から、「緊急雇用対策」と銘打って 70 万人分
の雇用機会創出に取り組んでいるが、その効
果は上がっていない。
これに加えて、若年層の失業率の高さが際立
っており、長期的に社会の混乱を招くおそれ
がある。01 年度の全国平均失業率が 5.0% だ
ったのに対し、15 〜 24 歳の失業率が 9.6%、
25 〜 34 歳が 6.0% に上った。(09) 大企業の多く
がまだ終身雇用をうたっているため、中高年
社員を解雇するよりも新卒者の採用を減らす
ことで対応しているからだ。
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Therefore, the availability of entry-level jobs
is relatively scarce, and a high level of new
university graduates leave their first jobs
within three years because of dissatisfaction,
as do half of high school graduates.10 Yet
many of them cannot find new jobs, because
companies increasingly do not want to invest
in training new recruits — even though such
investment was traditionally valued among
Japanese business.

そのため、職務経験のない新卒者向けの募集
が比較的少なく、一方ではせっかく就職して
も職務内容に満足できず、大卒者の 3 割、高
卒者の約半数が 3 年以内に最初の職場を辞め
(10)
ている。
日本企業は伝統的に新規採用者を
自社で訓練・教育してきたが、最近ではそれ
を渋る企業も多く、就職先が延々見つからな
い若者も多い。

Increasing crime and insecurity

犯罪と不安感の増大

As the recession deepens, crime rates
are increasing in Japan. The rate of theft
offences per 100,000 population has
increased from 1,507 cases in 1999 to 1,840
in 2001. At the same time, the rate of arrest
has declined from 29.4% in 1999 to 15.7%.11
Furthermore, vicious and fearless crimes by
Yakuza (Japanese mobsters), such as
abduction of wealthy people and removal
of cash machines, are also increasing. While
Japan was previously well known for public
security, the police cannot cope with the
current trends toward increasingly diversified
crimes, and thus, fear and insecurity are
rising among the public.

景気低迷が長引く中、犯罪率も増加している。
人口 10 万人あたりの窃盗事件数が 99 年の
1,507 件から 01 年には 1,840 件に増加した一
方で、検挙率は同時期に 29.4% から15.7% へ
(11)
と落ちている。
資産家の誘拐や現金自動支
払機の強奪など、暴力団などによる過激な凶
悪犯罪も増加している。治安のよさで知られ
ていた日本であるが、警察は多様化する犯罪
に対応しきれず、市民の不安感が高まって
いる。

Increasing immigration and xenophobia

外国人の増加と偏見

While Japan is still struggling to wipe out
discrimination against Koreans and Chinese
developed during imperial occupation,
suspicion and prejudice towards ‘newcomers’
is deepening — partly due to communication
problems and concentration and isolation
of populations in certain areas. Public
services offered to foreigners such as health,
education and multi-lingual information have
remained very poor. On the other hand, some
Japanese companies, particularly small and
medium sized companies, argue in favour of
welcoming more Asian immigrants, as they
cannot afford expensive Japanese employees
under fierce international competition. As the
workforce ages and retires, immigration will
become an increasingly important issue.

終戦までの占領時代に培った朝鮮・韓国人、
中国人への差別感を払拭できないでいる一方
で、新しく流入している外国人に対する偏見
が強まっている。言語など意思疎通の難しさ
や、同郷の外国人が特定の地域に集中しやす
い点も、差別を加速する要素になっている。
医療、教育、多国語による情報など外国人に
対する公共サービスは、依然としてきわめて
貧弱である。その一方で、過酷な国際競争に
さらされる中小企業の中には、アジアからの
移民を歓迎する声もある。少子・高齢化で日
本人の労働人口は減少するため、移民の受け
入れが今後重要な課題となることが予想さ
れる。

The number of non-Japanese people
immigrating to the country is slowly rising,
particularly from Asia and Latin America,
thanks to demand for unskilled, cheap
workers as well as the popularity of ‘mixed’
marriages. The number of registered nonJapanese immigrants around the country
was 1,778,462 (of whom more than 600,000
are Korean) at the end of 2001, an increase
of 220,000 over the course of two years,12
though non-Japanese still number less than
2% among the population as a whole.
Moreover, a large number of people have
illegally overstayed their visas — mostly
those from Asian countries who arrived
during the bubble economy years.

安価な非熟練労働者に対する需要に加え、国
際結婚の人気もあり、アジアや南米を中心に
外国からの移民がゆっくりと増加している。
01年の外国人登録者は、過去 2 年間で 22 万
人増え、177 万 8462 人（うち 60 余万人は朝
(12)
鮮・韓国人）。
全人口に占める割合はまだ
2% にも満たないが、このほかバブル期に主
にアジア諸国から来日し、ビザの期限を超え
て不法滞在している外国人も少なくない。

12

Supermarket, Tokyo.
スーパーマーケットの家族連れ（東京）

© Paul Quayle / Panos Pictures
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Falling public confidence in food safety

食の安全性への信頼低下

遺伝子組み換え食品、BSE（狂牛病）、残留農
A range of food-related issues has recently
薬問題など、食品の安全性を巡る事件が最近
been in the headlines in Japan, including
マスコミをにぎわせており、食に対する市民
genetically modified organisms, BSE (also
の不信感が急速に高まっている。大きく報道
known as ‘mad cow disease’) and chemical
された一連のスキャンダルは景気の低迷と相
residues in foods. As a result, public
まって、食品業界に二重の打撃を与えた。中
confidence in food safety is declining at an
でも 00 年 6 月に発生した雪印乳業製品による
alarming rate. The food industry has been
大量食中毒事件は、被害者が 13,000 人以上
doubly damaged by a series of high-profile
scandals and recession. In one such incident, （1 人死亡）にも及んだ。世論の怒りは頂点に
達し、同社の経営陣が辞任したほか、経営の
milk contamination affected over 13,000
大幅な縮小に追い込まれた。
people (causing one death) in June 2000.
The incident precipitated great public
他にも、政府が欧州連合（EU）の警告を無視
outrage and the subsequent resignation
して牛骨粉飼料の輸入・使用を容認し続けた
of executives — and major scaling-down
ため、01 年以降これまでに BSE への感染牛が
of the milk company’s operation.
6 頭確認された。さらに 02 年には、BSE で損
害を被った食肉産業への助成として導入され
In another incident, six BSE-infected cows
た政府の牛肉買い上げ制度を悪用し、複数の
have been identified since 2001, as the
食肉加工業者が輸入肉を国産と偽って補助金
government has continued to allow the use
を受け取っていたことが明らかになった。
of bovine meal, having ignored a warning
続々と発覚している一連の事件は、食の安全
from the EU against the practice. Further,
性だけでなく、日本企業や政府全般に対する
in 2002, it was discovered that imported
市民の信頼を大きく損なうことになった。
beef had been mislabeled by meat packers
as domestic beef in order to qualify for
government subsidies under a beef buyback program instituted to help the
meat industry hit by the BSE outbreak.
Such controversies, occurring one after the
other, have damaged public confidence in
not only food safety but in business and
the government as a whole.

Decline of communities

コミュニティの崩壊

During the rapid economic growth era of the
1970s, the government promoted large-scale
housing developments such as Tama and
Senri ‘New Towns’13 in order to meet rising
housing demand in large cities. Thirty years
later, the New Towns had become ramshackle
old buildings populated primarily by elderly
residents. At the same time, schools in
those areas were increasingly forced to close
down due to declining numbers of children.
As a result, local communities based on
connections between parents whose children
go to school together gradually declined.
It seems there is little turnover among New
Town residents, which means fewer families
and children to make use of local schools
and to contribute to other aspects of
community life. The failure to appreciate
these population dynamics when planning
housing developments — on the part of
both construction companies and local
governments — continues to this day and
places tremendous burdens on governments
and communities years later.

高度経済成長期の 1970 年代、急増する大都
市の住宅需要に対応するため、政府は多摩・
千里ニュータウン(13) などの大型住宅開発を促
進した。それから 30 年が過ぎ、ニュータウン
は老朽化が進んで「オールドタウン」となり、
住民の変動が少なかったことから、街は高齢
者で占められるようになった。子どもの数は
激減し、閉鎖される学校も増えている。その
結果、同一校区内の親子のつながりを基盤と
したコミュニティが、次第に弱体化している。
住宅開発計画における人口流動への認識欠如
は、不動産開発会社、地方自治体の双方に今
もなお見られる。こうした単一世代の隔離は
将来、政府と地域に計り知れない負担を強い
ることになる。

13
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Laboratory technicians, Shinjuku, Tokyo.

Decline in communication among neighbours
and within communities is also a serious
issue. Even in provincial areas as well as large
cities, there is little communication between
old residents and new comers, which leads
to loss of the traditional spirit of mutual
help. The Great Earthquake in Kobe in 1995
reminded people of the necessity and power
of such a tradition in an emergency, and
many now increasingly see mutual help as
the basis for future community regeneration.

コミュニティ内や近隣の住人とのコミュニケ
ーション不足も、深刻な問題になってきてい
る。大都市はもちろん地方でさえも、昔から
の住民と新住民の間の交流は希薄で、伝統的
な互助精神は失われつつある。95 年の阪神・
淡路大震災は、非常時における伝統的助け合
いの必要性と有効性を思い起こさせるきっか
けとなった。このため、将来のコミュニティ
再生の基盤として、相互扶助を改めて見直す
人が増えている。

夜遅くまで働く研究所職員（東京・新宿）

© Chris Stowers / Panos Pictures
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Chapter 3.2
Issues arising from
lifestyle changes

Increase in truancy among school-age
children

不登校児童・生徒の
増加

第2節
ライフスタイルの
変化に起因する
課題

不登校の問題は、すでに 80 年代から注目され
The issue of truancy has been around since
the 1980s. The number of primary and junior てきた。01 年には、学校を 30 日以上欠席し
た小中学生の数は 13 万 8698 人に上った（全
high school children absent from school for
(14)
小学生の 0.36%、全中学生の 2.81%）。
欠
more than 30 days reached 138,698 (0.36%
席の理由は多岐にわたるが、多くは様々な心
of all primary school children and 2.81%
理的問題に起因する。90 年代には、問題の原
of all junior high school children in 2001).14
The reasons for this trend are diverse, related 因は学校内でのいじめ、中高・大学進学への
to various psychological problems. In the
過酷なプレッシャーといった点に見られた
1990s, the main concerns were students’
が、最近では自室にこもり、家族を含め外界
fear of Ijime (bullying) in classrooms and
とのコミュニケーションを一切絶ってしまう
(15)
に苦しむ若者
students dropping out in response to
などの「ひきこもり症候群」
pressure for secondary and higher education. （小中学生から 20 代まで）が増えている。両
親の離婚、家庭内不和、親の過保護など様々
But more recently, an increasing number
な要素が原因とされる。
of young people (from school kids to those
in their 20s) have suffered from what is
termed Hikikomori (withdrawal from society) 現行法では、親は子どもを学校に通わせる義
務があるとされ、北米などで行われているホ
syndrome,15 characterised principally by
refusal to leave their rooms or communicate ームスクール（在宅学習）制度は認められて
with anyone, including their families.
いない。政府は不登校を親のしつけの問題と
Marital breakdown, family discord and
捉え、このような子どもたちに教育の場を提
parents’ overprotective treatment of
供する体制を整備していない。しかし最近に
children have all been blamed to a degree.
なって、正規の学校に代わる特別校の経営を

The current laws state that parents have an
obligation to send their children to school
and do not allow home-schooling, as is
possible, for example, in North America.
The government is not equipped to provide
education to such children, considering them
undisciplined. However, a proposal is being
considered to permit the private sector to run
special schools as an alternative.16

Schoolboys gambling on subway, Osaka.
地下鉄車内で賭けトランプに興じる
男子高校生（大阪） © Paul Quayle /

Panos Pictures

While the government has been promoting
Yutori (relaxed) education since the late
1990s in an effort to lessen the intense
pressure on children, parents have been
concerned about decline in achievement.
Public schools now close on Saturdays, but
the result has been an increasing trend to
send children to so-called ‘crammer schools’,
where they receive intensive supplementary
instruction, and which potentially increases
any gaps between kids receiving public
and private (including ‘crammer school’)
education. The policy reform intended to
relax competition and develop pupils’
individual talents has instead reinforced
a vicious circle encouraging competition
even further.

民間セクターに認める方策が提案されてい
(16)
る。
子どもたちへのプレッシャーを緩和しよう
と、政府は 90 年代後半から「ゆとり教育」を
促進しているが、学力低下を懸念する親も少
なくない。公立校では土曜日が休みになった
が、その結果、塾通いをする子どもが増加し
た。塾では徹底的な補完教育が行われ、公立
校と私立校（塾を含む）の教育格差を一層拡
大する可能性がある。受験競争を緩和し、生
徒各自の才能を開花させようと意図した政策
が、以前にも増して競争をあおる悪循環を導
く結果となっている。

Barriers to women in employment

女性就労への障壁

Since 1986 when the Equal Employment
Opportunity Law came into effect, the range
of life choices has expanded for Japanese
women. Companies finally began to grant
women Sogo-shoku (comprehensive job)
status, giving them the opportunity to be
promoted to management positions, whereas
they were previously limited to a supportive
role known as Ippan-shoku (general job)
status.

86 年に男女雇用機会均等法が施行されて以来、
女性にとって働き方の選択肢が広がった。以
前は補助的な一般職に限り女性を採用してい
た企業も、管理職への昇級チャンスがある総
合職を女性にも開放するようになった。
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Office workers, Ginza, Tokyo.
制服姿の女性社員ら（東京・銀座）
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Corporate Community Investment in Japan

企業のコミュニティ投資
市民のニーズに応える社会貢献へ

Later, legislation was introduced to support
women’s participation in the labour force,
including the Child and Nursing Care Leave
Laws and the Gender Equality Basic Law.
Thanks to these measures, the number of
women who continue to work after marriage
has increased.

その後さらに、育児・介護休業法や男女共同
参画社会基本法など、女性の社会進出を支援
する法律が整備され、結婚後も仕事を続ける
女性が増加している。

However, these legal protections have done
little to advance the actual status of women
in the workplace, and the speed with which
they actually rise in stature is not in line
with that of men. General public opinion
still indicates that men have been favoured
in the workplace. The 2002 Cabinet Office
Opinion Survey on Gender Equality in Society
found that when granting workplace
promotions, 59% felt men are given priority,
26% felt men and women were given equal
priority, and only 3% felt that priority was
given to women.
Moreover, many women still opt to leave
their jobs after the birth of their first child.
Colleagues do not appreciate the demands
on women at home, causing difficulties in
women’s ability to take child or nursing care
leave. Support for childcare in society and
among companies is still poor; sufficient
suitable nurseries are not provided.

しかし現実には、法整備は職場における女性
の実際の地位向上には結び付いておらず、昇
進のスピードなども男性の差は解消されてい
ない。多くの人が、職場ではいぜん男性が優
遇されていると感じている。内閣府が 02 年に
行った「男女共同参画社会に関する世論調査」
では、職場の地位で「男性の方が優遇されて
いる」と答えた人が 59%、男女同等が 26%、
女性優遇が 3% であった。
さらには、第一子を産む前後に仕事を辞める
女性も多い。職場の同僚は家庭における女性
の仕事量に理解を示さず、育児・介護休暇は
実際には取りにくい。社会や企業における育
児サポートは依然として低く、適切な数の公
的保育施設が供給されていない。
その結果、公立保育所への入所を待つ子ども
の数は、全国で 10 〜 20 万人にも上っている。
代わりに、22 万の幼児が、約 1 万カ所の無認
可保育所（うち約 3,000 カ所は企業内に設け
られたもの）に預けられている。無認可保育
所では、02 年 6 〜 7 月に相次いで 5 人の幼児
が死亡するなど事故も比較的多く、親にとっ
ては大きな不安材料となっている。

As a consequence, between 100,000 and
200,000 children have to wait for places in
public nurseries nationwide. Alternatively,
they are left in one of 10,000 unauthorised
nurseries (of these, 3,000 are provided by
employers in companies), that are used by
220,000 children. But safety concerns weigh
heavily on parents’ minds, as children in
such facilities are more likely to meet with
accidents. In June and July 2002, five children
died in unauthorised nurseries.
Increase of domestic violence and
child abuse

ドメスティック・バイオレンスと
児童虐待の増加

Once hidden behind closed doors, reported
cases of domestic violence are increasing
thanks to the establishment of the Domestic
Violence Prevention Law (in effect since
2001) following well-publicised cases.
In the year to November 2002, 15,826
cases were reported to police. Of these,
some 80% of assailants were reportedly
spouses, and 98.9% of victims were women.17
These statistics reflect the fact that many
Japanese men still believe in the traditional
view that their wives and girlfriends must
obey and serve them.

数々の事件が大きく報道されたことで、かつ
ては「内輪のもめごと」として陰に隠れてい
たドメスティック・バイオレンス（DV）の深
刻さが顕在化し、01 年に DV 防止法が導入さ
れた。このおかげで、被害報告や相談の件数
が増えている。02 年 11 月までの 1 年間で、
全国の警察に 15,826 件の相談が寄せられた。
うち約 8 割が配偶者からの暴力で、被害者の
98.9% が女性だった。(17) 日本人男性の多くが
伝統的な女性観をいまだ持ち続け、妻やパー
トナーに従順さと奉仕を求めているという事
実を反映しているといえよう。
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Highschool girls, Shinjuku, Tokyo.
繁華街を歩く女子高校生（東京・新宿）

© Chris Stainers / Panos Pictures
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Traditionally, whipping and other forms
of punishment of children by parents have
been regarded as disciplinary measures
and neighbours and outsiders have been
disinclined to intervene in household matters.
But as many families become highly insulated
and children are looked after only by their
parents (often only by mothers), it can be
difficult for outsiders to offer advice and
support. Without access to grandparents
and traditional communities, the isolation
of parenthood can cause tremendous
psychological stress, which sometimes
manifests itself in the form of abuse.
Recently, a number of cases of child abuse
have been reported in the media, which led
to the creation of the Child Abuse Prevention
Law (in effect since 2000). The most common
cases are neglect, but physical, psychological
and sexual abuse also exists. Today, in the
most serious cases, domestic relations courts
have begun to order the separation of
children from abusive parents, numbering
131 such cases in 2001.18

親による子どもへの体罰は伝統的にしつけの
方法として認められ、隣人や外部の人びとは
育児への介入をためらってきた。現在では、
多くの家族が外界から隔離された密室状態で
暮らしており、子育ては両親だけ（多くが母
親のみ）によって行われている。このため、
外部者が助言やサポートを提供することが一
段と難しくなっている。祖父母や隣人など伝
統的なコミュニティへのアクセスが得られな
いことで、孤独な育児が大きな心理的ストレ
スとなり、時に児童虐待につながっている。
数々の虐待事案が報道されたことをきっかけ
に 00 年、児童虐待防止法が成立した。最も
一般的なケースはネグレクト（放置）だが、
肉体的、心理的、性的な虐待も報告されてい
る。深刻なケースに対しては、家庭裁判所が
親子の隔離命令を出せるようになった。01 年
(18)
には 131 件の命令が出されている。

Negative impacts of the information
society

情報化社会の
負の影響

Although information and communication
technology has brought huge benefits by
cutting costs of communication dramatically,
Japan has also suffered from a number of
negative effects that the technology brings.
One of the major issues is expansion of the
‘digital divide’ between generations, as most
of the elderly have either no access to the
technology or simply cannot use it as they
have little experience of typing.

情報通信技術はコストを劇的にカットするこ
とで大きな便益をもたらしているが、その陰
で日本社会は、この技術がもたらす負の影響
への対応に迫られている。主要な問題の一つ
が、世代間の「デジタル・デバイド」（情報
格差）。中高年の多くが情報技術へのアクセ
スがないか、もしくはタイピングの経験がな
いために使い方も分からないといった状況に
ある。

The other notable issue is the flood of illegal
and dangerous content on the Internet.
Information and materials that incite hatred,
for example, are available in Japan, as well
as all over the world. And despite the
Child Prostitution and Child Pornography
Prohibition Law (in effect since 1999),
thousands of images of child pornography
are still readily available. This is partly
because the law is relatively weak compared
with similar Western laws — a serious
loophole in the law allows the transmission
of child pornography on the Internet — and
partly because the issue of paedophilia is
not as well recognised or seriously considered
as it is, for example, in Britain and other
European countries.
The latest trend is Deai-kei Saito Sites,
websites for meeting people, which were
originated to enable people to associate
with like-minded others or to function as
‘lonely hearts’ clubs on the Internet. But an
increasing number of such websites have
been devoted to enabling adults to meet
schoolgirls for sex, called Enjo Kosai —
‘compensated dating’ — instead of
prostitution.

もう一つ顕著な問題は、インターネット上の
不法で危険なコンテンツに関するものだ。世
界各地と同様、日本でも特定の民族などへの
憎悪をあおる情報や資料を、ネット上で閲覧
することが可能となっている。また、99 年に
「児童買春・児童ポルノ禁止法」が施行された
にもかかわらず、大量の児童ポルノが依然出
回っている。これは、欧米諸国に比べ同法の
規制が緩く、法律の抜け道を利用してネット
上での児童ポルノ配布が容易であること、小
児性愛（ペドフィリア）など未成年者に対す
る性行為が英国やその他の欧州諸国に比べて
社会的に十分認識されず、深刻な問題として
捉えられていないといった要因が考えられる。
これに加えて、最新の課題は「出会い系サイ
ト」を巡るものである。元は、ネット上で趣
味仲間を探したり、恋人を募集したりする機
能として登場した。ところが、多くの出会い
系サイトが、「援助交際」のために大人の男
性と女子中高生が出会うための場として使わ
れている。
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Hard-hatted, elderly women taking a
break from roadsweeping, Okinawa.
道路清掃の合間に休息をとる女性労働者
（沖縄）© Paul Quayle / Panos Pictures
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Thanks to new mobile phone technology,
these websites can be accessed by mobile
phones. Their popularity exploded, with some
of the websites functioning more as direct
chat lines. In the first half of 2002, there
were 400 cases of child prostitution reported
to police. A panel comprising National Police
Agency officials and criminal law experts is
proposing a plan to prohibit adults from such
websites and ban minors from posting
messages that can be construed as seeking
paying customers.19

新しいテクノロジーのおかげで、出会い系サ
イトには携帯電話からもアクセスが可能であ
る。このようなサイトは爆発的な人気を呼び、
チャットラインとして機能しているものもあ
る。02 年の上半期だけで、全国で約 400 件
の児童買春に関する届け出が警察に寄せられ
た。これを受けて警察庁は 03 年 2 月、大人が
子どもを性交の相手として誘うことや、子ど
も側から買春や援助交際を誘うような書き込
みを禁じた出会い系サイト規制法案をまとめ
(19)
た。

Pressures of a rapidly ageing population

急速な高齢化

The Japanese have among the lowest average
birth rates in the world, at around 1.33
children born to each woman during her
lifetime, as of 2001.20 The number of over
65-year-olds has exceeded 20 million,
reaching 18% of the total population in
2001. By 2015, one quarter of the population
is expected to be 65 or over.21 The provision
of both social and physical infrastructure
such as barrier-free access in public spaces,
nursing care, and support for lone elderly
people has not kept pace with the speed
of the changing demographics.

日本の出生率は世界で最も低いレベルにあ
り、女性が一生を通じて産む子どもの数は
01 年現在、平均 1.33 人である。(20) 一方で、
65 歳以上の高齢者は 01 年には 2000 万人を
超え、人口の 18% を占める。さらに 2015 年
には、人口の 4 分の 1 に達すると推計されて
(21)
いる。
公共スペースのバリアフリー化や高
齢者介護、一人暮らしのお年寄りに対する支
援などの社会インフラ整備は、年齢構成の変
化のスピードに追いついていない。
赤字に苦しむ健康保険制度を立て直す一環と
して、ドイツの制度をモデルにした介護保険
制度が、00 年 4 月に導入された。これは介護
の必要度合いに応じてサービスを提供するも
ので、費用の半分は税金から拠出し、残りの
半分は 40 歳以上の国民全員から徴収する付加
保険料でまかなう。さらにサービス受給者は、
かかるコストの 10% を支払わなければならな
い。このため、介護保険制度は新たな負担を
国民に強いるものだとして、不満の声も多い。
その一方で、この制度により介護を必要とす
る人は、初めてサービス提供者を選ぶことが
可能になり、市民団体や民間セクターが介護
事業に進出しつつある。とはいっても、高齢
者が満足のいくサービスを必ずしも受けられ
るわけではなく、むしろ優れたサービス提供
者を選ぶための知識が必要とされている。

An effort to reform the health insurance
system in light of the government’s financial
difficulties, Kaigo Hoken (Long-Term Care
Insurance) system was launched in April
2000, modelled on the German system.
The system provides nursing services to the
elderly depending on their level of inability.
Half of the cost is covered by taxes, but the
other half is covered by additional insurance
payments compulsory for everyone 40 years
old or over. In addition, service recipients
have to contribute 10% of the overall cost
— and many have complained the system
is merely an additional financial burden.
On the other hand, the system allows them
また、介護保険が整備されたにもかかわらず、
to choose service providers for the first
家族に面倒を見てもらうことを期待する高齢
time. This has encouraged civil society
者もまだまだ多い。配偶者、娘、息子の妻の
organisations and the private sector to
「介護疲れ」も増えている。将来誰が面倒をみ
participate in the nursing care business.
てくれるのか、誰がその費用を支払うのか―
But this does not necessarily mean that the
―日本の中高年の多くが、社会保障の未来に
elderly are receiving satisfactory services,
but rather they must develop the knowledge 大きな不安を抱いている。
required to choose service providers well.
Furthermore, many of the elderly continue
to expect to be looked after by their families,
despite the provision of the Kaigo Hoken
system. An increasing number of carers
within families, mostly spouses, daughters
and daughters-in-law, suffer from ‘nursing
fatigue’. Most middle-aged or older people
in Japan express deep concern regarding
the uncertainty of future provision of social
welfare — who will look after them, and
who will pay for it?
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Chapter 4
Partnerships Between
NPOs and Business

The ten important issues discussed in the last
chapter require urgent, focused action and
investment—investment that the government
cannot provide alone. Increasingly, the
Japanese public is beginning to look for
ways to move toward Jiko Sekinin Shakai —
a self-responsible society, wherein the costs
of and responsibilities attached to a deed
must be borne by its doer. Expectations have
been rapidly rising since the late 1990s that
civil society organisations will provide the
means to solve social problems. There is
significant public confidence that non-profit
organisations can represent a third, Kyoteki —
collaborative — sector, in addition to the
public and private sectors, and that they can
bring new ideas and energy to the table.

第 3 章で取り上げた 10 の社会的課題は、いず
れも早急かつ集中的な行動と投資が必要とさ
れているが、政府だけでは対応しきれないも
のばかりだ。市民はしだいに「自己責任社会」
に備える必要性を感じている。これに伴って、
市民団体が社会問題の解決策を提供してくれ
るのではないかという期待が、1990 年代後半
から急速に高まっている。非営利組織（NPO）
が公共、民間に次ぐ第三の「共」的セクター
を構成し、社会に新しいアイディアと活力を
もたらし得るとして、市民は大きな信頼を寄
せ始めている。

第４章
NPO と企業の
パートナーシップ

However, faced with such expectations,
the Japanese non-profit sector struggles
against chronic lack of funding, manpower
and skills, and is eager to achieve increased
support from the public and private sectors.
This chapter examines the general types
of activities in which Japanese non profit
organisations are active. We will also
explore how partnerships between NPOs
and businesses can help provide solutions
to the most important social issues.

しかし、大きな期待に対して、日本の非営利
セクターは慢性的な資金、人材、技能不足に
悩まされており、公共、民間セクターからの
支援を切望している。本章ではまず、日本の
NPO が現在活躍している領域を概観する。続
いて、NPO と企業がパートナーシップを組む
ことで、社会の最も重要な課題に解決策が提
供できる可能性を探る。

Graph 1
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NPO Activity in Japan: What do they do?

日本の NPO ―どんな活動をしているのか？

In September 2000, the number of domestic
civil society groups in Japan (including
both NPOs with legal status and voluntary
organisations) had risen to approximately
88,000. Of these, 43.1% are involved in
supporting the lives of elderly and disabled
people through health services, medical care
and welfare. A further 11.1% are involved in
community affairs, and 9.8% are involved
in the protection of the natural environment
and other environmental conservation
activities (Graph 1).

2000 年 9 月現在、日本国内の市民活動団体は
約 88,000（NPO 法人と任意団体の両方を含む）

There are many different methods an
organisation can use to achieve its mission,
from providing expert advice, to direct care
in the community, to lobbying governments.
The three principle methods these civil
society organisations generally use are:
— Providing a space for citizens’ exchange
— Event and meeting planning; and
— Service provision.

を数える。その活動分野をみると、高齢者や
障害者の生活支援など保健・医療・福祉に関
わる団体が圧倒的に多く、43.1% を占める。
続いて、11.1% がまちづくり、9.8% が自然保
護など環境の保全に関する活動を行ってい
る。（グラフ 1）
市民団体が活動目的を達成するためには、専
門的なアドバイスの提供から、直接的なケア
サービスの提供、そして政府へのロビー活動
に至るまで、様々な方法が考えられる。日本
の市民団体が一般的によく用いる方法は、主
に次の 3 つである。

— 市民に交流の場を提供
— イベントや会合の企画
— サービスの提供
（グラフ 2）

(Graph 2)
Graph 2
グラフ 2
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In the future, as information technology
expands, opportunities for citizens to
communicate via the Internet will also
increase, but just as importantly, substantial
lifestyle propositions and better service
provision are expected as the result of
NPO organising.

将来的には、情報技術の発達とともに、イン
ターネットを通じた市民の交流機会が増大す
ると思われる。また、イベントを通じた市民
の意識向上で、未来のライフスタイルに対す
る実体ある提言やより良いサービスの提供
が、NPO に一層期待されるようになるだろう。

How are they funded?

財源はどこから？

For most Japanese NPOs, the most important
sources of funding are:

日本の大半の NPO にとって、最も重要な収入
源は次の 3 つである。

— Membership fees
— Business revenue; and
— Government grants.

— 会費
— 事業収入
— 行政からの補助金

Private subsidies and donations have not
yet been developed as a significant source.
As a result, individual membership constitutes
the single largest source of income, on
average, across non-profit organisations in
Japan. (Graph 3).

民間からの助成金や寄付金は比較的少なく、
重要な財源となるにはまだ不十分といえる。
その結果、活動分野を問わず日本の NPO 全般
で、団体の会費が最も大きな収入源となって
いる。（グラフ 3）

Graph 3
グラフ 3
Sources of income of Japanese NPOs
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What is their contribution to society?

どんな貢献を期待できるのか？

In 2000, Japanese civil society organisations’
gross domestic product was valued at
¥694.1 billion, or 0.08% of the total
production of industry. If just 10% of
community work currently provided by the
public and private sectors were to shift to
non-profit organisations, in ten years’ time,
NPOs’ gross domestic product will have
made a significant increase to ¥6.272 trillion,
or 0.61% of total production.

00 年における日本の市民活動団体の生産額は
6941 億円で、全産業の国内総生産のわずか
0.08% に過ぎない。しかし、現在公共・民間

Growth is expected especially in the fields
of health care, medical care and welfare
needed by a shrinking and ageing population;
and in environmental conservation activities,
brought about by the rise in environmental
consciousness. Moreover, it’s thought
that there will be growth in demand for
community regeneration in a way that
particularly plays to the strengths of civil
society organisations.

Key to Graph 3
グラフ 3 の凡例
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1 割が市民団体にシフトしたと仮定すると、
10 年後の NPO 生産額は国内総生産の 0.61%、
6 兆 2720 億円へと大幅に拡大すると試算され
ている。
今後 NPO の成長が特に期待されるのは、少
子・高齢化を背景にした保健・医療・福祉分
野や、環境意識の高まりによる環境保全分野
の活動である。さらに、市民団体の強みを生
かしたまちづくり・地域再生への需要も高ま
ると考えられる。

What can business offer to Japanese
civil society?

企業は日本の市民社会に何を
提供できるのか？

1 Philanthropic partnerships:

1 慈善型パートナーシップ

— 資金の提供：一部の企業は財団法人を設立
— Funding. Some companies provide
して、市民団体を資金面から支援している。
support to civil society organisations
米国のフォード財団をモデルに設立された
through their corporate foundations.
トヨタ財団(22)が、代表的な例である。助成
The Toyota Foundation,22 which was
(23)
によると、日本の財
established on the model of the Ford
財団センター（JFC）
団は科学技術や教育（学生の奨学制度を含
Foundation in the US, is one such example.
む）への支援を対象にした団体が比較的多
On the one hand, according to the Japan
く、社会福祉や文化・芸術などの分野で活
Foundation Centre (JFC)23 there are many
Japanese foundations directed towards
躍する市民団体への支援を行う財団は少な
science, technology and education
い。しかし最近では、NPO 法人の急増をき
っかけに、市民団体向けの資金助成プログ
(including student scholarships), but on
ラムも生まれている。
the other hand, not as many directed
towards civil society organisations
日本の法律は財団が基本財産を株式市場に
involved in other areas such as social
投資することを禁じているため、財団の基
welfare, culture and arts. However,
金は銀行預金もしくは債券の形で積み立て
recently, motivated by the rapid growth of
られている。現在の金利はきわめて低く、
incorporated NPOs, funding programs to
拠出できる金額に限りが出ているため、最
support civil society organisations
近では財団を通さず、市民団体に直接に寄
have begun to merge.
However, Japanese law prohibits
foundations from investing their
endowments in the equities market;
most Japanese foundation funds are in
cash or invested in bonds. Given very low
current rates of interest, and therefore
less money to provide to good causes,
many Japanese companies are donating
less to foundations, and more directly to
non-profit organisations. Two prominent
examples of direct financial support of
civil society organisations include
multinational companies such as Pfizer
Pharmaceuticals’ support program for
community action on care of the mind
and body24 and Microsoft’s ‘Microsoft
Giving’ NPO support program.25

付をする企業も増えている。ファイザー製
薬の「心とからだのヘルスケアに関する市
(24)
、マイクロソフ
民活動支援プログラム」
トの「Microsoft Giving NPO 支援プログラ
ム」などは、市民団体への直接的支援の好
(25)
例である。
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The scale of corporate support for such
programs, however, is still far smaller
than for their Western counterparts.
Direct funding for such projects can
reach a maximum of ¥3 million, around
US$25,000, in the case of Pfizer, while
other projects attract smaller amounts.
Furthermore, most grants are restricted
to project expenses and cannot be used
for personnel and office expenditures.
Non-profit organisations increasingly
argue that operating funds are essential
to nurture Japanese civil society.

Pachinko parlour, Tokyo.
にぎわうパチンコ店（東京）

© Jimmy Holmes / Panos Pictures

— Provision of venues for activities.
Another critical contribution companies
can make is to provide civil society
organisations with facilities where they
can carry out their activities and provide
services. For example, at weekends, NTT’s
East Training Centre lends a classroom
with PCs and Internet access to the
‘Grannies’ Computer Learning Group’
(Setagaya, Tokyo)26, free of charge.
Volunteers from the centre and from the
general public help older people learn to
use computers. The learning group is a
voluntary group that aims to enable
elderly people in the area to bridge the
‘generational digital divide’.

企業のコミュニティ投資
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とはいえ、このような企業支援は欧米諸国
に比べると、ずっと小規模なものである。
ファイザー製薬は 1 団体に最大で 300 万円
を助成しているが、これが最高レベルで、
他社の支援はさらに少額だ。また、多くの
助成金は使用目的がプロジェクトの直接経
費に限られ、スタッフの人件費や事務所経
費に回すことができない。そのため NPO
側は、市民社会を確立するには運営費への
助成が欠かせないと主張している。

— 活動拠点の提供：企業ができるもう一つの
貢献は、市民団体に活動拠点となる施設を
提供することである。例えば NTT 東日本研
修センターは、インターネットに接続でき
るパソコンを備えた教室を、使っていない
週末に「コンピュータおばあちゃんの会」
(26)
に無料で貸している。
（東京都世田谷区）
同センターのボランティアや一般市民が、
高齢者にコンピューターの使い方を教えて
いる。同会は、世代間のデジタル・デバイ
ド解消を目指し、地域のお年寄りが自ら組
織したグループである。

— 社員の技能や研修機会の提供： NPO は、
サービスをより効果的に提供するための技
能と専門知識を必要としている。日産自動
車は市民団体でインターンとして働く大学
生にアルバイト料を支給する「NPO ラーニ
(27)
日本貿易
ング奨学金制度」を設立した。
会は 00 年、開発途上国への事業投資を支
援するために日本の人材を提供することを
目的に、
「国際社会貢献センター」
（ABIC）
(28)
国際協力事業団（JICA）
を立ち上げた。
や開発 NGO と協力し、02 年末までに商社
などで職務経験のある 1100 人以上が、日
本の中小企業や途上国政府に投資アドバイ
スを提供するボランティアを行っている。

— Provision of skilled employees and
training. Non-profit organisations
also need skills and expertise to deliver
services more effectively. Nissan Motors
has established a ‘Students’ Scholarship
Program for Learning at NPOs’ which
subsidises allowances given to university
students working as interns in civil society
— 物品の提供：また企業は、自社の製品や所
organisations.27 As another example, in
有する設備・機器などを寄付することで、
2000, the Japan Foreign Trade Council
市民団体を支援することも可能だ。01 年
established an incorporated NPO
の改正リサイクル法施行により、企業に事
called Action for a Better International
業系パソコンのリサイクルが義務づけられ
Community (ABIC), with the aim of
(29)
や
た。「イーエルダー」（東京都渋谷区）
providing talented Japanese people to
「アインシュタインプロジェクト」（東京都
support business investment in developing
(30)
世田谷区）
などの NPO は、企業が寄贈し
countries.28 Through co-operation between
the government’s Japan International
た中古パソコンに新しい基本ソフト（OS）
やアプリケーションソフトを組み込んで再
Co-operation Agency (JICA) and non-profit
生する事業を進めている。
organisations, more than 1,100 people
with skills in commerce and trading had
signed up by the end of 2002 to provide
advice on foreign investment to small and
medium sized Japanese companies and
governments of developing countries.
— Giving in kind. Companies can also
support civil society organisations through
the donation of equipment, machinery,
tools and products. Under recent revisions
to the Recycling Law (2001), companies
are required to recycle their used PCs.
NPOs such as E-Elder (Shibuya, Tokyo)29
and the Einstein Project (Setagaya, Tokyo)30
have set up programs to refurbish
redundant computers donated by
companies with new operating systems
and application software.
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The refurbished computers are then
provided to educational institutions and
civic groups. The system software for
these enterprises is donated by Microsoft,
free of charge.
2 Strategic partnerships:
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再生パソコンは教育機関、市民団体に提供
されている。システムソフトは、マイクロ
ソフトが無料で提供している。

2 戦略的パートナーシップ:
上述したのは経営資源を一方的に提供する
従来型のパートナーシップだが、それらと
は対照的に、NPO と企業が相互に便益をも
たらす「ウィン・ウィン」型の革新的なパ
ートナーシップが出現し始めている。これ
は、コミュニティのニーズと企業の事業上
の目標や目的の実現を、より直接的に連携
させることを目指したものだ。一つの例は、
青森県の「イオン下田ショッピングセンタ
ー」と高齢者・障害者の生活向上を助ける
「自立支援センター・フィフティ」の提携
である。このパートナーシップによって、
ショッピングセンターは画期的な全館バリ
アフリー設計を実現し、内部にデイケアセ
ンターが設置された。ケアセンターではお
年寄りや障害者がリハビリを受けられ、そ
の後車いすでショッピングが楽しめる。イ
オンにとっては、社会の重要な層のニーズ
を認識し対応したことで、売り上げの増加
と地元消費者の信頼獲得がともに期待で
きる。

In contrast to the conventional, unilateral
philanthropic partnerships described
above, there have begun to emerge
innovative partnerships in which NPOs and
companies can expect mutual, ‘win-win’
benefit. These aim to align community
needs more directly with companies’
commercial aims and objectives. One such
example involves an NPO, the Support
Centre for Independence ‘Fifty’, that works
to improve the lives of the elderly and
disabled, and a shopping centre company.
The partnership led to an innovative,
barrier-free design of the Aeon Shimoda
Shopping Centre, along with a care centre,
where the elderly and disabled can receive
rehabilitation training, and then enjoy
shopping throughout the building, using
wheelchairs. Through this partnership,
Aeon can expect to gain the trust of local
景気の低迷が長引く中、日本企業の多くが経
customers, as well as increased sales, by
recognising and catering for the needs of 費削減を強いられている。その一方で、社会
と企業の双方に効果をもたらすフィランソロ
an important segment of society.
Under the prolonged economic slump, many
companies in Japan have been forced to
cut costs. And meanwhile, expectations are
rising that philanthropic activities will bring
effective results to society and maximum
benefit to companies. As such, strategic
NPO-business partnerships are an alternative
to conventional charitable giving.

ピー活動への期待が高まっている。このよう
な状況の中、企業と市民団体の戦略的なパー
トナーシップは、従来のチャリティに替わる
新しい可能性を提示している。

In what ways have NPOs worked to address NPO は重要な社会的課題に
どう取り組んでいるのか？
the most important social issues?

Anglers on urban fishing tanks, Tokyo.
都会の憩いの場、釣り掘（東京）

© Paul Quayle / Panos Pictures

There are already innovative, encouraging
examples of community action on critical
issues of concern across Japan, and examples
of groundbreaking collaboration with
companies as well. Here we highlight how
many have already worked to address the
most important social issues:

深刻な社会問題に立ち向かうために、様々な
コミュニティ活動や企業との画期的な協働プ
ロジェクトなど、すでに日本全国で革新的な
活動例が登場している。以下では、10 の社会
的課題に対して NPO が現在どのような取り組
みを行っているか、企業は各分野でどんな援
助ができるのかを紹介する。

— Unemployment and the ageing of
society. Support to the growing homeless
population has been expanding — the
government’s fiscal year 2003 budget for
homeless care is ¥2.7 billion, double the
previous year’s budget.31 Local governments, including Tokyo Metropolitan
and the City of Osaka, provide temporary
lodging and vocational counselling.
Non-profit organisations are also active
in this area.

— 失業と高齢化社会：増大するホームレスへ
の支援は少しずつ拡大している。政府は
03 年度のホームレス対策予算に、前年か
(31)
東京都や
ら倍増の 27 億円を計上した。
大阪市など地方自治体が臨時宿泊所や職業
相談提供などの対策を行っているほか、非
営利団体も活動し始めている。
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The Self-Support Centre Furusato no Kai
(Sanya, Tokyo) runs a combined shelter
and training program, where homeless
people receive instruction to obtain
certification as home care workers for the
elderly. The results of this program address
not only the need for employment of the
homeless but also the ageing of the
population, and create a long-term mutual
support system in the community.
By contrast, there are relatively few nonprofit organisations tackling the issue of
youth unemployment. There remains a
high level of demand for vocational
training for the young jobless. There is
significant opportunity for businesses to
partner with NPOs to provide internship
programs or vocational training to
young people.
— Increase in crime. The increase in the
crime rate, and decrease in the rate of
arrest, have come alongside cuts in skills
training provided to police and the
deterioration of mutual assistance bonds
between families and neighbours. To
provide a direct counter-force to crime,
the NPO Guardian Angels Japan — which
started in New York, but now has a
headquarters in Tokyo as well — works in
partnership with police in urban areas.
Such activities provide an opportunity for
corporations to provide financial support
and manpower to NPOs working in this
crucial area.

Vendor of magazines rescued from rubbish
bins by the homeless, Tokyo. ホームレスの
人がごみ箱から回収した雑誌の露店（東京）

© Paul Quayle / Panos Pictures
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中でも「自立支援センターふるさとの会」
（東京都台東区山谷）は、臨時宿泊施設と
研修を組み合わせ、ホームレスの人が高齢
者介助（ホームヘルパー）資格をめざせる
よう支援をしている。このプログラムはホ
ームレスの再就職と高齢化社会のニーズを
相互に満たし、地域に長期的な互助システ
ムを創出する可能性を秘めている。
対照的に、若年層の失業問題に取り組む
NPO は意外と少ない。経験の少ない若年失
業者の職業訓練に対する需要は高く、企業
にとっては NPO とパートナーシップを組
んで、若者にインターンシップや養成の場
を提供する余地がある。

— 犯罪の増加： 犯罪の増加と検挙率の低さ
は、警察の技能訓練力の低下と、地縁・血
縁を核とした相互扶助の仕組みが衰退して
いることが背景にある。ニューヨークで始
まり、東京にも拠点をもつ「日本ガーディ
アン・エンジェルス」は、都市部で警察と
連携し、直接的な防犯活動を展開している。
この重要領域で活躍する市民団体への資
金・人材面での協力は、企業にとって効果
があるだろう。

— 外国人の増加と偏見：人口の 98% が「大
和民族」で構成される日本はきわめて均質
的なため、外国人の流入は社会に多様な摩
擦をもたらしている。非合理的な恐れや理
解不足により、外国人にとって日本の暮ら
しは楽ではない。しかし、少子・高齢化を
考慮に入れると、外国からの移民は納税者
人口を増やし、市民生活に新しい風を吹き
込む機会となり得る。様々な市民団体が在
日外国人の尊厳を守り、日常生活を支援す
る活動を行っている。「多文化共生センタ
ー」（大阪市）は、外国人の電話相談や医
療・教育機関への言語サポートなどを提供
している。

— Immigration and xenophobia. The
influx of non-Yamato race people has
been difficult for Japanese society,
which, at 98% Yamato, is effectively
racially homogeneous. Fear or lack of
— 食の安全性に対する信頼低下：食品や生活
understanding of foreigners makes life
用品業界にとって、安全性はその心臓部に
difficult for immigrants. But in light of the
関わる問題である。このため、消費者の信
declining birth rate and overall ageing of
頼を勝ち取るための戦略的パートナーシッ
society, immigration can increase the base
プがすでに数々存在することは、驚くに値
of taxpayers and provide new people to
しない。
「生活クラブ生協」
、
「らでぃっしゅ
contribute in other ways to civic life.
ぼーや」
、「大地を守る会」などの NPO や企
NPOs are working to support the daily
業が、生産者と提携し、無農薬・有機食品
lives and dignity of immigrants in Japan.
の共同購入、宅配事業を行っている例が有
The Centre for Multicultural Information
名だ。
and Assistance (Osaka) provides hotlines
and language support to medical and
この協働は、すでに年商 100 億円規模の事
educational institutions to provide better
業へと成長している。
services to immigrants.
— Falling public confidence in food safety.
This issue is at the very heart of the
food and consumer goods businesses, so
it is not surprising that more strategic
partnerships already exist to increase
public confidence in the food supply.
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— コミュニティの崩壊：地域再生に向けた
In one such example, the Seikatsu Club
Consumers’ Co-operative Union, the
様々な活動が近年推進されている。政府や
corporation Radish Boya and a non-profit
地方自治体は、市民や NPO が立ち上げる
コミュニティ・ビジネスを通じた地域活性
organisation, Association for the
化の道を模索している。経済産業省近畿経
Preservation of the Earth, are working
済産業局(32)、石川県小松市(33)などは、地域
together to supply and deliver organic and
ベースで営利を第一目的としない事業を行
chemical-free produce to consumers. This
う「社会起業家」に、財政支援やアドバイ
co-operation has resulted in big business
スを提供している。
already, on the order of ¥10 billion.

Warning sign on electricity sub-station,
Okinawa. 子どもに注意を呼びかける変電
所の看板（沖縄）© Jimmy Holmes / Panos
Pictures

— Decline of Communities. A variety of
activities for community regeneration
have been promoted recently. Both central
and local governments are seeking ways
to regenerate communities through
community business initiated by citizens
and NPOs. Some agencies such as the
Kanto Bureau of Economy, Trade and
Industry 32 and City of Komatsu 33 have
provided financial support and advice for
‘social entrepreneurs’ to start communitybased businesses.
Local business people are also working
in this area. In Higashi Osaka, where
there is a high concentration of small
and medium enterprises, business leaders
established an incorporated NPO, the
Higashi Osaka Community Regeneration
Support Organisation. The organisation
aims to develop new community leaders
to take a major role in the manufacturing
industry, by providing training in
traditional high-skill techniques and
seconding managers to teach at business
school courses. In addition, they set up a
fund to support new business and
introduce entrepreneurs to venture capital
providers.34
Someya Shoten, a small company in
Sumida, Tokyo, converts used cooking oil
into bio-diesel, and set up a venture to
create wealth in the community as well as
meet their business needs. Local
households provide Someya Shoten with
their used oil, and in return are paid in a
‘local currency’. This currency can be used
to buy recycled bio-diesel fuel, but also
can be put towards part ownership of local
forests, to maintain the landscape, or can
be used as partial payment for goods in
local shops. This scheme35 helps strengthen
and develop the local economy, provides
an environmentally-preferable alternative
fuel, and a business opportunity for the
company—an excellent example of ‘triple
bottom line’ thinking.
Even in newly developed areas, such
community development initiatives have
been increasing. In Tama New Town, Tokyo,
a local group, Fusion Nagaike, has been
entrusted with management of a nature
centre by the local government.

この領域では、地元企業による活躍も見ら
れる。町工場など中小企業が集中する東大
阪市では、商工会議所のメンバーらが NPO
「東大阪地域活性化支援機構」を発足させた。
伝統的な熟練技術の継承支援や、ビジネス
スクールが実施するセミナーへの二世経営
者の派遣などを行い、将来の製造業を背負
って立つ地域リーダーの育成をめざしてい
る。さらに新規事業を応援するため、起業
家にベンチャーキャピタルを紹介し、マッ
(34)
チング資金を提供する基金も設けた。
東京都墨田区の廃油回収業「染谷商店」は、
廃食油をバイオディーゼル燃料に再生する
技術を開発し、自社の収益を満たすだけで
はなく、豊かなコミュニティを創出するた
めのベンチャーを展開している。同社では
地元の一般家庭から使い終わった料理油を
引き取り、代価として地域通貨「ユーズ・
マネー」を提供している。ユーズ・マネー
はバイオディーゼル燃料の購入に使えるほ
か、森の一坪オーナーになったり、地元商
店での支払いの一部に使えたりする。この
制度(35)は、地域経済の発展と強化を助け、
環境に配慮し、会社自身にもビジネスチャ
ンスをもたらすという、「トリプル・ボト
ムライン」的考え方を取り入れた優秀な例
といえよう。
新興住宅街でも、同様のコミュニティ開発
事業が登場している。東京の多摩ニュータ
ウンでは、地元住民でつくる「フュージョ
ン長池」が、公園内の自然教育施設の管理
を自治体から任されている。同グループは
施設を使って新旧住民や世代間の交流を促
し、コミュニティ感覚を育む活動を進めて
いる。例えば、旧住民のお年寄りが新住民
の子どもたちに炭焼きを教えるなど、核家
族では得られない体験を双方に提供して
いる。
コミュニティの再生に取り組むこのような
「社会起業家」の活躍は、企業や行政との
革新的なパートナーシップが地域に好影響
(36)
をもたらすことを実証している。
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The centre co-ordinates programs that
help to create a sense of community by
encouraging exchange between younger
and older generations and between ‘old’
and ‘new’ residents. One example is that
the elderly among ‘old’ residents teach
charcoal making to children of ‘new’
residents.

企業のコミュニティ投資
市民のニーズに応える社会貢献へ

— 不登校の増加：不登校問題解決への重要な
カギの一つは、学校への出席を拒む子ども
たちに代替の教育機会を提供することにあ
る。不登校児を抱える親たちが全国で「フ
リースクール」の設立を支援し始めている
が、これらは政府からの助成を受けていな
い。85 年に設立された「東京シューレ」
（東京都北区）は、通いの生徒 200 人、自
宅学習の子ども 550 人に教育プログラムを
提供している。企業からの資金・人材面の
支援は、このような活動にとって大きな恵
みとなるであろう。

Such leaders tackling community
regeneration—the ‘social entrepreneurs’—
have shown how innovative partnerships
with business enterprises and governments
— 女性就労への障壁：働く女性にとって現実
can bring real success to communities.36
Young women, Kyoto.
街の若い女性たち（京都）

© Jimmy Holmes / Panos Pictures

— Truancy. One critical part of the solution
to truancy lies in providing alternative
educational opportunities for those who
refuse to attend mainstream schools.
Parents of truant children have begun to
support the establishment of ‘Free Schools’
throughout the nation, which are not
supported financially by the government.
The NPO Tokyo Schule (Kita-ku, Tokyo),
established in 1985, provides educational
programs to 200 day students and 550
home-schooling families. Such programs
can benefit greatly from financial support
and manpower from businesses.

的な障壁の一つは、適切な保育サービスの
不足にある。公立保育所への入所を待つ子
ども数の増加は、大きな議論となっている。
厚生労働省は、家庭で子どもの一時預かり
を引き受けてくれるボランティアを紹介す
る「ファミリー・サポート・センター」の
設置を各地域で進めており、02 年 10 月現
在、全国に 247 カ所を数える。東京都は認
可保育所制度を設け、株式会社の保育所経
営への参入を公式に容認したことで、民間
企業も社内保育施設を設けやすくなった。
企業は、このような施設を設置したり、社
員が様々な育児支援制度を利用しやすくす
ることで、長期的に女性の労働生産性を上
げることができる。

— ドメスティック・バイオレンスと児童虐待：
— Barriers to women in employment.
01 年の DV 防止法施行以来、各都道府県は
One very practical barrier to working
「配偶者暴力相談支援センター」を設置し
women is the lack of adequate child care.
た。市民団体は、行政が満たせないニーズ
The increasing number of children on
に対応すべく活躍しており、28 の NPO が
waiting lists for child care is controversial.
被害女性を保護するための「全国女性シェ
The Ministry of Health, Labour and Welfare
ルターネットワーク」を結成している。
is working to establish family support
児童虐待に対しては、行政は全国に 175 カ
centres, staffed by volunteer child minders.
所ある児童相談所で対応している。一方、
They are currently active in 247 locations,
虐待、不登校、その他様々な悩みを抱える
and the Tokyo Metropolitan Authority has
児童のための相談電話を設ける市民グルー
begun to license nurseries established by
プもある。東京の「世田谷ボランティア協
private companies — which means private
会」が 98 年に相談電話を開設して以来各
companies can now establish their own
地に広がり、現在同様のサービスは全国で
facilities. Providing such centres in
48 を数える。
companies, along with additional support
to female employees in making use of such
増加するこれらの問題に対処するため、企
centres, can go a long way to making
業は市民団体に効果的な資金援助、もしく
employment more productive for women.
— Domestic violence and child abuse.
Since the establishment of the Domestic
Violence Prevention Law (2001), 47
prefectures have established support
centres for victims of domestic violence.
Meanwhile, civil society organisations are
working to meet the needs that governments cannot serve. The National Network
of Women’s Shelters has a membership of
28 different non-profit organisations.
There are 175 child counselling centres in
prefectures across the country, as well as
citizens’ groups who provide hotlines for
abused, truant or otherwise troubled
children. In the first of these, the NPO
Setagaya Volunteer Association, started
their children’s hotline in 1998.

は技術・設備・人材の支援を行うことが可
能だろう。
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Today, there are 48 such hotlines across the — 情報化社会の負の影響：子どもの安全確保
country. In both of these cases corporations
は日本でも大きな課題となっているが、中
can provide effective financial support,
でも市民団体は性的搾取のリスクを減らす
facilities, technology and manpower to
ための活動を展開している。
「ECPAT ／ス
(37)
トップ子ども買春の会」
は、タイ・バンコ
help tackle this increasing problem.
ク拠点の国際 NGO、エクパット・インター
ナショナル(38)の日本支部として 92 年に設立
— Negative effects of the information
された。同会は、日本の外務省やユニセフ
society. Child protection remains of great
と協力し、01 年 12 月に「第 2 回子どもの商
concern to people in Japan, and civil
業的性的搾取に反対する世界会議」を横浜
society groups have established several
で共同開催した。02 年 3 月には、英国外務
efforts to reduce the dangers of child
省の資金援助と、パソコンメーカー、イン
exploitation.
ターネット・プロバイダー、マスコミなど
で構成する「インターネット協会」の支援
ECPAT/STOP Japan 37 was established in
を受け、ガイドブック「インターネット上
1992 as the local arm of an international
(39)
の子どもの安全ガイド」を発行した。
こ
NGO, ECPAT International (End Child
うしたパートナーシップは、重要な問題へ
Prostitution, Child Pornography And
の喚起を促進する一方で、企業の「操業す
Trafficking in Children for Sexual Purposes),
る資格」（license to operate）を守ること
headquartered in Bangkok.38 Alongside the
Ministry of Foreign Affairs and the United
にもつながる。
Nations Children’s Fund (UNICEF), they co現行の児童買春・児童ポルノ禁止法にはイ
hosted the Second World Congress against
ンターネット上での配布という抜け穴があ
the Commercial Sexual Exploitation of
るため、日本は依然、「世界最大の児童ポ
Children in Yokohama in December 2001.
ルノ配布元」という汚名をぬぐうことがで
In March 2002, the group published a
きない。日本ユニセフ協会(40)、「アジアの
translated version of a guidebook entitled
(41)
女性と子どもネットワーク」
、「国際子ど
‘Protecting Children Online’ with funding
(42)
などが、出会い系サイ
も権利センター」
from the British Foreign Ministry and
トへの規制強化など現行法の改正に向けた
support from the Internet Association
(43)
情報
共同キャンペーンを展開している。
Japan, an information and communications
技術に関わる企業は、この領域でのパート
technology industry consortium comprised
ナーシップ構築が期待されている。
of PC makers, Internet service providers
and media companies.39 These company
— 高齢者の長期介護
partnerships provide the opportunity to
00 年に介護保険制度が導入されたことで、
provide expertise and publicity to an
市民団体と企業は新しいビジネスとして、
important issue while strengthening the
高齢者介護サービスを提供できるように
companies’ license to operate.
なった。

Robot and human traffic control,
Hiroshima. 交通整理をする人間と
ロボット（広島）© Paul Quayle /
Panos Pictures

Meanwhile, the Internet loophole in the
current Child Prostitution and Child
Pornography Prohibition Law gives Japan
the dubious distinction as the world’s
largest distributor of child pornography.
The Japan UNICEF Association,40 the
Asian Women and Children’s Network 41
and the Japan International Centre for
the Rights of the Child 42 have been jointly
campaigning for tightening of the law
to close the loophole and regulate the
Deai-kei sites (dating websites).43 These
represent further partnership opportunities
for companies affected by this issue.
— Long-term care for the elderly.
The advent of the Kaigo Hoken system
(2000) has meant that civil society
organisations and businesses can now
become involved in providing home care
services as a new business opportunity.
The Kaigo Hoken system also releases
restrictions on women, who have
traditionally been expected to care for
their parents and their spouses’ parents
themselves. However, the financial stability
of the regime is uncertain, given the
economic climate and the increasing
numbers of elderly people.

同制度はまた、自分の親や義理の親を介護
する役割を伝統的に期待されてきた女性へ
の重荷を解放することになる。だが、景気
や高齢者増加などの要因を考えると、同制
度が財政的に維持できるかは未知数であ
る。将来はコスト削減のために、介護提供
者は高齢者の自立を促す必要に迫られるだ
ろう。
この分野では、数多くの市民団体が活動し
ている。「たすけあい大田はせさんず」
（東
京都大田区）は介護サービスに加え、介護
保険の申請書類を記入する手伝い、服用薬
の配達、介護情報の提供など、一人暮らし
の高齢者の要望に弾力的に対応している。
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In the future, long-term care providers will
need to do more to encourage elderly
independence, in order to decrease costs
of nursing home care. Civil society
organisations are active in this area
already. The NPO Tasukeai Ohta Hasesanzu
(Ohta-ku, Tokyo), provides multiple
services to the elderly, including Kaigo
Hoken services, but also including
assistance in filing government paperwork,
delivering medications, filling out
documents, and providing information
on services to support the elderly living
alone in their community.
There is good cause to believe that Japanese
companies are beginning to take a stronger,
positive role in society, in line with their
business objectives. Kirin Brewery, for
example, invests in alcohol education
programs to foster responsible use of alcohol,
which also promotes brand loyalty. And
Nissan’s NPO Learning Scholarship Program
is founded on the belief that the NPO sector
will be an important source of employment
in the future. One early indicator of corporate
consciousness on social responsibility is the
number of Japanese companies providing
reports on their environmental or social
performance. In 2002, this number was
estimated at nearly 600, one of the highest
rates of reporting in the world.
Across these issues, three key concepts
emerge:
— Citizen participation;
— Safety net; and
— Collaboration.
It is a good idea for companies to think
through how they can contribute to these key
drivers in providing solutions to problems.

Sleeping business commuters, Tokyo.
通勤中の車内で居眠りするサラリーマン
（東京）© Paul Quayle / Panos Pictures
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ここ数年、事業の目的に沿いつつ、社会の中
でより積極的な役割を果たす努力を始めた先
駆的な日本企業が登場している。例えばキリ
ンビールは、アルコールの節度のある摂取を
促進する教育プログラムに投資しており、ブ
ランド力の向上にもつながっている。日産自
動車は、将来非営利セクターが雇用の供給源
として重要な存在となるという信条から、
NPO ラーニング奨学金制度を実施している。
企業の社会的責任（CSR）に対する意識が高
まっている証として、環境・社会報告書を発
行する日本企業が急増していることが挙げら
れる。02 年には世界でも最高水準に当たる
1000 社近くが報告書を出したと推測されて
いる。
上記の 10 課題への対応として、共通に見ら
れるのが次の 3 つの基本概念である。

— 市民の参加
— セーフティネットの確保
— セクター間の協働
企業は社会的課題に対する解決策を提供する
にあたり、まずこれらの要素にどう応えられ
るか、じっくり検討してみるのがいいだろう。
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Chapter 5
Developing a
Strategic Approach to
Corporate Community
Investment

For any company, in Japan or other countries,
a corporate community investment program
has a much greater chance of success —
including a positive return to the company —
when it is developed in line with an
understanding of corporate strategy.
Harvard Business School professor Michael
Porter suggests that companies’ philanthropic
activities can improve their ‘competitive
context’: ‘the quality of the business
environment in the location or locations
where they operate.’ 44

第5章
コミュニティ投資
への戦略的
アプローチ

Crucially, community investment programs
must be part of the corporate culture and
business planning process if they are to be
successful. Programs must have sufficient
resources dedicated, and it must be
someone’s job to see that they are done.
Once that commitment is made, a company
should undertake the following steps to
creating a truly strategic community
investment approach:

企業のコミュニティ投資
市民のニーズに応える社会貢献へ
国・地域を問わず、自社の経営戦略を十分理
解し、それに沿った上で開発したコミュニティ
投資のプログラムは、成功の確率もはるかに
高く、企業収益への効果も期待できる。ハー
バード・ビジネススクールのマイケル・ポー
ター教授は、企業のフィランソロピー活動が、
「競争環境」（competitive context）つまり
「操業地における事業環境の質」を改善する
(44)
可能性を示唆している。
重要なのは、コミュニティ投資プログラムが
成功するには、それが企業文化やビジネス・
プランニングの一部に組み込まれなくてはな
らないという点だ。さらには、プログラムに
十分な資金を投じ、完成まで見届ける社内担
当者が必要だ。コミュニティ投資への関与を
決めた企業は、真に戦略的なアプローチを創
出するため、以下のようなステップを採用す
べきである。

1 自社の事業目標を再検討する。現在と未来
の操業環境における機会と不安材料を見極
める。「自社にはよく訓練された労働力が
必要か？」「これまで自社の製品・サービ
スに関心を示さなかった層の市場開拓を展
開する必要があるか？」。自社が将来成功
する環境を作るために、今どんな便益を地
域に与えるべきか、どんな変革が必要かを
検討する。

1 Make an initial review of the company’s
business goals and objectives. Identify
the opportunities and threats that lie in
the business’ operating environment —
both now and in the future. Does your
company need to ensure a well-trained
2 コミュニティが直面している重要な課題を
workforce? Do you need to open new
把握し、自社がどの程度貢献できるかにつ
markets that haven’t traditionally been
いて率直な議論を行う。地元コミュニティ、
attracted to your products and services?
顧客、従業員などに、自社がどの社会的課
Consider the areas in which your business
題に一番インパクトを与えることができる
can benefit — or indeed, must make
かを尋ねる。変化に要する時間や事業目標
critical changes — in order to ensure its
とどう重なるのかを検討する。
future success.
2 Review the key issues of importance
in the community, including a frank
discussion of the degree to which the
company’s activities contribute to these
impacts. Ask communities, customers,
employees and others where they think
your business has the greatest impact on
social concerns. Consider which of these
impacts are long term and which short
term, and how they might overlap with
your business goals and objectives.
3 Consider the activities of competitors —
and potential collaborators. Find out
what your competitors are doing in
communities. This not only provides a
basis for differentiating your own
activities, it can help identify significant
synergies. Collaboration with others in
your industry can provide significant
opportunities for sharing the costs and
deepening the benefits of investment.

3 競合相手の活動、潜在的なパートナー企業
を検討する。競合相手の会社がどんなコミ
ュニティ活動を行っているかを調査する。
他社との違いを際立たせることも可能だ
が、相乗りする効果も考えられる。同業間
の協力は、コストを共同で負担し、コミュ
ニティ事業の効果を高める格好の機会とも
なり得る。
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4 Identify anything your company is
already involved in with respect to
the issues identified. It’s important to
know what philanthropic, charitable
or community-based activities your
organisation is already engaged in. You
will need to consider which of these need
to be continued, extended, modified or
evolved in light of the new community
investment strategy.

4 重要な課題において自社ですでに関与し

5 Identify civil society organisations as
potential collaborators. Find out what
groups in your community or nationally
are most active in the areas of concern.
They can help you think through your
strategy better, and can direct you to
new sources of information. Consider
what types of organisations can best
accomplish the goals of your strategy.

ている事業がないか確認する。自社がす
でに関与している社会貢献活動を見直す
ことも欠かせない。このうちどれを継続、
拡大、縮小するのか、あるいは新しいコ
ミュニティ投資戦略という見地から進化
させるのかを再検討する必要がある。

5 潜在的なパートナーとなる市民団体を特
定する。自社が関与を考えている社会的
課題に関し、操業地域もしくは全国で活
躍している市民団体を見つける。市民団
体は新しい情報源を提供し、自社のコミ
ュニティ戦略の検討に大いに助けになる。
戦略目標を達成するには、どんなタイプ
の団体が適切かを考える。

6 プログラムの詳細を決める。コミュニテ
ィ投資の戦略には、簡単で明確な目的を
定義することが必要だ。さらにプログラ
ムの最終目標と段階的ターゲットを設定
する。成功した時の未来像をしっかりと
描き、パートナーの市民団体とこのイメ
ージを共有する。ターゲットに合わせて、
予算や資源投入の優先度を決定する。目
的を実現するのに配分すべき資金と時間
は、現実的に考えること。

6 Define the program in detail. Your
community investment strategy should
have a distinct, concise set of objectives.
Set out the program’s goals and targets.
Make sure you have a good sense for what
success will look like — and make sure
your potential civil society collaborators
7 プログラムへの関与をステイクホルダー
share this sense as well. These targets
に十分伝達する。従業員は、自社のコミ
should drive your budget and other
ュニティ投資を実現する上で貴重な「使
resource priorities. You should be
節」となり得る。自身の時間をボランテ
realistic with both the money and time
ィア活動につぎ込んだり、プログラムの
allotted to achieving the program’s aims.
進捗を監督することなどで技能を生かせ
るし、新しい投資チャンスを見つける手
7 Communicate your commitment
助けになるかもしれない。顧客や他のス
fully to your employees and other
テイクホルダーがプログラムに手を差し
stakeholders. Your employees can be
伸べてくれれば、さらに多くの善意を獲
invaluable ambassadors for your corporate
得することができるだろう。
community investment strategy, helping
to identify new opportunities, expanding
8 プログラムの成功を見届ける。プログラ
their own skills by volunteering their
ムの目標達成度をチェックし、必要であ
time and helping to track progress.
れば資源の分配を見直す。革新的なプロ
Your customers and other stakeholders
グラムは計画通りに行かないこともある
can also be of help in this respect,
が、優先事項を変えることで成功のチャ
and their involvement will engender
ンスが大きくなるかもしれない。プログ
additional good will.

8 Monitor the program’s success. Check
to make sure that your objectives are
being met — and reallocate resources if
necessary. Sometimes innovative social
programs do not work out exactly as
planned, and refocusing priorities could
give them a better chance of success.
Engage your partners frequently for their
views on the program’s progress, and use
this information to plan your future
community investment priorities.

ラムの進捗に関してパートナー団体とひ
んぱんに意見交換し、情報や教訓を次の
機会に生かそう。
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What value will any of this have for society?
Harvard Business School’s Michael Porter
suggests four main ways to maximise the
value of corporate philanthropy: 45

さらに先のポーター教授は、フィランソロピ
ー事業が企業と社会にもたらす価値を最大化
(45)
：
する方策として、次の 4 点を挙げている。

—
— Select the best partners. Make sure you
select the right partner for the project, as
the project’s success will largely depend on
—
the partner’s effectiveness.
— Signal other funders. A corporate
supporter of a civil society organisation
or issue has an important role to play in
identifying the most effective non-profit
organisations for other donors — thus
attracting further funding, and increasing
the overall effectiveness of programs.
— Improve the performance of grant
recipients. Companies are uniquely
positioned to lend their specific expertise
to non-profit organisations to help
increase their effectiveness, which is
something most charitable foundations
lack. Increasing the performance of your
partners increases the social impact the
program achieves.
— Advance knowledge and practice. Just as
the commercial sector relies on innovation
to create new markets and expand existing
ones, civil society needs new ideas and
models to address social problems and put
them into practice. The corporate sector’s
expertise, research capacity and reach can
help non-profit organisations create such
new solutions they would never be able to
afford on their own.
And what happened to the Happy Home
department stores? Through a deep review
of their business opportunities and
challenges, it was recognised that Happy
Home depended on the role of women to
succeed in the future. Women, it was noted,
make the vast majority of consumer
decisions, and therefore, are most likely
to buy the products Happy Home sells.
For the company’s store offerings to be
relevant to this crucial set of customers,
they needed to understand women’s needs,
challenges, ambitions and desires. The
decision was taken to invest in:
— Increasing the presence of women in the
workforce. This would give Happy Home
access to more women on their shop
floors, and more women in their
purchasing and managing departments in
the future.
— Better provisions for family care. Happy
Home will be investing in child care and
elder care facilities, and support for carers,
so that women will be more able to take
part in commercial activities in the future.

最良のパートナーを選ぶ。プログラムの成
功は、パートナーの能力に大きく左右され
る。適切な市民団体を慎重に選択する。
他の寄付を引き付ける。企業が特定の問題
や市民団体を支援することは、有能な NPO
を社会に広く紹介する役割を果たすことに
もなる。それにより、財団や他社からの寄
付をさらに引き付け、プログラムの効果を
増大することができる。

— 助成団体のパフォーマンスを改善する。
企業はそれぞれの専門知識を生かし、NPO
の運営効率改善に手を差し伸べることがで
きる。パートナー団体のパフォーマンスを
上げることで、プログラムの社会的効果を
強化できる。

— 知識と実践の進歩を図る。ビジネスにとっ
て既存市場の拡大と新しい市場創出にイノ
ベーションが欠かせないのと同様、NPO に
とっても社会問題に向き合い実践を進める
ためには、新しい考え方やモデルが必要で
ある。企業の専門知識、調査能力、影響力
などを生かすことで、NPO だけでは実現が
考えられなかった新しい解決策を創出する
ことが可能になる。
それでは、本レポートの最初に紹介した「ハ
ッピーホーム百貨店」の社会貢献活動は、そ
の後どんなふうに変わったのだろうか？ 同社
ではビジネス機会とリスクを詳細に見直した
結果、将来の成功は女性の役割に大きくかか
っていることが分かった。百貨店を訪れるの
は女性客が多く、一般に消費の意思決定の大
半は女性によってなされている。この客層に
アピールするためには、女性のニーズや欲求、
野心、願望などをつかまなければならない。
そこで、次の領域への投資が決定された。

— 女性雇用の強化。顧客ニーズを知ってい
る女性店員が店舗フロアで対応できるよう
になる。将来は、調達や経営部門でも女性
登用を強化する。

— 家族介護施設の拡充。女性の社会参加を促
進するため、保育・高齢者ケア施設や介護
者支援に出資する。
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Office workers exercising.

— Support for women in other areas of
society. Happy Home will consider girls’
scholarships, internships and training
programs to help the women of tomorrow
play a fuller role in politics, commerce
and civil society.

— 各領域で将来活躍する女性の支援。明日の

朝の体操をする会社員ら

© Jimmy Holmes / Panos Pictures

As a fictional company, Happy Home
makes a simple case study, and doubtless
other companies will find it challenging to
define their goals, find suitable partner
organisations or meet their measures of
success. But the benefits, both in terms of
value to society and strategic positioning for
the company, can far outweigh the costs.
Corporate community investment can be one
of the most cost-effective ways of achieving
business objectives. And it makes society
stronger, which benefits us all.

女性たちが政治、ビジネス、市民社会によ
り積極的に関与できるよう、女子学生への
奨学金制度、インターンシップ、研修プロ
グラムを導入する。
ハッピーホームのように架空ではなく実際に存
在する企業にとっては、目標の定義、適切なパ
ートナー団体の選択、そして成功の基準達成に
は、もっと困難な課題がつきまとうことだろう。
しかし、社会に与える価値、会社の戦略的な地
位の両面にもたらす便益は、投資した費用をは
るかに上回る可能性を秘めている。企業のコミ
ュニティ投資は、事業目標を達成する上で最も
費用対効果の高い方法ともなり得る。同時に社
会を強化し、ひいては私たちすべてに利益をも
たらすのである。
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