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［全体講義②］ 「我が国におけるファンドレイジングと情報提供について 

   ～資金調達と情報発信のガイダンス～」 

日本財団 経営支援グループ情報コミュニケーションチームリーダー 山田泰久氏 

 

日本財団の山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。明日、皆さんそれぞれ

分科会で具体的に寄付の集め方や助成金申請の仕方について学ばれると思います。私は、

その前段階として、今 NPO 業界や公益業界でどのような流れがあるかについて、資金調

達と情報発信の視点からお話させていただきます。資金調達と情報発信はセットで行って

いかないとなかなかうまくいきません。その部分も後半にお話しさせていただきます。か

なり限られた時間ですので、情報発信の部分は十分にご説明できないかも知れませんが、

資料をお読みいただければ内容が分かるようになっています。基本的にはファイルのレジ

ュメに基づいてお話します。 

 私の自己紹介はお時間があるときにお読みいただければと思います。日本財団は、以前

は財団法人日本船舶振興会といい、2011 年から正式名称が公益財団法人日本財団になりま

した。ボートレース、競艇の売り上げの 2.5％、あるいは一般企業からの寄付金を元に、

皆様のような公益活動を行っている団体様に助成金という形でご支援をさせていただいて

おります。 

 ちなみに、日本財団に助成金申請したことのある団体の方はどれぐらいいらっしゃるか、

挙手いただけますか。半分ぐらい。ありがとうございます。ボートレース場がもしお近く

にありましたら足をお運びいただければと思います。このように、幅広い分野で活動を行

っております。国内だけでなく、海外に対する支援も行っています。国内でも海洋、海や

船に関する支援もあれば、皆様のような活動を行っている団体、あるいは教育やスポーツ、

福祉といった分野の支援なども行っております。 

 その中で私は、この CANPAN というサイトを担当しています。我々は助成金という限

られた資金で支援を行っていますので、１つの団体を継続して支援することがなかなかで

きない部分があります。それぞれの団体が自ら資金調達、ファンドレイジングをして、活

動していただけるようなサポートを行おうと運営しているのが、CANPAN です。 

 こちらは皆さんに情報発信をしていただき、いろいろな方とつながっていただくことが

重要だということで、インターネットでの情報発信支援などをさせていただいております。

皆さんのように活動する人が応援する人とどのようにつながっていくのかを、インターネ
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ットというツールを活用してサポートさせていただこうということで始めたものです。私

共はこの流れを活動応援サイクルと言っております。 

 皆さんが直接情報発信をして、応援する人とつながっていく。応援する人もインターネ

ットなどのツールを活用していろいろな形でサポート、御支援をする。そういう動きをど

んどん作っていこうということです。今こういった活動の他に、全国の NPO の方に情報

発信が重要だということで、新しい公共支援事業の関係もあり、今年度だけで大体 70 回

程度、情報発信に関するセミナーをさせていただいており、その必要性が今まで以上に高

まっていると思います。 

 一番上の３つの数字は、全国にある物の数で、21,000 というのは何の数字か、わかる方

はいらっしゃいますか。実は全国にある小学校の数です。その隣の数字が 46,000。これは

全国にある NPO 法人の数です。NPO は１校に２つあるぐらい、ごく当たり前の存在にな

っております。でもなかなかイメージがしにくいのでもう１つ、50,000 という数字。こち

らは全国にあるコンビニの店舗数です。NPO とほぼ同数だということを頭に入れておい

てください。 

 社会福祉法人、社団法人、財団法人、その他市民活動団体やボランティア団体を含める

と、おそらく皆さんのように公益活動、地域・人・世の中のために役立つ活動をしている

団体は 10 万ぐらいあると思います。その 10 万の団体が情報発信、資金調達、ファンドレ

イジングという部分に特に力を入れて、各地でこうしたセミナーが行なわれています。 

 昔はいいことをやっている団体が少なかったので、皆さんが情報発信をしなくても周り

が気付いて支援してくれる時代でしたが、今は 10 万近い団体がありますので、積極的に

情報発信や寄付を集めている団体が注目を浴びている部分があります。これだけ数多く団

体がある中では、自分達のことをまず知ってもらうことが重要になってきます。今日お集

まりの皆さんはそれぞれ実績がある団体が多いと思いますが、それだけではなく、自ら積

極的に売り込んでいくことが重要な時代になっております。 

 宮城、東京、岐阜と、最近私がセミナーで行ったところでも同じような資料をお伝えし

ております。それぞれ地域別の数字を掲載していますが、例えば宮城だけでも NPO 法人

の数が 670 あります。地域、地域で見てもいろいろな団体が活動をしているという状況で

す。 

 次に、少し遡りますが 100 年前のファンドレイジングです。石井十次をご存じの方は、

どのぐらいいらっしゃいますか。挙手をお願いします。３分の１ぐらい、ありがとうござ
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います。石井十次は児童福祉の父と言われ、日本で最初に孤児院を創設した人物です。生

まれが宮崎県、その後岡山で医者になろうと勉強していたところ、孤児がたくさんいるこ

とを知り、医者の道をあきらめて孤児を支援するために孤児院経営をした方です。こちら

の建物は故郷の宮崎にある石井十次の記念館です。 

 面白い事例をご紹介します。その当時、ある物の上にこの子どもたちが食事をしている

風景の写真がありました。何のため、何の上にこの写真が置かれていたか、少し考えてい

ただきたいのです。それは岡山孤児院の募金箱の蓋の上に、先ほどの子どもたちが食事を

している風景の写真が置いてあったというのです。募金や寄付を集めるときに重要なのは、

自分たちが寄付、募金したお金はどう使われるのか。それがイメージとしてわかるような

工夫です。ファンドレイジングは 100 年前も今も変わらず、分かりやすい形で相手に伝え

ていくことが重要なのです。また、募金箱はその当時、全国の主要な駅に置いてあったそ

うです。募金したいと思ったとき、相手が共感をしてくれたときにすぐに募金ができる形

でお金を集めることが重要でしたので、駅などの人が集まっているところにわかりやすい

写真付きで寄付を集めていたそうです。 

 今、人が多く集まっているところはどこかというと、例えばインターネットがあります。

そこで共感をしてもらったときにすぐに寄付、募金ができる仕掛けを用意しておくことが

重要です。石井十次がなぜそういった形で行っていたかというと、岡山孤児院は一番多い

ときで 1,200 人の孤児がいたそうです。その当時１か月５円の生活費、今のお金にすると

５万円ぐらいだそうです。1,200人いますので月 6,000万の運営費が必要だったそうです。

それだけ必要に迫られて、募金や寄付活動を行っていたという事例です。そういった本気

のファンドレイジングや資金調達が重要になってきていると思います。 

 そんな中で皆さんがファンドレイジング、資金調達する意義を簡単にまとめてみました。

皆さんが取り組んでいる社会的課題の中には、なかなか他の人にはわからない、知られて

いないような課題があります。どうしても資金調達というとお金の面だけがクローズアッ

プされてしまうのですが、実はお金集めをしながら皆さんの団体のサポーターを増やして

いくこと、理解者を増やしていくことなのです。 

 例えば寄付を求めるとき、この人お金くれないだろうなと思っても、しっかりお願いを

する。お金は出してくれなくても、支援者になってくれたり、理解を深めてくれたりする

場合があります。お金以外にそういった支援者、理解を増やしていくための仕組みも意識

して行っていくことが重要です。例えば皆さんが募金を集めるためのチラシを作ったとき
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も、単にお金を下さいと言うだけではなくて、皆さんが取り組んでいる社会課題に対する

情報やそれに対して皆さんがどういう取組を行っているのかも含めた資料を作ってお願い

をすることが重要です。これは助成機関、助成財団に対してもほぼ同じことが言えると思

います。申請書が数多く来ますと、我々もこういった活動の中で、今こういう問題が必要

なのか、では来年度は重点的に支援していこうという形で、また理解が深まっていったり

します。支援者理解を増やすためのツールとなるのが資金調達だということを、頭の片隅

に置いていただければと思います。 

 今日は私から一方的にお話しするだけではなくて、少しミニワークショップを行いたい

と思います。皆さんそれぞれの団体のファンドレイジングの状況、資金調達の状況を、共

有していただきたいと思います。 

 まず始めに、１分程度、各自こちらのシートの余白にそれぞれの団体のファンドレイジ

ング、どんな形で資金調達をしているのか、もし分かれば金額もメモしてください。その

あと４人のグループになってそれぞれの意見を共有をしていただきたいと思います。 

 （１分間ワーク） 

 それでは、１列目、３列目、５列目の方が後ろを向いて４名１組になっていただき、今

メモ書きしていただいたことを、皆さんの団体の概要を踏まえて紹介していただきながら、

15 分程度共有していただければと思います。 

（15 分間ワーク） 

 そろそろ終了してください。今、皆さんで共有をしていただいたと思います。たぶん地

域の団体でも、こういった機会を設け、自分の団体独自でやっていることや、他の団体が

独自でやっていることを、簡単に情報交換会していただくと、結構いろいろな気づきがあ

ると思います。ぜひ地域に持ち帰っていただき、このような場や気づきを広く共有してい

ただければと思います。 

もう１つ、皆さんが着目している団体があったときには、ぜひ収支報告書、決算報告書

を読んでいただき、実際この団体はどういったところからお金をもらっているのかといっ

た視点で、見ていただければと思います。 

 次はファンドレイジングの種類について。まず１つは国や自治体による補助金、助成金、

奨励金。１つは事業に対するものということで、皆さんが行っている公益活動に対して様々

な補助金や助成金があります。気を付けなければいけないのは、国の場合ですと省庁で縦

割りになっていますので、文部科学省と厚生労働省で別々の補助金を出していたりします。



5 
 

発達障害の関係では、厚生労働省や文部科学省でも補助金や助成金があります。就労支援

を考えたときに、地方だと農業での就労支援がありますが、農業系の助成金を福祉の分野

で使うことができたりします。このように自分たちの担当省庁以外の助成金や補助金も視

野に入れていただくと、また幅広いファンドレイジングにつながると思います。 

 あとは組織に対するもので、雇用に関する助成金で、障害者雇用に関する助成金があり

ます。公益団体に限らず中小企業や事業所であれば活用できる助成金、雇用をしている団

体であれば、雇用関係の助成金を獲得することもできると思います。 

 助成金、補助金、奨励金といろいろな言葉を使っているのですが、あまり定義があるよ

うでないようです。いわゆる行政から出てくるお金という意味合いで受け取っていただけ

ればいいのではないかと思います。 

 次に、自治体の業務委託や指定管理はかなり増えており、この部分での資金調達があり

ます。こういうところは逆に、地域の中でこのような業務を実践している団体に詳細を聞

いていただくといいと思います。 

 次に、事業提案型の助成プログラム。これは国や自治体、独立行政法人、自治体系の財

団法人、いわゆる NPO といった公益活動を行っている団体が行っている助成金と言われ

るものです。応募要項に対して皆さんが具体的にこういう事業について申請をしますとい

うものです。国や自治体、行政系のものもあれば、我々日本財団のように民間の助成機関

が出すものがあります。最近は特に復興支援の関係で企業が新たに助成プログラムを立ち

上げて、支援を行っているということもあります。 

 その他に大体皆さんの団体で既に行われていることだと思いますが、サービス提供によ

る事業収入、会費収入、寄付であったり、金融機関が NPO 等に融資をするケースがあっ

たり、NPO バンクというような新しい形の資源循環、資金の循環を促していこうという

動きが各地で生まれております。 

 次に、皆さんがこれから資金獲得、新しい事業を始めたり、新しい拠点を整備するとき

に、助成金申請が重要になってきます。その助成プログラムの簡単なガイダンスをまとめ

ております。 

 １つは地域限定と全国規模の助成プログラムの２種類があります。地域限定であれば、

東京都の団体が東京都にある助成機関に申請を行うという形で都道府県限定のものと、あ

と全国から申請を集める助成プログラムがあります。 

 すみません、次の数字が間違っています。地域限定のものは基本的に大体助成金がレジ
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ュメでは 100 万円となっておりますが、50 万円以下です。全国規模のものは 100 万円以

上が中心で、皆さんが助成金申請したい金額に応じて、例えば 50 万円以下の事業であれ

ば、地域限定のものを探したほうが効率的に見つけられると思います。地方限定のもので

すと、なかなか 100 万円の助成金がもらえる大きな規模の助成プログラムがありませんの

で、逆に全国規模のものを見つけていただくのがいいと思います。事業内容ももちろん重

要ですが、地域限定なのか全国規模なのかというのを考えていただくヒント、１つの目安

になるかと思います。 

 新しく立ち上げた団体がいきなり全国規模の助成金を申請してもなかなか難しい部分が

ありますので、始めは地域限定のもので実績を積んでいただき、ある程度実力をつけた後

で全国規模のものに挑戦していただくと、よりスムーズかと思います。我々は、こういっ

た全国規模で助成金支援している団体が以前はどういったところから助成金をもらってい

たのかということをよく見ていたりします。昔は、他から助成金をもらっていると結構も

らえないケースがありました。今は逆に他の助成機関からもらっているのであればここの

団体は大丈夫だということで、信頼度を高める１つの大きなポイントになったりしますの

で、ある意味一次審査を通るような形になっております。そういった意味では、団体とし

て地域の助成金をいただいて活動を展開し実績を作って、全国規模のものに挑戦してとい

う流れがいいと思います。 

 全国規模で助成金を募集しているのは、NPO や財団、社団法人といったところを対象

にしており、約 230 の助成プログラムがあります。CANPAN に助成金のデータベースが

あり、毎月、募集要項が発表された助成金で、全国規模のものだけを中心に集めておりま

す。全国規模の助成金の場合は募集のシーズンが大体９月から 12 月になっています。地

域限定のものは逆に 12 月から２月ぐらい。それぞれが大体４月に助成金の審査の結果を

発表します。全国規模のものは申請数も多いので長めの審査期間が必要になり、秋から助

成金の申請を受け付けて４月に決定する。地域の限定のものは件数も少ないので冬に申請

をもらって４月に決定するという流れになっています。 

 皆さんもおそらくこの秋から冬に、助成金申請をされたと思うのですが、実は毎月 10

から 15 個ぐらい、新たに募集要項が発表されて申請募集を行っている助成プログラムが

あります。助成金は秋や冬に申請をするイメージがありますが、実は通年で募集を行って

いますので、いろいろ調べていただきますと、皆さんの活動にふさわしい助成金も春や夏

に募集を行っているケースがあります。 
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 次に、協働や外部との連携、助成金実績が重要視されているということです。様々な社

会課題を解決していくときに、１つの団体だけで解決していくことが難しくなっています

ので、１つの団体の力で解決するというよりも、いかに様々なセクターの人と連携をとっ

て活動していくかという点を、我々助成機関の担当者も審査のポイントとして重視してい

ます。行政との協働や企業、他団体、学校との連携、助成金実績、サポーターとの関係も

しっかりアピールしていくことが重要になります。 

 また、最近のインターネットによる情報発信を考えると、だんだん添付書類などが少な

くなっている傾向があります。書類を添付してもらうよりは、助成機関の人もインターネ

ットで皆さんの団体のことを確認する流れが起きています。特に外部の審査員をお願いし

ている助成機関ですと、様々な添付書類をコピーして審査員に配るのは大変です。それよ

りも、皆さんがインターネットで発信している情報を参考にしています。 

 その他に、資料ではファンドレイジングの中でも寄付に関する最近のキーワードをまと

めています。インターネットを活用した寄付を集めるオンラインツールがあります。まず

１つはクラウドファンディングです。クラウドは群衆という意味で、より多くの人からお

金を集めるという仕組みです。、日本の NPO セクター、非営利セクターでも特に注目を

浴びているツールです。 

 最近の事例で面白いのは、名古屋の東山動植物園です。コアラの餌となるユーカリの栽

培に高価な費用がかかるということで、このクラウドファンディングを活用して、100 万

円集めようとしたら２週間で 300 万円ぐらい、インターネットを通じてクレジットカード

決済による寄付で集まったというものです。 

 東日本大震災の前後にこのクラウドファンディングが日本でも導入されました。被災地

支援、復興の資金調達の流れと合わせてこの仕組みが注目を集めました。 

 次にソーシャルメディア。これはインターネットを使った情報発信のコミュニケーショ

ンツールです。皆さんの中でフェイスブックをされている方は挙手をお願いします。６割

ぐらいですか、ありがとうございます。私は年間 70 回程度全国でこういったセミナーを

行っていますが、大体 NPO の方の７割程度がフェイスブックを活用されている状況です。

フェイスブックを簡単に言うと実際にお会いした方とインターネット上でコミュニケーシ

ョンするツールです。メールをオープンにしたような形のツールですが、多くの方がこれ

を活用して交流を深めています。 

 先ほどのクラウドファンディングもソーシャルメディアを活用すると、インターネット
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上の口コミで、より多くの方に広まって寄付を集めることができます。まだフェイスブッ

クをされていない方は、インターネットさえできれば簡単に登録することができますので、

ぜひ御検討ください。 

 こういったセミナーで知り合った方と、今までは名刺交換をされていたと思うのですが、

名刺交換をしてもメールを送ることはあまりないですよね。ソーシャルメディアの良いと

ころは、例えばフェイスブックでは友達申請という機能があり、それでつながることによ

って、他の地域の方とネットワークを広げることができ、同じ分野で活動している人同士

でつながっていくといろいろな情報交換ができる場所になります。 

 次にチャリティーキャンペーン、チャリティーイベントです。寄付を求めるときに、通

年で「私たち寄付を集めています」と言ってもなかなか集まりません。例えばお正月にこ

ういった活動のために寄付を集めていますというキャンペーンやイベント型にしたほうが、

より多くの方に知っていただき、いろいろな方にお願いしやすかったり、スタッフも周知

を積極的にやってくれたりするので、寄付が集まりやすい傾向があります。通年で寄付を

集めていると、周りの人たちもいつ寄付すればいいのかタイミングがつかみにくい部分が

あります。 

 次に寄付者データベース。寄付をしっかり集めている団体では、どういった人がいくら

寄付をしてくれたのかをデータベース化して管理をしています。例えばある人は毎年 12

月に寄付をしてくれるという統計があれば、11 月に寄付のお願いの手紙を出したり、誕生

日もデータ化してお祝いのカードを送ったりして寄付者との関係を深めていきます。 

 次に、寄付業界で一番熱いのが、実はマンスリーサポーター制度です。今クレジットカ

ードで毎月の引き落としで寄付してくれるという様々なツールがあります。マンスリー会

員とは毎月決まった額を自動引き落としで寄付してくれる方で、寄付者が辞めたいという

意思表示をするまで、寄付される仕組みです。どうしても毎年１回の寄付ですと、寄付を

したくないというよりは忘れてしまっている場合もあります。東日本大震災の復興支援で

すと、マンスリーサポーター制度を活用して毎月 10 万～20 万の寄付を集めている団体も

増えてきています。 

 次に、企業の社会貢献ということで、寄付付き商品が注目を浴びています。有名な例で

はボルヴィックの 1 litter for 10 litter キャンペーンで、水１リットル買うと 10 リットル

分、途上国にきれいな水を提供できるようにユニセフに寄付をするという、寄付付き商品

です。この寄付付き商品を英語で cause marketing と言います cause は理由という意味で
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す。寄付とか社会課題を解決する、購入するために理由づけをしていくマーケティング活

動で、寄付付き商品が単に寄付をするためではなくて、実際自分たちの商品の売り上げに

つながるようにマーケティングをして、商品開発をしていくというものです。トイレット

ペーパーのネピアもその一つでこの商品を購入すると、東ティモールのトイレ建設に寄付

をされますというものです。実際その商品と解決する社会課題が直結するような寄付付き

商品が喜ばれて、注目されています。 

 皆さんの団体は教育関係が多いかと思いますが、例えば文房具を出している企業に寄付

付き商品の提案をしてみる。皆さんの社会課題の現場に使われているような物と、寄付付

き商品の cause marketing は相性がいいはずです。 

 その他に、チャリティーキャンペーンのスポンサーになってくれたり、あるいは従業員

と企業によるマッチングファンドも、今回の復興支援でかなり増えています。たぶん全国

で 10 社ぐらいでしょうか、従業員が寄付をして、それに企業も上乗せをして、皆さんに

助成金を出すマッチングファンドを行っている企業も少しずつ増えていますので、申請を

してみるといいと思います。復興支援の取組は各社特に力を入れていますし、社会課題解

決のための協働ということで、今までのチャリティーというよりは、自らが事業を通じて

企業自体が社会課題を解決していく。そのときにパートナーとして皆さんのような NPO、

あるいは公益団体と連携をして取り組むという事例もあります。皆さんがこういった企業

と連携を行っていくときには、大企業ではなくて地域の中小企業を対象に考えるのもよい

かと思います。山口県の赤い羽根共同募金が、募金百貨店プロジェクトに取り組んでいま

す。地域の中小企業、例えば弁当屋と連携して、弁当が１個売れると 10 円、50 円を赤い

羽根募金に寄付をする。今おそらく 20 社ぐらいの所と寄付付き商品をやっております。

どうしても大企業へ行ってしまいがちですが、ぜひ皆さんも地域の中小企業あるいは飲食

店といったお店と連携していただいて、例えばお弁当やランチのいくら分を、皆さんの活

動に寄付してもらう。皆さんの団体、活動を地域の方に知ってもらうきっかけとしても、

地域の中小企業の方と連携して寄付付き商品をやっていただくと、皆さんの活動の理解に

もつながると思います。 

 次に寄付に関する最近のキーワードで、市民ファンドの設立ラッシュがあります。これ

は内閣府の新しい公共支援事業で、地域の資源循環を促していくということで、去年と今

年の２年間で新しい公共支援事業が行われています。その中で、地域の中で民間の財団を

立てて、そこが皆さんの代わりに寄付を集めて助成金という形で皆さんの支援を行ってい
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く市民ファンドが、ほぼ全国各地で作られています。こういったところと連携を深めるこ

とによって、皆さんだけではできないようなファンドレイジングを、市民ファンドの力を

借りて寄付を集められる。市民ファンドの側も自分たちだけではなかなか寄付を集めるこ

とができませんので、皆さんと一緒に地域の中での寄付、ファンドレイジングをしていき

たいということがあります。お戻りになられましたら、ぜひ地域の市民ファンドの設立状

況を見ていただいて、お話を聞いていただきたい。京都に京都地域創造基金という市民フ

ァンドがあるのですが、こちらはこの新しい公共事業が始まる２年ぐらい前から既に市民

ファンドを設立して運動展開をしておりますので、こちらの事例も皆さんの寄付集めの参

考になると思います。そのときにぜひ見ていただきたいのは、皆さんのように分かりにく

い活動をどう見せていくのかといった部分で、それは特に参考になると思います。PR の

方法や、文章を含めて、どのような切り口で寄付集めをすると分かりやすくなるのか。既

にある市民ファンドを参考にしてください。 

 次に、最近では寄付税制ということで、実際に寄付をしたときに税額控除が受けられる

ような団体かなり増えてきています。公益財団法人、公益社団法人、認定を受けた社会福

祉法人、認定 NPO 法人に寄付が多く集まっています。簡単に言うと、１万円を認定 NPO

法人に寄付すると、確定申告したときに 4000 円か 5000 円程度お金が戻って来る。住民税

とかの税額控除として返金される仕組みです。活動資金としてしっかり寄付を集めたい団

体は、寄付税制が受けられる資格を取得するといいと思います。 

 その他に寄付を集める方の職業として、ファンドレイザー認定制度というものがありま

す。今年 3 月 10 日に「ファンドレイジング日本」というイベントが東京であります。寄

付集めを職業にしていたり、寄付集めに関心のある NPO や公益活動団体の関係者が 1000

人規模で集まります。 

 ファンドレイジングのガイダンスということで、ぜひ活用していただきたいものとして、

全国各地で新しい公共支援事業による寄付集めの講座が開かれています。この事業は今年

度末で終了しますので、これから３月末までに各地でかなりの研修があります。ぜひ戻ら

れたら、地域の NPO センターに聞いてみてください。ほぼ無料で受講できます。東京で

は NPO サポートセンターが確か 60 程度の講座を行っています。地域の中でネットワーク

を築くという意味でも、いろいろな方とつながりを深めていくと、そこから思わぬ寄付や

資金調達のきっかけが生まれてきたりしますので、ぜひ積極的に参加を御検討ください。 

 最近の傾向としては、NPO マーケティングという視点から、実際皆さんがいろいろな
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公益活動を行っていく上でどういった人をターゲットにして、どういった形でお金を集め

るか。あるいはイベントの参加者を増やしていくか、といった戦略を練っていく動きもあ

ります。 

 次にリアルとバーチャルのつながりです。実際こういったインターネットをうまく活用

している今の 20 代、30 代の世代の方ですと、インターネットと実際のリアルの境目がな

く、うまく活用してつながりを深めていますけれども、そういったところもこれから重要

です。 

 もう１つ重要な点は、情報発信からアクションへということです。これまでは自分たち

の団体はこういう活動をしていますよ、と知っていただくだけの情報発信でしたが、これ

からは情報を受け取った人にアクション、何か行動を起こしてもらう情報発信が重要にな

っています。例えば寄付をしてもらう、イベントに参加してもらうといったように、何か

アクションをしてもらうためのきっかけとしての情報発信です。 

 次にお金と参加ということで、支援として寄付をするというお金もあれば、イベントや、

チャリティーイベントに参加してもらう支援もあります。 

 また最近よく聞く言葉としてはプロボノ（専門スキルを持っているボランティア）が皆

さんのサポートをしてくれるという動きがあります。これまでなかなか皆さんと接点がな

かったような、例えば金融の専門家、弁護士、コンサルタント、ウェブデザイナーといっ

た専門性を持っている方にもっと NPO や公益活動に関わってもらう。全国各地の NPO

センターが、このプロボノの普及に取り組んでいます。もし皆さんの地域でこういったプ

ロボノの活動があれば、例えば皆さんのホームページの見直しや資金調達を考えるときの

サポートをしてもらったりできます。 

 次に社会課題の調査分析。白書と書いていますが、これが注目を浴びています。皆さん

の大きな特徴は、専門性を持っているところだと思いますが、いくら専門性がありますと

いっても分かってもらえませんので、それをいかに分かりやすくアピールしていくかとい

うことが重要です。例えば地域限定で千葉県の不登校の問題に関する白書を作って行政や

新聞に伝えていくことによって、皆さんの専門性をアピールすることができます。そうす

ることによって、また様々な地域の社会課題のニーズが出てきますので、それに基づきし

っかりした調査を行って事業計画を立てていくことが、助成金を獲得したり、あるいは行

政との協働のときの大きなポイントになったりします。社会課題の調査分析をどのように

行っていくのか、これから専門性のある団体に求められる流れだと思います。NPO、公益
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活動業界、皆さんの活動などを理解してもらうのはなかなか難しい部分がありますので、

いかに分かりやすく伝えていくのかが重要になりますので、定期的な報告をしっかり行っ

ていただければと思います。 

 ファンドレイジングのガイダンスの続きですが、皆さんの中でこの１年間で自分の団体

以外に寄付をしたことのある方はどれぐらいいらっしゃいますか、挙手をお願いします。

５割、６割ぐらいですか。ありがとうございます。様々な寄付の仕組みがありますが、「知

っている」と「やっている」は違います。様々な寄付の仕方を知っていても、実際に体験

してみないとその仕組みが分からないような時代になっています。ぜひ寄付を始めたい、

寄付に力を入れたいという方はその前に、ファンドレイジングで有名な団体に寄付をして

みてください。寄付をしてくれた人への御礼、寄付をして少し経ったときの報告の仕方、

次の寄付のお願いの展開方法など、実際に体験してみるだけで、皆さんのファンドレイジ

ングのスキルが上がると思います。 

 インターネットのオンラインツールを活用するときには、やはりソーシャルメディア、

フェイスブックやツイッターは必須です。何か大きな寄付キャンペーンをする半年くらい

前から、事前によく使い込んで準備運動をしておいてください。 

 次に、皆さんがいろいろな寄付をこれから集めたときに出てくるのが、検索より詮索で

す。皆さんがいろいろなところで寄付を集める。例えば新聞に載ります。そうするとこの

団体に寄付をしてみようかなという方は検索サイトで、この団体はちゃんとした団体かな

ということで検索をしますが、実は検索ではなくて皆さんの団体が怪しくないかどうか詮

索をしています。そのときに「怪しくない団体です」と証明できる情報、例えば決算報告

や寄付金額等について、寄付者の立場で彼らが知りたいと思っているような情報が掲載さ

れているかどうかが重要です。寄付者の方が決算報告の細かいことを見ているかどうかと

いうと、私の感覚ですと、PDF での掲載があるかどうかを皆さん見ていたりします。 

 日本財団で東日本大震災の復興支援で寄付を募った際、寄付者のコメントに、「いろい

ろなところに寄付しようと思ったけれど、日本財団のホームページを見たらきちんと決算

報告が載っていたので寄付をしました」とありました。やはりインターネットで検索をし

ている人たちは、しっかり団体の情報を見ています。そのときに、せっかく皆さんの団体

のファンになろうと思ってくれた人たちにとって分かりやすい情報、あるいはしっかりし

た団体だということをアピールできるような情報を掲載しているかどうかが重要になりま

す。 
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 次に、皆さんがインターネットを活用して寄付を集めるときに使えるオンラインツール

をいくつかご紹介しております。１つ１つ詳しくご紹介できませんので、団体に戻られた

らどのようなツールがあるのか、他の団体がどのようにオンラインツールを使ってファン

ドレイジング、資金調達しているのかという視点で見ていただくと皆さんの団体にとって

も参考になると思いますので、ぜひ検索してみてください。 

 25 のシートにある Just Giving と READYFOR という２つのサイトをご紹介します。

ちなみに Just Giving で寄付を集めている団体さんはいらっしゃいますでしょうか、挙手

をお願いします。２団体、ありがとうございます。 

 普通ファンドレイジングは皆さんの団体の関係者が資金を集めたりするのですが、Just 

Giving が面白いのは皆さんのサポーターが皆さんに代わって、この団体を応援したいので

自分はマラソン、ダイエットにチャレンジしますとか、本を読みますとか、チャレンジを

宣言します。自分は頑張るのでその応援の代わりに皆さん寄付をしてくださいというふう

にお金を集められ、クレジットカードでそのまま寄付ができるサイトになっています。最

近の事例ですと、iPS 細胞の山中教授が研究資金を調達するために京都のマラソンにチャ

レンジするので、確か 300 万円ぐらい集めたケースがあったり、IT 企業で有名な堀江貴文

さんが東日本大震災のときに資金調達ということで、CIVIC FORCE に支援をしたいという

ことで集めたときには確か 6000 万円ぐらい、この Just Giving を通じて寄付が集まった。

最近 Just Giving が積極的に資金展開しており、様々な団体がこの仕組みを活用していま

す。さらにこの仕組みの便利ところは、Just Giving がクレジットカード会社と契約を結

んでおりますので、皆さん自身がクレジットカード会社と契約がなくても使えることです。 

 もう１つは READYFOR というサイトです。これは READYFOR に団体の関係者が寄

付キャンペーンの申請を行う形になっています。こちらもクレジットカード会社と契約が

なくても寄付できる仕組みになっています。READYFOR の面白いところは、今までの寄

付集めは団体がメインでしたが、こちらはそこに所属している代表の方とかスタッフの方

個人がメインに立つことです。今なぜ個人なのかというと、共感を呼ぶ情報発信というの

は、やはり人の顔の見えるものです。団体としていくら訴えても、なかなかインターネッ

トで共感を呼びにくい時代ですので、個人が前面に出て発信することによって共感を呼び

やすいという部分があります。ぜひ見ていただきたいのは、今までと違う情報発信の方法

で皆さんの活動を伝えているという部分です。もう１つ、この READYFOR の特徴は、プ

ロジェクトを立ち上げて、確か２か月でお金を集める形になっています。例えば最初に「２
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か月で 100 万円集めます」と宣言したときに、寄付が 95 万円集まったとします。今まで

のこういった寄付のサイトですと 95 万円もらえたのが、目標額を達成しないとお金がも

らえないという仕組みになっております。これが逆に今の時代はゲーム感覚で、自分が応

援した団体に寄付が集まってない、せっかく自分も１万円寄付したのに、寄付が集まらな

いということで、寄付をしてくれた人が今度は広報マンになって、自分が応援している団

体が寄付を集めていますと、インターネット上で口コミをしてくれる効果があります。ゲ

ーム感覚で、自分が応援したところがたくさん寄付を集めていく。更にリアルタイムで寄

付の金額がどんどん上がっていきますので、今何人がいくら寄付をしてくれたかが分かり

ます。もっと応援してあげよう、まだまだ足りないから応援してあげようとか、あと残り

１日ぐらいになると、「あと 23 時間で 30 万円足りません。寄付をお願いします」と皆が

つぶやいて、それをまたいろいろな人が、僕も応援しているのでぜひ皆さんもどうぞと、

口コミが広がっていったりします。ソーシャルメディア、フェイスブックをうまく活用し

て寄付を集める事例です。利用される場合はサイト内の「プロジェクトを始める」を押し

ていただき、A4 判で１、２枚程度の簡単な企画書を作っていただきます。それを申請す

るとこの READYFOR の担当者が内容を見て、寄付が集まりそうな内容であれば採用して

いただける。あとここのいいところは、皆さんが文章を書くのではなくて READYFOR が

ヒアリング、電話や、都内であれば会ったりして皆さんの活動を聞いて、一般の人にも分

かりやすい言葉に変換してアピールをしてくれます。私も含めてそうですが、自分たちの

活動を伝えようと思うとどうしても専門的になってしまったりするところを、

READYFOR は一般の人にも分かりやすいような形で編集してアップしてくれます。 

 ご紹介したもの以外にもファンドレイジング、資金調達の方法があるかと思いますが、

単にお金集めというだけではなくて支援者作り、理解者を増やしていくといったところも

しっかり戦略として入れてやっていただくといいと思います。皆さんが例えば 100 人に寄

付をお願いして、100 人寄付してくれるということはあり得ません。 

 こういった寄付は、自分もその団体の一員だ、仲間だという意識を持ってもらうことが

重要になります。ただ単に寄付者と団体という関係だけではなくて、一緒に社会課題を解

決していく仲間ということをしっかり伝えていくことが一員感を持ってもらったり、参加

して満足感を持ってもらうことができたりします。そういったところで皆さんといろいろ

な方をつないでいく市民参加の担保を実現していくというところが重要になってくると思

います。ファンドレイジングは簡単にいうと、いかに共感を呼ぶかということです。個人
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情報もあり出し方は難しい部分はありますが、皆さんがサポートしている人たちが頑張っ

ている姿や、支援してどうその子どもたちが変わっていったのか、人の顔が見える情報発

信で共感者を増やしていくことが重要です。 

 もう１つは感動した人が行動、アクションを取ることができる仕組みを用意することが

重要です。皆さんが寄付を集める際に郵便局の振り込みだけというケースがありますよね。

そうすると例えば夜にイベントを行って参加者に共感、感動を伝えることができ、寄付を

お願いしたとしても、翌朝その寄付をしたいという感情がそのままあるかというと、結構

一晩経つと残っていないものです。共感、感動したときにすぐに寄付ができるような仕組

みづくりが必要です。皆さんの団体がテレビニュースで取り上げられたときに、一般の方

がどういう行動を起こすかと言うと、まずインターネットで皆さんの団体を見つけて、そ

こで寄付ができたらその場で寄付をしてくれるケースが結構あります。そこで郵便局の振

り込みしかないと、翌朝までその人が共感、感動を持っていられるかというと、少し怪し

い。マスコミに取材され取り上げてもらったときには、それをきっかけにホームページを

見に来てもらった人達にどんなアクションをしてもらいたいのか、しっかり準備しておく

ことも必要です。そういった視点も忘れずに取り組んでいただければと思います。 

 次に NPO の情報発信ということで、これからファンドレイジングのために情報発信を

いかに行うかということが重要になって来ると思いますが、どうしてもインターネットを

中心とした情報発信になるかと思います。インターネットというと、ネットだけの閉じた

世界をイメージしてしまうかと思うのですが、実は今そういったものではない、違う動き

が出ております。 

 事例としてご紹介するのは「やっぺす！起業支援ファンド」という、宮城県の石巻で活

動を行っている団体で復興支援のための助成金を出しています。この団体が募集告知をイ

ンターネット中心に行ったところ、実際申請相談が来た石巻のお母さんたちはインターネ

ットも、もちろんソーシャルメディアもやっていないところで申請相談が来たそうです。

では、どのようにお母さんたちが情報を入手したかというと、月に１回程度石巻にボラン

ティアにいっている大学生が、ネットで検索しプリントアウトしたものを石巻のお母さん

に渡したそうです。これまでインターネットを使っている人だけが情報を流通していると

思っていたのですが、実際は口コミでインターネットを超えて良い情報であればどんどん

広がっていくという動きがあります。公益活動に関わっている人が出している良い情報が

あって、それを届けたい人がインターネットをやっていなければ別の形で届けようと思っ
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ている人達が数多くいます。高齢者関係の団体も、利用者の方自体はネットを利用してい

ないけれど、地域のケアマネや家族の方がネットで情報収集しているので、思わぬところ

でアプローチがあって皆さんの情報が伝わっていくということもあります。まずは情報発

信の起点としてインターネットに情報を流しておくことが重要です。 

 31 ページをご覧ください。これからの情報発信のキーワードということで、活動とコミ

ュニケーションという表現を使っています。コミュニケーション戦略と私はお伝えしてい

ますが、これまでの情報発信からコミュニケーションしていくための情報発信が重要です。

別の言い方をしますと、皆さんと支援者の関係づくりをしていくための情報発信という視

点です。これまでのインターネットや会報誌での一方的な情報発信ではなく、関係づくり

のためのコミュニケーションをどう深めていくかが重要です。その際、既に皆さんが活用

されている会報誌やホームページ、メルマガ等様々なツールをうまく組み合わせて情報発

信することによって、コミュニケーションを深めて、さらにそういったコミュニケーショ

ンの機会を増やしていくことが重要になってきます。関係を深めていくために便利なツー

ルとしてフェイスブックが一般的に活用されています。これまでの情報発信から一歩先の

情報発信ということでコミュニケーション戦略と呼んでいます。 

 32 ページにある５つのリアルは皆さんがソーシャルメディアを活用して、活動を広めた

り、これから寄付者との関係づくりを行っていくときに、念頭に置いていただきたいと思

います。１つは、皆さんが思っている以上に皆さんが取り組んでいる社会課題を周囲の方

は知らないということがありますので、まずリアルな状況、皆さんが取り組んでいる分野、

地域、社会課題等をしっかり伝えていくことが重要です。皆さんにとっては当たり前のこ

とでも、他の人は知らないことはたくさんあります。 

次に皆さんが頑張っている姿や支援している子ども達への取組、そういったリアルな姿

を伝えていくことが共感を呼ぶ情報発信になります。 

次に事業が終わった後に報告書としてまとめて伝えるのではなくリアルタイムで伝える

ことです。これまでの情報発信と大きく変わっている部分で、資金調達やファンドレイジ

ング行う上で重要です。例えば、東日本大震災でボランティア活動している団体が、ボラ

ンティア活動が終わった後に報告書としてまとめて自分たちはこんな活動をしたので、募

金や寄付をお願いします、といってもなかなかお金は集まりませんが、リアルタイムに活

動の状況や内容を伝えるからこそ初めて募金が集まるのです。 

 次にリアルな場へとつなぎ、リアルなネットワークへということで、上の３つは情報発
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信の視点で次が関係づくり、コミュニケーションという部分です。実際情報を届けた先の

人にアクションをしてもらって、皆さんの団体との関係を深めていくこと。そうしたリア

ルな場へつないでリアルなネットワークをいかに作っていくかということが、ソーシャル

メディアを活用したときに重要です。フェイスブックで自分たちの活動やキャンペーンを

紹介した際に、その情報を得て、実際にアクションをしてもらうような仕掛けづくりが必

要です。 

 33 ページでは皆さんがこれから情報発信を行っていくときに重要なことです。１つは発

信する情報を団体内外から収集するということです。団体内で広報の体制をしっかり整え

ていただきたい。リアルな状況や姿を伝えていく情報のネタは現場にあります。一方で、

現場の皆さんは忙しく、新たにフェイスブックやブログの使い方を学んでいくことは大変

だと思いますので、インターネットの操作は広報担当者が行う。原稿や写真は現場の人が

作るといったように、分業体制を作っていくとスムーズに情報発信ができると思います。 

 また、皆さんのサイトやブログを見られた方にとって有益な情報であれば、自分達の団

体以外のことも積極的に載せる。そうすることによって、より多くの方が皆さんのサイト

に来てくれますので、イベント情報や寄付の情報をしっかり掲載しておくことによってよ

り多くの方に皆さんの団体のことを知っていただけるきっかけになります。 

 次に他の団体の情報発信を収集するということで、２つの視点で参考になる団体をそれ

ぞれ２つずつ計４つ見つけていただきたいと思います。まず１つは同じ分野で活動してい

る団体で情報発信の上手な団体。もう１つは同じ地域で情報発信の上手な団体。その４つ

の団体の情報発信の方法をぜひ真似ていただきたいと思います。その内容をそのままコピ

ーして貼り付けてしまうのはよくありませんが、方法だけを真似する分については全然問

題ございません。 

 なぜ分野視点と地域視点なのかというと、やはり分野毎にそれぞれ発信すべき内容はい

ろいろな特徴がありますので、自分たちが活動している分野の中でどんな情報発信の内容

を載せたらいいのか、といった点で同じ分野で活動している参考になる団体を見つけてい

ただきたいと思います。また、東京と岡山、熊本、地域によってインターネットの利用度

や利用の仕方も違いますので、地域視点でどのような情報発信をしているのかという視点

は重要になります。 

 ３つ目の情報を届けたい人たちの情報の収集方法を理解するということです。つまり、

皆さんが情報を届けたいと思っている人たちが、いつパソコンやインターネットを見てい
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るかを意識することが重要です。フェイスブックはいろいろな人がどんどん投稿して情報

がどんどん流れて行ってしまいますので、皆さんが情報を届けたいと思っているときに相

手が見ていないと、情報を見つめてもらえません。例えば、皆さんが大学生のボランティ

アを探したいと思った時は大学生がインターネットを見ていそうな時間帯に情報を流さな

いと見つけてもらえないことがあったりします。大学生は朝より夜、子育て中のお母さん

であれば幼稚園に子どもを送って行った後の平日 10 時ぐらいにネットを見ていたりしま

す。まず、情報を届けたい相手はいつ、どのようにインターネットを使用しているか、ど

ういったサイトを見ているか。インターネット以外の情報収集の方法について、年に１回

程度しっかり調査し、それに基づいて情報発信されるとよいと思います。 

 特に子どもの支援を行っている団体ですと、子どもたちの状況を踏まえ、今インターネ

ットがどのように使われているかを押さえておくことが重要です。 

ここでソーシャルメディアについて、ごく簡単にご紹介いたします。まずは、インター

ネットのプラットホームの利用するもので、かつユーザー登録をすることに大きな特徴が

あります。ここが「２ちゃんねる」などのインターネット掲示板と違うところです。ソー

シャルメディア、つまりフェイスブックやツイッターと言われるものはユーザー登録しな

いと書き込むことができません。その違いは何かというとユーザー登録することによって、

その人が過去にどんな情報発信をしているか、あるいはインターネット上でどういった人

とつながっているのかが分かりますので、その人の信頼度がある程度類推できる形になっ

ています。 

 このソーシャルメディアの中には SNS（ソーシャルネットワークサービス）と言われる

ものも含まれており、インターネット上でコミュニケーションする機能が特に強化されて

いるサイトのことです。日本だとソーシャルメディアと SNS はほぼ同義語で使われてい

ますが、もし違いがあるとすれば、その中でも特にコミュニケーションの機能に特化して

いるものを SNS という表現をしていると思います。 

 これから皆さんが情報発信をしていただくときの振り返りとなるような図を資料に掲載

しています。この図の通り、ストック情報とフロー情報という考え方が必要です。 

 皆さんは団体の信頼度を高めていくための情報発信をしていくことが重要になります。

どういうことかというと、ストック情報としてこれまでの活動実績がインターネット上で

分かることが重要です。私がおすすめしているのは、団体でブログを作り、活動の記録や

報告を掲載していく。それが蓄積されると、過去の活動も参照しやすく、インターネット
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で皆さんの団体を見た時に、団体の実績が分かりやすい。そのツールとしてブログの活用

があります。 

 一方で、フロー情報ということでフェイスブックに多く人が集まっていますので、そこ

にも団体の情報を流しておくとよいと思います。このストック情報とフロー情報を、まず

しっかり発信をしていただきたいと思います。 

 ファンドレイジングにかかわる情報発信について、重要な２つの視点として、団体と個

人があります。団体の情報発信というのは信頼性の高い情報として、寄付やイベントの最

初の告知を団体で行う。その後、実際行動してもらうときには、団体として呼びかけても

なかなか共感を得られませんが、個人として発信すれば、自分の知り合いの○○団体の○

○さんがお願いするのだったらイベントに参加してみよう、寄付してみようとなります。

こうすることによって二重に皆さんの団体の活動を知ってもらうことができます。あとは

皆さんの団体を知らない方にも知ってもらうきっかけとして、電話帳のような機能として、

フロー情報で流れていくサイトにしっかり情報発信していただきたいと思います。 

 あまり手間暇をかけずに情報発信できるツールとしては、やはりブログを一番おすすめ

します。これまでの活動報告を作成したり、団体内で情報共有する中で、個人情報以外で

公開しても差し障りのないものであれば、ブログを活用して、情報を蓄積してください。

例えば年度末の事業報告書や助成金の報告書作成、団体ホームページの年間活動記録を作

成するときにも、ブログの記事を参考に作成したり、整理できたりしますので、ストック

ヤードとしてご活用ください。 

 最近のホームページの傾向として、公式ホームページを頻繁に更新するというよりも、

ブログ、ツイッター、フェイスブック等のツールを活用する。便利なのはブログに記事を

書くと、自動的に公式ホームページにその新着記事の紹介文が掲載される。これは簡単に

設定できます。 

 もう１つ、私がブログをすすめる理由は、皆さんの団体を検索サイトで検索して見つけ

てもらうということがあると思いますが、団体名で検索をしたときに上位に来やすいのが、

実はフェイスブックなので、うまく活用していただくことも重要です。 

 また、検索サイトで皆さんの団体を検索するときに、キーワードで探することもありま

す。例えば東京の港区で子育て支援を行っている団体さんがあるときに、港区の子育て中

のお母さんは「港区」「子育て支援」「NPO」というキーワードで検索をしています。キー

ワードで検索をしたときには、更新頻度の高いブログのほうが見つけてもらいやすい傾向
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があります。皆さんもぜひブログを活用して、更新頻度を高め、かつそれぞれのブログの

記事に検索されやすいキーワードを盛り込んでおくことも大事です。もう一つ更新のコツ

として、皆さん、地名について都道府県名や市町村名を省略されていませんか。検索して

いる方は「熊本県」や「熊本県○○市」で検索していたりしますので、省略せずに書いて

ください。あとは活動分野がわかるようなキーワードを省略せずに書くと、皆さんのブロ

グやサイトが検索で見つけてもらいやすくなりますので、ぜひ意識して情報発信をいただ

くといいと思います。 

 あと更新頻度の高いページのほうが、検索サイト!で検索されたときに上位に来やすいの

で、できればブログも週に２回程度更新していただくと、団体名で検索をされたときにも

見つけてもらいやすいですし、皆さんの団体のことは知らないけれど、キーワードでそう

いった活動を探している人たちに見つけてもらいやすいと思います。 

 ただし、ブログを活用するときに特に注意しなければいけないことがあります。今ブロ

グサービスは基本的に無料で使えるのですが、その代わりに勝手に広告が表示されてしま

います。最近の事例では拒食症の問題に取り組んでいる団体が、ダイエットは危険ですよ

という記事を書いたところ、ダイエットという言葉に反応してブログの横にダイエット食

品の広告が出てしまうケースがあったり、あるいは国際協力 NGO の事例で、ハイチの地

震で救援活動を行っている団体が、寄付を求めますとブログに記事を書いたところ、違う

団体の寄付のバナーが出てしまったりと、キーワードや内容に合わせて勝手に広告が出て

しまうケースがあります。加えて皆さんには、ご自身のブログをスマートフォンで見たと

きにどんな広告が出るか、必ずチェックしていただきたいと思います。実は皆さんが発信

している内容を問わず、スマートフォンで見ている子どもたちにとっては有害な広告が出

てしまう場合もありますので、必ずチェックしてみてください。 

 日本財団の CANPAN ブログやはてなブログは NPO 向けに広告の出ないサービスをや

っています。あとは Google でもブログのサイトがありますが、無料で、広告が出ないブ

ログを運営することができます。一般的なブログサイトでも有料で広告を非表示にするこ

とができます。インターネットを利用する上では十分注意していただきたいと思います。 

 残りの資料は、皆さんの団体に持ち帰っていただいたときに、チェックシート代わりに

それぞれのホームページやブログ、ツイッター、フェイスブックの参考になるようなキー

ワード、こういった項目で整理した方がいいということをこちらにまとめてあります。 

43 のシートに、去年 CANPAN ブログを実際に活用した情報発信の上手な団体の事例を
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紹介したり、アンケート調査をしてどのように情報発信しているかをまとめた CANPAN

ブログ白書がございますので参考になさってください。その他、フェイスブックの始め方

や特徴など、簡単に資料にまとめましたので、お時間のあるときにご覧ください。 

 今日は２時間ということで、資金調達から情報発信のガイダンスをいろいろお伝えして

おりますが、やはり一番重要なのは、なるべく現場に近い皆さんのような立場の方が資金

調達や情報発信の視点を持って、皆さんの団体の活動を振り返っていただき、さらに今後

の資金調達、戦略の参考にしていただく。やはり現場の皆さんが現場の状況をしっかり伝

えていく、それを外部の人にもしっかり伝えていくということが、今後の資金調達、情報

発信の胆になる部分だと思います。 

 ２時間と短い時間でしたが、皆様の今後の団体の参考になればと思います。ぜひご活用

いただければと思います。時間となりましたので、私からは以上とさせていただきたいと

思います。どうもありがとうございました。 

 


