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グロ—バルスタンダ—ドは、以下の財団からご後援をいただきました。

GE財団
GE財団はゼネラルエレクトリック社の社会奉仕事業組織として、世界中の貧しい若者へ
の教育機会の強化を目指しており、GEの社員および引退した元社員が世界中のGEコミュ
ニティにおいて寄付や活動を行っています。2005年には、GEファミリーは、コミュニ
ティおよび教育プログラムのために2億1500万ドル寄付しましたが、この中には GE財
団からの7100万ドルの寄付も含まれています。財団の詳細については、以下のインター
ネットサイトをご覧ください。www.gefoundation.com
   

さらに、下記の組織から追加ご支援をいただきました。

 フィリップモリス・インターナショナル
フィリップモリス・インターナショナル社は、スイスのローザンヌにその事業本社を置き、米国以外の地
域での主要なタバコ会社です。PMIはアルトリアグループ社の運営企業で、アルトリア系企業は、法人寄
付という点において長い間世界のリーダーとなっています。過去10年間だけでも、飢えに苦しむ人々への
食物、家庭内暴力の犠牲者や生存者への支援、自然災害に影響を受けた家族やコミュニティの支援、さら
に、芸術支援のために、10億ドル以上の寄付を行ってきました。詳細については、以下のインターネット
サイトをご覧ください。 www.philipmorrisinternational.com.   

ボーイング社
ボーイング社は、世界で主導的な航空宇宙産業の企業で、商業用ジェット機、軍事用航空機の世界最大の
メーカーです。ボーイング社はグローバル企業として、米国および世界中でコミュニティ投資を通じて、
従業員が生活・仕事をしているコミュニティにおけるクオリティオブライフ向上への責任を心から確信し
ています。現在、ボーイング社は、米国内で26州および国際的には4地域24カ国でローカルコミュニテ
ィとパートナーを組んでいます。詳細については、以下のインターネットサイトをご覧ください。 www.
boeing.com

ピッニーボウズ社
ユナイテッドウェイ組織のためのグローバルスタンダードの印刷・出版はピッニーボウズ社に一部後援し
ていただきました。同社は世界で最も総合的なメールストリームソフトウェア、ハードウェア、サービス
およびソルーションを提供し、企業がコミュニケーション向上のために郵便物、書類、荷物の流れを管理
する助けとなっています。ピッニーボウズ社は顧客の運営を包括的にとらえ、どんな規模の企業・組織で
あれ最適化されたメールストリームから生じる競争的な利点を活用する助けとなっています。詳細につい
ては、以下のインターネットサイトをご覧ください。 www.pb.com
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はじめに
ユナイテッドウェイ運動は世界中で展開されており、ローカルユナイテッドウェイ組織は47カ国
もの国々や領土で設立されています。これらの組織はさまざまな名称をもっていますが、そのコ
ミュニティ、国、文化においてユニークな存在であるといえます。しかし、こうした組織は、個
人やひとつの機関だけで行うよりいっそう強力な方法で直面するコミュニティの課題と対応する
ために、コミュニティが協力して資源を集め集合的に働くことができるという単純なアイデアに
よって統一されています。

ユナイテッドウェイ組織のためのグローバルスタンダードという本書は、こうした組織のエッセ
ンスを定義し、業績改善のために使用可能なスタンダードや実践を明確にします。さらに、こう
した組織間でのよりよいコミュニケーションのために共通の基準枠組を設け、世界中のコミュニ
ティに新たなユナイテッドウェイ組織を創る際のガイダンスを提供します。

状
況



スタンダードを創設する理由とは?

各組織による作業の種類および世界中のコミュニティに与える大きなインパクトのゆえ
に、ユナイテッドウェイ組織は社会から強い信頼を勝ち得て、作業を支援するために特
別の義務、特権、および資源を提供しています。ユナイテッドウェイ組織は、その信頼
のよきスチワードとなり、生活改善とコミュニティ強化というミッションをより良く実
現する方法を追求する道徳的義務を持っています。こうしたスタンダードは、倫理的行
動、説明責任、透明性、および効果と効率において優秀性を保証することによって、そ
の道徳的義務を満たすよう一致団結した努力を表します。

さらにグローバルスタンダードが必要な理由は、世界がますます関連を深めてきている
からです。技術のおかげで、長距離を隔てて旅行するとか、コミュニケーションができ
るといったことが可能になり、他の国々や人々への知識や意識を大幅に増幅させまし
た。ビジネスの利益や活動を世界中で展開しながら、今や多くの企業は世界規模で経営
されています。この結果、さまざまな国でその地元コミュニティを協働・支援しようと
いう企業やその従業員の希望が増えてきました。多くのユナイテッドウェイ組織は、世
界規模でその慈善的な関心を有する、個人、企業および財団といったドナーを共有して
います。こうしたスタンダードは、ローカルコミュニティの成功に貢献したいとするそ
の場所がどこであっても、全世界的なユナイテッドウェイドナーの期待を満たす保証を
助けることになります。 

最後に、コミュニティレベルで作業を行うにしても、システムとして運営することには
パワーと強みがあります。このスタンダードは、知識をより簡単に移動させ、資源を集
め、共通のシステムを創出し、共通ブランドとアイデンティティの利用を可能にする共
通の基準枠組を設けることによって、ユナイテッドウェイ組織のグローバルネットワー
クに目的達成の力を与えてくれます。 

6



誰に特典となるか?

このスタンダードは、あらゆるレベ
ルのステークホルダーに特典となり
ます。
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ローカルコミュニティは、そこにとって最も火急な
人的ニーズと対応するために人々に協力の奮起を促
す強い組織をもつことによって、特典となります。
すでにローカルユナイテッドウェイがあるコミュニ
ティは、コミュニティ、国、そして大陸を越えてよ
りよいアイデアを共有することができる組織をもつ
ことになります。そして、ユナイテッドウェイ組織
のないコミュニティは、自らのスタンダードを創出
するためのテンプレートとして、このスタンダード
を使えるようになります。   

スタンダードは、説明責任や透明性を向上させ、効
果的な社会責任とコミュニティ投資実践を促進させ
ることによって、世界中の多様なコミュニティの成
功に特に貢献したいとするドナーにも特典となりま
す。 スタンダードは、ユナイテッドウェイ組織が
どんな名称でありどこに存在していても、共通の価
値と原則を共有し、オープンで信頼できる方法でそ
の受託者責任を果たし、適切で意義のある評価を行
い、そして各ドナーの意図や期待を尊重することを
保証する助けとなります。

ローカルユナイテッドウェイ組織自体は、組織をい
っそう効果的かつ効率的に運営することができる新
ツールと資源をもつことによって、特典となりま
す。スタンダードは、ユナイテッドウェイ組織がど
のように働き、成功に導く段階へのガイダンスを提
供するのかという明確なモデルを職員やボランティ
アに与えるという自己査定の共通ツールを提供する
ことによって、キャパシティ構築を助けることがで
きます。さらにスタンダードは、この複雑なモデル

を構成するさまざまな要素がユナイテッドウェイ組
織のユニークな価値観の中でお互いに交流し、協力
する方法を十分に明確化します。  

スタンダードは、非営利、政府機関、慈善事業財団
といったユナイテッドウェイ組織が互いに交流する
他のパートナーに対して、ユナイテッドウェイ組織
との関係への期待感を設定する共通の枠組を与え、
そして、ユナイテッドウェイ組織が世界中のコミュ
ニティでどんな風に仕事をするかといった点でのよ
りより知識と理解となることによって、特典となり
ます。  

スタンダードは、ユナイテッドウェイ・インターナ
ショナルおよび各国のユナイテッドウェイ組織にと
って、 世界のユナイテッドウェイ運動にとっての
共有のビジョンを創出する助けとなり、それぞれの
コミュニティのニーズをローカルメンバーがよりよ
く満たすため最善の資源配分方法を決める助けとな
ることによって、特典となります。

したがって、スタンダードがローカル組織および世
界中のユナイテッドウェイ組織を密接に結びつけ、
対話と協力の機会を創出することから、全体として
の運動にも特典となります。グローバルスタンダー
ドは、 こうした組織がどれだけ違うかということ
に人々の注意を集めるよりその共通点に集めること
によって、世界中のコミュニティで集積された深い
知識を自己達成の力とする助けとなりえます。

状
況



スタンダードは、世界中からユナイテッドウェイ関
連組織およびその他の組織から100人以上のボラ
ンティアとスタッフがスタンダードの調査研究、作
成、検討、および、厳しい吟味に関わったという前
例のない一年がかりのプロセスを経て作成されまし
た。グローバルスタンダードは、 ユナイテッドウ
ェイ組織のローカルおよび各国スタンダードの強い
伝統に基づいており、本書のスタンダードは、数々
のユナイテッドウェイ組織のボランティアおよびス
タッフのベストな考え方を表しています。 グロー
バルスタンダードイニシアチブはGE財団の後援を受
けており、さらにフィリップモリス・インターナシ
ョナルおよびボーイング社からも追加の後援を受け
ています。

ローカル組織はこのスタンダードに志向でき、そこ
から奮起させられ指針を得ます。スタンダードは、
引き受ける作業の範囲、その基になっている価値観
と原則、および最善の結果を達成するために従うべ
き実践を定義します。スタンダードと実践は概念レ
ベルで作成されており、どんなコミュニティでも適
用可能な一般的な用語でプロセスが説明されていま
す。  

グローバルスタンダードは始点という目的で作成さ
れていますが、世界中のユナイテッドウェイ組織 
が、システムとしていっそう密接に協力しながら、
それぞれのコミュニティでより大きなインパクトの
達成を可能にする『たたき台』でもあります。スタ
ンダードによって、1世紀以上も前から続いていて
かつ成功しているコミュニティ構築作業の豊かな歴
史から得た知識を、ユナイテッドウェイ組織全体の
目的達成の力とすることが可能になり、また、この
モデルを適用・追求する集合的な名声を保護する手
段ともなります。

より多くのユナイテッドウェイ組織 がこのスタン
ダードを志向し、達成しようすることで、より多く
の知識と経験が得られ、このスタンダードはさらに
強化され得ます。グローバルスタンダードは、新知
識管理システムの創出やベストプラクティスの交
流、および、その他の優秀性を育成・奨励する手段
を支援しながら、構造化されていない情報共有を超
えて明確なツールや資源の開発へと移行する枠組を
提供します。

グローバルスタンダード
のビジョン

グローバルスタンダードは、人々の
アイデアがひとつになり、コミュニ
ティ強化と生活向上という共通原因
に向けて資源を結集しようとするア
イデアには国境がないとの考え方を
促進し祝福する一方で、世界中のコ
ミュニティの多様性を真に尊重する
インテリジェント・ネットワークに
なろうとするユナイテッドウェイの
運動を支援します。
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ユナイテッドウェイ運動
の進化
問題解決のために人々が集まり、資源
を結集し、協力して働くという普遍的
な人間としてのアイデアは、コミュニ
ティというアイデアそのものに本質的
に備わっているものです。1800年代
後半において、北米ではこのアイデア
は、組織としての形を取り始めまし
た。このアイデアはローカルコミュニ
ティでの草の根レベルで始まったので
すが、現在ユナイテッドウェイとして
知られる国際的な運動となりました。

最初のユナイテッドウェイ組織は、当時多くのコミ
ュニティに影響を及ぼした急激な産業化の結果とし
て急増した社会問題に対応するべく、米国のコロラ
ド州デンバーで1887年に設立されました。コミュ
ニティのリーダーは、あらゆる人のために一本化さ
れた資金集めキャンペーンを通じてこれを調整する
ために地元の慈善団体と協力しましたが、このプロ
セスは非常に重要なニーズともっと効果的に対応す
るためにコミュニティを結集する方法となりまし
た。このアイデアは、それ以降何十年もの間、米国
やカナダのコミュニティを通じて急速に広がりまし
た。

この運動の進化は、全国あるいは国際的なレベルに
おける組織としての努力の結果ではなく、ローカル
な状況に対応するよう自然のうちに起きました。結
果が得られ、どんなコミュニティの状況にも迅速に
適用できるという単純なアイデアのゆえに、広まり
ました。実際、正式な全国組織は1920年代になる
まで米国で設立されませんでした。さらに、そのと
きですら中央集権的な全国リーダーシップを提供す
るといったことではなく、ローカル組織間でアイデ
アの共有へのフォーラムを提供するための自主的な
協会でした。 

北米以外では初期段階のユナイテッドウェイ組織の
ひとつは、オーストラリアのメルボルンに1923年
に設立されました。メイヤー卿の慈善基金は、メイ
ヤー卿のイニシアチブを通じて、ビジネス、労働組
合、およびコミュニティ団体と協議して設立されま
した。元々病院支援のために創られたとはいえ、こ
の基金はメルボルン周辺の全慈善機関を急速に容認
していきました。同様に、西部ケープコミュニティ
チェストも1928年にケープタウンに創設されまし
た。南アフリカの影響力のある人々が北米コミュニ
ティでのアイデアを見て、自分たちの文化やニーズ
に適用させましたが、南アフリカでは何年にもわた
って進化と繁栄が続いています。  

現在では、グローバリゼーションが、世界中のユナ
イテッドウェイ組織の開発を奨めています。より多
くの企業がビジネスを行うアプローチにおいて多国
籍化やグローバル化を遂げるにつれ、こうした企業
経営が行われている多くのコミュニティでその支援
をしたいとの関心が高まっていることが明らかにな
ってきており、こうした企業では、従業員が取り組
めることから、コミュニティレベルでの人的ニーズ
に効果的・効率的に対応できるグローバルな慈善活

動のパートナーとして、ユナイテッドウェイを捉え
ることが多くなってきました。 

モデルは、適用の可能性が高く、文化、言語や社会
を含めて各国およびそのコミュニティのユニークな
環境に見合うよう変化可能と証明済みです。コミュ
ニティ基盤のユナイテッドウェイ組織 は、ベトナ
ムのホーチミン市、ジャマイカのキングストン、ナ
イジェリアのラゴス、ロシアのモスクワ、チリのサ
ンチアゴ、中国の上海、およびイスラエルのテルア
ジブのような多様な場所でも稼働中です。さらに、
オーストラリア、カナダ、日本、南アフリカ、およ
び米国では全国組織もあり、ローカル組織がお互い
に学びあい、キャパシティ構築をし、集合的なアプ
ローチを育てるようなネットワークを提供していま
す。

ユナイテッドウェイ・インターナショナル
(UWI)は、こうした広範囲に及ぶ組織に業務を提供
し、国際助成金を管理し、かつ世界中に新ユナイテ
ッドウェイ組織を創るということを支援するため
に、1974年にできました。UWI関連組織は、ひと
つの場所で創出された革新が世界中に移転され目的
達成の力となり得るグローバルなネットワークの一
部となることを含めて、多くの特典を受けていま
す。 国際ブランドの強さと一貫性からも特典を受
けており、また、色々な課題に対応するさまざまな
資源、才能および考え方をもたらすことが可能な多
様なボランティア基盤からも特典を受けています。
さらに ローカルなユナイテッドウェイ組織の国際
関連組織は、 知識と経験を新規コミュニティと共
有することを通じてコミュニティ基盤の社会奉仕事
業というユナイテッドウェイのモデル導入を世界中
に促進しています。

ユナイテッドウェイ運動がローカル、全国、および
国際的な環境変化に対応して続いているとはいえ、
『ユナイテッドウェイ』の基本的なアイデアは今な
お共鳴しています。各ローカル組織は、コミュニテ
ィとその文化と同様に多様なままでありますが、緊
急のコミュニティニーズに対応するために人々が自
主的にその資源を結集し協力して作業するという普
遍的なアイデアは、時間と地理的な状況が変わって
も変わりません。ユナイテッドウェイとは、仲間の
市民の生活向上のために一緒に協力しようという関
心のある人々がいるところではどこでも成功するア
イデアなのです。

9

状
況



■  ボランティア主導 - ローカルなボランティアが
組織を統治し、全ての主要な意思決定に関与し
ます。ボランティアは、コミュニティ、そのニ
ーズ、市民の志向を反映しています。

■  非営利 - ユナイテッドウェイ組織は商業組織で
も政府機関でもなく、利益を追求することなく
運営される独立したコミュニティ組織です。全
収入は、妥当な管理経費への資金に必要な分を
除いて、組織のミッション達成のために使われ
ています。  

■  集合的、包括的なコミュニティ努力 - ユナイテ
ッドウェイ組織は、コミュニティ問題と効果的
に対応するには全ての人が協働することが必要
だと信じます。あらゆる考え方に価値を置き、 
多様性と違いを尊重し、共有のコミュニティの
ビジョン創出においてあらゆる人を含めるよう
懸命な努力をします。ユナイテッドウェイは、
ビジネス、健康・人的介護エージェンシー、そ
の他の基金機関、政府、個人、大学、マスコミ
といった多くのパートナーと協力して、最も火
急なニーズを満たすようにコミュニティが資源
を集結する助けをします。

■  キャパシティ構築 - ユナイテッドウェイ組織 
は、コミュニティ組織間でのお互いの調整や学
習を助けます。ユナイテッドウェイは、コミュ
ニティ組織がいっそう効果的で効率的になる支
援のために、知識や資源を提供します。その結
果、人的ニーズに見合うコミュニティの集合的
なキャパシティは、個々の組織が単独で可能な
範囲をはるかに超えています。

■  資源の結集 - ユナイテッドウェイ組織は、各コ
ミュニティが無限の資産と資源を有していると
信じています。ユナイテッドウェイは、人々、
知識、関係、モノおよびサービスといったこう
した資源を結集し、コミュニティが共有のビジ
ョンを達成でき助けをします。

■  生活向上および積極的で長期的な社会変化の創
出 - ユナイテッドウェイ組織は、長期的、短期
的に生活を向上させる戦略を創出するべく働き
ます。ユナイテッドウェイの努力の中には、現
在の人的ニーズに見合うことに焦点を当てるも
のもありますが、将来のニーズを低減させるた
めにそのニーズの根本原因との対応を求める努
力もあります。例えば、ユナイテッドウェイ
は、現在腹をすかせた家族への食事の提供に大

ユナイテッドウェイとは
何か?

フォンドス・ユニドス、 コミュニテ
ィチェスト、 ヤヤサン・ミトラ・マ
ンディリ, セントラエイド、デビデ
ンド・ボランタリオ・パラ・ラ・コ
ミュニダッド、 ユナイテッドウェ
イ—といったように名称は、その活
動を行うコミュニティ、そのコミュ
ニティが代表する文化、および組織
が支援する人々によって多様です。
しかし、こうしたユナイテッドウェ
イ組織は重要かつ普遍的なアイデア
で統一されており、それは最も切実
な人的ニーズに対応すべくコミュニ
ティのメンバーが自主的に集まり、
その資源と知識を結集し協力すると
いうことです。 
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こうした独立した、コミュニティ基盤の組織は、共通の特徴と価値観を共有していま
す。協力して作業を行いながら、以下のような属性をもつ組織のグローバルなユナイテ
ッドウェイ運動を形成しています。 

  ユナイテッドウェイは、ローカルコミュニティにおいて生活向上および積極的で長期
的な社会変化を創出するために、キャパシティを構築し、資源を結集するという、集
合的で包括的なコミュニティ努力においてこれを主導、支援、参加するボランティア
主導の非営利組織です。

  ユナイテッドウェイは、社会奉仕事業とボランティア活動を奨励・促進し、ドナーに
対してその寄付金がどのように使われたか、そしてその結果としてコミュニティが何
を達成したかについて説明責任を持ちます。



きな努力を払うことができますが、飢えの原因
となる状況の改善に向けて働き、将来腹をすか
せた家族が少なくなるように必要とされる制度
的なコミュニティ社会変化に向けて働きます。 

■  ローカルコミュニティ - ユナイテッドウェイ組
織はローカルコミュニティに基盤を置き、その
作業はコミュニティレベルで行われます。ユナ
イテッドウェイ組織 は、人口の特定セグメント
や特定のニーズのみではなく、ローカルコミュ
ニティ全体の改善に焦点を当てています。ユナ
イテッドウェイは、ローカルコミュニティの歴
史や文化、期待や可能性、および市民のユニー
クなニーズを尊重し、それらを反映させます。

■  社会奉仕事業 - ユナイテッドウェイは、個人と
組織が慈善活動を通じて自主的に人類の社会的
・精神的な福利向上に貢献する意欲のあるよう
な社会奉仕事業および社会責任において活力あ
る文化の創出を求めています。そうした文化の
創出と育成は、コミュニティ全体として特典と
なります。

■  ボランティア活動 - 人々が補償を期待すること
なく無料でその時間と才能を大義のために提供
する意欲があり、それが奨励されている社会

は、火急のニーズに対応し、市民がお互いに助
け合うよう促進するために、ユナイテッドウェ
イの作業 およびコミュニティのキャパシティに
とって重要です。

■  ドナーへの説明責任 - ユナイテッドウェイ組織
は、資源の有効なスチワードであり、コミュニ
ティにおいて賢明かつ倫理的に資源を投資し、
意図された目的のために使います。 これによっ
て、ユナイテッドウェイ とそのパートナーの作
業への信頼が補強され、信用が高まり、今後の
支援を奨励することになります。

■  結果 - 提供された人的サービスの頻度や量を数
えるだけでは十分ではありません。ユナイテッ
ドウェイの価値ある結果は、生活が変化し、コ
ミュニティが強化され、問題が減ったり解決さ
れたりしなくてはなりません。ユナイテッドウ
ェイ組織は、有形の行動を志向しており、結果
を達成・測定し、それから、ドナー、ステーク
ホルダー、およびコミュニティと、実現した進
歩ならびに人々の生活向上という結果につい
て、常にコミュニケーションをとります。
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ユナイテッドウェイ運動が普及するにつれて、世界
中のコミュニティに奉仕する ユナイテッドウェイ
のキャパシティと効果を増大させることが絶対必要
となっています。このために、こうしたグローバル
スタンダードは、ユナイテッドウェイ組織を世界中
のどこでもユニークで成功に満ちたものとするスタ
ンダードと実践を提示することによって、ユナイテ
ッドウェイ 組織の作業を定義し、指針となる助け
となります。

このスタンダードは自主的なもので、世界中のユナ
イテッドウェイ 組織の100人以上のスタッフとボ
ランティアの間でのコンセンサスによって作成され
ました。これは向上を目指しつつ、最高レベルの達
成あるいはクオリティを表します。  非営利のセク
ターにおいてスタンダードとは、優秀な運営を代表
すると同時に、結果とスチワードシップをも代表す
るものです。1このスタンダードには例外はありま
せん。このスタンダードを追求しこれを達成するこ
とによって、ユナイテッドウェイ組織が信頼でき効
果的に業績を行っており、寄付された資源のよいス
チワードとなり、さらに一番大切なことですが、生
活向上やコミュニティ強化という形で結果を出して
いるとして一般市民に自信をもってもらう助けとな
ります。   

以下が、国際リファレンスグループの作業に基づい
て作成され、メンバーからのフィードバックを得
て、さらにリーダーシップ委員会および理事会によ
って検討されたユナイテッドウェイ組織のためのグ
ローバルスタンダード です。 2 スタンダードは、
コミュニティにおける我々の作業に関わるスタンダ
ードと、我々が組織を運営する方法に適用されるス
タンダードをはっきり区別するために、2つのセク
ションから構成されています。 

コミュニティにおけるユナイテッドウェイ組織の作
業

 1. コミュニティインパクト
 2. ボランティア活動
 3. 資源の結集

ユナイテッドウェイ組織のガバナンスと管理

 4.  ガバナンス、倫理、およびボランティアリー
ダーシップ

 5. 財務説明責任および透明性
 6. 名声および関係 
 7. 運営および管理 

ユナイテッドウェイ組織のた
めのグローバルスタンダード

1 ユナイテッドウェイ・インターナショナルの全ての関連組織 
    は、最低限メンバーシップ要件に従わねば
    らないが、これはグローバルスタンダードとは違う。  

2 詳細については、付録 B - プロセスと参加 を参照せよ。
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スタンダードの定義:

■  人やモノによって得られたクオリテ
ィあるいは優秀性のレベル

■  実際に得られたかどうかが判断され
る基準として受け入れられるクオリ
ティあるいは優秀性のレベル

■  人の行動を統治する原則あるいは価
値観

■  権威があるとして広く遣われ一般的
にみなされるもの



グローバルスタンダード
一覧

コミュニティにおけるユナイテッドウェイ
組織の作業

1. コミュニティインパクト
 1.1 コミュニティ知識
 1.2 幅広い取り組み
 1.3 共有のビジョン
 1.4 根本原因
 1.5 資源と活動の結集および調整
 1.6 測定可能な結果

2. ボランティア活動
 2.1 ボランティア活動促進 
 2.2 相互に特典 
 2.3 自由参加
 2.4 安全、礼儀、尊重および支援
 2.5 正確な表示
 2.6 包括性と多様性
 2.7 相互のコミットメント

3. 資源結集
 3.1 コミュニティ資源
 3.2 ドナーとの関係
 3.3 自主的な寄付および倫理的な資金集め実践

ユナイテッドウェイ 組織のガバナンスと
管理

4.  ガバナンス、倫理およびボランティアリーダー
シップ 

 4.1 ミッション駆動
 4.2 ボランティア主導 
 4.3 活発な理事の参加 
 4.4 法律面での運営
 4.5 倫理的な行動
 4.6 説明責任
 4.7 透明性
 4.8 リスク管理
 4.9 システム市民権

5. 財務説明責任および透明性
 5.1 理事会の監視 
 5.2 法的コンプライアンス 
 5.3 完璧な情報開示 
 5.4 独立検証 
 5.5 効果的な内部統制 

6. 名声および関係
 6.1 卓越した名声 
 6.2 市場および顧客インテリジェンス 
 6.3 関係の文化 
 6.4 一貫したブランド経験 

7. 運営および管理
 7.1 顧客焦点 
 7.2 リーダーシップ 
 7.3 人々の関与
 7.4 管理へのシステムアプローチ 
 7.5 継続改善
 7.6 意思決定への事実アプローチ 
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コミュニティにおけるユナイテッドウェイ
組織の作業
本セクションでは、ユナイテッドウェイ組織を他のローカル慈善団体とは違ったものに
しているミッション関連の活動といった、ローカルコミュニティにおけるユナイテッド
ウェイ 組織の作業を取り上げます。これらの要素は、なぜユナイテッドウェイが存在す
るのかといった、作業の中心部分を構成し、全てが一緒に機能するものです。こうした
スタンダードは、ユナイテッドウェイ組織が生活向上のために、コミュニティのニーズ
と対応し、ボランティアに取り組み、資源を結集する方法を説明します。   

本セクションは、3部から構成されます。

 1.  コミュニティインパクト - ここでは、ユナイテッドウェイ 組織が、その最も重要なニーズを決め、
それに見合うよう結集するために、コミュニティをひとつにまとめる方法を説明します。

 2.   ボランティア活動 - ここでは、ユナイテッドウェイおよびその他のコミュニティ組織の作業のコミ
ュニティ所有権を創出し、共通原因のために人々に協力するよう奨励するために、ユナイテッドウ
ェイの作業では、どのようにしてコミュニティの最も重要な資産である人々に取り組んでもらうの
かを説明します。

 3.  資源結集 - ここでは、コミュニティ社会福祉事業という文化の創出によって金銭およびその他の資
源を結集し、ドナーに信頼できて魅力のある投資機会を提供し、かつ、ドナーがきちんとした待遇
を受けて、その貢献に対して認められるといったことを保証するための戦略を説明します。



コミュニティインパクト 
コミュニティインパクト: コミュニティの状況の中で持続可能な積極的変化を創出するべ
く、コミュニティを結集させて生活向上を行います。

コミュニティインパクトは、ローカルコミュニティにおけるユナイテッドウェイ作業の
中核になります、つまり、それこそがユナイテッドウェイの存在理由なのです。ユナイ
テッドウェイ組織が資金集め、ボランティア取り組み、あるいはアドボカシーといった
活動を行うには、こうした努力が生活向上といった面でコミュニティをどのように変化
させる助けとなるのかという疑問の中心に対して最初に応答することが必要なのです。 

効果的なユナイテッドウェイ組織は、集合的なビジョン創出、そのもっとも切実な課題
の確認、そしてそれらと対応するためにベストな戦略の決定を行うために、コミュニテ
ィの団結を助けます。問題の根本原因に対して積極的なインパクトを創りだすために必
要な資産、知識、パートナー、戦略および集合的な行動を確認し、結集させます。社会
の経済的困窮の兆候に単に対応するだけではありません。これは、ユナイテッドウェイ
組織がコミュニティに提供する重要な価値です。

本セクションは、コミュニティインパクトの背景にあるスタンダードと実践、および、
より強いコミュニティと生活向上のためのビジョンと戦略をコミュニティが創出する助
けとなるユナイテッドウェイ組織の役割を取り上げます。コミュニティインパクトは生
活向上での長期的な変化を達成するプロセスを説明しますが、同時にそれはユナイテッ
ドウェイ組織が作業をどのように方向付けるかという考え方でもあります。

イ
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1.1 コミュニティ知識 - ユナイテッドウェイ組織
は、コミュニティの強さ、資産、資源を深く理解し
ようと追求するのと同様に、、コミュニティの課題
や懸念を歴史的・文化的な状況において理解しよう
とします。 コミュニティにおける作業のゆえに、
ユナイテッドウェイ組織がそうした知識の宝庫とも
なりえますし、さらに場合によっては、ユナイテッ
ドウェイ組織がコミュニティ努力にもたらす知識は
結集可能な資源と同じくらい重要となることもあり
ます。

1.2 幅広い取り組み - ユナイテッドウェイの作業
は、組織にのみ基づいた何かというより、真実コミ
ュニティの『中』の組織であり『そのための』作業
です。ユナイテッドウェイ組織は、ビジネス、政
府、個人、他の非営利組織や資金提供者、およびマ
スコミといったあらゆる分野の人に、望ましいアウ
トカムの達成のためにエネルギーや資源を進んで貢
献してもらい、コミュニティインパクト作業への価
値ある参加者として取り組んでもらいます。ユナイ
テッドウェイはよく『コミュニティテーブル』とい
われますが、これはユナイテッドウェイでは誰もが
集い、集合的な観点から課題について、話合いをし
て行動計画を作ることができるからです。

1.3 共有のビジョン - ユナイテッドウェイ組織は、
優先課題、到達する必要のある最終結果、そしてこ
うした結果の達成のための最も高い可能性の戦略決
定を含めて、健全なコミュニティへの共有のビジョ
ンに全参加者が合意することを助けます。それぞれ
のコミュニティのダイナミクスにもよりますが、ユ
ナイテッドウェイはこの共有のビジョン創出への計
画作りプロセスをリードすることもできますし、あ
るいは単に参加者のひとつになることもできます。

1.4 根本原因 - ユナイテッドウェイ組織は、課題に
対して復旧策としてのアプローチを行うだけではな
く、根本原因と対応することによって最大結果を達
成できると信じています。ユナイテッドウェイは復
旧対策で大いに活躍しますが、また一方では、問題
の根本原因と対応することが長期的に問題を実際に
なくすことにつながる持続的な結果の達成になると
いう堅い信念をもっています。根本原因が確認され
れば、ユナイテッドウェイ組織はその対応における
役割を決めることができます。

1.5 資源と活動の結集および調整 - ユナイテッドウ
ェイ組織は、資源を幅広く考えています、つまり、
コミュニティインパクトを創出するための金銭、さ
まざまな関係、技術、およびその他のモノとサービ
スです。ユナイテッドウェイ組織は、結果を得るた
めに必要な資源を提供し、その資源ができる限り効
果的かつ効率的に使われているかを、保証する努力
を調整できる主要なパートナーと協働します。適切
な場合には、ユナイテッドウェイ組織もコミュニテ
ィ善のため、そしてコミュニティ目標を助ける変化
のために、アドボケート(提唱者)としての役目も果
たします。

1.6 測定可能な結果 - ユナイテッドウェイ組織は、
生活の変化、コミュニティの強化、および時間を経
てコミュニティ問題がその規模で減少してきている
といった、コミュニティレベルでの測定可能な結果
を創り出すために働きます。これは、プログラムか
らのサービス受領者数、サービスの提供ユニット数
といったようにプログラム出力として考慮されてお
り、さらに、それを越えて、ひとつの組織やプログ
ラムが単独ではできないような長期的マクロレベル
の結果までをもみることがあります。このタイプ
の結果はアウトカム(出力に対して)ともいわれ、雇
用、教育、あるいは家族の所得のような重要な指標
における変化を反映します。さらに、ユナイテッド
ウェイ組織はドナー、パートナー、およびコミュニ
ティ 全体と結果のコミュニケーションでも重要な
役割を果たします。これは支援を奨励し、将来にさ
らに大きな達成を志向させます。

16

コミュニティインパクトス
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1.1 コミュニティ知識 

1.1.1 情報収集 - コミュニティの強さや弱点につい
て、また、コミュニティの状況にさまざまな人口が
どのように影響を受けているかといったことについ
て他のコミュニティリーダーとの情報交換をしま
す。調査、コミュニティ会合、フォーカスグルー
プ、あるいは主要な情報提供者やドナーとの詳しい
インタビューといったさまざまなツールを利用しま
す。さらに、他の組織がすでに実施して入手可能な
コミュニティ調査を引用します。

1.1.2 対話の促進 - さまざまなコミュニティの強さ
や志向、さらに懸念やチャレンジを確認するため
に、こうしたコミュニティとの正式・非公式な対話
を主催・促進します。単に目立つとかよく意見を述
べるということだけではなく、コミュニティを最も
代表する多様な考え方を追求します。全てのコミュ
ニティメンバーと組織からのインプットに同等な価
値をおくことによって、相互信頼を開発します。

1.1.3 知識の利用と共有 - 一般市民の意識を高め、
他の人には行動を起こすインスピレーションを与
え、そして資源を結集させるように、コミュニティ
査定を通じて集められた情報を広く流布します。 
コミュニティ のニーズ査定やその他の発見事項を
使って、組織の優先順位設定や変化への戦略を知ら
せること。パートナーやその他の資金提供者にも同
様なことをするように薦めます。  

1.2 幅広い取り組み 

1.2.1 関心のあるコミュニティの確認 - 共通の関
心、地理的な場所、文化や人口分布的な特徴によっ
て結びついている人々や、特定課題について共有の
コミットメントを持つような人々を確認します。

1.2.2 リーダーとの強い関係作り - 強い協力関係を
他の既存および台頭しつつあるコミュニティリーダ
ー、組織、及び影響力を持つ人々と構築します。

1.2.3 他の活動への参加 - 組織のミッションや戦略
を支援する他のコミュニティリーダーによって開催
・主導される活動に参加します。

1.3 共有のビジョン 

1.3.1 パートナーの確認 - サービス受益者、個人、
法人あるいは財団ドナーや投資家、コミュニティや
近隣地区団体、そして公的、民間、宗教基盤、労
働、マスコミ、および非営利セクターのその他の組
織を含めて、コミュニティの課題に関心や経験、あ
るいは専門性のある人を全て確認します。こうした
個人や組織は、インパクトのためのコミュニティの
アジェンダを進めるために必要な一般市民の意思と
支援を提供してくれます。

1.3.2 パートナーの結集 - コミュニティ査定および
その他の発見事項を共有することによって生み出さ
れた宣伝と関心を構築し (実践 1.1.3を参照のこと) 
、潜在的なパートナーにコミュニティのチャレンジ
への創造的なソルーションを探すよう招集します。
長期的に資源や情報を集結することによって一緒に
行動する有形のコミットメントを作るために、こう
した話し合いを利用します。多様なコミュニティ組
織間での同盟の構築や協力関係を育てます。  

1.3.3 課題の確認と優先順位 - コミュニティ査定と
対話によって確認された課題や志向を検討し、根本
原因を確認しその後優先順位を設定するために、プ
ロセスや基準を作成します。 さらに、こうしたコ
ミュニティ対話の結果を社会研究と結びつけること
によって、コミュニティ課題の根本原因に組織を方
向付ける助けとなります。課題に優先順位をつける
基準の中には、特定状況での変化は多くの生活を向
上させるのにどこで一番可能か、現在の環境(社会
的、政治的、経済的など)はどこで妥当な成功機会
を提供しているか、変化が特定できて測定可能なの
はどこか、あるいは、ニーズが一番火急なのはどこ
かといったものを含めます。ユナイテッドウェイ組
織のミッションとキャパシティにベストに見合うコ
ミュニティの優先分野を選びます。 他の資源提供
者にこうした課題でパートナーなるように薦める
か、あるいは、彼ら自身のリーダーシップ下での補
足的な優先順位を追求します。   

コミュニティインパクト
実践
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1.4 根本原因 

1.4.1 変化のための計画と線略 - 各コミュニティの
優先課題への望ましい結果を達成するための計画と
戦略を創出します。短期、および長期目標の両方を
定義します。計画は、望ましいアウトカム、目的、
戦略、および行動ステップを設定すべきです。 

1.4.2 パートナーおよび役割 - 専門性、キャパシテ
ィおよび関心に基づいて計画の特定要素に誰がベス
トな対応ができるかを確認し、課題の根本原因との
対応において長期的に違いをもたらす最大の可能性
と能力がどこにあるかということから優先課題を選
択します。役割と責任を決め、全てのパートナーと
相互の説明責任を設けます。

1.4.3 コミュニティ投資ポートフォリオおよびコミ
ュニティ基金 - コミュニティ課題へのソルーション
としての戦略を作り、コミュニティとドナーの志向
を関連付けられるような方法で提示します。こうし
た『投資ポートフォリオ』は、生活向上をもたらす
短期的・長期的な結果を伝えるべきで、その結果が
コミュニティにもたらすインパクト、そして、課題
が重要な場合、および提案中のソルーションを提示
すべきです。ドナーは、直接こうしたポートフォリ
オに投資することもでき、あるいは、コミュニティ
基金において他の投資と集結させることによってコ
ミュニティのボランティアが各戦略のニーズと緊急
性に基づいて、さまざまなポートフォリオ全体にそ
の基金を投資することになります。3

1.5 資源と活動の結集および調整  

1.5.1 全資源を検討 - それぞれのコミュニティは、
人的、金銭的その他の無数の資産を有しており、 
それはコミュニティの改善のために使われねばなり
ません。資源を考慮するときには、金銭的な資源だ
けではなく、全てのコミュニティの資産 を考慮し
ます。資源には、金銭、人々、関係、技術、および
その他のモノとサービスといったように、コミュニ
ティの課題と生活向上に対応するために必要なもの
はなんでも含めることができます。 4

1.5.2 投資家 - コミュニティ目的を達成する戦略の
実施を助けるために活発な参加者としてドナーやボ
ランティアの募集・取り組みを行います。そうい
った人々を 『コミュニティ投資ポートフォリオ』 
(1.4.3を参照)と関連してもらい、ソルーションの
所有権を持ってもらう助けをし、こうしたソルーシ
ョンを成功させるために、時間、金銭、才能といっ
た資源への投資を奨励します。優先課題に直接影響
を受けるコミュニティのメンバーを投資家として必
ず含めることが大事です。

1.5.3 パートナー - 優先すべきコミュニティの課題
と対応し、望ましいアウトカムをコミュニティにも
たらすイニシアチブを開始、支援、参加、あるいは
リードします。 どんな組織も単独でできるわけで
はないので、危機への対応には個人、家族、脆弱な
人口および人的サービス機関を結集させるためにパ
ートナーと協働することが大切です。重複を避け、
結果を最大化させるため努力が調整されていること
を保証し、さらに、関連する活動や結果について
は、効果的で明確かつ定期的なコミュニケーション
を全パートナー間に保証します。  

1.5.4 技術 - データの確認や組織化、サービス改
善、資源取得、情報提供、および結果の報告と測定
を助けるために、インターネットのような適切な技
術を活用し、目的達成の力とします。

1.5.5 アドボカシー - コミュニティを第一とするコ
ミュニティの声を大にすることで、コミュニティ状
況への変化を超党派で提唱します。積極的な変化や
生活向上を達成する方法を示すために、共有のコミ
ュニティビジョンを作成し、明確化します。 

1.5.6 公共政策および政府関係 - 地方、州、および
国家政府機関は、コミュニティ課題へのソルーショ
ン創出において重要な役割を頻繁に果たします。コ
ミュニティの目的を支援する新法制、公共政策およ
び行政実践への提唱をするために政府に取り組んで
もらうことが適切な場合もあります。そのような活
動は、超党派のやり方でいつも行うべきです。ユナ
イテッドウェイ組織は、公共政策ディスカッション
やアイデアの招集・参加、公務員との関係構築、あ
るいは組織内で公共政策のインフラストラクチャー
創出さえ行って公共政策に活発になることもありま

3 こうした『“コミュニティ投資ポートフォリオ』は、一般 
    的なコミュニティ状況と互換性がある資源結集戦略と密接 
    につながっている必要があります。詳細は、 3—資源結集を 
    参照のこと。

4  ユナイテッドウェイがどのようにしてボランティア資源を 
     開発し活用するのかについての詳しい情報は、  2—ボラン 
     ティア活動ならびに 4—ガバナンス、倫理およびボランテ 
     ィアリーダーシップを参照のこと。 ユナイテッドウェイが 
     財務資源をどのように開発・結集するのかについての詳し 
     い情報は、3—資源結集を参照のこと。 

コミュニティインパクト実践
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す。しかし、それぞれの国、文化および政府は違っ
ており、公共政策イニシアチブにユナイテッドウェ
イ組織がなぜ関与したくないのかという重要な理由
かもしれません。ユナイテッドウェイの懸念する課
題に政府が非常に大きな影響を与えうる点を考える
と、組織として公共政策面に関与すべきかどうかを
定期的に評価することが賢明かもしれません。

1.6 測定可能な結果 

1.6.1 数的指標の設置 - 現在のコミュニティ状況を
反映していて、かつ、望ましい将来状態を目指して
いるような、変化させるべきコミュニティの状況に
ついてのベンチマークを最初から設けます。望まし
い変化を説明する到達目標とそれを達成する時間枠
組みを決め、それから短期、中期、長期で期待され
る増分される変化を反映する道標を確認します。進
捗を査定するために集めるべきデータがどんなもの
であるかについて合意します。

1.6.2 測定と評価 - 標的となるコミュニティ状況が
どのように変化しているかを決めるために体系的に
データを集め、分析します。例えばサービス受領者
の数といった出力データ、ならびにサービス受領者
の生活やコミュニティ状況において創出された大き
な変化といったアウトカムデータとの違いを認識し
ます。アウトカムの測定が非常に難しく、結果が現
われるには時間がかかることを理解します。コミュ
ニティおよびローカル組を測定と評価の際に支援す
るために資源、トレーニング、および技術支援を行
うように他と協力します。 

1.6.3 体験談 - データを補足するために、提供され
たサービスによって生活が積極的に変化した人々の
実話を取得して、直面したチャレンジやプログラム
による積極的な変化を説明します。

1.6.4 観察と査定 - 短期、中期、長期的な到達目標
や戦略を評価結果という観点から定期的に検討しま
す。結果の評価やインパクト戦略の有効性に必要な
場合には調査研究を利用します。進捗の数的指標や
指数を定期的に、確認、検討、および最新化しま
す。必要に応じて調整します。

1.6.5 結果を報告すること - ユナイテッドウェイ組
織は、目標に向けての進捗および実現した成功につ
いて報告するために、全てのコミュニケーションと
イベントを活用すべきです。 5  優秀なクオリティ
の報告業務には以下が含まれます。

■  ドナーとパートナーの金銭がどのように使われた
かを明らかに説明する財務報告

■  読者が達成された活動と業績の両方を容易にビジ
ュアルに理解できるようにする言葉

■  状況を強く思い出させること、つまりアウトカム
がどこで変化に対する元の戦略に見合うのか

■  物語、証言、そして画像  

1.6.6 認定を提供すること - コミュニティをよりよ
くするために、時間、才能、あるいは知識を提供す
る、パートナー、ドナー、ボランティア、慈善団体
および個人を定期的に認定し、祝福します。 

5  結果の報告業務は、ユナイテッドウェイ組織の全体のブラン 
   と戦略の一部であるべきで、それと同時に説明責任、透明 
    性、ドナー関係の一部でもあるべきです。詳細は、6—名声 
    および関係, 5—財務説明責任および透明性ならびに 3—資 
    源結集を参照のこと。
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ボランティア活動

人々が補償を期待することなく大義のために無料で時間や才能を提供するボランティア
活動を行うよう動機づけ、奨励するような環境が、ユナイテッドウェイ組織の作業にと
って大変重要であり、火急のニーズと対応するためにうまく機能するコミュニティのキ
ャパシティにとってはさらに重要です。  

ボランティア活動は、市民の責任、参加や相互関係を育成し、公正な社会にとって重要です。人的ニーズ
を確認し対応するキャパシティを増やすことによって、コミュニティを強化します。ボランティア活動
は、コミュニティで生活し働く人々にそこの所有権、その資産やニーズを創り出します。究極的には、ボ
ランティア活動は、コミュニティの構成に大変重要な部分である組織と個人レベルでの関係を創出しま
す。

さらに、ボランティアはユナイテッドウェイ組織で重要な役割を果たします。ボランティアは、ユナイテ
ッドウェイの最大の資源です。ボランティアは、生活向上に必要となる重要な変化を起こすためにコミュ
ニティでの目的達成の力となり、ユナイテッドウェイがコミュニティに対して説明責任を取り続けること
を保証し、かつ最も重要な人的ニーズとの対応を続けます。ボランティアは、ユナイテッドウェイ組織を
統治し方針を決めて、組織をリードします。さらに、ボランティアは、資源の結集、関係構築、コミュニ
ティアジェンダ設定ならびにその他の主要な機能を行い、ユナイテッドウェイ 活動の最前線にいます。

ボランティア活動という活発な文化を奨励することは、ユナイテッドウェイ自身のため、また、コミュニ
ティのためにユナイテッドウェイにとって最も大切な作業局面のひとつです。ユナイテッドウェイ組織は
コミュニティリーダーとしてボランティア活動の支援・強化のために、また、ボランティアがどのような
待遇を受けるか、真にインパクトがある方法でどのようにボランティアが方向付けられるべきかといった
諸例を設定することにおいても、ボランティアセクターで重要な役割を果たすべきです。本セクションで
は、コミュニティ全体およびユナイテッドウェイの作業におけるボランティアの取り組みの背景にあるス
タンダードと実践を説明します。

ボ
ラ
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2.1 ボランティア活動の促進 - ユナイテッドウェイ
組織は、 ボランティアが単にユナイテッドウェイ
だけではなく、全コミュニティの重要な人的資源で
あり、広義でのボランティア活動の促進がコミュニ
ティに良い、と認識しています。コミュニティ善の
ために人々がボランティアを行うことに慣れるとい
った環境作りは、ユナイテッドウェイ組織とそのパ
ートナーの作業により良い結果をもたらします。さ
らに、ボランティアは、ユナイテッドウェイの作業
のあらゆる面に関与すべきで、ユナイテッドウェイ
組織が対応する重要なニーズに向けて導かれるべき
です。

2.2 相互に特典 - ボランティア活動は、コミュニテ
ィ組織がそのミッションを果たすキャパシティを増
大できることによって組織に特典となります。しか
し、その経験を通じて、技能、関係あるいは経験を
伸ばし、コミュニティ善への貢献をする満足感を得
られる機会となることから、組織とボランティアの
双方に特典となります。 

2.3 自由参加 - ボランティア活動は、強制されると
かあるいは力によってではなく、いつも自由に参加
できるようにすべきです。定義からすると、ボラン
ティアとは自由な選択によるものです。さらに、ボ
ランティアは、そのサービスに対して直接・間接に
金銭補償を受けるべきではありません。

2.4 安全、礼儀、 尊重および支援 - ボランティア活
動は、できる限り安全な雰囲気で、そして人間とし
てのボランティア、ボランティアの時間、およびボ
ランティアとコミュニティの文化的状況への尊重を
受ける形で行なわれます。さらにボランティア機会
は、ボランティアがきちんとした待遇を受け、適切
なトレーニングや監督が提供され、その時間と才能
という贈り物を認識してもらうことを保証するしっ
かりした方法で管理されます。

2.5 正確な表示 - ボランティア機会は、募集時に全
ボランティアおよびボランティアの可能性ある人に
正確ば表現で説明されます。募集メッセージは、ボ
ランティア活動の質、および参加することによって
満たされるニーズについて現実的かつ明確でなけれ
ばなりません。

2.6 包括性と多様性 - 健全な組織および健全なコミ
ュニティは、さまざまな年齢、性別、人種そして能
力 を代表するボランティアを抱えます。ボランテ
ィア募集と選択は、多様なボランティア資源に手を
差し伸べることです。コミュニティを完全に反映す
るような、幅広い背景からボランティアに取り組
み、募集し、選択する純粋な努力が必要です。 

2.7 相互のコミットメント - ボランティアもボラン
ティアを依頼する組織もお互いに強い決意をすべき
です。ボランティアは、参加することを通じてプロ
ジェクトや組織への強い決意を表すべきで、また、
組織は表彰や満足すべき経験を提供することによっ
てボランティアの強い決意を称えるべきです。



ボランティア活動の実践

2.1 ボランティア活動の促進

2.1.1 ボランティア活動の価値を広く伝達する - ボ
ランティア活動やコミュニティ参加の価値について
のメッセージやメッセージ戦略を創出して、適切な
場所で配布します。このなかには、ボランティア活
動に特に焦点を当てるコミュニケーションのイニシ
アチブの創出も含まれることもありますが、それは
ユナイテッドウェイ組織を、資金集めが広く行われ
ていないときにでも目立つ存在にしておくのにいい
方法です。ボランティア活動の重要性を認めるメッ
セージには、資金集めの資料や結果報告を含めて、
継続的な組織のコミュニケーションの一部が含まれ
ることもあります。

2.1.2 ボランティア募集プログラムを作る - ユナイ
テッドウェイ組織内あるいはその他のコミュニティ
組織内のどちらかで、ボランティアを適切な機会と
見合うようにする活発な募集プログラムを創出する
ことによって、コミュニティの資源として仕えま
す。 ボランティアが直接ユナイテッドウェイで奉
仕活動を行わないような場合でも、 効果的なボラ
ンティアを見合わせるプロセスは、ボランティアと
の積極的な関係作りとなり、将来ユナイテッドウェ
イに特典となるかもしれません。コミュニティのな
かには、他の組織がこの役割でリードしていること
もあるでしょうが、その場合にはその組織と相互に
特典となる関係を築き、金銭面あるいは他の支援を
提供します。

2.1.3 有資格のスタッフ/ボランティアをプログラ
ムに任命する - コミュニティ全体およびユナイテッ
ドウェイ独自のボランティア募集プログラムの両方
に、ボランティアプログラムの全体責任をもつよう
有資格の人を指名すべきです。この人は、スタッフ
でもいいし、適切なボランティアでもいいのです。

2.1.4 ボランティアを他の組織に活発に照会する - 
ボランティアがユナイテッドウェイ以外の組織で取
り組むことがふさわしい場合には、そのボランティ
アを他の組織に照会します。コミュニティ 組織間
での互恵主義を奨励します。

2.1.5 ボランティアトレーニングプログラムを創る 
- ボランティアとしてローカル非営利組織に奉仕す

ることをコミュニティのメンバーに教えるトレーニ
ングプログラムを創出します。これは、ガバナンス
と理事会の監視に関するトレーニング、非営利が行
う特定の活動、あるいはコミュニティの非営利の役
割、責任や関係といった一般的な情報を含むことも
あります。プログラム参加者は、終了後にユナイテ
ッドウェイ組織あるいはその他のコミュニティ非営
利組織に配置されるべきです。 

2.1.6 重要なコミュニティ課題に向けての直接 ボラ
ンティア - ユナイテッドウェイ組織が影響を及ぼし
たいとするコミュニティ課題において特にボランテ
ィアが関わるよう計画を創出します。 ボランティ
アがこうした重要なコミュニティ課題を認知してい
ることを保証し、それとの対応でボランティアが果
たせる役割を促進します。こうしたコミュニティイ
ンパクト努力にボランティアの誰が関与するのかと
いう関係を育成・管理して、お互いの特典を最大化
します。

2.2 相互に特典

2.2.1 組織的なニーズを査定 - ユナイテッドウェイ
組織の実際のボランティアのニーズが何かを決め、
他のコミュニティ組織に同じようにすることを薦め
ます。必要なボランティアの数とボランティアが行
う任務の到達目標を決めます。作業がないときや作
業が不適切な場合には、ボランティアを受け入れる
べきではありません。  

2.2.2 選別プロセスからボランティアのニーズを査
定 - ボランティアの可能性のある人を募集する際に
は、ボランティア活動にどんな動機があるかを決め
る一貫した選別プロセスを創出し、それを適切なボ
ランティア経験と見合うように試みます。人は、人
間やコミュニティを助けたいという利他的なニー
ズ、特定技能を伸ばしたり使ったりしたいという関
心、社会的あるいはネットワーク作りへのニーズ、
あるいは特定の大義への関心といったさまざまな理
由からボランティアを希望します。それぞれのボラ
ンティアの動機は、経験がお互いに特典となるよう
にボランティアの立場と見合せる際に配慮すべきで
す。 
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2.3 自由参加

2.3.1 強制的な実践を禁止 - ボランティアは、ユナ
イテッドウェイ組織あるいはユナイテッドウェイが
関連するほかの組織によってどんな方法でも強制さ
れないように保証します。

2.3.2 ボランティア補償の禁止 - ボランティアは、
ボランティアとしての作業に対して、物質面で補償
を受けるべきではありません。ボランティアがその
活動に対して受け取ることのできる補償、できない
ものについてはっきりと規定する方針を作成しま
す。この方針は、理事会で承認を受け、一般に公示
されるべきです。重要な任務を遂行するにはスタッ
フが専従あるいはパートで雇われることになります
が、これはボランティアの役割とは混同すべきでは
ありません。 6

2.4 安全、礼儀、尊重および支援

2.4.1 機会の調査 - 全ボランティアの機会を評価
し、参加するボランティアに危険がないことを保証
します。 必要以上に安全上のリスクのある機会を
推進すべきではありません。

2.4.2 リスクを伝達 - コミュニティ およびユナイ
テッドウェイ組織が必要で適切だとみなすボランテ
ィア機会がある場合には、その活動に参加する結果
から生じうる身体的、個人的あるいは金銭的なリス
クについて予めはっきりと説明します。 このなか
には、機会が呈する身体的な危険性(例えば建設作
業)、また、個人的な賠償責任(例えば理事会の財務
賠償責任や受託者責任)がふくまれます。

2.4.3 友好的な待遇 - ボランティアは組織の人的資
源の貴重で欠かせないメンバーとして歓迎されてそ
の待遇を受けます。ボランティアには全ての礼儀と
敬意が払われます。

2.4.4 トレーニングと監督 - ボランティアは、その
任務と経験レベルに応じて適切なレベルのトレーニ
ングと監督を受けます。

2.4.5 プロジェクトリーダーの評価 - ボランティア
プロジェクトや活動のリーダーがボランティアの待
遇の仕方に精通しており、プロジェクトの管理とボ
ランティアの管理において組織がしっかりしていて
尊重されていることを保証します。 

2.4.6 ファローアップ - 将来のボランティアプロジ
ェクトや機会に役立つ可能性のあるフィードバック
を得るために、プロジェクト機会が完了後にボラン
ティアに連絡します。全体の経験、時間が賢明にか
つ有効に使われたかどうか、また、どんな待遇を受
けたかなどを尋ねます。

2.4.7 認識 - ボランティアにきちんと感謝し認めま
す。この認めるということは、機会の質およびボラ
ンティアの希望によって公的でも私的でもいいので
す。ボランティアが自分の時間や才能の重要性を意
識し、その努力の結果を意識することを保証しま
す。 

2.5 正確な表示

2.5.1 職務内容 - ユナイテッドウェイ組織内でのボ
ランティア機会のために詳しい職務内容を作成し、
ユナイテッドウェイ組織がボランティアを配置する
可能性のあるほかの組織にもそれを義務づけます。
内容は、職務、必要な技能、時間的な拘束およびそ
の機会に含まれるリスクが詳しく説明されるべきで
あり、その境遇がボランティアだという本質もはっ
きり説明すべきです。

2.5.2 コミュニケーション - 職務内容をボランティ
アに配布し、何をボランティアするのかを読んで理
解してもらったことを保証します。ボランティアが
その機会は正確に表示されていると感じることを保
証するように、プロセスを通じて、対話を公式、非
公式に継続させます。

2.5.3 オリエンテーション - ボランティアを行う組
織、プログラム、方針および手順についてボランテ
ィアにオリエンテーションを行います。ボランティ
アの任務に十分な備えができるように特定トレーニ
ングを行います。

ボランティア活動の実践

6 ボランティア補償は、また、利害の不一致を生み出すことも可能で 
   す。詳しい情報には、 5—財務説明責任および透明性を参照のこと。
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2.6 包括性と多様性

2.6.1 幅広いアウトリーチ - ボランティア活動の促
進、ボランティア募集や選択を行い、多様なボラン
ティア源に手を伸ばし、あらゆる社会的、政治的、
人種的、階級や民族グループへのアウトリーチを含
めます。

2.6.2 無差別 - ボランティア機会は資格ある人には
誰にでもオープンであり、どんなボランティアも民
族、人口分布、地理あるいはその他の特徴によって
差別されることはありません。 

2.7 相互のコミットメント

2.7.1 コミュニケーション - 職務内容はボランティ
アの可能性のある人に正確に伝達され、ボランティ
アはその能力を最大限に生かして職務を完了させる
ことに合意します。ボランティアがこの決意を果た
せない場合には、それを迅速かつ直接的な方法で組
織に伝えます。

2.7.2 定期的な対話 - ボランティアは、活動への決
意を果たすことができるよう保証するために、日常
的に相談を受け、組織にフィードバックをする機会
をもちます。  
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資
源

資源結集
金銭、知識、関係、モノおよびサービスといった資源の結集は、ユナイテッドウェイ組
織が生活向上のためにコミュニティを変化させるというミッションを果たす能力の中心
です。その資源を集めこれを目的達成の力とすることは、コミュニティでのユナイテッ
ドウェイの作業の重要な部分であり、ユナイテッドウェイ組織の大変重要な成功の尺度
のひとつでもあります。  

社会責任、慈善的な寄付、および社会奉仕事業のプログラムを通じてこうした資源を結
集することによって、ユナイテッドウェイは個人や組織が コミュニティの改善に進んで
貢献し、火急な人的ニーズに見合うよう助けを出すように、奨励します。このことがユ
ナイテッドウェイの資源結集の戦略と実践の中心なのです。

本セクションは、ユナイテッドウェイ組織がどのような方法で必要な資源をコミュニテ
ィで結集させるか、そして資源を提供する人々がどのように待遇を受けるべきかといっ
た点でのスタンダードと実践を説明します。これまでのスタンダードで説明されている
ように、資源という概念は、コミュニティ到達目標を遂げるために必要なあらゆるもの
を含めて幅広く考慮すべきです。しかし、本セクションでは金銭資源に主に焦点を当て
ています。



3.1 コミュニティ資源 - 資源結集活動の基本とし
て、コミュニティのさまざまなメンバー間での協力
作りと活発な関与を促進しながら、コミュニティイ
ンパクトのための到達目標の達成を助けるために必
要な全資源を確認し、結集させます。 

3.2 ドナーとの関係 - ドナーとの関係は、ユナイテ
ッドウェイ組織が持つ最も重要な関係のひとつで
す。ユナイテッドウェイは、プライバシー、守秘義
務、および匿名性の権利を含めて、ドナーの権利を
尊重します。よりしっかりした関係を育て、要請に
対して正確かつ効率的に対応するドナーとの関係管
理ツールと戦略を作成し、実施します。さらに、ユ
ナイテッドウェイ組織はコミュニティにおける企業
や個人の社会責任の意識と実践を促進し、適切で意
義のある方法でドナーの寛大さを認めます。

3.3 自主的な寄付と倫理的な資金集めの実践 - ユナ
イテッドウェイ組織は、慈善寄付が自主的なもので
あり、慈善寄付へのアピールは強制、脅迫、報復、
あるいは不要な影響や圧力のないものであるべきだ
と信じます。さらに、ユナイテッドウェイ組織の勧
誘や情報資料は正確で完璧であり、組織のコミュニ
ティインパクト努力およびその資金の使途を事実に
基づいて表現しています。ギフトの受入れ、および
資金集め努力の倫理行動に関連して明確な方針が存
在します。  

資源結集スタンダード
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資源結集の実践

7 詳細は、スタンダード 1.3 共有のビジョンを参照のこと。

8 うまく稼動している運営では、ドナー記録を保持・維持するユナイ 
    テッドウェイ組織の能力は非常に大切です。 効果的なシステムとプ 
    ロセスの重要についてのさらに詳しい情報には、 7—運営と管理を 
    参照のこと。

9 ドナーとの関係は、ユナイテッドウェイ組織の全体的な関係管理戦 
     略の一部です。詳細は、 6—名声および関係 を参照のこと。

3.1 コミュニティ資源 

3.1.1 可能性のあるドナーを確認 - コミュニティの
重要課題の対応に関心のある企業、財団、個人、政
府、非営利、およびその他のグループを確認し、強
い継続関係を育成します。

3.1.2 社会福祉事業の促進 - コミュニティ全体で幅
広く、また、ユナイテッドウェイとそのパートナー
が変化を達成しようとしている特定の課題といった
両面から、コミュニティでの慈善寄付および社会福
祉事業文化を促進し育成します。 

3.1.3 共有のコミュニティビジョンの伝達7  - 達成
したいとするコミュニティのビジョンおよび戦略を
理解してもらうためにドナーおよびドナーにある可
能性のある人と協働します。コミュニティニーズへ
の知識と意識を増やすよう計画作りや意思決定の活
動に、ボランティアとしてドナーに関わってもらい
ます。常に結果を伝達し、ドナーの貢献度を認めま
す。 

3.1.4 資金集めの多様化 - コミュニティに何が適切
で、何が最も効果的かに基づいて、多様な方法で資
金を集めます。資金集めの方法には、コミュニティ
全体での年次寄付キャンペーン、職場での資金集め
キャンペーン (給料天引き寄付キャンペーンを含め
て)、富豪からの大口寄付 (遺産贈与や基本財産を含
めて)、政府、財団あるいはその他の資金提供者か
らの助成金、あるいは特別イベントといったものが
含まれます。資金集めに多様な方法を活用すること
は、単一方法に依存することを低減し、より多くの
信頼できる資金の流れを保証する助けとなります。  

3.1.5 他との調整 - 資源結集戦略を他の資金提供者
やプログラムと連結させ、結果を最大化し、重複を
避けます。

3.2 ドナーとの関係

3.2.1 プライバシーと守秘義務の保護 - 全個人のプ
ライバシー権利を尊重します。ドナーあるいはその
寄付についてプライベートあるいは守秘義務のある
全ての情報が不適切に開示されないよう、ドナーの
許可なしに他の慈善団体や組織に提供されないよう
に保証します。全ドナーに匿名でいいという機会を
提供します。 プライバシーおよびドナー関係に関
して適切な全法律を遵守します。

3.2.2 優秀な顧客サービス - ドナーの妥当な要請、
特に情報への要請について、迅速かつ正確に対応し
ます。いつも専門職としてのやり方でスタッフがド
ナーと対応するために必要なトレーニングや情報を
提供します。

3.2.3 全ドナーへの感謝 - ギフトの金額に関係な
く、全てのドナーを尊重し、感謝します。

3.2.4 高価値ドナー関係を育成 - 全てのドナーを尊
重する一方で、組織がコミュニティインパクトを創
出する能力を伸ばせるように、最も寄付の可能性の
高いドナーとの関係を確認し育成する方法を理解し
ます。こうしたギフトの規模の可能性に応じて、高
価値ドナーとの関係は複雑であり、長い時間をかけ
て開発する必要があるかもしれません。

3.2.5 情報の管理 - 正確な記録を保持し、ドナーへ
のサービス提供において関与する全スタッフが入手
できるようにします。理想的には情報を一度だけ記
録し、たびたびこれを最新化し、一貫して利用する
ことによって、ドナー情報を効率的に共有し管理し
ます。8

3.2.6 関係の管理 - 各ドナーあるいはドナーグルー
プのために関係担当マネージャーを指定して、この
マネージャーが主な連絡係となり、コミュニケーシ
ョンの大半とその関係の管理にも責任をもつように
します。9
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3.2.7 貢献度を認識 - 適切で、意義のあるドナー認
識プログラムを作成します。これは、公的・私的で
もできますが、ドナーの個人的なニーズや関心に見
合うように設定し、顧客焦点がなくてはなりませ
ん。

3.3 自主的な寄付および倫理的な資金集め
実践 

3.3.1 自主的な寄付 - 資金集めはいつも自主的な行
動として行い、慈善活動への寄付は個人的な意思決
定であることを尊重します。

3.3.2 強制の禁止 - 資金集めの活動において、現実
であろうと暗黙のうちであろうとどんな形であれ、
強制的に行ってはなりません。このことは、消極的
な強制、および、ギフトを仕事の昇進と関連させる
とか、ボランティアとしての参加と関連させるなど
といった積極的な強制の双方が含まれます。強制に
ついて書面で方針を発表し、組織のための従業員キ
ャンペーンやその他の資金集めを行うどの企業にも
この禁止を伝達します。

3.3.3 期待を称える - 資金集めのアピールおよび寄
付された資金の使途についての宣伝資料で発表され
た名誉声明が使われます。ドナーが特定するとか、
妥当に期待する以外の目的で資金を使ってはなりま
せん。ドナーの期待に見合うように使えない資金
や、組織のミッションに一致しないような資金を受
け取ってはなりません。

3.3.4 完璧な開示 - 資金が出されるプログラムのは
っきりした説明、キャンペーンの期間、資金集めと
管理経費、および資金集めの資料を送る郵送先住
所、財務諸表(どこに報告されるのかについての詳
細)、およびウェブサイトが含まれます。10

3.3.5 補償方針 - 資金集めに関わる個人への補償に
ついての方針を作成し、それが一般市民に入手でき
るようにします。寄付の勧誘について金銭的なイン
センティブやコミッションを禁止し、ユナイテッド
ウェイ組織が資金集めへの抑制をしていることをは
っきりさせるような専門的な資金集めコンサルタン
トあるいは企業を雇う際の方針も含めます。   

3.3.6 ギフト受取り方針 - ギフト受取り方針を作成
し、一般市民にも入手できるようにしますが、その
中には寄付が受け取られた目的、金額への制限およ
び、物件の種類や珍しいギフトの受取りにはその状
態といったように、どんなタイプのギフトが受取り
可能かという点、それに、それぞれのタイプのギフ
トを受け取ることに関連する管理経費が含まれま
す。ギフト受取り方針を定期的に検討し、明確さと
現在性を保証します。

資源結集の実践

10 自主的な寄付および倫理的な資金集めの実践は、ユナイテッドウ 
       ェイ組織として全体的な財務説明責任と透明性というコミットメ 
       ントの重要な一部を形成します。詳細は、5—財務説明責任および 
       透明性を参照のこと。
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ユナイテッドウェイ組織のガバナンスと管
理
本セクションは、ユナイテッドウェイ 組織のガバナンスおよび管理を説明し、組織には
そのミッション関連の作業を遂げることを可能にするために置かれた組織の資産と能力
があることを保証します。こうした要素のそれぞれは、実際スチワードシップについて
であり、つまり、ミッションのスチワードシップ (ガバナンス、倫理、およびボランテ
ィアリーダーシップ)、金銭資源のスチワードシップ (財務説明責任および透明性)、そし
て関係のスチワードシップ (関係および名声)です。ユナイテッドウェイ組織がこうした
3つの局面をうまく管理すれば、組織は生活向上、コミュニティ強化というミッションを
実現するために大きな機会を有することになります。本セクションの最後の部分は運営
と管理であり、 組織の活動の全てをつなぎ、組織の資産と能力が優秀な業績を達成する
ためにどのように管理され得るのかを全般的に説明します。

本セクションは、以下の4つの要素から構成されます。

4. ガバナンス、倫理およびボランティア リーダーシップ — ここでは、組織のミッションの設定において 
コミュニティ ボランティアが関わることの重要性、そしてこのミッション遂行において積極的になっても
らうことの重要性が説明されます。 ボランティアの理事会の役割を定義し、 また、倫理、説明責任および
透明性におけるボランティア およびスタッフリーダーシップという双方の責任をも定義します。

5. 財務説明責任および透明性 — ここでは、ユナイテッドウェイ組織における財務スチワードシップの肝
要さ、および、全ての財務事情を単純で、正確かつ明確な方法で扱うことの重要さを説明します。理事会
は、組織の財務管理にしっかり関与し、全体的な責任をもつべきであり、また、適切な会計手順を実施す
べきです。さらに、 コミュニティ『の』ものである組織としては、組織の財務処理が透明であり、かつ、
一般に開示されるべきです。

6. 関係および名声 — これは、コミュニティでのミッション関連の作業、ならびに健全で倫理的な運営と
一緒に結びつけられ、 コミュニティが成功するために組織がもつ必要のある名声、関係および善意へとそ
れが転化されます。

7. 運営と管理 — ここでは、組織の事業運営および、それによって意思決定が行われシステムが稼動する
スタンダードの概略を説明します。さらに、起業に関わる人々がどのような待遇を受け価値を与えられる
かという実践も詳しく説明します。
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ガバナンス、倫理、およびボランティアリ
ーダーシップ 

慈善組織のガバナンスと説明責任に関するステークホルダーの期待は、これまでにも増
して高いといえます。スキャンダルやその他の否定的な報告は、法人および非営利セク
ターでのガバナンスの重要性を大きく増加させ、そしてボランティアが非営利への信頼
と名声の構築と維持に重要な役割を果たしています。さらに、ボランティアリーダーシ
ップは、 ユナイテッドウェイ組織を本当の意味でコミュニティ『の』ものとし、そして
コミュニティの最も重要な課題に焦点を当てており、ミッションに一致していることを
保証します。

組織のガバナンスのためのグローバルスタンダードは、強く効果的なリーダーシップの
エッセンスを捉えています。ボランティアから構成される理事会は、組織を指導するリ
ーダーシップであり、組織がそのミッションに焦点を当てるように義務づけており、公
的信頼と寄付された資源のよいスチワードであることを保証します。強い理事会の取り
組みとリーダーシップは、優秀な組織業績と優れた名声を保証する助けとなり、それに
よって組織が財務支援やコミュニティリーダーを引き付けることになり、それと同時に
コミュニティに積極的な結果を達成することにもなります。 

特に組織の最高経営責任者であるスタッフリーダーシップは、日々の組織の活動につい
て決めこれを執行することができますが、理事会の最終責任は、ガバナンス、スタッフ
とボランティアに説明責任を持たせる、その代わりに、組織の業績ではコミュニティへ
の責任をとるということになります。こうしたスタンダードは、組織の監視および理事
会リーダーシップ役割への指針となります。
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ガバナンス、倫理、およ
びボランティアリーダー
シップのスタンダード

11 ユナイテッドウェイ組織におけるボランティアの役割に関す 
       る詳しい情報には、2—ボランティア活動を参照。

4.1 ミッション駆動 - 組織のリーダーは、生活向上
を目的とするはっきりと切実なミッションを明確に
する必要があります。このミッションは、全ての活
動と決定を駆動させねばなりません。

4.2 ボランティア主導 - ユナイテッドウェイ組織の
決定的な特徴は、ボランティアによる理事会が主導
していることであり、それは、コミュニティの自主
的な参加、寄付、ならびに組織の所有権やコミュニ
ティで行う作業の本質を反映しています。11

4.3 活発な理事の参加 - 理事会メンバーは、ユナイ
テッドウェイ組織の方向、計画作りおよび活動にお
いて、意義があり継続的で一貫した基盤で、活発に
取り組まなくてはなりません。

4.4 法律面での運営 - 理事会は、理事とユナイテッ
ドウェイ組織の双方が法人化や組織の運営に関連す
る全ローカル法や規則を遵守して行動することを保
証します。

4.5 倫理的な行動 - 理事会とリーダーは、組織の価
値観に基づいた倫理綱領に従う必要があり、いつも
その行動において倫理的である必要があります。

4.6 説明責任 - 組織の専門職およびボランティアリ
ーダーは、決定や措置に説明責任があります。 決
定は、適切な量の情報と慎重な審議によって行うべ
きです。他人のインプットの尊重や問題を個人的な
ものとせずに意見を述べる強い決意が全理事会メン
バーに義務づけられます。

4.7 透明性 - 財務、商品、サービス、資源の使途、
および意思決定に関連する情報は、全ての関心ある
人に容易にアクセスできるものであり、ステークホ
ルダーには理解と観察ができるように十分な情報が
提供されます。

4.8 リスク管理 - 理事会は、コミュニティにおける
組織の名声を守るのと同様に、組織の人的、金銭
的、および資本資産を守る責任があります。こうし
た分野での現実あるいは可能性のあるリスクを確認
・管理し、軽減するリスク管理プログラムは、責任
あるスチワードシップに重要です。 

4.9 システム市民権 - ユナイテッドウェイ組織はグ
ローバルな運動の一部であることを認識し、知識の
共有とグローバルシステムの一部であることを目的
達成の力とするために、その運動に活発に参加しま
す。ユナイテッドウェイ組織は、グローバルコミュ
ニティインパクトを進め、ドナー、ボランティア、
およびパートナーに一貫した経験を創出し、そして
ローカル組織の強いグローバルネットワークを支援
するために、他のユナイテッドウェイ組織との高い
レベルの信頼性、情報交換、および相互支援を育成
します。



4.1 ミッション駆動

4.1.1 明確な目的 - 組織のミッションは、組織の存
在理由および何を達成しようとしているかを説明し
ます。ユナイテッドウェイのミッション、志向、お
よび価値観を設定するときには、顧客、ボランティ
ア、従業員、サプライヤー、ローカルコミュニティ
および社会を含めて、関心のある全当事者を全体と
して考慮します。 

4.1.2 理事会の所有権、監視および微調整 - 理事会
はミッションを設定しなければなりませんが、さら
に、発表されたミッションに組織の仕事が沿ってお
りこれを支援していることを保証するため、かつミ
ッションがコミュニティや対象とする人口の現在の
ニーズや願望に関連し続けていることを保証するた
めに、頻繁かつ熱心に検討する決意がなくてはなり
ません。理事会がミッションの微調整が必要で賢明
とみなす場合には、定款に規定されたプロセスに従
ってそうすることになります。

4.1.3 価値駆動 - ミッションは、生活向上とコミュ
ニティ改善という望ましい結果を支援する価値観の
一式を指針とします。組織の価値観を設定する作業
は、理事会と経営管理陣が合同で行います。  

4.1.4 ミッションの明確化 - 全理事会メンバーが、
支援を奮起させ、資金を集め、かつ作業の熱意を創
出するような簡略で切実なやり方で、ミッションを
明確に表現・提示できることを保証します。

4.1.5 戦略的方向 - 理事会は、組織が到達目標を達
成する戦略的な方向づけをします。戦略的な方向
は、特定の到達目標、目的、望ましいアウトカム、
および望ましい結果を定義します。コミュニティや
組織的なニーズ、その他の関連情報に基づいて、ス
タッフとのパートナーシップにおいて作成すべきで
す。将来を見据えながら、前向きでかつ直近に行う
作業の計画でなくてはなりません。  

4.1.6 文書化および観察 - 戦略的方向を文書化し、
組織にとって特定の望ましい結果および理事会にと
って特定の活動や到達目標を詳細に記載します。結
果については、この戦略的計画の目的に対して定期
的に観察すべきで、また戦略的計画も定期的に検討
し必要な場合には修正すべきです。

4.2 ボランティア主導

4.2.1 個人的・自主的なキャパシティ - ユナイテッ
ドウェイ組織との提携は、あらゆる面において自主
的な基盤です。ボランティア活動の文化は、理事会
に反映されており、理事は 個人的および自主的な
キャパシティにおいて組織に奉仕します。  

4.2.2 権限の割当 - 統治体としての理事会、および
組織の日々の管理を行う最高経営責任者とスタッフ
に適切な権限が割り当てられるよう保証します  

4.2.3 理事、幹部/スタッフの役割の定義 - 理事会
は、事務局長に組織運営の権限を委任し、CEOの業
績評価および適切な報酬の設定に責任を持ちます。
ボランティアと有償スタッフとの関係は、信頼、オ
ープンなコミュニケーション、および相互尊重に基
づいています。ボランティアと有償スタッフとの関
係は、補足的な役割とそれぞれのグループの技能を
認めることによって組織の成功を保証しなければな
りません。

4.2.4 理事の構成 - 理事会は規模と形が違うかもし
れませんが、ミッションと戦略的計画が人材募集を
駆動させるべきです。理事会は、ガバナンス責任を
効果的に実行するために、既存の技能や知識を補足
するべく、必要な技能、知識、および資源へのアク
セスを追加に持ち込む必要があります。

ガバナンス、倫理、およ
びボランティアリーダー
シップの実践
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ガバナンス、倫理、およ
びボランティアリーダー
シップの実践

4.2.5 理事の技能 - 理事会は、組織の統治に必要な
リーダーシップとしての特徴や技能を求めて人材募
集をすべきです。例えば、理事会の主要な責任とし
て財務説明責任を確認したとすると、理事会に会計
やその他の財務管理あるいは簿記技能のような財務
の専門家を持つことは非常に重要です。ガバナン
ス、 コミュニティ組織、広報活動、人的資源、あ
るいは法務の専門家も有用です。

4.2.6 理事会・コミュニティの関係 - 理事会の各人
は門戸を公開して働き、外部のステークホルダー、
ドナー、およびコミュニティメンバーからのパート
ナーシップや強い決意を構築すべきです。著名なリ
ーダーや影響力のあるコミュニティメンバーは、組
織の作業に活発に関わり、支援する可能性がありま
す。

4.2.7 多様性 - コミュニティおよび組織のステーク
ホルダーの構成を反映するさまざまな経歴を持つ理
事会メンバーを人材募集します。これは、コミュニ
ティのニーズを反映する主要なミッションへの強い
決意を構築し維持する、またコミュニティの多様性
を代表しておりコミュニティへの理解を保証する助
けとなります。

4.2.8 継承と任期 - 新しい考え方やいっそう大きな
包括性や多様性を保証するため、また、理事会の再
生と再活性化の継続的なプロセスを保証するため
に、一般的な任期 (例えば、理事会メンバーは3年
間奉仕するとして人員募集する) および任期の期限 
(例えば、理事会メンバーは2期連続で奉仕する) を
実施します。任期を交代し、全メンバーが同時に任
期を終えることがないように任期をずらします。理
事会の責任を実行することでの継続性を保証し、組
織的な安定を保証し、組織の記憶を維持するため
に、新規メンバーと旧メンバーが重複していること
も重要です。   

4.2.9 委員会レベルの関与 - 理事会レベルおよびそ
の他の運営委員会の双方で広範にボランティアを活
用して、ユナイテッドウェイの運営にできる限り、
取り組んでもらいます。ます。ボランティアは、組
織のミッションを実現に向けて、また組織が適切に
運営されている保証に向けての目的達成の力となる
はずの専門性と資源(あらゆる種類の)をもっていま
す。ボランティアは、資金集め、財務監視、資金配

布、コミュニティインパクト活動に取り組むことが
可能であり、また適切な場所においてコミュニティ
におけるユナイテッドウェイ組織を代表することも
可能です。

 
4.3 活発な理事の参加

4.3.1 定期的な出席 - 理事会メンバーは、定期的・
活発に理事会の会合に出席すべきです。 運営の特
定活動について、また、社会や経済のトレンドとい
ったような、組織が運営される環境についても、継
続的に学習することに強い決意を有しているべきで
す。

4.3.2 ステークホルダーの取り組み - 効果的にコミ
ュニティを代表し、その特典を提供するために、ス
テークホルダーグループと取り組みます。さまざま
な方法でステークホルダーにインプットを求めます
が、それにはステークホルダーの代表を理事会に招
く、ステークホルダーがコミュニティに影響を及ぼ
す課題について学び、対話に参加できるような公的
なイベントを開くことなどもできます。

4.3.3 政策作り - 理事会は、組織の全体的な方針お
よび、幹部がそのなかで実践と年次運営計画を設定
するパラメータを設定する責任を負っています。

4.3.4 意思決定 - 理事会の決定は、コンセンサスに
よって行われるか、あるいは会全体として大多数の
合意が必要です。決定は、十分な考慮とオープンな
アイデアや観点の交換に続いて行われるべきです。
結果として出てくる決定は、一人とか少数の支配的
な理事会メンバーによって急ぐとか、駆動させられ
るとか、してはなりません。

4.3.5 複数の観点 - 独立した考え方に価値を置い
て、これを奨励する必要があります。情報に複数の
源を獲得すること、可能な全ての決定とその代替に
ついての情報と結果を熟慮するために必要な時間を
もつことは審議のときに役立ちます。
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4.3.6 時宜性 - 意思決定は、健全さを保証するため
に入手可能でベストな情報に基づいて、時宜を得た
方法で行うべきです。

4.3.7 相互支援 - 理事会の決定は、個人的な考え方
に拘らず、全メンバーから支援される必要がありま
す。決定は、新たな情報や状況が発生した場合には
修正すべきです。

4.3.8 資源開発 - 理事会は、組織の運営のための適
切な資源確保、およびスタッフと協力して資源の確
保を保証する責任があります。運営規模および戦略
的作業計画は、実際に実践される資金集めの任務を
どの程度まで委任するかを定義します。理事会は、
資金提供者およびその可能性ある人とのよい関係を
作るべきです。理事会は、資金提供者の優先順位お
よび、将来の収入を生み出す能力に影響を及ぼす他
の環境・経済的な要素についての知識基盤をもつべ
きです。12

4.4 法律面の運営

4.4.1 法律の知識 - 理事会は、ユナイテッドウェイ
組織の法人化と運営に影響を及ぼす全法律に関して
知識を持つことを義務づけられています。必要な場
合には、理事会が十分に情報を得ていることを保証
するために、外部の弁護士に相談すべきです。

4.4.2 コンプライアンス - 理事会は、ユナイテッド
ウェイ組織の法人化、運営および活動に関連して適
用される全法律や規制に法的コンプライアンスを保
証する必要があります。特に例としては、活動報告
および税金やその他の法的支払いへの金銭送金手段
への規制要件があります。  

4.5 倫理的行動

4.5.1 キャパシティと持続可能性 - 理事会は、組織
がその責務を実行するキャパティを有しており、か
つ将来への作業持続の可能性を保証する必要があり
ます。

4.5.2 正直および善意 - 理事会メンバーは、自らが
組織にとってベストな特典だと信じることを正直に
かつ善意をもって行動しなくてはなりません。自ら
に、あるいは、関連する別の当事者に個人的なプラ
スをもたらすような現実あるいは可能性のある利害
の不一致というものが、不適切にみえないようにす
るため、また、ユナイテッドウェイとその複数のス
テークホルダーの名声を保護するためにも、完璧な
情報開示の保証を、理事会は宣言する必要がありま
す。

4.5.3 倫理綱領 - 行為や行動は、コミュニティや組
織の価値観に基づいた書面による倫理綱領と一致し
ている必要があります。 
 
4.5.4 プライバシーおよび守秘義務 - ドナー、従業
員やその他の人々のプライバシーを保護するため
に、プライバシー方針を作成します。情報の守秘義
務も尊重の必要があります。  

4.5.5 超党派 - 組織は追求しているコミュニティ善
あるいはコミュニティ課題に関連する特定課題のた
めにアドボカシーを行うことがありますが、こうし
た活動は政治あるいはその他のアジェンダより先に
コミュニティのためになることを考え、超党派の方
法でいつも行うべきです。

ガ
バ

ナ
ン

ス

12 ユナイテッドウェイ組織の資源開発についての 詳しい情報に 
       は、3—資源結集を参照のこと。
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13  受託者責任の詳細については、5—財務説明責任および透明性を 
        参照のこと。

14  透明性についての詳細は5—財務説明責任および透明性 と測定 
        結果についての詳細は1—コミュニティインパクト を参照し、 
       ドナーへの情報提供についての詳細は 3—資源結集を、結果の 
        伝達についての詳細は、  6—名声および関係を参照のこと。

4.6 説明責任

4.6.1 コミュニティに対する説明責任 - 理事会は、
組織がミッションに焦点をおき続け、そのミッショ
ンに一致する到達目標や目的を成就することにつ
いて、コミュニティに対する説明責任があります 
(4.1を参照のこと) 。

4.6.2 受託者責任 - 理事会の主要な責任は、組織の
ミッション関連作業のために、集められ、配分され
た資金に関するスチワードシップの提供です。ドナ
ーは、ユナイテッドウェイリーダーが組織の発表済
みで望ましい目的に一致するように、その寄付を保
護し賢明に使用することを保証するよう信頼してい
ます。13

4.6.3 財務知識 - 理事会メンバーは、意思決定や評
価プロセスの支援のために、財務報告書や財務諸表
をどのように読み分析するかを理解しています。

4.7 透明性

4.7.1 報告業務 - 以下のような情報の共有は理事会
の責任ですが、これは、 (a) 組織がミッションに対
してその作業をどのように実施してきたか、 (b) 財
務資源はその意図された目的で使用されたか、およ
び (c) 組織の運営と戦略的方向に関する決定は、ユ
ナイテッドウェイの主要支持者、ドナーおよび受益
者の願望に関連して、どのように行われたか、とい
う点です。 14

4.7.2 情報への広いアクセス - 情報が一般市民やス
テークホルダーに敏速にアクセスできることを保証
します。 

4.8 リスク管理

4.8.1 リスク管理プログラム - リスク管理プログラ
ムは、組織の人的、金銭的・資本資産およびコミュ
ニティでの名声への現実あるいは可能性のあるリス
クへの予想、確認、定量化、そして対応を追求しま
す。対応としては、許容限界内でのリスクの受入
れ、排除、回避、低減、あるいは移転(例えば、活
動のアウトソース、保険の購入を通じて)などがふ
くまれます。こうしたプログラムは、責任あるスチ
ワードシップにとってその重要性を増してきていま
す。

4.8.2 報告業務 - 現在および台頭しつつあるリス
ク、現在および緊急の対処に関する理事会への定期
的な報告によって、理事会はその監視責任と受託者
責任という重要な面を満たしている保証ができるこ
とになります。

4.9 システム市民権

4.9.1 情報を共有 - コミュニティ調査、アウトカム
のデータ、ベストプラクティスおよびプライバシー
方針と相反しないドナー情報を含めて、他のローカ
ルユナイテッドウェイ組織、ならびに、全国的およ
び国際的なユナイテッドウェイ 組織と、適切な全
情報を共有します。

4.9.2 全国・国際的なイベントに参加 - 資源が許す
ところでは、全国的および国際的なユナイテッドウ
ェイ組織が開催する会合、電話会議、その他のイニ
シアチブに参加します。

4.9.3 相互尊重 - 別のユナイテッドウェイ組織に損
害をもたらす行動をしてはなりません、また、疑問
や懸念がある場合には直接ユナイテッドウェイ組織
と連絡します。

4.9.4 メンバーシップ要件 - ユナイテッドウェイ組
織のための国全体および国際的なメンバーシップ全
要件、それらは適切な団体によって設置されていま
すが、これに遵守します。

ガバナンス、倫理、およ
びボランティアリーダー
シップの実践
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財務説明責任および透明性
財務説明責任および透明性は、ドナーとコミュニティにおける信頼と自信を志向するユナイテッ
ドウェイ組織の能力の中心です。実際、ガバナンスの多くは、組織の受託責任および資源のスチ
ワードシップが効果的に実行されていることの保証に費やされています。本セクションは、説明
責任および透明性が特に財務管理と報告業務に適用されるときの主要な原則を説明します。

ユナイテッドウェイ組織は、 寄付を受けた資金やその他の資源の使途について、ドナー、依頼
主、政府規制当局者、コミュニティ、その理事会とスタッフ、全国的・国際的なユナイテッドウ
ェイ団体、および最終的には一般市民全体に対して、説明責任があります。非営利団体には通
常、 『公的目的』のために奉仕し、公的な特典のために存在し、かつ、収益目的というよりも
ミッションを目的とすることから、法律において特別の地位が認められています。寄付された資
金は、賢明で効果的な資源の使途のために最高基準のスチワードシップと受託責任を求める神聖
な信託となります。それゆえ、財務説明責任は、非営利団体管理の中核原則として祭られていま
す。

透明性という考え方は、一般的に受け入れられ一貫性のある報告業務原則を使っての財務活動の
完璧で公正な情報開示を求めます。この概念の本質は、理事会、ドナー、およびその他のステー
クホルダーによる意思決定に含まれるすべての事実と情報が一般市民に入手可能になることを要
求します。特定の財務情報が情報開示されない場合には、ステークホルダーが開示された場合と
は違った、あるいは逆の決定に至るという結果になることもありますが、そのときには組織は透
明ではありません。現在では世界中で、公的分野で運営されている公共機関は、完璧に透明であ
ることが期待され、義務づけられています。さらに、透明性は信頼を産みユナイテッドウェイ組
織の作業はドナー、パートナー、およびコミュニティ全体の完璧な信頼を求めます。

簡明さ、正確さ、および明確さ は、提供された情報がはっきり理解でき、すべてのステークホル
ダーに利用できるように、財務報告業務の実用性を保証します。

時宜を得ていることは、財務報告業務の実用性にも大切であり、説明責任の認識にも大きな影響
を及ぼします。意思決定者に透明性があり実用的であるために、財務諸表およびその他の情報は
全てのステークホルダーに時宜を得た方法で手に入るようにしなくてはなりません。

財務説明責任および透明性についての以下のスタンダードおよび実践は、ユナイテッドウェイ 組
織および世界中の非営利団体にベストプラクティスを提供・促進します。   



財務説明責任および透
明性スタンダード

15 ガバナンスにおける理事会の役割の詳細については、 
      4—ガバナンス、倫理およびボランティアリーダーシップ 
      を参照のこと。
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5.1 理事会の監視 - 財務説明責任および透明性は、
究極的には、理事会による効果的で独立した監視の
結果です。  15

5.2 法的なコンプライアンス - 非営利団体は、さま
ざまなレベルの政府やその他の規制当局が設定した
特定の要件を遵守するように法律によって義務づけ
られています。    

5.3 完璧な情報開示 - この概念の本質は、ドナーお
よびその他のステークホルダーによる意思決定に含
まれるすべての事実と情報が、一般市民に入手可能
になることを要求します。特定の財務情報が情報開
示されなくて、開示された場合とは違った、あるい
は逆の決定に至るという結果になった場合には、と
きには組織は透明ではありません。  

5.4 独立した検証 - ユナイテッドウェイ組織の財務
諸表には独立した検証が、報告業務が財務の健全性
と慈善の現状について公正で完璧な全体像を提示し
ていることを保証するために重要です。

5.5 効果的な内部統制 ‐ 効果的な内部統制が、財
務諸表、資産の保護、および適切な責務の分離を保
証するために重要です。



財務説明責任および透明性
の実践
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5.1 理事会の監視  

5.1.1 法的および受託者責任 - 理事会と理事には、
適用される法律や規制に遵守して組織の諸事の監視
と管理を行うという重要な法的責任・受託者責任が
あります。この点で理事会がその責任を執行できる
ように、適切な全権限と情報を持っていることを保
証します。 

5.1.2 財務部長 - 効果的な財務管理を保証するため
に、理事会は組織の財務機能の責任と監視をリード
し、財務委員会の委員長を務める担当者として財務
部長 を選ぶべきです。

5.1.3 財務委員会 - 組織の財務管理を支援するため
に財務委員会を設定します。その責務は、強い内部
会計抑制および適切な財務手続きの設置を監視す
る、適切な会計方針を決定する、中間・年次財務報
告を検討し理事会に引き渡す、幹部が作成した予算
原案を検討し理事会の承認を得るように引き渡す、
理事会への方針や勧告の草案作りを含めて投資を監
視し報告書を観察する、適切な財務専門性が職員や
理事会にあるように保証する、そして、財務スタッ
フと理事会とのつなぎの役目を果たす、といったこ
とが含まれます。

5.1.4 監査委員会 - 統治母体が組織の財務事情につ
いて効果的な監視が可能な保証のために、3名から
5名のメンバーから構成される監査委員会を設ける
べきで、その委員長とメンバーの大多数は理事会メ
ンバーであるべきです。 監査委員会の責任として
は、監査役の任命を勧告する、監査の範囲および監
査役の報告書を検討する、そして、理事会全体との
つなぎの役目を果たす、ということです。監査委員
会に監査役から持ち込まれた課題や疑問は、検討と
適切な措置のために理事会に提出されます。

5.1.5 年次予算 - 年次予算 は、組織事情を行う指針
とするために、また支出を認可するために理事会が
承認します。内部財務報告書は財務委員会と理事会
が検討できるよう、毎月作成すべきです。こうした
報告書は時宜を得た方法で用意され、15日内の営
業日期間中に入手可能となるのが理想的です。予算
と実際の収入・支出の比較は、組織を軌道にのせて
おくために適切な措置が取れるようにと、幹部と理
事会がその差を気づくような形で提示されます。

5.1.6 ボランティアの財務能力 - 理事会の受託者責
任の適切な執行を保証するために、理事会および監
査委員会メンバーの少なくとも一人が、会計原則、
財務諸表検討の専門知識、内部統制の知識、および
監査委員会の機能についの正しい理解を有すること
を保証します。理事会理事は、その受託者責任を理
解し実行する十分な知識をもつべきです。  

5.1.7 スタッフの財務能力 - 組織の財務機能が適切
に執行されている保証のために、財務スタッフは、
正確で監査可能な記録が保持されているといったよ
うな、非営利団体の会計原則について十分な知識を
もつべきです。この知識には、会計原則の理解、財
務諸表の作成経験、内部統制の知識、および組織の
財務機能についての十分な理解が含まれます。組織
は、財務および上席スタッフに継続的な財務教育を
提供すべきです。   

財
務
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5.2 法律的コンプライアンス

5.2.1 適用可能な法に遵守 - 組織の法的立場や義務
に関連するその国の法律への知識や意識は組織の福
利と成功に重要です。適用される法律への誠実なコ
ンプライアンスは義務です。こうしたコンプライア
ンスを定期的に検討すべきであり、この検討の要約
報告書を理事会に提出すべきです。

5.3 完璧な情報開示

5.3.1 一般市民向け年次報告書 - 前年における組織
の重要なイベント、活動および業績を説明する報告
書を毎年発表します。この報告書は時宜を得た方法
で発表すべきであり、年度末から3ヶ月以内が望ま
しく、また、財務諸表の要約も最低限含めるべきで
す。この報告書は一般市民にアクセス可能で即座に
手に入る形であるべきです。  

5.3.2 監査済み財務諸表 - 時宜を得た方法で、年次
財務諸表を作成・発表しますが、毎年末から3ヶ月
以内が望ましく、組織の財務活動が正確に反映され
ており、独立した公認会計士によって監査を受けて
いることが必要です。 

5.3.3 一般会計原則 - 財務諸表は、会計の専門家に
よって設定された 『一般会計原則』 (GAAP) ある
いは、国際会計基準審議会 (IASB) によって設定さ
れた『国際財務報告基準』に従って作成すべきで
す。 

5.3.4 財務諸表の構成 - 財務諸表には、財政状態報
告書 (貸借対照表), 財務活動報告書 (収支決算書) 
、および財務状態変動表 (キャッシュフロー) 、そ
れに読者が十分に理解することを保証するために財
務諸表の詳細を含め、この諸表に欠かせない部分を
形成する脚注を含めるべきです。関連当事者の取引
は、財務諸表の脚注で情報開示すべきです。

5.3.5 幹部による認定 - 年次財務諸表は、説明責任
を保証するために組織の最高経営責任者および最高
財務責任者双方によって正確・完璧であるとの認定
を受けるべきです。  

5.3.6 財務情報へのアクセス - ガバナンス、財務、
および倫理状況の透明性を示す文書への一般市民の
アクセスを提供することによって、活動や運営につ
いてオープンで率直なことです。こうした文書に
は、ミッション声明、年次報告書、財務諸表、理事
会の現行メンバーの氏名、資源分配の方針、倫理綱
領、および適応される場所では政府報告などが含ま
れますが、これに限定されるわけではありません。

5.4 独立した検証

5.4.1 独立監査人 - 適切な権威が認めた公認会計士
を、公正さと完璧さを保証するために年次財務諸表
を検討する監査人として任命すべきです。監査人の
完璧な独立性は、組織の財務諸表の公正さと完璧さ
についての監査人の報告書の信用性に非常に重要で
す。 
5.4.2 幹部への書簡 - 独立監査人には、内部統制、
組織の資産保護、および対応すべき特定の懸念すべ
き課題に関して、着手すべき改善点を確認する『幹
部への書簡』を提出するよう要請すべきです。幹部
への書簡は、理事会に提出すべきです。   
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5.5 効果的な内部統制 

5.5.1 内部統制 - 財務諸表の正確さを保証し、資産
を保護し、あらゆる財務取引や機能のための適切な
責務の分離を維持するために、組織は効果的な内部
統制を維持する必要があります。財務方針、手続
き、および内部統制は、財務委員会が作成し文書化
すべきで、運営上のコンプライアンスを実証するた
めに、監査委員会が監視すべきです。こうした方
針、手続き、および統制は、監査および財務委員会
が少なくとも3年毎に検討すべきです。さらに監査
委員会は、便益についての定期的な外部検討、およ
び組織の内部統制の有効性テストを評価すべきで
す。

5.5.2 支出と経費の限度 - 理事会は、支出、小切手
署名、および明らかな基準と限度のある経費要求に
対して特定の権限を認める必要があります。この方
針は、理事会の担当者 (委員長や財務部長のような) 
がCEO個人による経費要請を認めるか、あるいは少
なくとも四半期毎に検討するよう義務づけねばなり
ません。  

5.5.3 利害の不一致 - 組織内での利害の不一致に対
する一般市民の認識は、組織の健全さに大きな不利
益をもらすことが可能です。組織内での利害の不一
致の現実あるいはその可能性への貴下を最低限にす
るために、利害の不一致に関する簡単に理解できる
方針  (全スタッフ、理事会メンバー、およびボラン
ティア)を理事会は採用すべきであり、方針が守ら
れていることを保証するために適切な保護手段と手
続きを実施すべきです。  

5.5.4 守秘義務とプライバシー方針 - 組織の内外で
個人の権利を保護するために、寄付金額や報酬とい
ったプライベートで個人的な情報は不適切に開示さ
れるべきではなく、明らかなプライバシー方針によ
って統治されるべきです。  

財
務
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名声および関係
良い名声および関係は、組織のミッションを効果的に執行している結果であり、健全な運営業務の実践に
基づいています。名声および関係を積極的に管理することは、コミュニティでインパクトをもち、資源を
結集させ、ボランティアを引き付ける点でのユナイテッドウェイの能力に非常に重要です。人々、パート
ナー、および資源は、高潔性と結果を成就することに卓越した名声をもつ組織に惹かれますから、その名
声を創出し持続させる組織のキャパシティは大変重要です。

名声および関係の管理というものは、マーケティングおよびコミュニケーションという機能と関連付けら
れることが多いのですが、現実には組織が行う全ての事柄、および組織に関わる全ての人が、名声を創出
し、そして、コミュニティインパクトの作業を達成するために重要な多くの関係を育成し、維持し、深め
る中で果たすべき役割を持っています。 

名声および関係を管理することの中心は、ブランドというアイデアです。ブランドとは、人の組織との経
験の合計となる無形・有形の経験の集積です。ブランドの約束とは、ユナイテッドウェイ組織がそのコミ
ュニティへの価値と重要性を表します、つまり、なぜ支援をし、パートナーシップを行う価値があるか、
何が優秀にさせるのかといったことです。ブランド価値は、組織とその商品、あるいはサービスが顧客か
らどのように認識されているかを反映します。ブランド価値とは、ブランドがどのように表現されている
かということで、よい戦略、効果的な結果、および一貫性によって達成されます。顧客には、ドナー 、資
金受領者、ボランティア、およびパートナーが含まれます。ブランドは、名称からロゴ、出版物に使われ
る文面やグラフィックデザイン、従業員が内部・外部との接触をどのように対応するかなど、組織が行う
あらゆる事柄に表現されます。   

名声および関係のスチワードシップはローカルレベルで始まりますが、 全国的・国際的なレベルにも広げ
る必要があります。ユナイテッドウェイ組織はさまざまな名称で呼ばれており、各組織はその活動を行う
コミュニティに適応していますが、ユナイテッドウェイ組織全体に共通しているアイデアや原則があり、
それがローカルコミュニティを超えて広がるブランドに貢献しています。16

ユナイテッドウェイ組織のためのグローバルスタンダードの本セクションは、ローカルなユナイテッドウ
ェイ組織がそのコミュニティにおいて名声および関係を管理するためのスタンダードと実践を説明しま
す。 

16 全ユナイテッドウェイに共通する特徴についての詳細は、『ユナイテッドウェイ?とは何か?』を参照のこと。
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6.1 卓越した名声 - コミュニティにおけるリーダー
としての卓越した名声は、 協働して生活向上を図
るべくコミュニティを結集させる点でのユナイテッ
ドウェイ組織の成功に大変重要です。 この名声を
はぐくみ、維持し、増大させる責任は、組織の皆が
共有します。組織の名声を向上させる機会を活発に
創り出し、追求していきます。

6.2 市場と顧客のインテリジェンス - ドナー、ボラ
ンティア、パートナー、困っている人々などといっ
た顧客と有権者の認識に対する知識は、有効なコミ
ュニティリーダーシップに大変重要です。ユナイテ
ッドウェイ組織は、継続的にこの知識を追求し、イ
メージ、アイデンティティ、および関係に影響を及
ぼす決定の際にこれを使います。

6.3 関係の文化 - ユナイテッドウェイ組織の文化
は、顧客およびパートナーとの長期的な関係の構築
・持続への熱心さに反映されています。組織に関連
する人は誰でも、この関係での自らの役割を理解し
ます。

6.4 一貫したブランド経験 - それがコミュニケーシ
ョン、資金集めのアピール、ボランティア、パート
ナーを通じてであれ、あるいは管理機能と対応する
ことであれ、顧客とのあらゆる相互関係が集合的に
その顧客のブランド経験を創出します。ユナイテッ
ドウェイ組織は、活動の指針となる共通の原則と価
値観を具体化し補強しながら、その経験ができるだ
け肯定的で一貫したものになるよう真剣に努力しま
す。

名声および関係のスタ
ンダード
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6.1. 卓越した名声

6.1.1 課題と観衆を決める - 組織が名声の維持・強
化のために必要な重要課題を決め、どれが最も重要
なのかという優先順位をつけます。さらに、組織が
最も目立つ必要のある観衆を決め、優先させます
(スタンダード 6.2 市場および顧客インテリジェン
スを参照のこと)。

6.1.2 目立つための計画 - 主要なコミュニティ団体
および活動において、スタッフおよびボランティア
の活発な関与と目立つための特定戦略を実施しま
す。

6.1.3 マスコミへのアウトリーチ - 特定のイニシア
チブを推進、宣伝していないときでも、地元マスコ
ミに定期的に関わってもらい、連絡を続けます。組
織が関わる課題についての報道をしてもらえるよう
に、マスコミのメンバーとの関係をはぐくみます。

6.1.4 名声を測定 - 市場調査を行うときには、信
頼、組織への好ましい態度、そしてボランティアの
可能性やドナー支援などの重要な属性を含めます。
さらに、重要なコミュニティ課題に関して助言やパ
ートナーシップを求められる頻度も測定します。こ
の情報を使って、名声向上戦略の指針とします。

6.1.5 組織的な調査を宣伝する - ユナイテッドウェ
イ組織が課題に対する優先順位や進捗を決めるため
にコミュニティニーズへの調査を行う場合には、コ
ミュニティの状況やニーズに知識があるという組織
の名声を強化するようにその調査を発表し、宣伝し
ます。

6.2 市場および顧客インテリジェンス

6.2.1 顧客を確認 - すべてのドナー、ボランティ
ア、パートナーおよびその他のステークホルダーを
確認します。各グループ内で人々や組織が組織のミ
ッションに最も重要になっている特徴を記述しま
す。 コミュニティ構築目標の達成を最も効果的に
可能にするこうした顧客とは何でしょか?  ここに
は、 『大口寄付をする』、『主要なミッション関
連の決定に我々を関与させる』、『新規ボランティ
ア、パートナーあるいは政府への門戸を開く』、『
貴重な専門性と経験をもつ』などの属性が含まれる
可能性があります。  

6.2.2 顧客に優先順位をつける - 確認された特徴に
基づいて、どの観客に最大の優先順位を置くかを決
めます。それには、現在あまり関与していない、あ
るいは、貴重な関与に最も可能性があるといった個
人や団体が含まれます。あまり関係がなくなったド
ナー、新規のパートナー、現在の人たちと同じよう
なドナーやボランティア、未開拓あるいは開拓が十
分ではない民族および年齢グループなどといった人
たちを考慮します。こうした主要顧客との強い関係
構築のために計画を作り、資源を配分します。例え
ば、資金集めの努力をコミュニティにおいて違いを
つけ、実際にそれに取り組んでいる人々などに置き
ます。

6.2.3 定量化できる市場調査および分析を行う - 主
要顧客についての基本を学びます。例えば、個人ド
ナーの分析には、人口分布(例えば、年齢、性別、
および民族性)、産業セクター (例えば、小売、銀行
業務)、規模 (例えば、収入、従業員数)、チャンネ
ル (例えば、職場、インターネット) あるいは、コ
ミュニティ焦点や関心の分野 (例えば、子ども、ホ
ームレス問題)などが含まれます。  さらに市場調査
には、競合相手や可能性のある協力相手の情報収集
も含めるべきです。

6.2.4 ブランド化の有効性を測定する - 主要な顧客
グループの特徴、期待および好みが分かると、資金
集めやコミュニケーションキャンペーンを設計・実
施するためにこの情報を活用します。ブランド価値
や関係の質における積極的な変化を示す数的指標を
決め、それに対して結果を測定します。  
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6.3 関係の文化

6.3.1 説明責任 - 特に理事会メンバーや職員といっ
た全ステークホルダーに、ユナイテッドウェイ組織
に関連する有効な関係管理および一貫したメッセー
ジ方法について説明責任を持たせます。  個人ドナ
ー、企業あるいは財団投資家、政府団体あるいは役
人、市民団体、近隣地区あるいは宗教団体、マスコ
ミなどといったように主要グループとそれぞれの関
係をリードする人を一人指名します。関係およびブ
ランド管理技能をボランティアやスタッフ募集、評
価、および褒美の一部とします。

6.3.2 トレーニングとツール - ユナイテッドウェイ
組織を内部・外部顧客に代表する人は誰でも、組織
のミッション、ビジョン、およびコミュニティイン
パクト戦略を、理解し明確に説明できることを保証
するためのトレーニングやツールを提供します。ド
ナー、ボランティア、パートナーおよびその他のス
テークホルダーとの健全で長期的な関係を開発・持
続できるように、ボランティアやスタッフからの強
い決意を創出します。彼らが優れた顧客との関係管
理の原則を理解し実践するよう保証し、効果的な情
報収集、コミュニケーション、および関係管理のた
めに入手可能なベストなツールを持っておりかつ、
活用できるように保証します。

6.3.3 戦略的取り組み - 主要顧客との関係を改善・
増大させる短期・長期目標を含む特定の計画を毎年
始めます。金銭的な結果だけではないそれ以上のも
のを見ることによって、関係構築における進捗を測
定します。一年を通じて個人やグループに取り組
み、時には支援を求める、時には情報を提供する、
時にはディスカッションや特別イベントなどを計画
して招待するとかといったようにさまざまな連絡の
理由を作ります。例えば、資金集め活動でパートナ
ー組織あるいは資金受領者を含めて、ドナーにボラ
ンティアをするように頼む、ボランティアに寄付を
するように頼むことによって、また在宅のドナーと
職場を結び付けるとか、特定の課題に関心のあるド
ナーとボランティアを招待してそのトピックについ
てのディスカッションをするとグループを計画する
とかいったように、彼らが組織との関係を深め多様
化する機会を追求します。

6.4 一貫したブランド経験

6.4.1 業績 - 切実なメッセージを持つだけでは十分
ではありません。組織の業績があらゆるレベルでそ
の約束に応えるものでなくてはなりません。ユナイ
テッドウェイ組織は、ドナー、ボランティアおよび
パートナーに、彼らの強い約束を追及し感謝するこ
と、多くの当事者の貢献を目的達成の力とすること
によって個人のインパクトを増大させること、優先
順位を決めこれに焦点を置くこと、結果をもたらす
こと、業績を評価すること、および間に合うように
結果を報告すること、を約束しています。  効果的
なブランド管理のこの部分とは、優秀な組織的業績
の達成についてです。ブランド化とコミュニケーシ
ョンのテクニックは、組織がその強い決意を果た
し、その到達目標を達成において進捗を遂げてお
り、かつ、我々の作業を可能にしてくれるドナーや
パートナーとの密接で頻繁なコミュニケーションが
できている場合にのみ、効果的です。

6.4.2 スチワードシップ - 従業員、理事会メンバ
ー、ドナーやボランティアなどユナイテッドウェイ
組織に関連するだれもがブランドの管理人です。 
ブランドを理解し保護することは、各個人および各
組織の共有の責任です。たった一度の悪い経験が、
全ユナイテッドウェイステークホルダーの名声を損
ないますが、説明責任があり、コミュニティ向上の
効果的なパートナーであるという、全国的・国際的
が名声を長い間持続させるには、多くのよい経験が
必要です。

6.4.3 活発な管理 - ブランドとは、もしそれが約束
する特典があらゆる可能なチャンネルを通じて一貫
して提供されかつ補強されていないと、何の意味も
ありません。これには、規律とエネルギーを要しま
す。  主要なメッセージおよび組織的な実践へとブ
ランドと約束を引き出し、こうした約束への行動に
説明責任を取ります。人を奮起させ、正直で一貫し
たメッセージを発表するために、口コミ、テレビや
ラジオ、印刷メディア、インターネットなど、適切
なあらゆる媒介を活用します。コミュニティの認識
を理解するために賢明に働き、ステークホルダーが
組織の立場やメッセージを理解していることを保証
します。
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6.4.4 提示 - 優秀な組織の業績には、ブランド約束
の戦略的コミュニケーションが含まれます。これ
は、電話の対応の仕方、印刷物のグラフィックデザ
インおよびインターネットコミュニケーション、主
要メッセージにどんな文言が使われ表現されるかに
いたるまで、あらゆることに影響を及ぼします。関
連組織は、特定の関連組織の由来、言語、あるいは
文化によって、多くの名称やブランドのビジュアル
表示を頼りにしていますが、ブランド提示のうち最
も重要な特質は一貫性です。ユナイテッドウェイ組
織の中には、大変洗練されたグラフィックデザイン
やメッセージを利用できる余裕のあるところもあり
ますが、一方ではより単純で、安価なアプローチを
しなければならない組織もあります。 全ての組織
は、言葉とビジュアルなメッセージが全てのチャン
ネルで一貫しており、合意されたブランドアイデン
ティティのガイドラインに沿っている場合には成功
します。ユナイテッドウェイの商標を使用する関連
組織は、ユナイテッドウェイ・インターナショナル
あるいはその全国組織によって設定された国際ブラ
ンドアイデンティティ・ガイドラインに従うよう義
務づけられています。  
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運営および管理
ユナイテッドウェイ組織の運営と管理の効果と効率は、コミュニティインパクトや生活向上の達成での全
体的業績に非常に重要です。  

同様に、効果と効率は、我々の組織のエッセンスであるスタッフとボランティ両方の人々のスチワードシ
ップに高く依存しています。ユナイテッドウェイ組織は、適切な能力と技能を備えたスタッフやボランテ
ィアを引きつける必要があり、その後、専門的な発達をさらに奨励・促進する支援のできる環境を提供し
ます。さらに、ユナイテッドウェイ組織は、コミュニティの民族的・文化的な多様性を反映しながら、包
括性のモデルとしての必要もあり、そして差別がなく、人種差別反対の最も高い倫理基準に従います。 

少ない資源と全体の収入のごく少ない部分を運営経費として保持する要件によって特徴付けられる環境に
おいて達成するには、大きなチャレンジですが、小規模な組織や設立後時間を経ていないような組織にと
っては特に大きなチャレンジです。しかし、効果と効率は、情報技術やその他の容易に入手可能なツール
や資源を活用して自動的なプロセスを創出することに対する、管理へのシステマチックなアプローチおよ
び念入りな配慮を通じて、妥当な経費で達成することが可能です。  

継続改善の原則に基づいたアプローチを採用することによって、また、事実と知識に基づいていてかつ組
織のミッションと一致する意思決定をすることによって、それぞれのユナイテッドウェイ組織は、コミュ
ニティのニーズに見合い成功に満ちた運営をするキャパシティを構築できます。  

以下は運営および管理のスタンダードで、本アプローチと考え方の主要な要素を概略説明しますが、これ
は国際標準化機構 (ISO)が作成したクオリティ管理の原則 を基にしています。こうしたスタンダードは、
グローバルスタンダードの他の全構成要素を効果的に一つに結び付け、運営を可能にする枠組を提供しま
す。こうした一般的な原則の多くも他のセクションでさらに詳細までを活用・探求していることをご承知
ください。   
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7.1 顧客に焦点 - ユナイテッドウェイ組織は、重要
な資源を顧客に大きく依存しており、それゆえ、現
在・将来の顧客ニーズを理解し、顧客要件に見合
い、かつ顧客の期待をしのぐよう懸命に努力すべき
です。顧客に焦点および顧客サービスの原則は、全
ステークホルダーに拡張されるべきです。

7.2 リーダーシップ - ユナイテッドウェイリーダー
は、ミッションに合致して目的の統合や組織の方向
性を設定します。リーダーは、人々が組織のミッシ
ョンや目的を達成し、将来へのビジョンをはっきり
明確化し、忠誠心と強い決意を奮起させ、そして革
新を奨励することに、十分に関与できそれに取り組
むことができる内部環境を創出し、維持すべきで
す。

7.3 人々の関与 - あらゆるレベルの人々 (スタッフ
やボランティア) が ユナイテッドウェイ組織のエッ
センスであり、 人々が十分に関与することによっ
て組織の特典のためにその能力が使われ、強い決意
を構築することが可能になります。チームを使い、
また職能上の枠を超えたアプローチを奨励すること
によって、ユナイテッドウェイ組織は、多様性と違
いを歓迎し、包括し、かつ尊重します。尊重と認識
が我々の組織とスタッフやボランティアとの関係の
特徴です。   

7.4 管理へのシステムアプローチ - システムとして
相互に関係するプロセスを確認・理解することが、 
目的を達成することでのユナイテッドウェイ組織の
全体的な有効性や効率に貢献しています。主要プロ
セスの統合と整合により、組織の一貫性、有効性、
および効率が増大します。  

7.5 継続改善 - 継続改善はプロセスや活動ではな
く、精神状態であり、組織が事を運ぶ(どんなに些
細なことでも)のにいつもよりよい方法を追求し、
現在のアプローチを最も満足すべきだとは決して思
わないという傾向にすることを組織に求めます。こ
のためには、その組織は、ことが行われる方法にお
いて人々に改善や革新を捜すように、新アイデアを
受容するように、変化にオープンであるように、活
発に奨励しなければなりません。継続改善は、成功
のためには組織内で制度化する必要があります。 

7.6 意思決定への事実に基づいたアプローチ - 効果
的な決定は、逸話、例外あるいは神話によって決定
へと駆り立てることではなく、ユナイテッドウェイ
組織の知識基盤のアプローチを保証するために、デ
ータと情報の分析と提示に基づいています。管理へ
のシステマチックなアプローチに基づいて、また強
いガバナンスに支援されて、事実に基づいてアプロ
ーチはミッションが宙に浮くことを避け、組織が保
守的になることから保護し、短期的な利益ではなく
長期的な目的に焦点を当てるよう助けます。  

運営および管理スタン
ダード
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17顧客関係についての詳細は、 6-名声および関係を参照のこと。 

7.1 顧客に焦点17

7.1.1 顧客とそのニーズを確認 - 誰が最も優先順位
の高い顧客であるかを決めます。継続的にそのニー
ズや期待を調査・理解し、そして、この知識を計画
作りと意思決定に使います。  

7.1.2 目的を期待と連結 - 顧客満足度と充足感を犠
牲にして組織が内部優先順位によって動かされいて
いるのではなく、組織はすぐに反応し関連している
ように、組織の目的が顧客ニーズや期待と連結して
いることを保証します。 
 
7.1.3 意識の増大 - スタッフとボランティアがより
適切に対応する助けとなるように、組織全体に顧客
ニーズと期待を伝えます。顧客サービスを全スタッ
フとボランティアの責任にします。 

7.1.4 満足度の査定 - 公式、非公式なプロセスを通
じて顧客満足度を計り、この情報を中心に集め、問
題に優先順位をつけてソルーションを作成すること
によって結果に向けて行動します。

7.1.5 関係管理 - 全ての相互関係をリードし調整す
る一人の担当者を決めることによって、主要顧客に
は連絡管理アプローチを使って顧客関係をシステマ
チックに管理します。  

7.1.6 均衡の取れたアプローチ - 顧客対他ステー
クホルダー (ボランティア、従業員、エージェンシ
ー、パートナー、ローカルコミュニティ、社会全体
など) での満足についてその均衡の取れたアプロー
チを保証します。顧客焦点がユナイテッドウェイ組
織の重要な原則であるものの、顧客ニーズと期待も
ミッションや全体の資源制約に対して、均衡をとる
必要がありますが、これはすなわち全員に万全であ
ることはできないということです。  

7.2 リーダーシップ1

7.2.1 ビジョンの創出 - 組織内で大ざっぱに受け入
れられていて、行動の方向付けや優先順位の設定に
一貫して使われるといったもので、組織がどんな風
になろうとあるいは何を達成しようと志向している
のかについて、明確、特定、かつ切実なる理解を設
けます。ビジョンは、要求が厳しいがしかし達成可
能で、組織の全体的なミッションに直接つながって
いて、将来を奮起させるような観点を反映させるべ
きです。    

7.2.2 チャレンジのある到達目標の設定 - 全体の志
向と戦略にしっかりつながっている全機能分野への
純粋に要求の厳しい到達目標および業績標的を限ら
れた数で設定します。到達目標は、出力・アウトカ
ムに焦点 (すなわち、インプットやきちんと行うべ
き物事に対して、物事をきちんと行った結果)をお
くべきで、年次道標によってこれを測定しますが、
本質的には長期的に測定すべきです。 

7.2.3 共有の価値観 - 全ての取引を強調しながら、
組織を導くために共有の価値観を育て、かつ、組織
のあらゆるレベルの人々を奮起させるために倫理的
な役割モデルを創出します。. 

7.2.4 信頼の構築と恐怖心を除去 - リーダーシップ
は、組織の目的を促進するために革新と創造性を育
てる環境の創出のために、信頼と強い決意に基づく
必要があります。否定的な制裁や恐怖心を使って人
々の管理をしてはならないし、そうすることが大き
な逆効果を招くとすぐに判明します。 

7.2.5 独立性の奨励 - 人々に必要な資源、トレーニ
ング、および自らの行動責任と説明責任でイニシア
チブに向かって行動する自由を提供します。顧客ニ
ーズと期待への緊急意識を察知して、各人の仕事の
範囲を指導する組織のミッション、ビジョン、およ
び特定到達目標を活用します。 
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7.2.6 貢献度を認識 - 積極的な業績を補強し革新を
奨励するために、人々の貢献度を奮起させ、奨励
し、認識します。従業員もボランティアも認識プロ
グラムの受領者であるべきです。    

7.3 人々の関与 

7.3.1 役割の明確化 - 人々は、特に組織的な目的や
優先順位が時間を経て変わる場合には、組織での自
らの貢献度と役割の重要性を理解する必要がありま
す。このことは、書面による職能、頻繁な相互関係
やスタッフとボランティアのディスカッション、お
よび新イニシアチブへの十分なコミュニケーション
を持つことによって支援できます。    

7.3.2 障害の除去 - 人々はその業績への制約を確認
し、ソルーションや代替アプローチを提案するよう
に奨励されるべきです。リーダーは、業績への障壁
を確認・除去するために、先を見越して仕事をすべ
きです。 

7.3.3 所有権と説明責任 - 人々は問題の集合的な所
有権と、それを解決する責任を受け入れます。そし
てユナイテッドウェイリーダーは、相互依存を示す
べく役割を明確にすることによって、またスタンダ
ード 7.2 リーダーシップの実践を完全に容認するこ
とによってこれを奨励します。18 

7.3.4 チームワーク - 組織の活動を推進するために
公式・非公式な協力とチームワークを奨励します。
チームとは、個人的および合同で説明責任を負って
いる、共通な目的、業績到達目標、同じアプローチ
に強い決意をしている補足的な技能を有する少人数
の人々です。適切で可能な場合には、さまざまな考
え方を持ち寄るために、また、ユナイテッドウェイ
組織の作業のより幅広い共有の理解を保証するため
に、職能上の枠を超えたチームを活用すべきです。  

7.3.5 自己評価を奨励 - 書面による職務と合意され
た目的に基づいた正式な業績評価は、業績評価と強
化に重要なツールであるものの、人々はその個人的
な到達目標や目的に対しての自らの評価を奨励され
るべきで、そこから自らの目標が組織全体の到達目
標の支援をしている方法を示す機会が与えられるべ
きです。 

7.3.6 専門的な発達 - ユナイテッドウェイ組織は、
単に現在の組織の役割に関連してだけではなく、将
来の役割を拡大しようという観点からも、人々がそ
の能力、知識、および専門性の強化のための機会を
追求することを活発に奨励します。全スタッフとボ
ランティアの専門的な発達は、組織の優先順で適切
に構築すべきであり、予算がなくなったときには止
めてしまうような単なる後の思いつきとして残すべ
きではありません。   

7.3.7 情報共有 - 情報管理と共有は、顧客焦点およ
び効果と効率を主体とするユナイテッドウェイ組織
において重要な機能です。リーダーは、単に組織内
だけではなく、適切な場合にはパートナーやその他
の組織とも知識や経験を自由に共有するよう人々に
奨励すべきです。同時に、個人情報のプライバシー
や守秘義務も重要な課題であり、全てのプライバシ
ーおよび守秘義務方針とガイドラインがよく理解さ
れて、厳密に従われているべきです。19  

7.3.8 オープンなコミュニケーション - ユナイテッ
ドウェイ組織は、人々が相互信頼、支援、強い決意
をしている環境で、集合的にアイデアやソルーショ
ンを探りながら、オープンに問題や課題を議論し、
オープンに問題や課題を議論できるオープンで信頼
の文化を創出します。 

運営および管理実践

18 実践 6.3.1説明責任の項目も参照のこと。

19 実践 4.5.4 プライバシーと守秘義務を参照のこと。
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7.4 管理へのシステムアプローチ

7.4.1 効率的で効果的 - 人々、プロセスおよび技術
から構成されるシステムは、組織の目的を達成する
ように、最も効果的かつ効率のいい方法で、構造化
されるべきです。システムは、顧客満足のような望
ましいアウトカムの達成については効果的であるべ
きで、最低限の資源を要求し、時宜を得た様子で結
果を産出するということに関しては高い効率である
べきです。  

7.4.2 相互関係を理解 - 管理へのシステムアプロー
チは、人々、顧客、およびプロセス(技術によって
支援されることが多い)の間の相互関係を調整し創
出するために、我々がシステムのプロセス間での相
互依存性を完全に理解していることを必要としま
す。 

7.4.3 プロセスの統合 - 確認された相互関係に基づ
いて、組織は、プロセスを調和させ統合させるアプ
ローチを構造化しながら、望ましい結果をベストに
達成するようなプロセスを統合・整合する必要があ
ります。 

7.4.4 人々の統合 - スタンダード7.2 リーダーシッ
プおよび7.3 人々の関与の項に基づいて、組織は、
共通の目的の達成、調整や協力の機会確認、それに
よって職能の枠を超える障壁を減らし熱意と強い決
意を増加させるために必要なそれぞれの役割や責任
についてより良い理解を提供することができます。 

7.4.5 適切な資源の保証 - 高い優先順位の目的に見
合うシステム支援をするために、行動を起こす前
に、組織的な能力を理解し、資源の制約を設けま
す。もし資源が十分ではない場合には、サービスを
提供する別の方法を確認するとか、組織全体の有効
性とか名声へのダメージを避けるためにシステム再
構築の可能性を考慮するとか、します。   

7.4.6 活動の定義および分析 - 人々や責任での変化
を促進するためにシステムを完璧に文書化しなが
ら、人々の意識・理解を高めるためにシステム内で
特定活動をどのように運営すべきかに標的を定め、
定義します。特定活動の測定や評価を通じて、シス
テムを継続して改善します。

7.4.7 技術 - 技術の重要性とユナイテッドウェイ組
織の作業にそれをどのように適用するかを理解しま
す。資源が許し、また最も効果的なところでは、ユ
ナイテッドウェイ組織のキャパシティとインパクト
を強化するために技術を使います。 

7.5 継続改善

7.5.1 組織全体へのアプローチ - システムとプロセ
スを常に測定・評価する必要性を強調することによ
って、組織の業績の継続改善に対する一貫した組織
全体のアプローチを行います。    

7.5.2 正式なトレーニング - 問いかけと探索を支援
する考え方を奨励し、相互行動責任と説明責任の文
化を創出しながら、継続改善の方法とツールのトレ
ーニングを人々に提供します。 

7.5.3 目的の創出 - 商品、プロセスおよびシステム
の継続改善を組織のあらゆる人の目的として、継続
改善を支援・貢献する革新と創造を認識します。定
期的なディスカッションや対話を通じてこの活動を
支援します。 

7.5.4 到達目標の設定 - 指針とする到達目標、なら
びに顧客サービスレベルあるいはプロセス効率にお
ける変化ということに関して継続改善を追跡する測
定を設定して、その後、人々を奨励するためにこう
した改善を認識・承認します。 
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7.6 意思決定への事実に基づいたアプロー
チ

7.6.1 知識の管理 - データと情報が十分に正確で信
頼でき、組織内で有効に管理されていることを保証
します。データと情報は、直ちにそれが入手可能
で、組織内の全ての人に理解されるときにのみ知識
となります。さらに、知識は、反復され関連のない
詳細が除去され、トレンドの確認を助けるたようグ
ループ化され、フィルターをかけられたデータを通
じて創出されます。データのこの分析と解釈は、意
思決定のプロセスを知らせるために必要な重要なス
テップです。 

7.6.2 知識の配布 - データは、知識を創出し、決定
を知らせる場合には誰でも必要とする人にアクセス
できる必要があります。技術を使って情報を整理
し、スタッフとボランティアに入手できるようにし
ます。   

7.6.3 有効な方法を使ってデータおよび情報分析 
- データが有効であるばかりではなく、データの分
析や解釈に使われる方法も有効でなくてはなりませ
ん。解釈やさらに発表は、組織の意思決定のプロセ
スを知らせるための情報作成における重要なステッ
プです

7.6.4 知識の活用 - 特定の知識、不完全な事実、意
見、逸話あるいは神話などではなく、経験と本能と
のバランスの取れた、事実分析に基づいて決定を行
い、措置をとります。『いつもこの方法でやってき
た』という惰性を克服し、決定が文書化されて透明
性を有するために、プロセスあるいはシステムレベ
ルでの課題の理解を追求します。さらに、この規律
のあるアプローチは、最初に考慮された情報や要素
の明確な理解を可能にすることによって、必要な場
合には決定を検討・再訪することを支援します。     

運営および管理実践
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ユナイテッドウェイ用語集
本セクションは、世界中の ユナイテッドウウェイ組織 で使われる用語への総合指針とな
るはずです。多くのこうした用語は、本スタンダード文書で使用されていますが、そう
ではない用語については、 ユナイテッドウェイ組織と協力するときに出会う可能性のあ
る重要な概念を含むという理由からここに含まれています。

付
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アウトカム(Outcome):  成果。何かの努力・行動
の結果として出てくるもの。ある定義をされる人
々を創出するために慎重な行動が意図している一
定の特典や変化。アウトカムは複数のレベルで定
義される可能性がある (例えば、プログラム、シス
テム、 コミュニティなど)。

アウトカム測定(Outcome measurement):  成果
の測定。定義された一定の人々が意図された特典
や変化を経験する範囲を定期的、システマチック
に追跡。

アドボカシー(Advocacy):  政府、法人あるいは一
般市民を含めて主要な聴衆にさまざまな形の説得
力あるコミュニケーション通じて、一般市民の意
見あるいは政策に影響を及ぼそうとする努力。

一般会計原則 (GAAP)(Generally Accepted 
Accounting Principles):  各国の専門の会計権威に
よって設定された、財務情報の報告のための広く
認められている一式の規則、慣例、原則、および
手続き。

一般に公正妥当だと認められている監査基
準 (GAAS)(Generally Accepted Auditing 
Standards):  組織の財務の監査を行う際に監査人
が活用する一式のシステマチックなガイドライン
で、監査人の行動や報告の正確さ、一貫性、およ
び検証可能性を保証する。

インパクト戦略(Impact strategy):  課題の根本原
因に対応するアプローチ。コミュニティインパク
トを参照。

運動(Movement): 特に政治的あるいは社会改革と
いったような何かを達成するために多くの人々が
行う集合的な努力。 

エージェンシー(Agency):  依頼主に健康あるいは
人的サービスを提供する機関。

エンダウメント(Endowment):  非営利組織の維持
のための収入を提供するべく設置された基金。エ
ンダウメントは一般的にドナー・投資家制限つき
ギフトによって設定され、ドナー・ドナーにより
もともとその使途が決められているが、この例と
して資本金を使ってはならないなど。



価値観(Values):  価値観とは価値があるとみなされ
る特質や品質である。人々がお互いに対してどのよ
うに振舞うかということの意思決定を動かし、定義
する貴方のユナイテッドウェイの統治信念を表すも
のである。

ガバナンス(Governance):  組織の方向を設定する
行為で、必要な資源 (例えば、人的、金銭的、ある
いは関係)を保証し、プログラムの監視、財務、法
的コンプライアンス、および価値観を提供。

借り受けされた幹部、借り受けされた代表(Loaned 
executives, loaned representatives):  ユナイテッ
ドウェイプロジェクトの暫定的な任務のために専門
職あるいはスタッフを借りることで、典型的には年
次資金集めキャンペーン期間中の会計主任としてな
ど。

監査(Audit):  独立した公認会計士による財務記録
および関係書類の検討と検証で、通常は財務表の公
正さと完璧さを表明する目的をもつ。内部監査の項
目を参照せよ。

関心のあるコミュニティ(Communities of inter-
est):   共通の関心、地理的場所、文化あるいは人口
分布的な特徴、および特定の課題で行動するという
共有のコミットメントによって結びついた人々。大
きなコミュニティのサブセットとして定義されるこ
とも多い。

幹部の書簡(Management letter):  監査のときに確
認されたもので、財務方針や手続きの改善の可能性
が存在するかもしれない分野を概略説明する監査人
の意見文書に加えて作成された私有の書簡。

管理バックオフィス(Administrative back office):  
運営の本質(例えば、人的資源管理、財務、情報技
術、あるいは調達)に拘らず必要な基本的な運営支
援機能で、アウトソーシングあるいは中央集中化の
主要な候補となりえる。

寄付(Donation):  対価を求めることなく、認めら
れた慈善組織に金銭を自主的に移転すること。ギフ
ト、あるいは貢献ともいわれる。

キャッシュフロー(Cash flow):  組織に出入りする
現金の追跡。ふつう現金源と現金の使途の全てを示
す報告書という形で提示される。

キャパシティ構築(Capacity Building): 資源、特に
より効果的かつ効率的になる助けとなるようなトレ
ーニング、技能開発、および組織開発といった資源
を提供することによって、作業を成功のうちに行う
組織のキャパシティを増やすこと。

キャンペーン(Campaign):  特定の財務目標に見合
うための集中的な期限のある資金集めの努力。

強制(Coercion):  明示的あるいは暗黙の脅威によっ
て人の意思に反して何かをさせる力。ユナイテッド
ウェイの中では、これはふつうドナーやボランティ
アが貢献や参加するようにさせられるということに
関連している。強制的な状況では、個人は参加しな
いことによって悪い影響を受ける、あるいはそれを
受けていると感じるとか、積極的な褒美が拒否され
ているとする。ユナイテッドウェイ組織はどんな種
類の強制をも堅く禁じている。

計画的寄付(Planned giving):  ドナー・投資家の死
亡時に寄付として計画されることが多いがしかしそ
れに限るということではないような、遺産分配、生
命保険および慈善年金といった形で多額の寄付から
資金を集める方法。

結集する(Mobilize):  グループを行動に駆り立て
る、あるいは利益を生むために資源をもたらす。

現物支給の寄与(In-kind contribution):  現金や含み
益のある資産以外のモノやサービスの寄与。現物支
給のギフトともいわれる。

効果、有効性(Effectiveness):  特に望ましいとか
意図された、結果を産出する測定で、定性的・定量
的な双方の点で結果を達成することでの成功を評価
する。プロセスは、多量の資源を望ましい目的達成
のために使う場合には特に効率的でなくても有効で
ありうる。

ユナイテッドウェイ用語
集

58



効率(Efficiency):  有効性と密接に関連する結果を
産出する測定だが、必要とされるインプットと資
源、あるいは結果が達成される速度(時宜性)の点か
ら、結果を産出する経費をも評価する。効率は通常
有効性の度合いが高いことを含蓄する。

顧客(Customer):  「顧客」という用語は、組織や
個人に使われるが、また、ユナイテッドウェイ組織
の作業から特典を得る、あるいは特典を得る可能
性があるコミュニティに拡張して使わる。 これに
は、NGO、政府あるいはその関連機関、および、企
業や民間人といったさまざまな寄付団体、プログラ
ムやサービスの受益者も含まれる。

顧客関係管理 (CRM)(Customer Relationship 
Management):  顧客の忠誠心を構築するために、
技術によって支援される戦略およびプロセス。
CRMは、組織が顧客を確認し、そのニーズ、行動
や価値に関して差別化して、彼らと相互関係し、か
つ、商品やサービスをそのニーズに見合うようにカ
スタマイズすることを可能にする。

顧客セグメント(Customer segment):  市場セグメ
ントを参照のこと。

コミュニティ(Community):  通常特定の地理的地
域という状況の中で、共通の利益や共有するコミッ
トメントで結びついている人間の集団。

コミュニティインパクト(Community impact):  コ
ミュニティの状況で持続できる積極的な変化を創出
するためにコミュニティを結集することによる生活
の向上。優先される社会課題の根本原因と対応する
共有のコミュニティビジョンを創出するべく、多く
のパートナーの幅広い取り組みによって特徴付けら
れる。(コミュニティ構築も参照のこと) 

コミュニティインパクト計画 (Community impact 
plan):  特定の課題に望ましい結果を達成するため
の計画。この中には、望ましいアウトカム、目的、
戦略、行動ステップ、役割と必要な資源が含まれ
る。

コミュニティインパクト戦略(Community impact 
strategy):  インパクト戦略を参照のこと。 

コミュニティ基金 (Community fund):  ユナイテッ
ドウェイが各戦略の特定ニーズと火急性に基づいて
ローカルコミュニティのボランティアによって行わ
れるコミュニティインパクト戦略およびソルーショ
ンに投資できるように、寄付金を集積する方法。

コミュニティ経済開発(Community economic 
development):  投資、建設あるいはその他の活動
への長期投資であり、コミュニティの経済的健全さ
と活力を向上させるために住民が統治するもの。

コミュニティ構築(Community building):  ユナイテ
ッドウェイ組織は、コミュニティ問題と効果的に対
応するには皆が協力することが必要だと信じる。政
治的所属、宗教、人種、階級や民族に関係なくあら
ゆる考え方に価値を置き、共有のコミュニティビジ
ョンの創出において全ての人が内包されるよう懸命
に努力する。ユナイテッドウェイは、ビジネス、直
接サービスエージェンシー、非営利、政府、個人、
大学、マスコミおよびその他といった多くのパート
ナーと共に、コミュニティがその最も火急なニーズ
に見合うよう助け協力する。(コミュニティインパ
クト参照)

コミュニティ査定(Community assessment):  コ
ミュニティ内での志向、課題、および現在の状態を
評価・理解しようとして行われる努力。査定には、
到達目標、資産、チャレンジ、およびニーズが含ま
れうる。 

コミュニティ資産(Community assets):  コミュ
ニティに価値を加える入手可能な全ての資源(例え
ば、金銭的、人的、政治的、経済的、環境的、社会
的および文化的なもの)。 

コミュニティ 投資ポートフォリオ(Community 
investment portfolios):   戦略をコミュニティ課題
のソルーションと捉え、コミュニティおよびドナー
の志向とつなぐことができる方法でそれを提示。こ
うした『投資ポートフォリオ』は 生活を向上させ
る短期、中期結果、こうした結果がコミュニティに
もたらすインパクト、および課題と提案中のソルー
ションの重要性への場合を伝える。投資商品の項目
も参照のこと。 付
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コミュニティ取り組み(Community engagement):  
コミュニティ生活向上への活動に参加するように、
また、将来への共有のビジョンの開発・達成に向け
て貢献するように、コミュニティメンバーを奨励す
ること。 

コミュニティ投資(Community investment):  コミ
ュニティでのプログラム、活動あるいはイニシアチ
ブを支援する財務、人間、時間あるいはエネルギー
の提供。

根本原因(Root causes):  コミュニティのニーズや
課題の根底にあって、起ころうとしているあるいは
悪化しようとしている状態や行動。ユナイテッド
ウェイ組織は救済的な方式 (例えば、飢えている家
族に食べ物を提供することによって飢えと対応す
る)で直接課題と対応するものの、こうした課題で
本当に進捗を遂げるためには、根本原因あるいは
コミュニティ状況に対応しなくてはならない(例え
ば、何がまず家族を飢えている状況にするか? 根本
原因の中には、雇用の不足あるいは適切な食べ物へ
アクセスがないなどがある)。 根本原因と対応する
ことは、ユナイテッドウェイの作業の基本的原則で
ある。

サービス分野(service area):  ローカルユナイテッ
ドウェイが運営され、コミュニティに価値を提供す
る地理的な地域で、ライセンス契約あるいはその他
の統治書類によって認可される。 

指定、指定ギフト(Designations, designated 
gifts):  受取金の使途(特定のエージェンシーあるい
は原因に通常向けられている)に関して受取人が尊
重せねばならない、特定の制限を含んだギフトでド
ナー・投資家がこの制限を設ける。ドナー選択ギフ
ト、制限つきギフト、あるいは方向付けられたギフ
トともいう。  

資金分配(Fund distribution):  コミュニティの優先
順位、プログラム評価やアウトカム測定のシステム
に基づいて、ローカルな慈善団体やプログラムに寄
付による合同資金を分配するプロセス。 『配分』
とも呼ばれるが、これはユナイテッドウェイ組織の
助成金作り活動である。 
 

数的指標(Metrics):  進捗や成功の測定。これは、
コミュニティ のベンチマークに基づくべきで、出
力をも含めることができる (頭数やサービスのユニ
ット)が、アウトカム (実際の結果、すなわち活動の
結果として変化した生活)も含めるべきである。課
題について集積され費やされた資源も、低レベルの
数的指標であるが、業績を測定するためにアウトカ
ムと連結させる必要がある。

市場セグメント(Market segment):  同じニーズと
価値観を共有し、商品やサービスにほとんど同じよ
うな方法で反応すると期待でき、かつ組織に対して
戦略的に重要となるために十分な金銭力を求める、
一集団の顧客。

資源(Resources):  積極的な結果を産出するために
作業に使える可能性のある全資産。時間、金銭、人
々、知識、才能、専門性、モノ、サービス、関係お
よび技術などがありうる。

資源結集、資源開発(Resource mobilization, 
resource development):  コミュニティインパクト
戦略を執行するために必要な資源を調達すること。 
このことは、金銭資源 (例えば、資金集め)を言及す
るためによく使われるが、金銭ではない他の資源の
創出や調達を言及することもある。

志向(Aspiration):  何かを成し遂げようとする願望
あるいは大望、成し遂げるべき到達目標。

システム市民権(System citizenship):  ユナイテッ
ドウェイシステムのメンバーシップのための集合的
な権利、特権、および責任。

社会奉仕事業(Philanthropy): 特に慈善活動を通じ
ての、人類の物質的、社会的、精神的な福利を改善
したいという願望。

受託者(Fiduciary):  別の当事者のために資産を保持
している個人、法人あるいは協会で、その当事者の
ために金銭事項に関して決定を行う法的権限と責務
を通常有する。

収集不可能(Uncollectible):  一時解雇やその他の状
況によって支払われることのない資金集めの誓約
で、帳簿から抹消する必要がある。

ユナイテッドウェイ用語
集

60



商標ライセンス契約(Trademark licensing agree-
ment):  ユナイテッドウェイが、『ユナイテッドウ
ェイ』という名前を含めてしかしそれに限定される
ことではかく、米国ユナイテッドウェイあるいはユ
ナイテッドウェイ・インターナショナルという集合
的なメンバーシップマーク、商標およびサービスマ
ークを使用することができる法律的な契約条件。ラ
イセンス契約は、地理的区域に応じて勧誘・サービ
スの地域を定義する。

条件付監査報告(Qualified Opinion):   監査人は一般
的に公正妥当だと認められている監査基準 (GAAS) 
に従って組織の財務記録を検査したこと、その結
果、説明の中で条件付であるところを除いては、財
務記録が一般会計原則 (GAAP) に従って作成されて
いると信じるとの旨を、監査人が宣言する書類で、
独立監査人が提出するこのタイプの意見書を表す用
語。条件の典型的な例としては、組織に寄与された
が口座には入っていない現金寄付の総額を確認する
ことができないといった場合。

人口統計データ(Demographics):  年齢、国籍、結
婚の状態、教育、職業あるいは所得などといった、
ある集団の人々を特徴付ける表面上の特性の描写。
 
スチワードシップ(Stewardship):  他人に属する資
産を賢明に管理・監督する責任。

ステークホルダー(Stakeholder):  ユナイテッドウ
ェイ組織の活動で間接的あるいは直接的に関心のあ
る人や団体。 この中には、ボランティア、援助の
受給者、パートナー組織、政府の関係者およびその
他のコミュニティ組織が含まれるがこれに限定され
るわけではない。特定のステークホルダーは、状況
により変わる可能性がある。

制限つきギフト(Restricted gift):  寄付の使途を特
定する、ドナー・投資家の一時的あるいは恒久的な
契約条項。

誓約の確保(Pledge capture):  ドナー・投資家の情
報、寄付金額や寄付の意思を集めたもの。誓約の確
保は通常、書類あるいは電子的に行われる。

誓約の処理(Pledge processing):  キャンペーン内
あるいは期間中の寄付総額とその報告結果。活動に
は、給与制度との統合、ギフトの承認と受取り、現
金や小切手寄付の預金、株式取引の執行および結果
報告などが含まれる。
 
誓約の分配(Pledge distribution):  留保される管理
あるいは処理料金を除いて、最終的な受領者(通常
は、指定された連盟、エージェンシーあるいはその
他のユナイテッドウェイなど)に対する寄付金の支
払い。

セグメント化(Segmentation):  調整されたコミュ
ニケーション、関係およびマーケティング努力の目
的で、顧客に可能性ある人々を市場セグメントへと
分割すること。

説明責任 (Accountability):  ミッションまた、コ
ミュニティに対しての作業のために金銭がどのよう
に使われたかを公的に責任を持つことである。これ
は、ユナイテッドウェイ組織の作業に行き渡る重要
な原則である。 

潜在顧客(Prospect):  見込みがある、あるいは可能
性のある顧客やドナー。

戦略計画(Strategic plan):  貴方のユナイテッドウ
ェイが、達成するべき多数年に及ぶ到達目標や戦略
に関して行う統合された一式の決定を確認する書面
書類。この決定には、貴方のユナイテッドウェイが
焦点を当てる選択された優先課題、マーケッティン
グと貴方が標的とするドナー・投資家セグメント、
必要な資源や運営能力が含まれる。

戦略的バックオフィス(Strategic back office):  コ
ミュニティの取り組み、インパクト戦略、資源開発
と投資といった、貴方のユナイテッドウェイの中核
ビジネスおよび活動の運営的支援を提供する機能。
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戦略変化(Change strategy):  三つの要素を含む変
形変化への統合アプローチとは、1) 内容、つまり
何を変化させねばらないか、 2) 人間、変化が影響
を及ぼす、あるいは変化の一部である人的ダイナミ
クスに関連しての人間、および 3) プロセス、すな
わち人間や文化が同時に変化しながら、組織がどう
やって内容の変化を生み出すかということ。

タッチポイント分析(Touch-point analysis):  貴方
のユナイテッドウェイが貴方の標的観衆との間での
連絡と相互関連を行う実際のポイントを確認するア
プローチ。
多様性(Diversity):  民族性、人種、色、社会経済的
地位、性別、障害、言語、宗教、性的志向、および
地理的地域などを含めるがこれに限定されることの
ない要素に基づいた、人々の集団や個人の間での違
い。

超党派(Non-Partisan):  政党や個人の政治家に関わ
ったり、支持したりせずに、公共政策やアドボカシ
ー活動を行うこと。公共政策やアドボカシー活動
は、政治アジェンダより、コミュニティの最も緊急
な課題に焦点を置くべきである。 

直接サービス(Direct service):  直接個人や家族に
行われるサービス。

定款(Bylaws):  組織の内部ガバナンスのために採用
された規則および規制。

適格性選別(Eligibility screening):  ユナイテッドウ
ェイ投資の受領者となる可能性を確かめるために、
コミュニティ組織の資格を事前に調べるプロセス。
それによって合法性、説明責任、およびその組織が
健全な非営利管理実践に一致して運営されているこ
とを保証する。

電子資金移動 (EFT)(Electronic Funds Transfer):  
電子手段によって行われる資金の移動 (例えば、決
済、回収)。

投資家(Investor):  投資がコミュニティで測定可能
な形での結果となって利益を生じるという期待をも
って、金銭、あるいは現物支給での寄与をする人。
ドナー、コミュニティ投資家ともいわれる。

投資商品(Investment products):  望ましいアウト
カムの声明、例えば、金銭、時間やその他の資源の
寄与に伴って起きる変化  (コミュニティ投資ポート
フォリオ項目も参照のこと) 。

透明性(Transparency):  ユナイテッドウェイのガ
バナンス、運営および財務報告に関する開放性と率
直さ。透明性は、ドナー・投資家、パートナーおよ
び一般市民との信頼構築に必須要件。

ドナー(Donor):  慈善組織への金銭あるいは現物支
給の貢献をする人。投資家も参照せよ。
内部監査(Internal Audit):  内部統制や特定の手続
きにおける強みや弱点に関して、独立した当事者に
よる財務システムやプロセスの検討。監査も参照の
こと。

内部統制(Internal controls):  組織が行う方針や手
続き、以下の目的をもつ、(1) 資源を無駄、不正行
為、および非効率から保護する、(2) 会計とデータ
運営での正確さと信頼性を保証する、(3) 組織の方
針へのコンプライアンスを確保する、および (4) 組
織の全ユニットの業績レベルを評価する。

年次報告書(Annual Report):  現在あるいは将来見
込みのあるドナーや投資家、パートナーや一般市民
に、組織の収入、支出、活動および業績について毎
年発表される書類。

パートナー(Partner):  コミュニティインパクト達
成のためにユナイテッドウェイが協働する個人や組
織。投資家やドナーなどではなく、何か別のもの
(例えば、プログラム、専門性、技術、コネ、ある
いは連絡など)を提供する組織をいうために一般的
に使われる。パートナーエージェンシーと従来的に
いわれる団体も含まれるが、これに限定されること
はない。

非営利(Non-Profit):  商業的でも政府でもない組織
だが、利益を目的とせずに運営されている独立した
コミュニティ組織。全収入が、妥当な管理運営資金
に必要な分を除いて、組織のミッションの達成に使
われる。組織の資産はコミュニティが所有し、解体
される場合にはコミュニティに返還される。慈善、
自主、営利を目的としない、あるいは非政府機関 
(NGO)ともいわれる。

ユナイテッドウェイ用
語集
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ビジョン(Vision):  最終的にユナイテッドウェイが
その努力の結果起きて欲しいとする、そしてつまり
は将来に何が起きるかということについての声明。
例えば、ユナイテッドウェイ・インナーナショナル
のビジョン声明は、「インテリジェントで説明責任
のある社会奉仕事業においてグローバルリーダーと
なり、世界中のコミュニティにインパクトを与える
こと」である。

ビジュアルアイデンティティ(Visual identify):  ブ
ランドの様態 (例えば、ロゴ、活字、および包装)。
(ブランドイメージの項目参照)

標的観衆(Target audience):  将来が誰にかかって
いるのかという疑問に答えることによって決定した
マーケティング活動の目的とする、貴方のユナイテ
ッドウェイが奉仕活動を提供することに決めた市場
セグメントあるいは団体。

ブランド(Brand):  ブランドとは、ユーザーの生活
で重要となることによって得られたステータスの関
係 である。有形・無形の属性の組み合わせで、商
標によってシンボル化され、適切に管理されれば価
値観と影響力を創出する。  

ブランドアイデンティティ(Brand identity):  ブラ
ンドの外部からの表現で、その名前や視覚的な外見
が含まれる。ブランドアイデンティティとは、消費
者の認識が基本的な意味であり、競合相手とのブラ
ンドの違いを象徴する。

ブランドイメージ(Brand image): ブランドのビジ
ュアルイメージ。組織のロゴなどで具体化されるこ
ともある。

ブランド価値命題(Brand value proposition):  標的
となる観衆に対しブランドが代表する約束で、観衆
がブランドに求める、あるいは期待するニーズに基
づいている。

 ブランド管理(Brand Management):  ブランドの
無形・有形の資産を管理すること。ユナイテッド
ウェイブランドにとっては、消費者経験(ブランド
経験とブランド価値命題を参照)に関連する有形資
産、および経験、アイデンティティ、コミュニケー
ション、およびユナイテッドウェイであるいはその
ために仕事をする人々との相互交流の結果として生
じる感情的なつながりに関連する無形資産がある。

ブランド経験(Brand experience):  消費者がブラン
ド (例えば、コミュニケーション、広告、ウェブサ
イト、イベント、取引、およびユナイテッドウェイ
のために働く人々との関係など)をもつこととそれ
に曝されること、互いに交流すること。成功してい
るブランド経験は、消費者がブランドに特徴的な積
極的な要素によって取り巻かれる環境を創出するこ
とである。

プログラム(Program):  何かを成就するための計画
と組み合わせられた共通あるいは密接に関連する目
的に向けての一式の関連活動や出力。

文化 (組織の)(Culture of the organization):  価値
観、規範、運営原則、神話および物語から構成され
るユナイテッドウェイ組織の特徴。文化の指標が組
織の性格を集合的に表すことになるが、この中には
リーダーシップのスタイル、コミュニケーションの
パターン、意思決定のスタイル、情報の使途、業績
スタンダードや期待、規範や行動、シンボルなどが
含まれる。

包括性(Inclusiveness):  多様なグループが代表され
ていることや参加していることを可能にすること。

ボランティア(Volunteer):  補償を期待することな
く大義のために無料で時間と才能を提供する人。

ボランティア主導(Volunteer led): ボランティアが
組織を統治し、全ての主要な意思決定に関わり、同
時に組織がコミュニティ、市民のニーズと志向を代
表することを保証すること。
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ボランティアセンター(Volunteer center):  コミュ
ニティにおけるボランティア活動の特典を促進し、
かつ認識するサービス。ボランティアをしたいとす
る人々と支援の必要なコミュニティ組織をつなぐ役
割を果たすこともあり、ボランティアを支援して、
トレーニングやその他の教育プログラムを通じてボ
ランティア支援と管理をも支援する。

ミッション(Mission):  組織の存在の最重要な目的
あるいは理由(例えば、何をするか、誰のために、
誰に対して、組織をどのようにして違ったものにす
るかなど)。
  
無限定意見(Unqualified Opinion):  監査人は一般的
に公正妥当だと認められている監査基準 (GAAS) に
従って組織の財務記録を検査したこと、その結果、
財務記録が一般会計原則(GAAP)に従って作成され
ており、組織の財務状況を公正に表していると信じ
るとの旨を、監査人が宣言する書類で、独立監査人
が提出するこのタイプの意見書を表す用語。  

メンバーシップ要件(Membership requirements):  
これは、各ユナイテッドウェイ組織がユナイテッド
ウェイ・インターナショナルあるいは国内的なユナ
イテッドウェイ組織で堅実な状態でメンバーとして
留まるために、遵守しかつそのコンプライアンスを
認定される必要のある特定の要件。最低限のメンバ
ーシップ要件も参照のこと。

ユナイテッドウェイ(United Way):  ユナイテッド
ウェイはボランティア主導の非営利組織であり、ロ
ーカルコミュニティの生活向上、および積極的で長
期的な社会変化の創出のためにキャパシティ構築と
資材結集を行う集合的、包括的なコミュニティ努力
を指導・支援し、そしてこれに参加する。ユナイテ
ッドウェイは、社会奉仕事業やボランティア活動を
奨励・推進し、ドナーには寄付の使途、コミュニテ
ィには達成する結果について説明責任をもつ。

ユナイテッドウェイ組織(United Way 
Organization):  ユナイテッドウェイの価値観と特
徴を共有し、最低限のメンバーシップ要件を満たす
ユナイテッドウェイ組織の運動と関連する組織。 .  

予算(Budget):  一会計年度に発生する全ての見積も
り経費と支出ならびに、組織が受け取りを予想する
見積りのある全ての支援や収入総額が項目化された
リスト。

予備金(Reserves):  緊急時やその他将来のニーズの
ために蓄えられた資金。

予防サービス(Preventative services):  長期的な問
題を避けるために個人や家族を助けるために設定さ
れたサービスで、生産的で満足できる生活への可能
性を強化する。  

利害の不一致(Conflict of Interest):  公的な立場に
ある人の公的・私的利益の間での利害で、結果的に
個人的な得となる、あるいは、過度の影響や有利と
いう認識となること。利害の不一致の例としては、
スタッフ、理事会メンバー、あるいはボランティア
が組織のために親戚とビジネスを行う、職員、理事
会メンバー、あるいはボランティアが組織とビジネ
スを行っている、あるいは慈善関係があるような人
や組織からギフトや恩恵を供与するあるいは受け取
る、スタッフ、理事会メンバーあるいはボランティ
アが組織に資料やサービスを提供するビジネスの金
銭的利益がある、あるいは、別の家族のメンバーに
直接報告するような家族のメンバーの雇用 などが
含まれる。

リスク管理(Risk management):  将来のアウトカム
の可能性の予想あるいは予測を通じて、組織におけ
る偶発的な損失を決め、最低限に抑え、そして予防
するテクニックで、例えば、安全対策の実施、保険
購入、あるいはリスクの高い活動を回避するなど。
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倫理(Ethics): 個人や団体の適切な行為を統治する
道徳的原則の体系。

倫理綱領(Code of ethics):  倫理行動のためのスタ
ンダードで書面によるシステム。日々の意思決定を
支える職場の指針。

倫理担当者(Ethics officer):  難しい状況で正しい措
置を決めるために、ボランティア、従業員、および
一般市民への支援をする資源として理事会によって
指定された個人。この本人が ユナイテッドウェイ
組織の倫理をあらゆるレベルでの意思決定プロセス
へと統合する責任をもつ。   
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プロセスと参加者
グローバルスタンダードイニシアチブは、世界中のローカルユナイテッドウェイ組織がそのコミュニティ
に奉仕するキャパシティと有効性を増大させ、社会奉仕活動の目的を実行するためにグローバルパートナ
ーおよび個人の能力を増幅させようという努力におけるリードプロジェクトです。この活動の主力の後援
をGE財団 から、翻訳、コミュニケーション、および取り組みへの支援をフィリップモリス・インターナシ
ョナルから、追加のキャパシティ構築資金をボーイング社から提供していただきました。 

スタンダードは、世界中のユナイテッドウェイ関連組織およびその他の組織から100人以上のボランティ
アおよびスタッフがスタンダードの創出、検討、入念な検査に関わり、これまでに前例のない1年ものプロ
セスを経て作成されました。グローバルスタンダードは、ユナイテッドウェイ組織のローカル・全国的な
スタンダードの強い伝統に基づいており、初めの計画作りと調査はユナイテッドウェイ・インターナショ
ナル、米国ユナイテッドウェイ、およびカナダユナイテッドウェイ‐セントレードカナダからのメンバー
を含めたスタッフレベルのタスクグループ が大きな支援を行いました。幅広い代表団であるリーダーシッ
プ委員会がプロジェクトの範囲を設定し、作業を導き、かつ作成プロセスに活発に参加しました。  

多くの国々からのスタッフおよびボランティア専門家から構成されるリファレンスグループは、課題の調
査研究、内容の作成、および原則とスタンダードの草案を創出するために8つの主題分野について招集さ
れました。この作業書類は他の支援資料とともに後に集められ、閲覧用草案となりましたが、この草案は
2005年秋にこの目的で招集された一連の国際会合やフォーラムで広く閲覧、検討、議論されました。この
フィードバックを基に、そして上席スタッフおよびボランティアの小チームの助けを借りて、提案中のス
タンダードには、ユナイテッドウェイ組織のためのグローバルスタンダード 最終草案を作成するために再
編成と改訂が行われました。その後、グローバルスタンダードはリーダーシップ委員会から確認され、さ
らにユナイテッドウェイ・インターナショナル理事会.から承認と支持を得ました。

多くの方々(そしてその後援機関にも)が、その時間、熱意、知識、およびアイデアを寛容に貢献していた
だいたことに感謝します。このような幅広いレベルでの関与と取り組みがこの努力の成功に大きく貢献し
たことは疑う余地もありません。
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エクゼクティブオーナー
グローバルスタンダードプロジェクトの高いレベル
の監視を行います。

■   クリスティン・ジェームズ-ブラウン、ユナイテ 
 ッドウェイ ・インターナショナル理事長&CEO  
 (リード)

■   ブライアンA.ギャラガー、米国ユナイテッドウ 
 ェイ理事長&CEO

理事会理事
ユナイテッドウェイ・インターナショナルの理事会
理事は、本プロジェクトに助言を与え、監督をしま
す。以下は、現在の理事です。

■   ジェームズM. バナンティン、 
 アキュメンキャピタルLLC、メリーランド州コ 
 ロンビア

■   テレサ・ホール・バーテルズ、 
 ホルバードホールディングズLLC社長、イリノ 
 イ州マンデレーン

■   アーサーP.ベリス、 
 ベリスエンタープライズ社社長、ニューヨーク 
 州ニューヨーク

■   ロバート・ボウシャ、 
  シラスマネージメントトレーニング&セーリン 
 グ社社長、カナダ、オンタリオ、キングストン

■   チャーチルG.ケリー、  
 コミュニティコンサルタント、プエルトリコ、 
 サンファン

■   エドウィンD. フラー、  
 マリオットインターナショナル社、社長& 常務 
 取締役、ワシントンDC

■   バーバラB.ガトーン、  
 デトロイト地域商工会議所会頭付上席顧問、ミ 
 シガン州デトロイト

■   ジョー L. ハワード、 
 アージェントマネージメント社社長&CEO、ノー 
 スカロライナ州コメリウス

■   クーヒュン・ジャング、 
 サムソン経済研究所社長、韓国ソウル

■   ジョン C. ロング、 
 ハーシイ社法人事情担当VP、ペンシルベニア州 
 ハーシイ

■   ジョンD. ラブ、  
 ピットニイ・ボウズガバメント・ソルーション 
 ズ社社長, Lメリーランド州ランハム 

■   ラリー・マクドナルド、  
 ポイントエネルギー社会長&CEO、カナダ、カル 
 ガリー

■   ビル・マタソーニ、  
 ボストンコンサルティンググループ、VP&ディ 
 レクター、ニューヨーク州ニューヨーク

■   ティム・マッケインズ、  
 ウィリー・キホーテ社社長、ニュージーラン  
 ド、オークランド

■   ロバート E. サンタ・マリア、  
 プライスウォーターハウスクーパーズLLPパート 
 ナー、プエルトリコ、サンファン

■   ヘルベート・オルジ、  
 スマ・ギャランティ&トラスト社理事会会  
 長&CEO、ナイジェリア、ラゴス

■   ラジュ・パンジワニ、 
 エピトメ・グローバルサービス社創設者&   
 CEO、ニューヨーク州ニューヨーク

■   ジェイシュ A. パレク、 
 モビアップスホールティングズPte社会長、シン 
 ガポール

■   スティーブ・リチャードソン、  
 UWI理事&上席VP、及びアメリカンエキスプレ 
 ス社最高才能担当官、ニューヨーク州ニューヨ 
 ーク

■   カール B. ロドニー、 
 カリブニューヨーク社出版編集長、ニューヨー 
 ク州ニューヨーク 

■   ラモン・ソーサ-ミラバール、 
 ペトロガス・エネルギーベネスエラ社、渉外・ 
 コミュニケーション担当ディテクター、ベネズ 
 エラ、カラカス

■   バーバラ J. ストーンブレーカー、  
 シンシナチベル社上席副社長(退役)、オハイオ 
 州シンシナチ

■   ジョージ A. ユリーベ、 
 プロクターアンドギャンブル社、ラテンアメリ 
 カ社長、ベネズエラ、カラカス 

■   コーネル・ウィリアムズ、 
 国際キャピタル&マネージメント社最高財務担当 
 者、米国ヴァージン諸島セントトーマス

プロセスと参加者

以下には、グローバルスタンダード
イニシアチブに関わったさまざまな
団体のスタッフとボランティアおよ
びそれぞれの役割を記載します。 
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リーダーシップ委員会
UWIメンバーとステークホルダーである10-15名の
ボランティアとスタッフから構成され、リーダーシ
ップ委員会は、ユナイテッドウェイグローバルスタ
ンダードのプロジェクトの中心となる諮問機関であ
り、全地域の代表を有します。 メンバーは、さま
ざまな技能と経験を委員会にもたらします。
  
ユナイテッドウェイ・インターナショナル理事会代
表
■   ロバート・ボウシャ、 

カナダセントレードユナイテッドウェイを代表
するユナイテッドウェイ・インターナショナル
理事、オンタリオ州キングストン

■   ティム・マッケインズ、 
 ユナイテッドウェイ・インターナショナル理事  
 、メンバーサービス委員会委員長、カリフォル 
 ニア州サンタバーバラ

アジア代表 - 03125太平洋地域
■   デス・ブレイク、 

 コンサルタント、オーストラリアのユナイテッ 
 ドウェイ、オーストラリア、メルボルン 

■   ギル・サラザール、 
 社会進歩のためのフィリピンビジネス(PBSP)事 
 務局長、フィリピン、マニラ

アフリカ地域代表 
■   ベロニカ・クロンジェ、 

 バール地域コミュニティチェスト事務局長、南 
 アフリカ

■   エマニュエル・オケレケ、 
 ユナイテッドウェイ・ナイジェリア副理事長、 
 ナイジェリア、ラゴス

ヨーロッパおよび中東代表
■   クリスチャン・ディアンヌ、 

 ルーマニア・ユナイテッドウェイ理事、ルーマ 
 ニア、ブダペスト

ラテンアメリカおよびカリブ海地域代表 
■   アルバロ・キャサレー、  

 ユナイテッドウェイ・ジャマイカ理事会会長、 
 ジャマイカ、キングストン

■   マリア・デル・ロサリオ・シンテス、 
 コロンビア地区事務局長、コロンビア、ボゴタ 

北アメリカ代表

■   リン・ムルダー、 
 カナダセントレードユナイテッドウェイ理事、 
 アルバータ州レッドディア

■   ブライアン・ランシャンス、 
 米国ユナイテッドウェイ主席補佐官、ヴァージ 
 ニア州アレキサンドリア 

タスクグループ
UWI、UWA、およびUWC‐セントレードカナダの
スタッフが、グローバルスタンダードイニシアチブ
への助言、企画、及び支援において重要な役割を果
たします。

■   ラリー・ジェメル、 
 プロジェクトマネージャー (リード)

■   リック・ベロウス、 
 UWA研究担当VP

■   グレッグ・ブルゾンスキー、 
 UWIメンバー支援開発担当VP 

■   キャレン・ブラン、 
 UWA業績研究ディレクター

■   バーバラ・エドモンド、  
 UWAベストプラクティス交流VP 

■   ケン・ユゥウィマ、 
 UWA財務説明責任担当ディレクター

■   デビー・フォスター、  
 UWA戦略同盟・内包担当エクゼクティブVP

■   エバ・クミーシック、 
 UWC-CCの戦略管理担当上席VP

■   アナ・マリア・モラーン、  
 UWI資源開発担当VP 

■   ジェニー・パラジオ、 
 UWAメンバーシップ説明責任担当 
 ディレクター

■   レイラ・ロバーツ、 
 UWI特別プログラム担当VP 

■   ウィル・バーガス、 
 UWA知識管理ディレクター

付
録

 B



リファレンスグループ
臨時のリファレンスグループは、共通のテンプレー
トを使って我々の範囲内で各分野の活動を網羅し
て、スタンダード原案を創出・作成するために組織
されました。リファレンスグループは、タスクグ
ループのメンバー、他のUWI あるいはUWAスタッ
フ、UWI関連組織のスタッフとボランティア、およ
び適切な外部専門家から構成されています。  

財務説明責任、透明性、および報告業務 
■   ロシー・スマリワラ、コンサルタント、 

 UWI全理事長, 米国オレゴン州メドフォード(リ 
 ード)

■   エリザベス・ボリス、  
 都市問題研究所、非営利・フィランソロピーセ 
 ンター、ディレクター、米国ワシントンDC

■   キャレン・ブラン、 
 UWA業績研究担当ディレクター、米国

■   アルバロ・キャサレー、  
 ジャマイカ・ユナイテッドウェイ議長、ジャマ 
 イカ、キングストン

■   ベネディクト・チェン、 
 シンガポールコミュニティチェストCEO

■   ボリス・コルネホ、  
 エスクエル財団副理事長、エクアドル

■   ケン・ユゥウィマ、  
 UWA財務説明責任担当ディレクター、米国

■   リチャード・ラーキン、 
 保証担当シニアマネージャー、 BDOシードマン 
 LLP、米国メリーランド州ベセスダ

■   ゴードン・マクドナルド、 
 ウバンツコミュニティチェストCEO 、南アフリ 
 カ、ダーバン

■   ワレン・オルソン、 
 ユナイテッドウェイ・ロアーメインランド財務 
 運営サービス担当ディレクター、カナダ、ブリ 
 ティッシュコロンビア州ブマビー

■   ラジュ・パンジワニ、 
エピトメ・グローバルサービス創設者・会長、
米国ニューヨーク州ニューヨーク

■   ギル・サラザール、 
 社会進歩のためのフィリピンビジネス(PBSP)事 
 務局長、フィリピン

■   ラリー・ジェメル、 
 グローバルスタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー

ガバナンス、プライバシー、および倫理

■   ブライアン・ラシャンス、 
 UWA首席補佐官米国ヴァージニア州アレキサン 
 ドリア(リード)

■   マーラ・ボボウィック、 
 ボードソース商品VP、米国ワシントン州

■   キャロル・バーガー、 
 ユナイテッドウェイ理事長兼CEO, ミシシッピ州 
 ジャクソン 

■   エイミー・コーツ・マドセン、 
 優秀性スタンダード研究所プログラム・ディレ 
 クター、メリーランド州ボルチモア

■   クリスティーナ・ダジャヌ、 
 ルーマニアUW、ディレクター、ブダペスト

■   メル・ギル、 
 シナジーアソシエーツ理事長、カナダ、オンタ 
 リオ州オタワ

■   ロバート・ケリー、 
 ヨハネスバーグコミュニティチェスト議長、南 
 アフリカ

■   メリッサ・ウルフ、 
 UWA、ガバナンス担当ディレクター、米国 

■   ラリー・ジェメル、 
 UWグローバル スタンダードイニシアチブ、プ 
 ロジェクトマネージャー

プロセスと参加者
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コミュニティリーダーシップおよびボランティア取
り組み
■   フランク・ドナヒュー、 

 アフタースクール・オールスター理事長兼   
 CEO、米国カリフォルニア州ロサンゼルス(リー 
 ド)

■   ボブ・ボウシャ、 
 UWI理事、カナダ、オンタリオ州キングストン

■   ベロニカ・クロンジェ、 
 バール地域コミュニティチェスト事務局長、南 
 アフリカ、サソルバーグ

■   マーレーン・デボイスブライアンド、  
 ボランティアカナダ理事長、カナダ、オンタリ 
 オ州オタワ

■   デビー・フォスター、  
 UWA戦略同盟・内包担当エクゼクティブVP、米 
 国ヴァージニア州アレキサンドリア

■   アーロン・マイヤーズ、 
 エセックスおよび西ハドソンUW、コミュニティ 
 パートナーシップおよび開発担当ディレクタ  
 ー、米国ニュージャージー州 

■   ラリー・ジェメル、 
 UWグローバル スタンダードイニシアチブ、プ 
 ロジェクトマネージャー

コミュニティインパクトおよび評価 
■   グロリア・ペース・キング、 

 UW中部カロライナ理事長、米国(リード)
■   クリス・ジェームズ-ブラウン、  

 UWI理事長兼CEO
■   ジャネット・バトラー、 

 ガーナUW理事長
■   ベネディクト・チョン、  

 シンガポールコミュニティチェストCEO
■   ジョディ・クレッツマン、 

 ノースウエスタン大学政策問題研究所、研究準 
 教授、米国イリノイ州エヴァンストン

■   アーロン・マイヤーズ、 
 エセックス・西ハドソンUW、コミュニティパー 
 トナーシップ・開発担当ディレクター、米国ニ 
 ュージャージー州

■   アグニエスカ・ナウミゥク、 
 UWI、地域ディレクター

■   アンジェラ・べネガス、  
 プロクターアンドギャンブル・インダストリア 
 ル、ラテンアメリカ対外関係、 SCA

■   レイラ・ロバーツ、 
 UWI、特別プログラムVP

資源結集
■   アナ・マリア・モラーン、 

 資源開発担当VP (リード)
■   ウェン-リン・チェン、 

 台湾UW、副事務局長
■   ベロニカ・クロンジェ、 

 バール地域コミュニティチェスト事務局長
■   メーガン・ミラー・ドラン、 

 ベイエリアUW、アシスタントVP兼&開発担当 
 官、カリフォルニア州サンフランシスコ

■   メアリー・グリム、 
UWA全国法人リーダーシップ担当リードマネー
ジャー

■   アメリア・ジョーンズ、  
 西部ケープコミュニティチェストCEO、南アフ 
 リカ

■   トレーシー・ナイルズ、 
 UWA全国法人リーダーシップ担当VP

■   エマニュエル・オケレケ、 
 UWナイジェリア副理事長

■   ギル・サラザール、 
 社会進歩のためのフィリピンビジネス(PBSP)事 
 務局長、フィリピン、マニラ 

■   ジョイス・ウィルバー、 
 UWI主要寄付担当ディレクター 

■   ラリー・ジェメル、 
 グローバル スタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー

付
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アイデンティティ、イメージおよび名声

■   クリス・ジェームズ-ブラウン、 
UWI理事長兼 CEO (リード)

■   マリア・エレナ・ランパヤ、 
 プエルトリコ・フォンドスユニドス、コミュニ 
 ケーション担当 VP

■   ヘザー・リームブラッゲン、 
 オーストラリアUW、VP・ディレクター

■   グレース・リー、  
 テキサス湾岸UW、基金開発コーディネータ

■   ビル・マタソーニ、 
 UWI、ディレクター 

■   エマニュエル・オケレケ、 
 UWナイジェリア副理事長

■   エルサベ・ラス、  
 バール地域コミュニティチェスト委員長 

■   シンシア・ラウンド、 
 UWAブランド戦略・マーケティング担当エクゼ 
 クティブVP

■   レイラ・ロバーツ、 
 UWI、VP

運営および管理

■   デス・ブレイク、 
 マネージメントコンサルタント、オーストラリ 
 ア、メルボルン(リード)

■   ピオトール・チャズンスキイ、   
 ビジネスプロセスアナリスト、米国ボストン

■   エベリン・バークハウス、 
 ハリファックス地域UW運営ディレクター、カナ 
 ダ、ハリファックス

■   ドクター・レビン・パンレイ・ピーハリー、 
 モーリシャスUW理事会会長 

■   シバニ・サチデバ、 
 マムベイUW事務局長、インド

■   ギル・サラザール、 
 社会進歩のためのフィリピンビジネス(PBSP)事 
 務局長、フィリピン、マニラ 

■   ウィル・バーガス、 
 UWA知識管理ディレクター、米国 

■   ラリー・ジェメル、 
 グローバル スタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー

最低限のメンバーシップ要件

■   グレッグ・ブルゾンスキー、 
 UWIメンバーサービス担当VP (リード)

■   リック・ベロウス、 
 UWA研究担当VP

■   アルバロ・キャセレー、 
ジャマイカUW議長

■   ベロニカ・クロンジェ、 
 バール地域コミュニティ チェスト、事務局長

■   エバ・クミーシック、 
 UWC‐CC、上席副理事、カナダ

■   ヴィオラ・ムカサ、 
 ウガンダUW理事

■   ジェニー・パラジオ、 
 UWAメンバーシップ説明責任担当ディレクタ 
 ー、米国

■   マリア・デル・ロサリオ・シンテス、 
 コロンビア地区事務局長

■   ラリー・ジェメル、 
 グローバル スタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー

プロセスと参加者
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地域別取組みフォーラム
2005年秋に、リファレンスグループが当初作成し
たスタンダード草案を提示しそれについての話し合
いを行うため、ユナイテッドウェイ・インターナシ
ョナル各関連組織との一連のフォーラムおよび会議
が開かれました。この検討とフィードバックは、当
初スタンダードを作成する際に非常に大切でありま
したが、以下の参加者に謝辞を表します。

アフリカ
■   レヴィン・パンレイ・ビーハリー  

 - モーリシャスUW
■   ジャネット・バトラー  

 - ガーナUW
■   ベロニカ・クロンジェ  

 - バール地域コミュニティチェスト (南アフリ 
 カ)

■   レファイロ・ジョカ-セロテ  
 - ヨハネスバーグUW (Southアフリカ)

■   アメリア・ジョーンズ  
 - 西部ケープコミュニティチェスト (南アフリ 
 カ、ケープタウン)

■   ロバート・ケリー  
 - ヨハネスバーグUW (南アフリカ)

■   ゴードン・マクドナルド  
 - ウブンツコミュニティチェスト (南アフリカ、 
 ダーバン)

■   ヴォイラ・ムカサ  
 - ウガンダUW

■   アロオ・ナイドオ  
 - ピータマリッツバーグおよび地区コミュニティ 
 チェスト (南アフリカ)

■   エマニュエル・オケレケ  
 - ナイジェリアUW

■   エルサベ・ラス  
 - バール地域コミュニティチェスト (南アフリ 
 カ)

■   ローナ・ジョンソン  
 - UWI、アフリカおよびカリブ海、地域ディレク 
 ター

■   ラリー・ジェメル  
 - グローバルスタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー 

オーストラリアおよびニュージーランド
■   バーバラ・アブレイ、 

 ジーロングUW、ディレクター、ビクトリア州ジ 
 ーロング

■   デス・ブレイク、  
 オーストラリアUW、コンサルタント、ビクトリ 
 ア州メルボルン

■   スウ・ クリスチャンセン,  
 南オーストラリアUW事務局長、南オーストラリ 
 ア州エリザベス

■   ビル・ダウニング、 
 シドニーUW事務局長、ニューサウスウェールズ 

■   ジェフ・グリーン、 
 オーストラリアUW理事長、ビクトリア州メルボ 
 ルン

■   ヘザー・リーブラッゲン、 
 UWオーストラリア、ニューサウスウェールズ州 
 シドニー

■   テリー・マクドナルド、  
 マイヤーズ卿慈善基金ディレクター、ビクトリ 
 ア州メルボルン

■   ドン・オリバー、 
 UWニュージーランドCEO、オークランド

■   ローズマリー・ピーク、 
 UW西オーストラリア事務局長、西オーストラリ 
 ア、パース

■   スザンヌ・ウォリス、  
 UWバララトCEO、ビクトリア州バララト

■   アンソニー・ウィルソン、 
 UWジーロング事務局長、ビクトリア州ジーロン 
 グ

■   ラリー・ジェメル、 
 グローバルスタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー 

付
録
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カリブ海

ジャマイカUW
■   アルバロ・キャスリー、  

 議長
■   ウィンサム・ウイルキンズ、  

 CEO

セントクロイUW
■   アベリル・ジョージ、  

 議長
■   アラセリス・バーマデズ・ウォルコット、 

 キャンペーン委員会意委員長
■   アナ・ダビラ、  

 理事長
■   ルイ・ダビラ、 

 ボランティア 
■   エルマー・ウォルコット、 

 ボランティア

トリニダード・トバゴUW
■   イアン・ベンジャミン、  

 理事会メンバー
■   トルーディ・ デバーテイユ,   

 資金集めディレクター

セントトーマス&セントジョンUW
■   レイモンド・グリーン、 

 理事会理事長
■   アドウシャ・フランシス、 

 VP/次期理事長
■   チェリル・ジョージ・チャンス、 

 キャンペーン委員会協同委員長
■   ヒュー・メイベ、  

 理事会メンバー
■   アーミン・ボシュルテ、 

 理事会メンバー
■   ロバート・オースチン、 

 コミュニケーション委員会委員長
■   コーネル・ウィリアムズ、 

 前理事長
■   ティラ・ハモンド、 

 事務局長

UWI
■   カール・ロドニー、 

 UWIカリブ海小委員会委員長
■   ローナ・ジョンソン、 

 UWI地域マネージャー
■   ラリー・ジェメル、 

 グローバルスタンダードイニシアチブ、プロジ 
 ェクトマネージャー

中国チャリティーコンファレンス
■   バオジュン・ファン、 

 中国チャリティー連合理事長 
■   ヨングアング・シュウ、 

 中国チャリティー連合 VP 
■   カイ・ユァン、 

 上海チャリティー財団VP
■   ティム・マッケインズ、 

 UWI、ディレクター兼メンバー支援委員長
■   ユン・チェン・リー、 

 テキサス湾岸UW、基金開発コーディネータ

ヨーロッパ
■   ピーター・ダーバス、 

 ハンガリーUW、CEO
■   キャトリエン・グーセンズ、 

 ベルギーユナイテッド基金CEO
■   アンナ・クラスナウスカ、 

 ポーランドUW、理事長&CEO
■   アドリアナ・ストイカ、 

 ルーマニアUW、CEO
■   タチアナ・ザディラコ、 

 モスクワUW、CEO
■   ディック・アフト、 

  UWI ボランティア、米国オハイオ州シンシナチ
■   アグニエスカ・ノウミウク、 

 UWI、欧州・中近東、地域ディレクター

プロセスと参加者
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日本
■   本田 章博、  

 赤い羽根中央共同募金会、常務理事
■   阿部 陽一郎、 

 赤い羽根中央協同募金会、企画広報副部長
■   山内 秀一郎、 

 赤い羽根中央協同募金会、企画広報
■   大江 尚樹 、 

 東京共同募金会、常務理事
■   松本 宏志、 

 東京共同募金会、事業部長
■   加納 高仁、  

 東京共同募金会、事業局次長
■   高澤 知子、 

 HR ディレクター、 GE 消費者金融 アジア/エン 
 ゲージメント&コーポレートシチズンシップ

■   山口 祐造、 
 広報部コーディネータ、社内広報 &社会貢献担 
 当

■   グレッグ・バーゾンスキー、  
 UWI、メンバーサービスVP

■   岡本 とも子、  
 UWI、計画寄付担当官

ラテンアメリカ
■   フィリップ・ソマーベル、 

 コーポラシオン・ソシエダーダ・アクティバ、 
 理事長、 チリ

■   ピエール・マーチャンド、 
 キャミナド・フントス、理事長、 ペルー 

■   ビバリー・ホール、  
 フォンド・ユニドIAP、全国ディレクター、メキ 
 シコ 

■   ヒルダ・ヴィラロボス、 
 フォンド・ユニド・チハウハウ、事務局長、 メ 
 キシコ

■   ジャクリーン・デ・カマーゴ、 
 アソシアシオン・カミナンド・フントス、 プロ 
 ジェクトスーパーバイザー、ブラジル

■   マリア・エレナ・ラムパヤ、 
 フンドス・ユニドス・デ・プエルトリコ、コミ 
 ュニケーションVP

■   ラモン・ソーサ-ミラベール、 
 ペトロブラセネージア、UWIディレクター、 ベ 
 ネズエラ

■   アナ・マリア・モラーン-ルーブリエール、  
 UWI、開発VP

■   ルイ・アレマーン、 
 デビデンド・ボランタリオ・パララ・コムニダ 
 ード、事務局長、ベネズエラ

■   ジョージ・ウリベ、 
 UWIディレクター、ベネズエラ・プロクターア 
 ンドギャンブル、SCA

■   エンリケ・グイナンド、  
 デビデンド・ボランタリオ・パララ・コミュニ 
 ダード、VP、ベネズエラ

■   イマノル・ヴァルデス、 
 デビデンド・ボランタリオ・パララ・コミュニ 
 ダード理事長、ベネズエラ

■   アナ・デ・ベラスコ、 
 デビデンド・ポー・コロンビア、ディレクタ  
 ー、 ボゴタ

■   イザベル・ベラ・デ・フェリグニ、 
 UWI、ラテンアメリカ地域ディテクター

■   マリア・デル・ロサリオ・シンテス、デビデン 
 ド・ポー・コロンビア、 
 事務局長、コロンビア、ボゴダ

■   シメナ・アラネダ、 
 AED事務局長、コスタリカ

■   アンジェラ・バネガス、 
 リファレンスグループボランティア、ベネズエ 
 ラ・プロクターアンドギャンブル、SCA
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付録 C - 世界のユナイテッドウェイ組織
以下は、2006年3月の時点でユナイテッドウェイ組織と関連している組織のリストで、
地域別にアルファベット順でリストされています。全国的な組織の場合には、関連する
ローカルなユナイテッドウェイ組織 の数がカッコ内に示されています。さらに追加の連
絡情報やローカルのウェブサイトへのリンクは、 www.uwint.org から探すことができ
ます。 
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アフリカ
■   ガーナ・ユナイテッドウェイ 
 ガーナ、アクラ
■   ケニア・ユナイテッドウェイ
 ケニア、ナイロビ
■   モーリシャス・ユナイテッドウェイ
 モーリシャス、ポートルイス
■   ナイジェリア・ユナイテッドウェイ
 ナイジェリア、ラゴス
■   南部アフリカ・ユナイテッドコミュニティチェ 

 スト (ローカル関連組織8)
 南アフリカ、ケープタウン
■   ウガンダ・ユナイテッドウェイ
 ウガンダ、カンパラ

アジア太平洋
■   オーストラリア・ユナイテッドウェイ (ローカル
 関連組織10)
 オーストラリア、ビクトリア州メルボルン 
■   中国チャリティー連合 (ローカル関連組織168)
 中国、北京 
■   香港コミュニティチェスト
 中国、香港SAR
■   バロダ・ユナイテッドウェイ
 インド、バロダ 
■   ムンバイ・ユナイテッドウェイ
 インド、ムンバイ 
■   ヤヤサン・ミトラ・マンディリ
 インドネシア、ジャカルタ 
■   赤い羽根中央協同募金会 (ローカル関連組織47)
 日本、東京
■   韓国コミュニティチェスト (ローカル関連組織
 16)
 韓国、ソウル 
■   マレーシア人道活動財団
 マレーシア、クアラルンプール 
■   ニュージーランド・ユナイテッドウェイ
 ニュージーランド、オークランド
■   フィリピン・ユナイテッドウェイ社 (ローカル関
 連組織11)
 フィリピン、ケソンシティ 
■   社会進歩のためのフィリピンビジネス
 フィリピン、マニラ 

■   社会サービス全国協議会 (シンガポールコミュニ
 ティチェスト)
 シンガポール
■   ユナイテッドウェイ
 台湾、タイペイ 
■   タイ全国社会福祉協議会 (タイ国ユナイテッドウ
 ェイ)
 タイ、バンコック 
■   アムチャム - ベトナム・ユナイテッドウェイ
 ベトナム、ホーチミン市 

カリブ海
■   プエルトリコ・フンドス・ユニドス
 プエルトリコ、サンファン 
■   ジャマイカ・ユナイテッドウェイ
 ジャマイカ、キングストン
■   セントクロイ・ユナイテッドウェイ社
 ヴァージン諸島セントクロイ、クリスチャンス 
 テッド
■   セントトーマス-セントジョン・ユナイテッドウ
 ェイ
 ヴァージン諸島セントトーマス 
■   トリニダード・トバゴ・ユナイテッドウェイ
 西インド諸島トリニダード、ポートオブスペイ 
 ン

世界のユナイテッ 
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ヨーロッパ、中央アジアおよび中東
■   ベラルーシ・ユナイテッドウェイ
 ベラルーシ、ミンスク
■   ベルギーユナイテッド基金
 ベルギー、ラハルペ-テーヘルペン
■   ギリシア・ユナイテッドウェイ
 ギリシア、アテネ 
■   ハンガリーユーロファラス・ ユナイテッドウェ

イ(ローカル関連組織4)
 ハンガリー、ブダペスト 
■   マタン-寄付の方法
 イスラエル、テルアビブ 
■   自主社会のゼネラルユニオン
 ヨルダン、アンマン
■   ポーランド・ユナイテッドウェイ
 ポーランド、ワルシャワ 
■   ルーマニア・ユナイテッドウェイ
 ルーマニア、ブカレスト
■   モスクワ・ユナイテッドウェイ
 ロシア、モスクワ 
■   ユナイテッドウェイおよびユナイテッドトラス 

 ト
 英国リバプール 

ラテンアメリカ
■   アソシアシオ・カミハンド・フントス
 ブラジル、サンパウロ 
■   コーポラシオン・ソシエダッダ・アクティバ
 チリ、サンチエゴ 
■   フンダシオン・デビデンド・ポーコロンビア
 コロンビア、ボゴダDC
■   アソシアシオン・デ・エンプリサリオス・パラ 

 エル・デサロロ
 コスタリカ、サンホセ
■   フンダシオン・エスクエール
 エクアドル、キント
■   フンド・ウニド・デ・グアテマラ
 グアテマラ、グアテマラ市 
■   メキシコ・ユナイテッドウェイ (ローカル関連組
 織6)
 メキシコ、メキシコ地域連合 
■   アソシアシオン・ニカラグエンシス・アメリカ 

 ーナ (アメリカン・ニカラグア財団)
 ニカラグア、マナグア
■   アソシアシオン・カミナンド・フントス
 ペルー、リマ
■   デビデンド・ボランタリオ・パララ・コムニダ
 ーダA.C.
 ベネズエラ、カラカス 

北米
■   米国ユナイテッドウェイ (ローカル関連組織
 1,350)
 米国ヴァージニア州アレキサンドリア
■   カナダユナイテッドウェイ - セントレードカナ
 ダ (ローカル関連組織124)
 カナダ、オンタリ州オタワ
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写真提供は以下の方々のご協力を頂きました。

ディック・アフト - 75ページ
ジェフ・ブラウン - 69ページ
ラリー・ジェメル - 47,49ページ
ユン・チェン・リー(中国チャリティー連合) - 33,35,37ページ
マグナムグラフィックスLLC - 表紙、1,3,5,7,21,39,41,43,63 ページ
アグニースカ・ナウミック - 11,13,25,45,51,53,55,71,73ページ
www.scottrobinsonphoto.com - 9,15,17,19,22,57,59,61,65,67ページ 
米国ユナイテッドウェイ - 23,27,29,79ページ

全ての写真には著作権があり、所有者の許可なしには再生できません。
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