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「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議の開催について」 

（平成２０年７月３日国民生活審議会総合企画部会報告） 

 
１．安全・安心で持続可能な未来に向けて 

 

（１）多様な主体の役割の必要性 

 1990年代以降，急速なグローバル化や技術革新は世界経済に多大な恩恵をもたらして
きたが，その一方で，環境問題や貧困問題など，地球や人類の持続可能性への脅威が深

刻化している。また国内では，情報化や少子高齢化の進行が就業形態や消費生活の多様

化・複雑化を招き，市民の安全・安心を脅かす新たな種類の課題をもたらしている。 
こうした課題の多くに共通する重要な特質は，その解決のために，社会を構成する多

様な主体（ステークホルダー）の取組を必要としていることである。すなわち，企業や

NPO・NGO など，政府以外の多様な主体が，安全・安心で持続可能な社会の実現に向
けそれぞれの役割を果たすことが不可欠となっている。もちろん，こうした社会の実現

に法令は欠くことができない存在であり，引き続き適切な整備を図るべきことは言うま

でもないが，それだけでは決して解決できない課題も増大している。特に最近では，食

糧問題や資源問題に象徴されるように，地球規模の課題と日々の暮らしの連関はかつて

ないほど増大しており，持続可能な発展に向けた我が国の経済社会の在り様，そして一

人ひとりの地球市民としての自覚と行動が問われている。 
  中でも特に大きな役割を担っているのが，企業や行政などの“組織”である。組織の

社会的責任についての関心は，今日，まさに世界規模で高まっている。その大きな特徴

は，社会的責任を市場経済の見直しへの動きとして論じるだけでなく，政府と市場，そ

して市民社会の関係を再構築する試みとして捉える動きが現れていることである。例え

ば，社会的責任投資（SRI）やラベリングといった実践的手段を活用して，市場の内側か
ら人々の投資や消費行動の変容を促す活動が展開されているほか，企業側も積極的にス

テークホルダーとの対話や連携を模索し，よき企業市民として社会に参画するとともに，

環境・社会分野での技術革新を競争力の糧としている。さらに一部の先進国や国際機関

では，企業活動を社会や環境面からも評価する市場の動きに対応し，各種の制度環境の

整備を始めている。そこでは，政府と市場と市民社会がそれぞれの機能を果たしながら，

総体として社会的課題を解決していく新たな経済社会システムが模索されている。 
 
（２）参加と協働に基づく新たな“公”の枠組み 

  多様な主体がそれぞれの役割を果たす上での鍵となるのは，これらの主体の“協働”

である。例えば，企業が環境や働く人を大切にしたモノづくりをするにしても，消費者・

生活者が日々の暮らしを見直し，当該製品を積極的に購入する動きが生まれなければ，

企業に持続的な取組を期待することはできない。一方，企業の取組に関する情報を誰で

も容易に得られる環境が整うとともに，新しいライフスタイルを普及する NPO・NGO
や消費者団体などの活動がなければ，一人ひとりの行動も大きな動きには繋がらない。
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安全・安心で持続可能な未来を実現するためには，多様な主体がそれぞれの視点や取組

を持ち寄り，お互いの強みを活かし，弱みを補完し合いながら，それぞれが役割を発揮

しやすい環境を作っていく必要がある。特に，組織の社会的責任の取組を促進するため

には，組織を取り巻く地域や分野ごとのネットワーク，さらには国や国際レベルの主体

が重層的にこれを支え，社会全体として，組織にインセンティブを付与する環境を整備

することが不可欠である。 
また，こうした協働の大前提となるのが，一連のプロセスへの当事者の“参加”であ

る。どのような社会を目指すのか，具体的にどのような協働があり得るのか，何が阻害

要因か，短期的な負担はあるか・・・，協働の当事者が議論の全てのプロセスに参加し，

共通の認識を築くとともに，解決に向けた責任主体として行動に加わることが不可欠で

ある。 
今後，我が国において，多様な主体が役割を発揮し，ともに安全・安心で持続可能な

未来を実現していくためには，従来の政府主体の公共政策のあり方とは全く異なる枠組

み，参加と協働に基づく新たな“公”の枠組みを構築していく必要がある。 
 
 
２．円卓会議の開催 

（中略） 

（１）「安全・安心で持続可能な未来に向けた協働戦略」の策定 

（中略） 

協働戦略には，以下の要素を含むことが期待される。 
ⅰ）目指すべき社会像 
目指すべき安全・安心で持続可能な社会の姿とそこに至る道筋 

ⅱ）分野別重点課題 
例えば持続可能な国民生活や地域社会のあり方など，ⅰの実現に向けた具体的な社

会的課題について，組織の社会的責任の取組促進のあり方，各主体の協働のあり方や

それぞれが果たすべき役割，各主体が役割を果たす上で直面する問題を克服するため

の方策 
ⅲ）横断的課題 

一般の消費者・労働者・投資家の関心を高めるための普及啓発活動のあり方，持続

可能な発展を支える人材の育成・交流や調査研究の促進など，関連する各主体の能力

向上（キャパシティ・ビルディング）の支援に向けた方策，社会的責任投資（ないし

責任投資）や社会的責任調達の促進策など横断的な市場環境の整備策など 

（中略） 

（３）政府の関わり 
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（中略） 

 ③政府が示す目指すべき社会像との関係 
円卓会議での議論の前提として，国として目指すべき持続可能な社会の姿を参加主

体で共有することが不可欠である。もちろん，政府が審議会等の議論を経て策定する

持続可能な発展と関連の深い行政計画等にも，目指すべき社会像について記載がなさ

れているが，諸外国のそれと比べると部分的であるとともに，本格的なマルチステー

クホルダー・プロセスによる共有が図られていない。また，各主体の役割についての

記述も，あくまで政府からの期待として記載されているに過ぎない。そこで，円卓会

議では，各府省庁の既存の行政計画等を尊重しつつ，必要な部分を補完しながら，目

指すべき持続可能な社会についてより包括的な像を審議・共有する。 

④持続可能な発展に関する国家戦略との関係 

1992年の環境と開発に関する国際連合会議で採択されたアジェンダ 21は，各国の
政府に対し，持続可能な発展に関する国家戦略を策定することを求めているが，残念

ながら我が国では，狭い範囲での環境面を中心に議論されることが多く，エネルギー，

食料，人口，教育，労働，人権，交通，コミュニティなど，環境と社会と経済を包括

的に取り扱った議論が十分なされてこなかった。しかしながら，近年，食糧問題や資

源問題など地球規模の課題と我が国経済社会のそれとの連関はかつてないほどに増幅

しており，1990年代以降の国際社会の要請に加え，今改めて，持続可能な発展という
観点から国としての戦略を総合的に問い直す必要性が高まっている。そこで，上記（３）

②の施策以外も含んだ持続可能な発展に関するより一般的な上位戦略については，円

卓会議の審議内容やマルチステークホルダー・プロセスとしての経験を踏まえ，その

要否やあるべき策定体制について，必要に応じて，協働戦略の策定時に提言を行う。 
 

（４）国際社会や地域社会との関わり 

持続可能な発展や社会的責任の問題は，極めてグローバルな課題であると同時に，多

くの場合，地域における取組こそが解決の要となることを踏まえ，以下に留意する。 

①国際社会との関わり 
必要に応じて，オブザーバーとして国際機関や各国の産業団体，労働組合，市民団

体等の参加を求めるなど，企業のグローバルな活動を踏まえた国際的な観点から議論

を深めるとともに，我が国の取組を国際社会に向け発信する。また，協働戦略の策定

にあたっては，諸外国における同様の実践を十分に参考にするとともに，アジア諸国

における各主体の取組の公共財的な基盤となる知識の蓄積や人材の育成など，国際社

会への積極的な働きかけも視野に入れた検討が期待される。 

②地域社会との関わり 
各地域で既に実践されているマルチステークホルダーによる取組との交流や連携を

図るとともに，積極的な広報活動を通じて円卓会議での議論を周知し，マルチステー
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クホルダーによる対話の場が未整備な地域にも取組を促す。 

（中略） 

５．おわりに 

 

我が国では，伝統的に行政が“公”の担い手として存在し，市民は専ら公共サービス

の受け手として，あるいは規制によって保護される存在として捉えられてきた。90年代
以降，規制改革等を通じて社会的課題に対する市場の影響力は強まったが，背後で市場

規律を支えるべき市民社会は，様々な基盤の欠如から十分な広がりを持てていない。 
今後，我が国が持続可能な発展に貢献していくためには，健全で成熟した市民社会の

存在が不可欠である。企業や行政に対して冷静で厳しい眼を向けるとともに，協働・連

携して持続可能な発展のためのコストを共有する，そうした市民社会の存在がなければ，

社会的課題に対する産業の対応力は弱まり，我が国の競争力を減じる可能性さえある。 
もちろん，市民社会の力強い胎動は我が国でも脈々と受け継がれてきている。その存

在は円卓会議の前提であり，また，その成長を促すことは円卓会議の極めて重要な目的

の一つでもある。円卓会議を通じ，持続可能な発展を支える人材や組織が学び育まれる

環境を積極的に整備すべきである。 

さらに，円卓会議を通じて我々が真に果たすべきは，未来に向けての責任である。ま

さに持続可能な発展の理念が謳うように，我々は我々自身の利益に配慮しつつも，決し

て将来世代の可能性を脅かしてはならない。我々自身のためにも，そして将来世代のた

めにも，社会を構成する全ての主体が，それぞれ果たすべき役割を見つめ直し，短期的

な負担や利害を超え，より大きな枠組み作りに向けて協働することが強く求められてい

る。そのことを通じてはじめて，我々は国際的にも信頼され，将来世代に誇れる新しい

日本を築き上げることができるのである。 
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「安全・安心で持続可能な未来のための社会的責任に関する研究会告書」 

（平成 20 年 5 月） 

 
 
Ⅰ．社会的責任の取組促進に向けて 
 
（１）政府，市場，市民社会の関係の再構築 

 1990年代以降，急速なグローバル化や技術革新の進展は世界経済に多大な恩恵をもた
らしてきたが，その一方で，現代社会の様々な領域において，政府の伝統的政策ツール

のみにより課題を克服することをますます困難にしている。 
 特に，気候変動等の地球環境問題や発展途上国における貧困や人権の問題など，地球

や人類の持続可能性を脅かす課題の多くは，国境を越える経済活動と地域の社会構造全

般にまたがる複雑で多様な要因を有し，政府による対応の限界を露呈している。国内に

眼を転じても，国際競争の激化や情報化の進展，少子・高齢化の急速な進行が，人々の

価値観や労働形態，消費生活の多様化・複雑化を招き，従来の政策ツールでは十分に対

応できない新たな種類の課題や事件・事故を引き起こしている。一方，国際的な競争の

激化を背景に，世界的な規制緩和の潮流など，政府と市場の役割分担そのものが見直さ

れている。 
こうした中，法令遵守を前提にそれを上回る組織の社会的責任への関心が国内外で高

まっている。これまでも，例えば 1970年代には企業活動の多国籍化や公害問題の深刻化
を背景として企業の責任が叫ばれるなど，社会的責任の問題は多様な文脈の下で論じら

れてきた 1。 しかし，今日の世界規模での関心の高まりの特徴は，社会的責任を，市場
経済の見直しへの動きからさらに，政府と市場，そして市民社会の関係を再構築する新

たな経済社会システムとして捉える動きが現れていることである。例えば，社会的責任

投資（SRI）やラベリングといった実践的ツールを活用して，市場の内側から人々の消費
や投資活動の変容を促す活動が展開されているほか，企業側も，積極的にステークホル

ダーとの対話や連携を模索し，よき企業市民として持続可能な発展に貢献するとともに，

環境・社会分野の需要を技術革新に繋げ，むしろ競争力の糧としている。さらに一部の

先進国や国際機関では，企業活動を社会や環境面からも評価する消費者や投資家の動き

を捉え，各種の市場環境の整備を始めている。そこでは，政府と市場と市民社会それぞ

れの役割を果たしながら，総体として社会的課題を解決していく新しい“公”の姿が模

索されている。 
 
（２）社会的責任の取組促進に向けた環境整備 

（中略） 

                                                  
1 その一部は，経済協力開発機構（OECD）「多国籍企業行動指針」（1976 年 6月）や国際労働
機関(ILO)「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」（1977 年 11 月）など国際指針
等の形で結実した。 
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②社会的責任の取組促進のために何が必要か 
 社会的責任の取組を促進するためには，組織自らステークホルダーへの説明責任を積

極的に果たすだけでなく，積極的な取組を行っている組織が，消費者による商品選択や

投資家による投資先の選択，求職者による就職先の選択等を通じて，ステークホルダー

に正当に評価されるような好循環を作り出すことが必要である。そのためには，組織と

その直接的なステークホルダーの多様な相互関係を基礎としながらも，これを取り巻く

地域レベルや分野ごとの様々な主体，さらには国や国際レベルの主体が重層的にこれを

支え，社会全体として，組織に社会的責任の取組に向けたインセンティブを付与する環

境を整備することが不可欠である。 

（中略） 

Ⅱ．円卓会議の意義 

 
（１）持続可能な発展に向けた新たな公共統治モデル 

（中略） 

 ①持続可能な発展と社会的責任 
前章の冒頭で述べた通り，1990年代以降，社会的責任を，政府と市場と市民社会が総
体として社会的課題を解決する経済社会システムとして捉える動きが表れている。こう

した捉え方は，持続可能な発展を巡る全人類的な議論の一つの帰結にほかならない。 
1992 年に「国連環境開発会議（地球サミット）」は，その採択文書アジェンダ 21 に
おいて，持続可能な発展の達成のためには多様な社会集団の役割が不可欠であることを

訴えた 2。さらに 2002年の「持続可能な開発に関する世界サミット」では，持続可能な
発展に向けた政府，市場，市民社会のセクターを超えたパートナーシップの重要性が強

調されたほか，同時開催された「持続可能な発展のための世界経済人会議（WBCSD）」
においても，企業の社会的責任が大きく論じられた。持続可能な発展と社会的責任の関

係を論じるこうした流れは，先述のハイリゲンダムサミットやグローバルコンパクト，

さらには社会的責任の国際規格にまで連綿と続いていく。1990年代以降の社会的責任の
実践は，アジェンダ 21が提唱した新しい公共統治モデルのあり方を具現化する，一つの
社会システムの姿なのである。 

 
 ②持続可能な発展とマルチステークホルダー・アプローチ 
持続可能な発展に関する国際社会における議論は，課題解決に向けた意思形成のプロ

セスにも大きな変革をもたらした。特に，マルチステークホルダー・プロセスと呼ばれ

                                                  
2 アジェンダ 21 は，「アジェンダ 21 の全てのプログラムにおいて，各国政府が合意した目標・

政策・枠組みを実効性をもって実施するためには，全ての社会集団のコミットメントと真の関与

が不可欠である。持続可能な発展の達成に向けた根源的な条件は，意思決定に広範な社会層が参

画することである。」（“アジェンダ 21”第３部「主要グループの役割の強化」）として，持続可

能な発展の実現に向けた多様な主体の役割を強調している。 
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る意思形成プロセスが，アジェンダ 21が掲げた理念を実現する実践的な手段の一つとし
て，1990年代以降，国連や各国政府，国際的な非営利ネットワークによって様々な形で
実践されてきた。 
マルチステークホルダー・プロセスの統一的な定義は存在しないが，概ね，相互に平

等に説明責任を有する三主体以上のステークホルダー間における，意思決定，合意形成，

もしくはそれに準ずる意思疎通のプロセスと考えることができる 3。したがって，例えば，

主に我が国で多用されている審議会が政府任命の学識経験者等によって構成され ，専ら
政府の施策について審議を行うのに対し，マルチステークホルダー・プロセスはステー

クホルダーの代表者によって構成され，政府以外の主体の取組も議論の対象とする。 
先述のように，持続可能な発展の達成のためには多様な社会集団の役割が不可欠であ

る。そこで，その実効性を担保するために，当事者が参画した新たな社会的合意形成や

取組促進の枠組みが求められている。マルチステークホルダー・プロセスは，こうした

新しい要請に応える社会的装置として，国際社会でこれまで一定程度の有効性が認めら

れてきたものと考えられる。 
円卓会議が提供する社会的合意形成や取組促進の枠組みも，まさにこうした国際社会

の実践の延長線上にある。これまで国際社会においては，様々な目的で様々な形態のマ

ルチステークホルダー・アプローチ 4 が実践されてきたが，特に，広範なステークホル
ダー代表が対話を通じて情報や認識を共有し，協働して自ら解決にあたる手法は，組織

の社会的責任の取組促進にあたっても極めて有効である。すなわち，社会的責任の取組

を促進するための環境整備に際しては，主体間で信頼感が醸成され，目標や負担につい

て関係者の十分な理解と支持が得られることが前提となる。このため，広範なステーク

ホルダー代表が主体的に参画し，情報交換や対話を通じて，環境整備に向けた協働のあ

り方について，共通認識の醸成や一定の合意形成を行うことが重要である。円卓会議は，

こうした認識共有や合意形成の過程の中核を担うことになる。 

                                                  
3 マルチステークホルダー・プロセスの試案的な定義及び類型等については，巻末の参考資料Ⅱ

を参照。 
4 ここでは，意思形成プロセスの中核にマルチステークホルダー・プロセスを採用した課題解決

の手法全般を，“マルチステークホルダー・アプローチ”と呼ぶこととする。 
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２．円卓会議における検討項目 

 
（２）基本的な検討項目 

組織の社会的責任の取組促進という観点から，円卓会議においては，主に以下の 4 点
について検討を行うべきである。 
 
①社会的課題別の検討項目 
安全・安心で持続可能な未来の実現に向けた具体的な社会的課題について，各主体

が果たし得る役割や協働の在り方，各主体が役割を果たす上で直面する問題を克服す

るための方策 
なお，このような課題としては，例えば以下のものが考えられる。 
ⅰ）自由で活力ある経済活動の基盤として取り組むべき課題としての「国民生活に

おける安全・安心の確保」 
ⅱ）環境問題，労働者の基本的権利の確保とディーセントワークの実現，少子・高

齢化への対応，個性の尊重に基づくダイバーシティ社会の実現など，世代間と世

代内の問題が密接に関わり合い，我が国経済社会の持続可能性を確保する上で必

要な課題としての「我が国経済社会の持続可能性の確保」， 
ⅲ）気候変動等の地球規模での環境問題や，発展途上国における貧困や人権の問題

など，グローバル社会全体の持続可能性を脅かし，特に我が国が責任ある経済大

国として取り組むべき課題としての「地球及び人類の持続可能性の確保」 
 
②市場環境の整備に係る検討項目 
社会的責任投資や社会的責任調達の促進策など，組織の社会的責任の取組を支える

横断的な市場環境の整備策 
 
③普及啓発及び能力向上（キャパシティ・ビルディング）に係る検討項目 
事業活動が環境や社会に与える影響や，問題解決のために自らができることについ

て，一般の消費者や労働者，投資家の関心を高めるための普及啓発活動の在り方や，

組織の社会的責任の取組促進に関連する各主体の能力向上（キャパシティ・ビルディ

ング）のための取組 
 
④関係府省庁間の横断的連携及び一元的な情報発信の推進に係る検討項目 
政府として組織の社会的責任の取組促進に向けた施策を戦略的に進めるとともに，

社会的責任に取り組む組織の便に資するため，関係府省庁間の横断的な連携と内外に

向けた一元的な情報発信を推進するための取組 


