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（特活）アジア・コミュニティ・センター21 

 2015 年度事業計画 

 

 

I．2015 年度の優先事業（中核となる事業） 

 

1.ACT関連事業―ACTの助成活動の質的向上とさらなる拡充のための基本活動（2014

年度からの継続） 

・2015 年度から導入した助成事業の年次評価結果の分析と改善（ACT 戦略会議での

提言内容の実施） 

・大口寄付者の開拓（新たな特別基金を少なくとも 3 件） 

―ACT 講演活動の展開 

―税理士、公認会計士等とのネットワークづくり 

―高齢者向け雑誌、サイトの特定と広報 

―企業へのアプローチ（海外現地法人との連携プログラムの開発） 

―クラウド・ファンディング（小口寄付者開拓含む）、その他既存のウェブサイトや

IT 企業のサービスを活用した広報、ファンドレイズ戦略の策定と実施 

・広報活動 

―ACT ウェブサイト全体の見直し（映像の活用含む）、ACT 英文ウェブサイトの開 

 設 

―ACT 年報のデザイン、レイアウト変更（ターゲットを明確化した報告書） 

―（ACT 講演活動の展開：信託銀行との連携、税理士や公認会計士協会との連携、

大学生との連携） 

・担当スタッフの能力強化 

 

2. 新規自主事業の開拓と強化（企業との連携によるソーシャル・ビジネスの開発） 

・フィリピン CARD MRI の広報協力と連携先企業の開発 

・新規の現地連携先 NGO、機関の開拓（企業に提案できる案件の発掘） 

・企業関係者スタディ・ツアーの実施（フィリピン） 

・（特別事業）東南アジア各国における CSR に関する法制度の調査研究と現地

NGO ダイレクトリーの作成（日本企業との連携を進める上での参考データとし

て） 

 

3．アジアで活躍する人材の育成（第 2 次「アジア NGOリーダー塾」） 

・第 2 次「アジア NGO リーダー塾」初年度の実績を基礎に、改善案の策定 

・広報の強化と応募者の開拓 



2 

4. ACC21 の 10 周年記念事業 

・「アジアの今後 10 年を展望する」（仮称）フォーラムの開催 

. ACC21 がこれまで行ってきた諸事業の参加者（ACT「アジア留学生インターン助

成プログラム」参加留学生、東日本大震災アジア留学生ボランティア、「アジア NGO

リーダー塾」参加塾生たち、ほか）と日本人若者、大学生（アイセック、その他学

生団体参加者）の参加を得て、「アジアの今後 10 年を展望する」（仮称）フォーラ

ムを開催する。（9 月開催予定） 

 

II. 収支予算案  

   別添参照 

 

III. 管理体制 

・就業規則、給与規程、役員報酬規程、その他規程の整備 

・会計体制の充実 

・文書、資料管理 
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IV. 2015 年度の事業計画 

 

１. 貧困層への資金支援推進事業 

（１）ACT 推進（通年、受託） 

ACT の助成活動の質的向上とさらなる拡充のための活動を行う（詳細は 1 ペー

ジ目参照）。通年の業務として、以下を行う。1) アジア各国からの申請事業に関

わる一連の事務局作業 

2) 特別基金、一般基金拡大のための広報・渉外活動（ウェブサイトの運営、広

報ツールの刷新、報告会・セミナー活動など） 

3) 基金設定者、寄付者、賛助会員との連絡維持 

4) 受託行との連絡維持・調整活動 

5) その他 ACT の事業推進に必要な活動 

 

（２）「今井記念海外協力基金」事務局活動（通年、受託） 

公益信託「今井記念海外協力基金」の広報と申請書の募集、提出された申請書

の整理、諮問委員会提出用資料の作成、助成決定後のフォロー活動等の事務局活

動を行う（公益信託受託者：三菱 UFJ信託銀行）。事務局を担うにあたっては、事

務局の専門性を高め、助成事業がより大きな成果と波及効果を生み出す案件の発

掘と、成果を確実にするためのモニター活動に努める。 

 

（３）「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」事務局活動（通年、受託） 

公益信託「川上甚蔵記念国際文化教育振興基金」の助成先調査、申請書類の整

理、助成決定後のフォロー活動等の事務局活動を行う（公益信託受託者：三井住

友信託銀行）。事務局を担うにあたっては、事務局の専門性を高め、助成事業がよ

り大きな成果と波及効果を生み出す案件の発掘と、成果を確実にするためのモニ

ター活動に努める。 

 

（４） 企業との連携によるソーシャル・ビジネスのモデル事業の開発（フィリピン

CARD MRI、ほか現地 NGOとの協力） 

フィリピン CARD MRI や現地 NGO と協力し、日本企業、日本企業の海外現地

法人との連携により、現地社会の人々に受け入れられ、地場産業や地元の人材を

育成するソーシャル・ビジネスのモデルを開発する。 
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２．関係団体間の交流および協力・協働関係の構築事業 

（１）日比 NGO 協働推進（通年） 

1) 日比 NGO ネットワーク（JPN）の協働事業への参加 

  JPN の正会員として、本ネットワークの合同イベントなど協働事業に積極的

に参加し、応分の業務分担を負うほか、後述の事務局運営に必要な経費の一部

を負担する。 

 

2) 日比 NGO ネットワーク（JPN）の事務局活動（受託） 

JPN の事務局として、以下の業務を遂行する。 

① 会員団体の情報交換・学習活動の連絡調整 

②「日比 NGO 協働基金」の推進 

③ 外務省との意見交換会 

④ 市民への情報普及・広報活動（JPN 専用ウェブサイトの充実化と運営） 

⑤ フィリピンのカウンターパート（Philippines-Japan NGO Partnership 

(PJP)：19 団体加盟)との連絡調整 

⑥その他、JPN 運営委員会より委託された業務 

 

3)日比両国間の国際協力に関する情報提供 

ACC21 がこれまで長年にわたり蓄積してきたフィリピン関連の広範囲な情

報やネットワークを背景に、社会の要請に応じ、市民や学生そして企業関係者

等に日比両国間の国際協力に関する照会への応対サービスや助言そして講演活

動を行う。 

 

（２）「アジアの今後 10年を展望する」（仮称）フォーラムの開催（10周年記念事業） 

ACT「アジア留学生インターン助成プログラム」参加留学生（約 40 名）、東

日本大震災アジア留学生ボランティア（参加者 240 余名）、「アジア NGO リー

ダー塾」の過去 6 期の参加塾生、日本人大学生（アイセック、その他学生団体

参加者）の参加を得て、「アジアの今後 10 年を展望する」（仮称）フォーラム

を開催する。 

 

（３）アジアの開発と文化ネットワークの構築プログラム（2015 年度：ACT 助成先

団体・事業等のデータ活用のためのオープン・ソース・ソフトウェアの開発） 

ACT 戦略会議（2013年）で招聘した現地 NGOリーダーを中心にしたワーキン

グ・グループと連携し、ACTの過去・現在の助成先団体（現地 NGOs）を中心に、

優れたリーダーと事業を紹介し、現地 NGO が発信・共有できるデータベースの

開発を行う。そしてこのデータには、各国の文化価値や歴史的背景に基づく内

発的発展の事例を含む。このデータベースの活用を通して、アジア現地 NGO 間

および日本の NGO との人的交流、価値交流を図るとともに、新生リーダー

（emerging leaders）の発掘に結び付ける。 
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３．知識・情報の普及推進事業 

（１）アジアの社会開発状況と NGOの役割等についての情報普及・セミナーの実施 

ACC21 がもつアジア各国および日本国内での NGO との広いネットワーク、経

験・知見を活かし、市民や学生そして企業の関係者等を対象にセミナーを開催し、

とりわけアジア地域を主対象とした国際協力に関する意識の向上ならびに国際協

力への参加・支援者を拡大する。 

また、近年注目を集めつつある渋沢栄一が唱えた社会のための経済活動（「道徳経

済合一説」）、資本と人材の幅広い参加に基づく「合本主義」の考えをアジアの若手ビ

ジネスマン等へ発信、普及、理解促進を図る。 

 

（２）CARD MRI 東京情報・連絡センター（仮称）のサービス活動 

フィリピンのマイクロファイナンス機関 CARD MRI およびそれが普及するマ

イクロファイナンスに関する情報普及と日本からの訪問希望者（スタディツアー

希望者含む）への相談サービスを行う。 

 

（３）（特別事業）アジア諸国における CSR に関する法制度の調査研究と現地 NGO

ダイレクトリーづくり 

アジア諸国で施行が進む CSR（企業の社会的責任）関連法制度の調査研究を行

うとともに、各分野で優れた活動を行う現地 NGOs のダイレクトリーを作成し、

企業との連携推進に活用する。 

 

（４）その他 

必要に応じ、市民による国際協力や ACC21 の活動をテーマに、印刷物の発行を

行い、普及を図る。 

 

 

４．政策・制度変革のための提言事業 

国際連帯税フォーラム、（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）および日比

NGO ネットワーク（JPN）の会員団体として、政府開発援助（ODA）やその他

をテーマとした政策提言活動に参加し、応分の役割を果たす。 

 

 

５．国際協力に携わる人材育成 

（１）アジア NGO リーダー塾（第 2 次 5 カ年計画） 

～21 世紀のアジア社会をデザインし、変革を起こす NGO 起業家の発掘と支援～ 

本事業は、2009-2013 年度に実施した（第 1 次）「アジア NGO リーダー塾」事

業を基礎に、これまでの成果と課題を踏まえ新 5 カ年計画の下で 2015 年度に開

始された。 

日本が地理的、歴史的、経済的にも深いつながりを持つアジアを舞台に、『市民
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の立場から 21 世紀のアジア社会のビジョンを描き、デザインし、アジアの民衆・

市民そして地元 NGOs と協働関係を作り、政府・企業セクターとも協力関係を構

築し、社会的公正に裏付けされた活力溢れるアジアの地域社会づくりを行う』活

動家（リーダー）の育成を行う。 

本事業は、主に 3 つの活動で構成される： 

1) アジア開発現場の体験と課題学習についての助言・指導 

将来、アジアを舞台に国際協力の担い手に育つ基礎づくりを支援すること

を目的に、20～30 代の若者 8～10 名を対象に、アジアの中核的 NGO で 1～2

カ月間（または社会人向けに 1～2 週間）のインターンを体験する機会を提供

する。帰国後、国際協力に取り組む課題について問題意識を深化させ、知見

を広めるための助言・学習指導を行う。参加者からは、将来への行動計画を

含む最終報告書を提出してもらう。 

 

2) NGO 事業スタートアップ支援 I（フォーラム活動） 

「アジア NGO リーダー塾」（第 1 次、第 2 次含む）修了生を対象者として、

NGO 事業の立ち上げ準備を支援することを目的に、参加者間のフォーラムを

設置し、定期的な情報交換・学習活動を支援する。必要に応じ、「アジア NGO

リーダー塾」運営委員その他開発専門家等による助言・指導を行う。 

 

3) NGO 事業スタートアップ支援 II（奨励金支給） 

上記 2）に参加する元塾生で、NGO 事業立ち上げの具体的計画を持つ者 1

～2 名に対し、計画の実現支援を目的に、奨励金を支給する。奨励金受給者は、

計画終了後に成果報告書を提出する。 

 

（２）その他 

その他、関連する必要な活動を行う。 

 

 

６．その他 

（１）ACC21組織運営の充実 

総会、理事会、事務局の間のより緊密なコミュニケーションと連携を推進する

とともに、ACC21 の支持者である賛助会員そして寄付者の参加を得た交流・対話

集会を開催する。 

 

（２）スタッフの専門能力の向上 

公益信託 ACT 等の国際助成に携わるスタッフの能力をさらに高めるため組織

内部での学習活動を行い、そして必要に応じ、外部での研修に参加させる。 

 

（３）その他 

本年度の各事業の目標達成に向けて、必要に応じて追加的資金開拓を行う。 


