
「ＣＳＲ」という言葉を見たり聞いたりしたことはありますか？

今回は、ＮＰＯ活動と無関係ではないこの「ＣＳＲ」について、

一緒に学びましょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【「ＣＳＲ」って何だろう？】 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）

とは、一般的に「企業の社会的責任」や「企業

の社会に対する責任」と訳されていることが多

いようです。 

営利を目的とする企業がＮＰＯとどう関係が

あるの？と思われるかもしれませんが、ＮＰＯ

と企業との事業での協働や、企業から寄付金・

助成金などの支援など形態はいろいろあります。 

今回はＮＰＯ活動と切り離すことのできない

この「ＣＳＲ」について考えてみましょう。 

 

『「ＣＳＲ」は企業の「社会貢献活動」のこと

でしょう？』と理解されている方も多いのです

が、「社会貢献活動」とは、社会における責任の

一つにすぎず、それがすべてではありません。 

そもそも「ＣＳＲ」とは海外から来た言葉で

すが、日本企業は今までも「製品やサービスの

提供」、「雇用の創出」、「税金の納付」、「メセナ

活動（文化・芸術活動に対する支援）」など、社

会に対してさまざまな貢献を通して、社会的責

任を果たしてきました。そして最近では、さら

に解釈や範囲などが変化してきているようで、

社会が持続可能な社会であるためには、今まで

以上に「企業が社会の持続的な発展に寄与する

ことが必要だ」という認識が広まってきました。 

つまり、「ＣＳＲ」とは、「企業もまた、社会

を構成する一部として存在する以上、その社会

の発展に対して果たすべき責任を負っている」

というものです。 

国際的な企業活動の拡大や環境問題の深刻化、

金融・食品・不動産など相次ぐ企業の不祥事発

覚などにより、企業の評価基準としての重要性

が注目されるようになり、多くの企業で「ＣＳ

Ｒ」を意識した企業活動をせざるを得なくなっ

てきている、というのが近年の状況のようです。 

【「ＣＳＲ」の取り組み例】※１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次頁へつづく） 

「       ＮＰＯ活動と「ＣＳＲ」   

北海道立市民活動促進センターは、地域社会のニーズに的確に応えようとするＮＰＯなどの道内の市民活動を応援しているセンターです。
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特 集 

■環境問題 
 自然保護・生物多様性・気候変動（CO２）etc.

■人権問題 

 障がい者・高齢者・外国人 

 海外における児童労働・強制労働 etc. 

■労働問題 

 女性・交渉権・福利厚生・ワーク・ライフ・

バランス・労働組合・内部告発 etc. 

■地域・社会 

 防災・防犯・教育（子育て～ニート）・健康・

文化 etc. 

様々な地域・社会の課題 
 その他 取引等事業活動全般 
 
＋製品の安全性・サービスの適確性 
＋法令遵守 
＋企業統治（リスクマネジメント） 

 



ＮＰＯ活動と「ＣＳＲ」 

 

 

 

    

  
 
こうした「ＣＳＲ」の考え方は、企業に限らず

あらゆる組織へと拡大しつつあります。ＩＳＯ

（国際標準化機構）が「ＣＳＲ」の国際規格づ

くりとして現在策定中の ISO26000 においては、

企業（Corporate）だけでなく、全ての組織に関

わる規格であるべきだとして、「ＣＳＲ」の「Ｃ」

を除いて「ＳＲ（社会責任）」と呼ばれているの

はそのためで、どんな組織であっても、社会の

一員としてこうしたことを考えましょう、とい

うことが求められつつあるようです。 
こうした考えによれば企業が社会責任を求め

られるのと同様に、ＮＰＯに対しても企業と同

様の社会責任（ＳＲ）が求められるのです。公

益を目的に継続的に活動するＮＰＯは、企業以

上に責任は重いことを自覚し、果たす努力をし

なければならないのです。 
 

【企業の社会貢献活動】 

「ＣＳＲ」の一環として捉えられている社会

貢献活動について、考えてみましょう。 

企業の社会貢献活動の形態としては、「寄付、

自主プログラム（ＮＰＯとの協働他）、社員の社

会参加支援」の３つに大別され、多くの企業は

この３つを組み合わせて多彩な活動しているよ

うです（※２）。 

社会貢献活動の事例の一部を紹介します。 

・ ＮＰＯや社会福祉施設などへの寄付 

・ 募金活動 

・ 賞の授与、団体への助成 

・ 会議室などの施設や中古物品の提供 

・ 公園や海岸、河川、道路等の清掃活動 

・ 植樹、植林活動 

・ フォーラムやセミナーの開催 

・ ＮＰＯとの協働事業 

 

 

 

 

 

 

・ 講師の派遣 

・ インターンシップの受入 

・ 地域イベントへの参加 

・ 社内でのボランティア情報提供 

その他、それぞれの企業が独自に工夫を凝らし

たプログラムで、社会貢献活動をしています。 

活動の主体は、企業単独、ＮＰＯとの協働、企

業間連携、企業自らがＮＰＯを設立するケース

など、さまざまな形態があるようです。 

 

【ＮＰＯと企業との協働】 

 ＮＰＯの活動分野は、企業の社会的責任の分

野と多くの点で共通している部分もあるので、

これからは、ますますＮＰＯと企業との協働も

増えていくと考えられます。 

 協働は、お互いが自立し対等な関係をつくる

ことが大切です。ＮＰＯと企業との協働によっ

て、それぞれが持つノウハウや専門性、情報な

どから得られる成果もたくさんあるでしょう。    

今後はＮＰＯも企業も、さらに社会の問題解

決を図っていくことをめざし、発展していくこ

とが求められます。 

 

 今回は、「ＣＳＲ」をテーマに、ほんの一端を

紹介しましたが、今現在もさまざまな解釈、議

論がされており、その内容も今後一層進化し、

豊富になっていくと思いますが、市民活動をし

ている皆さんの参考になればと思い特集いたし

ました。 

なお、当センターでは、今年度に北海道内の

企業を対象に社会貢献活動の現状や事例などに

関するアンケート調査を実施する予定です。 

調査結果がまとまり次第、誌面でご紹介する予

定です。 
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「ＮＰＯ実務講座」 
～基礎・組織運営編／法人設立手続編～ 

今年度６回開催する「ＮＰＯ実務講座」は、６月１３日（金）、

９月６日（土）に開催し、「基礎・組織運営編」は講師に東田秀

美さん（市民活動スペースアウ・クル代表、NPO 法人旧小熊邸倶楽部理事長）

を「法人設立手続編」は井川智さん（北海道環境生活部生活局道民活

動文化振興課主査）をお招きし、それぞれ「市民活動の基礎知識か

ら組織づくりの入門編」と「NPO 法人の制度や設立に必要な

要件、手続き、書類作成のポイント」などについて学びました。

参加者からは「ＮＰＯとＮＰＯ法人との違いが良くわかった」

「非常に分かりやすく、不明な点も解決できました」との感想

がありました。  

「市民活動ミニフェア」 
～ふれあい広場・てらこ屋の活動 
            報告展～ 

8 月 29 日（金）、30 日（土）の 2 日間、こど

もの居場所作りとして工作教室や手芸教室をメイ

ンに活動している「てらこ屋ひ・ふ・み」が、日頃

の活動の様子の写真やこども達の作品の展示会、工

作体験ミニ講座を開催しました。 

「市民活動協働開催講座」 
～札幌公共交通おでかけ講座～ 

８月１日（金）に「ＮＰＯ法人交通倶楽部ゆうらん」と共催で、

「札幌公共交通おでかけ講座」を開催しました。講師の松本公洋

さん（ＮＰＯ法人交通倶楽部ゆうらん理事長）から公共交通が環境負荷低

減に果たす役割や札幌市内の全バス路線を表示した「なまら便利

なバスマップ」の活用方法などについて学びました。 

「市民活動ミニフェア」 
～市民活動パネル展～ 

7 月 24 日（木）、25 日（金）の 2 日間、道内

で活動している市民活動団体を紹介するパネル展

を開催しました。来場者によるパネルの投票結果は

次のとおりです。おめでとうございました。 

パネル出展団体数：46 団体 

投票数：206 票 

入賞団体 
  第１位：訪問型フリースクール漂流教室（18 票） 
  第２位：ＮＰＯ法人 ＳＩＲＩＵＳ（15 票） 
  第３位：ＮＰＯ法人 藻岩山きのこ観察会（12 票）

 

 

 
 

第１位：訪問型フリースクール漂流教室 

「市民活動ミニフェア」 
～デジタルアート展～ 

７月９日（水）～11 日（金）の 3 日間、シニア

が集まりインターネットを活用して、豊かなシニア

ライフを過ごすための活動をしている「ＮＰＯ法人

シニアネット」が、パソコンを利用して画像を自由

に創作した作品（静止画像、動画作品）の展示会を

開催しました。 
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紅葉が見られだんだん冬の足音が近づいて来るのを感じる季節

になってきました。体調を崩さないようがんばりましょう。（ヤ）

◆ 当センターで開催する事業のお知らせ ◆ 

●ＮＰＯ実務講座● 
「基礎・組織運営編／法人設立手続編」 

 この講座は、市民活動を展開していくための基本的な

知識や手法について学ぶ「基礎・組織運営編」とＮＰＯ

法人設立に必要な手続きや書類作成に関する知識の習得

を図る「法人設立手続編」とがあります。 

日 時：「基礎・組織運営編」11 月 4 日（火） 

18:00～19:45 

                                                               「法人設立手続編」11 月 5 日（水）         

                                                                                                                      18:00～19:45 

場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー 

対象者：市民活動に関心のある方、すでに活動している方など

内 容：「基礎・組織運営編」 

                             講師：東田秀美さん 

                   （市民活動スペース アウ・クル代表、ＮＰＯ法人旧小熊邸倶楽部理事長）

            講義：「ＮＰＯとＮＰＯ法人の基礎知識 

  （メリット・デメリット他）」

                                                                             「組織づくりの入門編」など 

                「法人設立手続編」    

                                     講師：井川 智さん 

         （北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課協働推進グループ主査）

                    講義：「申請に必要な手続き」 

                                                                               「書類作成の留意事項」など 

参加料：各 300 円（資料代） 

定 員：各 20 名（先着順） 

※ 道民カレッジ連携講座 

●市民活動スタッフ養成講座● 
「ＮＰＯ・ＮＧＯスタッフトレーニング 2008」

市民活動のスタッフとして活動するための知識とノウ

ハウを習得することを目的にした本格的な講座です。 

是非、ご参加下さい。 

日 時：全 5 日間（各 10:00～17:00） 

10 月 26 日（日） 

11 月 1 日（土） 

11 月 8 日（土） 

11 月 15 日（土） 

11 月 16 日（日） 

場 所：北海道立市民活動促進センター研修コーナー 

対象者：今後、市民活動団体（ＮＰＯ・ＮＧＯ）のスタ

ッフとして活動していきたい方や市民活動団体

の設立を考えている方、すでに活動している方

など 

内 容：（予定） 

1 日目：ＮＰＯ・ＮＧＯを良く知ろう（概論） 

    ・自分にとっての課題を見つけよう 

    ・市民活動って、なんですか？ 

    ・ＮＰＯを取り巻く現況と今後  

2 日目：現場のスタッフの声を聞こう（市民調査の手法）

・市民調査の意義と実例・インタビューの手法

・ＮＰＯスタッフ３名による事例発表と聞き取り

・インタビューのまとめと発表 

3 日目：活動のマネージメントを学ぼう（組織運営） 

・活動団体の運営に必要な資源、事業展開とは

・人的ネットワークの大切さを学ぶ、コミュニ

ケーション力を高めよう！ 
4 日目：活動をデザインしよう（活動計画） 

・合意形成 

・ミッションに沿った計画と必要な資源の集め方

・活動プランの発表と評価 

5 日目：活動を広く知ってもらおう（企画・広報） 

・活動の趣旨にそったイベント企画書を作って

みよう 

・PR チラシを使ってプレゼンテーション 

・講座全体の振り返り 

参加料：2,000 円（全 5 日分） 

定 員：20 名（応募多数の場合は選考あり） 

※ 道民カレッジ連携講座 

◎ 各講座の概要や申込等、詳しくは当センターホーム
ページをご参照下さい。 

  他にも助成金情報なども公開中です。 
 

 http://www.do-shiminkatsudo.jp/ 

当センターでは、市民活動に関する疑

問・質問に相談員がお答えしています。
「ＮＰＯって何ですか？」、「ボランティア募集の情報を

知りたい」、「助成金に関する情報を得るにはどうしたらい

いの？」、「市民活動団体の運営についてアドバイスを受け

たい」「現在の活動団体をＮＰＯ法人化したい」など市民活

動に関わる相談に相談員がお応えします。 

直接来所、電話、ＦＡＸ、メールなどで、お気軽にご相

談下さい。 

・ＴＥＬ：０１１―２６１―４４４０ 

・ＦＡＸ：０１１－２５１ー６７８９ 

・E-mail：center@do-shiminkatsudo.jp 

 ・ＵＲＬ：http://www.do-shiminkatsudo.jp 

参加者 
募集中 


