参考資料１

報告書

寄付月間～Giving December～について
寄付月間とは
寄付の受け手側が寄付者に感謝し、また寄付者への報告内容を改善するきっかけとなり、
そして多くの人が寄付の大切さと役割について考えることや、寄付に関心をよせ、行動をするきっかけともなる月間を
制定する。

推進委員会
委員長 小宮山宏 三菱総研理事長/元東京大学総長

共同事務局長 鵜尾雅隆 日本ファンドレイジング協会代表理事
民間非営利組織、企業、行政、国際機関などで寄付に関連する取り組みをしている全国代表的な機関の代表者が集ま
り、35名の推進委員会を構成 各法人の有志による共同事務局を設置して、寄付月間の統一ロゴ作成や各方面との連携
による全国的周知による啓発活動、イベント開催や賛同パートナー（無料）の拡大などを行います

その他
・社会課題の解決のための寄付の促進が本委員会の設立の背景にあるが、寄付の定義は、寄付者個々人に
よって違いがあり、多様性を許容する観点から、寄付の定義について委員会としては明確な排他性をもたない。
・本委員会、寄付月間参加は、各主体の自発性に基づくものであり、何ら強制的な要素を含まない。また、特定
団体や特定課題への寄付を要請するもではなく、委員会としての政策提言を目指すものではない。
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寄付月間～Giving December～推進委員会
推進委員会
●委員長
小宮山 宏

株式会社三菱総合研究所 理事長、一般社団法人Japan Treasure Summit 代表理事

●委員
木村

真樹

公益財団法人あいちコミュニティ財団

横田

能洋

認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ

脇坂

誠也

認定特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 代表理事

小谷 利恵

内閣府公益法人行政担当室

山田

泰久

特定非営利活動法人 CANPANセンター 代表理事

新田

英理子

認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 事務局長

下垣

圭介

gooddo株式会社 代表取締役

大野

修一

公益財団法人 日本財団 常務理事

太田

達男

公益財団法人 公益法人協会 理事長

松田

薫二

公益財団法人 日本サッカー協会 グラスルーツ推進部長

定松

栄一

認定特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター（JANIC） 事務局長

藤居

靖幸

日本赤十字社 組織推進部参事

西郡

俊哉

国連開発計画 広報・市民社会担当官

鵜尾

雅隆

特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 代表理事

渋澤

健

コモンズ投信株式会社 会長

髙橋 陽子

佐藤

大吾

一般財団法人 ジャパンギビング 代表理事

田幸 大輔

有森

裕子

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 理事長

望月

保延

一般社団法人 Japan Treasure Summit 事務局長

岸本

幸子

公益財団法人 パブリックリソース財団 専務理事

田中

晧

公益財団法人 助成財団センター 専務理事

小阪

亘

公益財団法人 みらいファンド沖縄

深尾

昌峰

一般社団法人 全国コミュニティ財団協会

石田

篤史

公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま

金田

晃一

武田薬品工業株式会社 CCPA CSRヘッド

柳孝

文部科学省

鈴木

祐司

公益財団法人

地域創造基金さなぶり

妹尾 正仁

ヤフー株式会社 社長室コーポレートコミュニケーション本部

高橋

良太

社会福祉法人

中央共同募金会

田中

直樹

株式会社 電通

社会貢献部

山路

一隆

東京大学 副理事

渉外本部長

代表理事

岡本

直樹

常務理事・事務局長

会長

専務理事・事務局長

内閣府

政策統括官（経済社会システム担当）付参事官

（共助社会づくり推進担当）併任参事官（総括担当）
企画官

公益社団法人 日本フィランソロピー協会 理事長
株式会社 博報堂テーマビジネス開発局政策企画部
アカウントスーパーバイザー

企画広報部長

代表理事
代表理事

大臣官房政策課長

社会貢献推進室

室長

黒田

武志

リネットジャパングループ株式会社

代表取締役社長

有井

安仁

公益財団法人 わかやま地元力応援基金

専務理事
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寄付月間のハイライト - イベント 寄付月間公式認定企画

12/7 寄付月間～Giving December～記念シン
ポジウム 「ここから、日本の寄付の新しい
時代の扉を開けよう」

11/30 仙台での寄付シンポジウム
「寄付のチカラ～地域のささえあ
い、東北から～」

12/16

朝日新聞社と共催企画

12/12 子どもトラストセミナーに
て「寄付の教室」

全23企画

「ビル・ゲイツと語る 日本、未来」
トヨタ財団助成プロジェクト連続報告会
（全４回）

12/13 佐賀での寄付シンポジウ
ム 「寄付サミット2015 in
SAGA」

12/15 寄付物語2015「寄付する
気持ち」 ～みんなで寄付につい
て語ろう～

12/15 まちかどのフィランソロ
ピスト賞 贈呈式
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寄付月間のハイライト - キャンペーン 女性を応援する新規基金の創設

東海地域で約2000店舗でカンパ
イチャリティを実施

社会貢献ブックフェアをジュ
ンク堂などで展開

220万人の会員を対象とした中古家
電やゲームなどのリサイクル品の買
取金額UPキャンペーン

古本、書き損じ葉書の買取金額
UPキャンペーン

「毎日のクリックで応援」ポイ
ントの増量キャンペーン・「か
ざして募金」シェアで10円支援
キャンペーン

ジャパンギビングシステム手数
料大幅値下げ・選りすぐりのプ
ロジェクトの紹介

「公益法人」から寄付者に向けた
100の感謝のことばプロジェクト
E-チャレンジを通じた寄付募集強化

寄付アクション＆情報サイト
「みんつクエスト！」

障害者アート・国際協力・高齢
者地域サービスの団体指定支援
強化

6

寄付月間 公式認定企画
公式認定企画一覧

全23企画
名称

1

主催者

3

バリューブックス「寄付月間＋α」年末年始特別キャンペーン
株式会社バリューブックス
Giving December寄付サミット in SAGA & さがつくAWARD～日本初の寄付月間、佐賀に登場！日本のソーシャルをけん引する
公益財団法人佐賀未来創造基金
人が佐賀に集結！～
寄付推進フォーラム「寄付のチカラ～ささえあいの物語、東北から～」
公益財団法人地域創造基金さなぶり

4

「寄付のチカラ～あなたの願いと物語」の公募企画

公益財団法人地域創造基金さなぶり

5

ソーシャルアクション白熱教室

コモンズ投信株式会社

6

まちかどのフィランソロピスト賞

公益社団法人日本フィランソロピー協会

7

CSR

NPO法人

8

「あい基金」創設発表

公益社団法人パブリックリソース財団

9

～欲しい未来へ、寄付を贈ろう～こどもトラストセミナー「寄付の教室」第2弾

コモンズ投信株式会社

2

MeetUP

「CSR×寄付」

10 寄付者への感謝の言葉100
11 ジャパンギビング×寄付月間

CANPANセンター

公益財団法人公益法人協会
手数料減額キャンペーン

一般財団法人ジャパンギビング

12 トヨタ財団助成プロジェクト連続報告会

公益財団法人トヨタ財団

13 カンパイチャリティキャンペーン

公益財団法人あいちコミュニティ財団

14 みんなの遺贈無料相談

NPOのための弁護士ネットワーク

15 日本財団CANPAN・NPOフォーラム

17 特設寄付月間サイト全国のNPO支援センターの既存の寄付の再告知（仮称）

NPO法人 CANPANセンター
NPO法人日本ファンドレイジング協会、株式会社
英治出版
NPO法人 日本NPOセンター

18 Square for Nonprofits

NPO法人

19 「毎日のクリックで応援」ポイント増量キャンペーン！

gooddo株式会社

20 「かざして募金」シェアで10円支援キャンペーン

gooddo株式会社、ソフトバンク株式会社

21 ふじのくに未来財団寄附月間特別キャンペーン（団体支援強化）

公益財団法人ふじのくに未来財団

22 寄付アクション＆情報サイト「みんつクエスト」

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま

23 ファンドレイジング・日本2016

NPO法人日本ファンドレイジング協会

16 「『社会を良くする』をやってみよう。」ブックフェア

日本NPOセンター

7

発信と認知度向上（メディア）
朝日デジタルリレートーク
朝日デジタル上で、寄付のリレートークを掲載。
ビルゲイツ氏からスタートし、古田敦也氏、山中伸
弥氏、有森裕子氏、乙武洋匡氏、駒崎弘樹氏など
著名人の寄付に関しての思いを発信するとともに、
それぞれの寄付の可能性などについてもメッセージ
を寄せていただく。
http://www.asahi.com/special/1216/

メディア掲載

全 38 件

[主な掲載実績]
朝日新聞 2015年9月7日 / 社説 寄付と税制 官民格差をたださねば

日経ヴェリタス 2015年9月13日 / 渋沢健の愛と資本主義 世の中の成長を「寄」せて身に「付」ける

朝日新聞 2015年10月11日 / 「政治断簡 1億分の1人のために」

AERA 2015年11月9日号 / 「小泉進次郎氏が次にしたいことは 1日1円で誰かの力に」

毎日新聞 2015年11月19日 /「無理せず寄付」広がる視野

佐賀新聞 2015年11月28日 / 12月は寄付月間です

日本経済新聞 2015年12月1日 / 社説 寄付の文化を定着させたい

フジテレビ・ワイドナショー 2015年12月6日

NHK首都圏ネットワーク 2015年12月7日 / １２月を「寄付月間」に 初のシンポジウム

高校生新聞 2015年12月10日 / 高校生も楽しみながら考えてー１２月は「寄付月間」

読売新聞 2015年12月10日 / 12月は「寄付月間」各地で周知の催し

朝日新聞 2015年12月17日 / 社会貢献 心に響くものから

産経新聞 2015年12月23日 / 寄付文化 根付いて

中日新聞 、東京新聞、愛媛新聞、河北新報など

その他

ビデオメッセージ、
各自治体等でのポスター等掲示

ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムント所属の香川真司選手よりビデオメッセージを配信。
福岡市役所などにてポスターを掲示。また、千葉県などNPO課のML等で発信する他、北海道、栃木県、新潟県、佐賀県、高知県、広島県など各自治
体のホームページでもバナー設置等発信。
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賛同パートナー（法人）全119法人
法人名

法人名

法人名

法人名

1 コモンズ投信株式会社

31 特定非営利活動法人 ルーム・トゥ・リード・ジャパン

61 神奈川県

2 リネットジャパングループ株式会社

32 特定非営利活動法人 しみん基金・KOBE

62 認定非営利活動法人

3 公益財団法人 公益法人協会

33 株式会社 Zendesk

63 認定特定非営利活動法人

4 公益財団法人 あいちコミュニティ財団

34 日本赤十字社

64 公益財団法人ふじのくに未来財団

94 Denis Japan株式会社

5 株式会社 バリューブックス

35 認定特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

65 ロート製薬株式会社

95 京都市ユースサービス協会

6 一般社団法人 全国コミュニティ財団協会

36 認定特定非営利活動法人 Teach For Japan

96 公益財団法人知床自然大学院大学設立財団

7 公益財団法人 助成財団センター

37 特定非営利活動法人 アイセック・ジャパン

66 特定非営利活動法人 国際ビフレンダーズ 東京自殺防止セン
ター
67 一般財団法人リプレット基金事業財団

8 認定NPO法人 フローレンス

38 公益財団法人 日本国際交流センター

68 一般社団法人国立大学協会

98 NPO法人

9 gooddo株式会社

39 公益社団法人 日本フィランソロピー協会

69 大阪大学 未来基金

99 K&L Gates 外国法共同事業法律事務所

10 公益財団法人 京都地域創造基金

40 佐賀県

70 株式会社クオカード

100 認定特定非営利活動法人

11 ソフトバンク株式会社

41 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会

71 一般財団法人東京マラソン財団

101 公益財団法人

12 一般財団法人 ジャパンギビング

42 夢★らくざプロジェクト

72 バイエル ホールディング株式会社

102 日本マイクロソフト株式会社

13 特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会

43 株式会社シン・ファンドレイジングパートナーズ

73 ゆめさぽ

103 新日本フィルハーモニー交響楽団

14 株式会社 ファンドレックス

44 特定非営利活動法人 タイガーマスク基金

74 地域×クラウドファンディング FAAVO

104 認定特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる

15 公益財団法人 わかやま地元力応援基金

45 公益財団法人

パブリックリソース財団

75 特定非営利活動法人Homedoor

105 オイスカ

16 特定非営利活動法人 NPOサポートセンター

46 公益財団法人

ちばのWA地域づくり基金

76 公益財団法人日本自然保護協会

106 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

17 特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター

47 公益財団法人

日本財団

77 かわさき市民しきん

107 株式会社ミクシィ

18 国連開発計画

48 公益財団法人

日本サッカー協会

78 Salesforce.org

108 国立大学法人

19 公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま

49 特定非営利活動法人

79 特定営利活動法人キッズドア

109 学校法人常翔学園

20 特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク

50 杉並区NPO支援基金普及委員会

80 特定営利活動法人コンカリーニョ

110 滋賀レイクスターズ

特定非営利活動法人 シーズ・市民活動を支える制度をつくる
21
51 京都大学iPS細胞研究所
会

81 一般社団法人Earth Company

111 国立研究開発法人理化学研究所

22 特定非営利活動法人 CANPANセンター

52 公益財団法人

82 LIGHT UP NIPPON

112 ＮＰＯ法人 家族と教育を考える会

23 西武信用金庫

53 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

83 認定NPO法人D×P（ディーピー）

113 公益アシスト

24 ヤフー株式会社

54 トヨタ財団

84 公益財団法人みらいファンド沖縄

114 公益社団法人

屋久島観光協会

25 認定NPO法人 世界の医療団

55 スマートニュース株式会社

85 NPO法人ARUN Seed

115 独立行政法人

環境再生保全機構

特定非営利活動法人 日本グッド・トイ委員会/東京おもちゃ
26
美術館

56 Orinoco Peatix

86 認定NPO法人環境リレーションズ研究所

116 アフリカ日本協議会

27 公益財団法人 佐賀未来創造基金

57 特定非営利活動法人ACE

87 トチギ環境未来基地

117 動く→動かす

28 TMコミュニケーションサービス株式会社

58 医療法人社団

88 NTTドコモ

118 ETIC.

29 特定非営利活動法人 マドレボニータ

59 独立行政法人国立美術館

30 特定非営利活動法人 アカツキ

60 NPOのための弁護士ネットワーク

震災リゲイン

地域創造基金さなぶり

茨腎会

太田ネフロクリニック
東京国立近代美術館

91 合同会社西友
長野県みらい基金
ジャパンハート

児童支援寄付サイト

89 社会福祉法人

中央共同募金会

92 一般社団法人エル・システマジャパン
93 保健所犬猫応援団

97 READYFOR株式会社
ミニシティ・プラス
大阪自然史センター

かながわ生き活き市民基金

北海道大学

119 一般財団法人あすのば

90 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター
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まとめと今後に向けて
まとめ
・第一回の寄付月間としては、①全国各地での多様な自主企画の誘発ができ、ロールモデルが生まれたこと、②
主要全紙、地方紙、オンラインメディア、TVなどで取り上げられ、寄付月間に関しての発信や寄付特集などを誘
発することができたこと、③朝日デジタル上での著名人寄付リレートーク、遺贈寄付推進委員会発足発表など、
今後に継続する流れが生み出せたことがある。
・また、運営体制、共同事務局制、賛同パートナー制度などのマネジメントの形式を整備することができた。
・寄付の啓発キャンペーンとしてのひとつの「形」ができ、寄付文化醸成にとっても効果があったものと考えら
れる

今後に向けて
・寄付先を
今後の運営方針は、2月開催予定の次回寄付月間推進委員会で正式決定予定であるが、現時点でのポイントと
しては以下のとおり。
・寄付月間の公式認定企画は全23件に上り、その内容も、子どもに寄付を模擬体験させるものや、子どもから
大人までが一緒に寄付体験を語るイベント、寄付者への感謝を可視化する企画、リサイクル品、中古本などの
買取額アップキャンペーンや、クラウドファンディングでの手数料の減額キャンペーン、東海圏で約2000店舗
でのカンパイチャリティの実施、社会貢献ブックフェアなど、多岐にわたる企画が全国で実施された。次回に
向けて、こうした好事例を発信することでさらなる自主企画誘発を図ることが考えられる。
・全体的な告知開始を早め、かつ地方発信を強化することで面的広がりを飛躍的に伸ばす。
・月間以外のHPには寄付についての基本情報サイトとしての役割付加の検討を行う。
10

