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はじめに 

 

阪神・淡路大震災が起きた 1995年は、市民社会が芽生えたボランティア元年と言われている。意

思を持って社会を支える立場になる勇者が市民権を得た、そういう歴史的に重要な時代のはじま

りの年、それが 1995年である。現在はさらに市民活動が一般化し、阪神淡路大震災発生時のよう

にボランティアは特別な勇者の仕事ではなくなった。身近な社会的課題の解決に取り組む市民が

別格視されず、市民活動団体が受け入れられる風土に変化したのはすばらしい。しかしまだ、市

民活動の力が十分に発揮されているとは言えない。ボランティア元年とまで銘打って市民活動の

重要さを自覚したはずなのに、残念ながら、現状の社会の仕組みは市民主体の社会に至ってい

ないのである。筆者は、阪神・淡路大震災を契機に創出された市民活動の舞台を無駄にしたくな

いと考えている。 

 

 東日本大震災は、間違いなく 100 年後の教科書にも載ることであろう。そして 100年後の子ども

たちは授業を通して東日本大震災がもたらした被害を学ぶ。彼らは震災後の日本の盛衰の延長

線で生きている。彼らの関心は、当然、震災をきっかけに社会がどう動いたのか、国民はどう行動

したのか、それによって日本はどう変化したのか、に向けられる。つまり、「今の自分達は 100年後

の子どもたちに見られている」といえるだろう。我々の日々の活動、そしてどのように日本の社会を

舵取りするのかを、100年後の子どもたちに「あのころの日本人」として観察されている。「あのころ

の日本人」と括られる人たちは、いま生きている人たち全員。阪神・淡路大震災と東日本大震災の

せいで、いま生きている日本人みんなが「あのころの日本人」になってしまった。未来の人たちに

注目される立場に置かれてしまった。望んでいなくても、みんなそういう運命になってしまったので

ある。 
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 ここから先、何も変化させず強者優位の社会を保つのも、多様性を認める社会に変えるのも

我々自身。今の日本を見ると、強者優位の社会の果てに格差社会が訪れ、幸福感を享受できる

社会が遠く離れてしまった気がする。今の仕組みを維持して、100年後の子どもたちに「あのころ

の日本人のせい
．．

で、いまの日本が。。。」と言わせてしまうのは最悪だ。そうならないために、社会

の仕組みを変えたい。 

 

 格差社会の解消に必要なのが、自分らしさを活かせる場。個々人の「あなたらしさ」を発揮する

活動が市民活動。すなわち個人多様性の包摂を実現できるのが、住民同士で支え合う市民社会

であると筆者は信じて止まない。 

 

2011年以降、市民活動団体が数多く設立された。社会的弱者の生活支援や不登校児の学習支

援など、行政の手が届きにくい領域において市民活動は欠かせない物になりつつある。しかし中

小団体では資金調達が最重要課題であり、事業継承・事業継続に困っている団体は数多い。団

体運営の重要なリソースである事業後継者も継続資金も不足していて、その不足を助成金/補助

金で補っているのが現状である。人口減少・少子高齢化により行政の負担が増える将来を見据え

て、いまこそ市民活動を地域ぐるみで支援する抜本的な対策が必要と考える。 

  

年齢や立場など関係なく、日本の社会を良くする目標に向かって皆で本気で取り組んでいる姿を、

世界にそして未来の人たちに見せつけようではないか。それが 1000年に一度の大震災から得た

契機を無駄にしなかった日本人のあるべき姿だと筆者は考えている。 

 

 本研究は、宮城県仙台市において、地域住民と市民活動団体の互助関係を高める目的で、広

告報酬の一部を募金するアフィリエイト募金の仕組みを応用し、団体のサービス利用者である地

域住民自身が日常の消費活動によって無理なく団体運営を支援できるようなプラットフォームを追

求し、事業化の実現可能性を追求するものである。 
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EC市場が成長で、ネット広告の市場拡大も期待され、財源として有望であると考えた。地域企業

が商行為を通して市民活動の経済的支援をする形は、民間営利セクターと非営利セクターの溝

を埋める、持続可能性の高い仕組みとして期待できる。 

 

 この事業は、活動者に新たな資金調達ツールを提供するだけでなく、企業が市民活動支援に

貢献できる新たな CSRツールとして機能すること、また市民が気軽に団体とつながるツールとして

機能することを狙っている。 

地域の活動団体と、地域の中小企業と、地域住民の間で、思いと資金を循環させる事業が成立

するという仮説を立てた。 

 

国内外の寄付市場の調査、EC市場におけるアフィリエイトの実情、市民活動団体の実態など多

面的に調査し事業モデルを構築、ステークホルダーとなり得る分野からアドバイスを頂きながらフィ

ージビリティー調査を行った。その研究と検討を繰り返した結果、事業として成立するモデルの構

築及び事業化に向けた資金調達を進めているところである。 

 

以下、目次の通りに、本研究の内容について述べる。 
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第１章 研究目的 

本章では、本研究の目的について述べる。 

 

 本研究は、宮城県仙台市を中心とした市場で、地域の市民活動団体の資金調達を継続的

に支援するアフィリエイト募金システムの事業化を目的とする。 

 非営利活動は市民の身近に多く在るにもかかわらず、関心が無い人には、その存在すら

認められていない。そこにはどのような背景や環境が存在しているのか？ 

 研究仮説を立て、非営利活動団体を取り巻く環境、寄付文化／寄付市場、EC 市場が現在

どのような状況であるのかを調査し、事業の実現可能性を検証する。アフィリエイト募金

システムの長所短所を検討する上で、どのようにして地域の市民活動団体／地域住民／地

方企業から賛同を得られるかを検討し。最終的に実現可能性の見込める事業化を目指す。 

 事業化の実現により、市民活動の一般大衆化を推進し、地域社会の持続可能性を市民同

士で市民自身が考えるような市民意識の改革、そして力を持たない市民が中心の住み良い

まちづくりの一助となることを目指す。 
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第２章 背景 

本章では市民活動にまつわる社会背景について述べる。 

 

東日本大震災は、東北を中心に未曾有の被害をもたらし、日本経済に大きな影響を与える

とともに、日本が震災前から抱えていた社会基盤の脆弱性を露呈した。ここで震災前から

抱えていた社会的課題を浮き彫りにすべく、日本の社会背景をみていく。 

 

 日本の製造業は、戦後の貧窮に喘ぐ日本経済を牽引した重要な産業の一つである。新規

技術開発力に加え、製品への飽くなき品質向上活動が、日本製品に世界市場で戦える商品

力を備えることに成功し、また世界中から支援されるジャパンブランドを築くことに大き

く貢献した。その産業が最も成長したのが高度成長期であり、地方の学校を卒業後、職を

求めて上京するスタイルが一般化したことにより、就職先として中央の大手民間企業が全

国的に注目されるようになった。これにより東京をはじめとする大都市への人口集中し、

税収が増えた自治体においては公共サービスが充実したり、家事の負担を減らす新製品が

次から次へと市場に出回るようになった。経済の発展により生活の負担が大きく減り、結

婚して子供をもうけても親に頼ること無く生活できるライフスタイルに変化した。 

 

 一方で地方の経済、特に東北の経済は中央と様相が異なる。東北から出荷される工業製

品の内容は地域的に優位な資源を用いたもの、すなわち加工食品や木工家具等が多くを占

めた。高度成長期には鉄鋼の需要増により一部地域で窯業が盛況となったが、工業製品全

体の出荷量は１９５０年のピークでも全国比で４％程度に過ぎなかった。そのため地方の

産業構造は相変わらず第一次産業が多くを占め、東北では高度成長期におけるライフスタ

イルの変化はほとんど生じなかった。若者は、都会のように生活が好転しない地方の環境

に魅力を感じず、就職を理由に大都会に流出しつづけた。これにより、東京に経済資源も
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人的資源も集中し、急激な都市開発により発展し続けることができた。その一方で、地方

は町村部の過疎化が深刻な問題となり、今もあらゆる資源が減少し続けている。結果とし

て、今も、地方と中央の経済格差は開きつづけている。 

 

 中央では、輸出企業の外貨獲得により個人や法人からの税収入が増えた。経済格差を是

正すべく、国は地方交付税によって財力の少ない地方自治体を支え、地方自治体はそれを

補助財源として公共事業の発注や公共サービスを提供する。このように、弱体化した地方

経済の下では自治体による支援が重要になり、住民は住民同士の支援以上に自治体に依存

するようになった。 

 

 高度成長期による暮らしの豊かさと引き換えに、都市部においては新たな社会問題を抱

えるようになった。車社会の出現による交通事故被害者の問題、活発な経済活動の副産物

として生み出された公害／環境問題、グローバル化による国際協力、多文化共生などの諸

活動が生み出された。変化の速度に法整備が追いつかず、こうした新しい諸課題への取り

組みは市民活動の持つ先駆性や創造性に従って、必然的に必要とされた。また反戦活動や

平和構築に関するボランティアや、オリンピック／パラリンピックを契機としたボランテ

ィア活動も徐々に増えるようになった。このように市民活動の発展は都市部から始まった。 

 

 一方地方において、多くの町村では問題の規模が小さいため、新たな問題は町内会レベ

ルで解決を図ってきた。このように従来から住民同士が助け合うことが常識とされる地方

の町村ではボランティア活動が日常茶飯事で、市民活動と定義される物も、それに特化し

た団体の設立も都市部に比べ圧倒的に少なかった。特に乳幼児の養育や高齢者介護等は、

家族や近隣、ボランティアでなされていたのが通例だった。観光地のイベントに地域住民

のボランティアが書かせない状況は今も変わりない。 
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 ボランティア活動が注目されるきっかけとなったのが、1995 年に起きた阪神・淡路大震

災である。120 万人とも 140 万人とも言える市民ボランティア活動参加によって「ボラン

ティア元年」と言われるようになった年である。ボランティアと言えば社会福祉分野のイ

メージが多かったところ、この震災を境に震災ボランティアという新しい分野が確立され

た。またその他にも、町内会や自治会等の生活密着型の諸活動が衰退気味になったのを受

けて、特定のテーマ、ミッションを掲げる団体や NPO 法人が立ち上がるなど、自発的な

市民による活動が、社会福祉をはじめとする制度の狭間を埋めるようになってきた。 

 

 しかし多くの市民活動は公共サービスの不足を補完する物であり、商行為のような収益

活動が主ではないため、活動団体の財務体質は脆弱である。その状況は現在も変わらず、

会費収入しか確実な収益源を持たない多くの中小市民活動団体は、結果として団体運営の

維持・拡大にのために自治体の補助金や助成金に依存してしまう。これでは常に出資者で

ある自治体の意向を窺うようになってしまい、非営利活動団体の特徴である社会変革性が

失われてしまう。 

 

 2011 年に発生した東日本大震災では、それまで盤石と思われていた社会の仕組みが根底

から覆され、いかに自分たちが大きな物に頼り切っていたか痛いほど知らされることにな

った。被災地を復興する原動力は、住民の不屈の精神であり、主体的で献身的な活動によ

って混乱期を乗り越えることが出来た。しかし、これからの社会において、２０世紀同様

の社会構造を再現させることが良いのだろうか？社会は少子高齢化を加速し、グローバル

化によるライフスタイルの多様化もとどまることがない。原発問題など、力があるものに

社会の構築を任せてはいけないことが明確な現在、市民が主体的に地域社会を住み良くし

てゆくことが必要とされていると考える。いまこそ市民活動が地域のまちづくりに必要で

あり、市民活動団体が継続的に運営できる基盤を作る必要であると考える。 

 



14 

 

 「財政の独立なくして、思想の独立もなく、行動の自由もない」  

 

この坂本龍馬の言葉を胸に、市民活動団体の資金調達を継続的に支援するプラットフォー

ムづくりで、市民の多様性を包摂する社会づくりに貢献したい。この仕組みを実現、そし

て定着させることで、住民が自ら地域社会を創造していくことが当然の風潮になることを

切に望む。 
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第３章 研究仮説 

本章では、本研究の仮説について述べる。 

 

これまで述べた背景等をもとに立てた仮説は次の通りである。 

 

近年、個人については、地元のまちづくりへの主体的な関わりや、自らの社会貢献手段を

見つけたいというニーズなどが潜在しつつも広がっているようである。法人については社

会貢献に意欲的な姿勢を見せる企業もある。セクター間の交流が少ないことで各々の意欲

を果たせない状態にある。 

 

すなわち、今後のまちづくり活動において、市民活動と疎遠だった潜在層、市民活動を実

施してきた非営利セクター、および民間営利セクターが有機的に運営資金調達を支援する

ような募金プラットフォーム事業が成立する、という仮説である。 

 

 募金や寄付は日本では文化的に成立しないという反論もある。確かに、宗教的背景や歴

史的背景が西洋と大きく異なり、寄付活動は現在の自分たちの生活に身近なものとは言え

ない。また別な視点では、住みよい環境整備は自治体の責務であり、市民が公共サービス

の負担を強いられることは合理的ではないという意見もある。 

 

 しかし、時代は変わり、多様化が進み、自治体／政府だけが国民の生活を守りきれる力

を持っていない。今後急速に高齢化／人口減少が進む社会に置いて、自治体による公共サ

ービスが市民のニーズに追いつくほど復調するのを待つ余裕は無い。市民自身がマルチな

特性を持ち始めた今こそ、市民活動をもって、自らの街を自分が得意とする方法で改善を
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図っていける舞台を創出する意義がある。またその基盤となる「募金プラットフォーム事

業」は成立する可能性があると考える。 
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第４章 研究の意義 

本章では、当研究を行う意義について説明する。 

 

 高度成長期を経た日本では、学校を卒業後、職を求めて上京という形で都会に移住する

ライフスタイルが定着した。親元や育ったコミュニティーから離れた場所で独立して生活

を営むには、それまでコミュニティーの中で支え合って成立していた生活基盤の支援を、

公共サービスに依存する必要が出てくる。 

 

 都会では仕事の種類が多様で、２４時間営業の店舗に従事するものもあれば、休日営業

の業務につくものもある。一人暮らしの生活や結婚して共働きを営む生活、さらに働くシ

ングルマザー、親の介護をしながら働く生活など、公共サービスの受益者となる住民のラ

イフスタイルは日々多様化の一途をたどっている。その結果、必要とされる公共サービス

も多様化し続けている。しかし自治体の税収や公共サービスに関わる法整備はライフスタ

イル多様化の速度に追従できず、新しいライフスタイルの住民は公共サービスの欠乏を感

じ、生活が困窮する状態に陥りやすい。そのギャップを埋めるのが住民同士で支え合う市

民活動である。 

 

 例えば、コミュニティー内での交流が田舎に比べ乏しい都会では母親同士の情報交換が

少なく、また児童館など子供が集う場所に置いても親同士が親睦を深めることが難しいた

め、子供の病気や怪我などの有事に親同士が支えあうような関係性は築きにくい。そこに

学校や児童館と別に第三の子供の遊び場を築く活動が生まれ、目的に共感した親が集いと

もに活動することで、活動以外の生活においても支え合うような関係性を築くことに成功

している。他にも、障害を抱える子をもつ親同士の繋がり、依存症や精神疾患の自覚症状

に苦しむ患者同士の繋がりなど、共通した症状や課題を抱えた社会的弱者同士が集う自助
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団体も、コミュニティーが本来持つ「住民同士の支え合い」の関係性を補うことに大きく

貢献していると言える。 

 

 また、自分が属するコミュニティーが抱える身近な社会的課題や、国全体や国際社会が

抱える社会的課題を自らの問題として意識し、主体的にその解決に励む人たちが集う団体

もある。この場合、本来自治機能を有する組織、小さい規模だと町内会、大きな規模だと

市町村、都道府県、国家、国連など、市民の安全を保障する傘となる役割を担う部門の責

任である。社会問題に既に苦しんでいるものだけでなく、問題に苛まされていなくとも課

題に共感したものも集い、潜在／顕在とわず、それら責任組織の力不足を住民自身が立ち

上がって解決を図っている。そこには「住民が自治組織を支える」関係性が築かれている

といえる。このように同じ志を縁として繋がる団体のことを「志縁団体」と呼び、対照的

に、町内会のように居住している以上不可避的な団体のことを「地縁団体」と呼ぶ。 

 

 このように市民活動団体は、「支え合う」ということが活動の基礎となっており、活動

の多くは収益事業になりにくく、支出が多いためコストセンターとして存在しているため、

活動資金の調達は容易ではない。商品／サービスの開発を行って収益事業を営んでも、本

気で商売をしている人たちにかなう訳がなく、市民活動団体が自主事業で黒字化すること

は非常に稀である。主な収益源は団体に集う会員による会費収入であり、新たな活動を起

こす資金としては不十分である。つまり、市民活動団体は、大きな課題を解決する割に活

動の資金が乏しいという、赤字体質を宿命的に抱えているのが実情である。 

 

 市民活動団体を支える資金源も存在する。例えば、活動に共感した企業の寄付、活動を

後援する自治体の補助金や助成金、また市民活動を重要視する人たちから寄せられた基金

などの存在は大きい。それらを資金源として新たな活動を起こしたり、団体規模を大きく

することは不可能ではない。しかし、その資金を得るためには、団体の活動が正当である
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ことをアピールする膨大な申請書作成作業や、活動に共感してもらうためのプロモーショ

ンなど追加の事務コストを余儀なくされる。もともと社会的弱者が集うような弱小の市民

活動団体に置いて、追加のコストを費やす余力は少ないため申請すら出来ないことが多く、

このような資金源だけで団体の活動を安定的にすることは難しい。社会的に注目された大

きな社会的課題に取り組む場合は、社会貢献に熱心な企業や自治体から支援されやすくな

るが、それ以外、ライフスタイルの多様化と法制度の狭間で日常的に増え続ける社会的課

題を解決する資金源として有効とは言いがたい。 

 

 近隣の住民においても、活動には共感するが自らの生活に余裕が少なく、寄付をする余

力がないのが実情であろう。こうなると昔の流行語ではないが「同情するなら金をくれ」

と言われると誤解し、当事者以外の住民は活動団体から距離を置くようになってしまう。

社会的課題に目を向けることが自らの生活を危ぶむと思い込むような個人主義を助長し、

社会的課題に対する当事者意識すら生まれなくなってしまう。この傾向は日々新たな課題

が庶民の生活で生じている現代社会では危機的な社会的脆弱性を抱えることに繋がる恐れ

があり、因習化してしまう前に手を打たないと、高齢化／多様化が進行する今後の日本社

会を崩壊させる恐れすらあり得ると考える。 

 

 当研究においては、弱小団体の市民活動を継続的に支援できるよう、運営資金の調達手

段を構築し事業化することを目的としている。また、この研究によって、市民活動に従事

する会員だけでなく、市民が団体の活動に共感しやすくなること、共感した市民が団体に

寄付しやすくなることを実現させようとしており、ひいては市民が社会的課題に目を向け、

当事者意識を抱いて解決に向けた行動ととるのが常識と感じるような風土をつくることに

寄与することを狙っている。このような風習こそが、住民のライフスタイルが多様化の一

途をたどる社会において必要とされると考え、当研究の最も重要な社会的な意義であると

考える。 
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第５章 研究方法 

本章では、仮説を検証するための研究方法について述べる。 

本研究は、以下のような流れで進めてゆく。 

 

本研究は、図５のように（１）～（８）の手順で進めていく。事業の形態を「アイデア段

階」「事業モデル段階」の２段階を経て、市民活動団体支援型アフィリエイト募金事業の

実現可能性を検証していく。 

 

 

 

 

図 5.1 研究の手順 
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第６章 市民活動団体の財政 

本章では、市民活動団体の財務構造上、市民活動の存続には寄付金を財源として確保する

ことが重要と考える理由を述べる。 

 

６．１ 非営利団体(NPO)の類型 

まず、本研究内で頻繁に使用される「市民活動団体」という単語を明確にする。 

非営利活動団体は Non-profit organization の頭文字を取って NPO と称される。最狭義では

特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得た特定非営利活動法人、通称 NPO 法人を指

すが、図 6.1.1 に示すように、広義の NPO には学校法人や協同組合なども含まれる。 

 

図 6.1.1 ＮＰＯに含まれる団体の種類 

（平成１２年度国民生活白書（要旨）P３８より） 

① 最狭義の NPO 

特定非営利活動法人（NPO 法人；ボランティア的な活動を行う団体も含む） 

② 狭義の NPO（市民活動団体） 

ボランティアグループ、任意団体など 

③ 広義の NPO（公益団体） 
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特定公益増進法人（公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人）など 

④ 最広義の NPO（共益団体も含む） 

労働組合、経済団体、協同組合、同窓会、サークルなど 

 

本研究における「市民活動団体」は、自分たちの生活とコミュニティの貢献を目的に自発

的に活動を行う団体を視野に入れている。そのため、前述の分類における①及び②の団体

を適用している。一方、①の NPO 法人には国際的な活動を主たる活動としている団体も

あるが、このような団体は本研究における「市民活動団体」の適用範囲から外して考慮し

ている。 

本研究における「非営利団体」は、実際に非営利性が高い①及び②の団体を適用する。こ

れは本来非営利性が高いはずの医療法人が内部留保を増やしていることが社会問題となっ

ているため、営利事業の制限が緩やかな団体を調査対象から除外することを意図している。 

 

６．２ 非営利団体と一般企業と行政の財務構造の差 

市民セクターにおける非営利団体と、民間営利セクターにおける株式会社や有限会社とい

った一般企業、および行政との違いは、それぞれの収益構造において大きく表れる。 

 

６．２．１ 株式会社の財務構造 

株式会社の主たる投資家である株主は、配当を期待して企業に投資する。企業は従業員を

雇用し製品やサービスを販売することで、消費者から対価を得る。この活動の繰り返しで

得られた収入を、従業員への給与や、納税、また株主への配当に充てる。 
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６．２．２ 行政の財務構造 

受益者である住民や企業からの納税により運営資金を調達。納税は法で義務化しており、

延滞や未払いには延滞金などの罰金追徴が設けられている。受益者には公共サービスの提

供をもって還元する。投資家は基本的にいない。 

 

６．２．３ 非営利団体の財務構造 

団体は民間組織で商品・サービスの販売などの収益事業も活動に含まれるが、子どもの相

談電話や環境保護のような公益的な活動に資するため、必ずしも受益者から対価を得られ

るとはかぎらない。活動に収益事業を有していても、主たる事業は受益者から会費や利用

料等を徴収しない支援事業が多く、人件費確保に足りる事業収入を得ることは宿命的に難

しい。僅かな事業収入による運営資金の不足を、団体の理念、もしくは団体が取り組む社

会的課題や活動に共感した「支援者」による支援で補う。支援は団体活動への参加手段の

一つで、人的資源（無償ボランティア）や、経済的支援（会費や寄付金等）などがある。

団体は、現金配当など支援者への対価提供義務はないが、活動報告と社会的成果を求めら

れる。 

 

図 6.2.1 非営利団体と一般企業と行政の財務構造の差1 

                                                   
1一夜でわかる「NPO」のつくり方 P30 を参考に著者作成 
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行政や企業の場合は、拠出したコストを金銭的（税金）に充足させるが、NPO の場合は受

益者の幸福の実現により精神的に充足させる構造と言える。 

 

６．３ 団体の収入構造 

市民活動団体の多くは、社会的課題に自発的に取り組むボランティア精神に基づき発足さ

れることが多い。特定非営利活動促進法の目的においても「ボランティアをはじめとする

市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展」と定めているよう

に、ＮＰＯ法人でもボランティア活動のイメージが定着している。実態はどうなのか見て

みる。 

 

６．３．１ ＮＰＯ法人の財源による法人類型 

内閣府の調査では、ＮＰＯ法人の財源のばらつきをみるために、最大の収入源別に法人を

類型化し、全体の割合を分析した。その結果、会費や寄付金といった支援者による経済的

支援の比率が高い法人が全体の３７．０％と、自主事業・受託事業合わせて事業収入の比

率が高い法人が全体の３４．２％よりも多かった。 

 

図 6.3.1 財源による法人形態の類型化 
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（平成２５年度特定非営利活動法人に関する実態調査報告書 P38 より） 

 

６．３．２ NPO 法人と任意団体の収入構造 

非営利団体でも特定非営利活動法人（以下、NPO 法人と称す）と、任意団体等の団体（任

意団体１２１件、その他の法人格を有する団体１１件）で収入構造を比較すると、任意団

体等の団体における最大の収入源は事業収益であるが、全体に占める割合が NPO 法人の

７０．８％の半分程度の３５．８％である。一方で公的機関と民間を合算した助成金では

２６．２％と、NPO 法人よりも多い。経済的支援に関しては、会費収入が２０．４％と圧

倒的に多いのに対し、寄付金の割合が４．２％とＮＰＯ法人の半分程度にとどまっている。 

 

図 6.3.2 NPO 法人と任意団体等団体の収入構造2 

 

これより NPO 法人はその他の法人格の団体より寄付金を得やすく、逆に員い団体等その

他の法人格を持つ団体は補助金・助成金を頼りにした財政になっていると読み取れる。 

 

６．３．３ 団体類型別の収入規模比較 

団体累計で比較するとＮＰＯ法人の収入の平均値は（２６０８．７万円）と、任意団体（６

２８．３万円）の４倍以上となっている。ＮＰＯ法人では収入規模「１０００万円以上５

                                                   
2平成２５年度宮城県ＮＰＯ活動実態・意向調査報告書 P23 より 
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０００万円未満」が最大で２７．１％を占めたのに対し、任意団体全体の約３分の２は１

００万円未満の収入しかない。 

 

図 6.3.3 団体類型別の収入規模比較（平均値）3 

 

６．３．４ 総収入規模別 

財政規模が少なくなるほど、会費や寄付金といった経済的支援による収入の比率が高い。 

 

図 6.3.4 総収入規模別法人類型4 

                                                   
3平成２５年度宮城県ＮＰＯ活動実態・意向調査報告書 P23 より 
4平成２５年度特定非営利活動法人に関する実態調査報告書 P39 より 
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６．４ 本章のまとめ ～市民活動団体の財政事情～ 

財政規模が大きな団体では事業収入の比率が多い傾向があり、規模が多くなるほど人件費

確保の可能性が高くなる。事業収入が少ない団体には NPO 法人格を持っていない任意団

体が多く、受益者から会費や利用料等を徴収しない支援事業に主軸を置いている団体が多

いと思われる。 

団体の継続的な事業運営には世代交代に備える必要がある。しかし、収入が得にくい事業

を主とした団体では、人件費に足りる事業収入を得ることが困難である。無給のボランテ

ィアスタッフを探すにも、人口減少と高齢化が進む社会では持続可能性が乏しい手段と言

える。 

補助金・助成金の多くは使途が事業経費に限定されており、人件費確保には至らない。ま

れに人件費に充当できる助成金があるが、厳密な選考がゆえに提出資料が多い。また基本

的に人材不足ゆえ、補助金・助成金の追加申請は厳しいのが現実である。 

そのため、任意団体をはじめとする小規模の市民活動団体において持続可能性を高めるに

は、会費や寄付金のような経済的支援を増やすことが重要と考える。経済的支援の継続的

な獲得により、世代交代に備えた人件費確保、持続可能性の高い事業運営が実現できるは

ずである。 

ここで「寄付者のほとんどが既に会費で支援している会員である。従って団体への経済的

支援を増やすためには会費収入の拡大ではなく、寄付金収入の拡大が重要である。」とい

う仮説をたて次章に進みたい。上記仮説は、後に述べる仙台市を拠点とする団体の調査結

果をもって証明したい。 
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第７章 寄付文化振興の可能性 

日本には「寄付文化がない」と言われるが本当なのか。 

本章では、寄付にまつわる日本の歴史を遡って調査し、現代日本で寄付文化の振興が

可能か検証した結果を述べる。 

 

７．１ 国内の寄付文化の歴史 

７．１．１ 奈良時代の寄付文化 

奈良時代には、治水や橋・道路建設などの公共事業のため、仏教僧が民間から奉加（ほ

うが）と呼ばれる寄付集めを積極的に行ったとある。奉加は勧進（かんじん）の一つと言わ

れる。勧進は仏教僧が寺院や仏像の修復・再建を目的として浄財を募るものとして普及し

たが、奉加は公共事業を目的としている点で公益性が高く、日本最古の寄付として考え

られる。 

 

７．１．２ 鎌倉時代の寄付文化 

鎌倉時代の１２３２年に興聖寺（こうしょうじ；京都府宇治市）が建てられた。この当時の興

聖寺には仏堂はあったが法堂と僧堂はまだなく、曹洞宗の開祖である道元は僧堂建立の

ための勧進を呼びかけていた。英国のファンドレイジング調査団体の一つ SOFII

（=showcase of fundraising innovation and inspiration)によると、その勧進の呼びかけに使

われた書「宇治観音導利院僧堂建立勧進之疏（うじかんのんどうりいんそうどうけんりつか

んじんのしょ）」が、世界最古の「寄付依頼のダイレクトメール」とされている。 

 

７．１．３ 室町時代の寄付文化 

権力争いが激化した室町時代では、逆に民衆の間では自力救済の傾向となり、頼母子

講（たのもしこう）などの相互扶助が始まった。頼母子講（たのもしこう）は地域集団で金銭
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を貯蓄し、貧困者などに順番で供与するという相互扶助である。近年で言う市民ファンド

と同様の基金事業と考えられ、民衆からの寄付によって成り立つ仕組みであった。 

 

７．１．４ 戦前の寄付文化 

戦前の社会事業は公私協働論に基づき民間主体であったが公的資金で支えられていた

が、日本国憲法第８９条で規定した”公私分離の原則”によって、民間社会事業に支出さ

れていた国の補助金が打ち切られてしまった。存亡の危機に立たされた民間社会事業

施設は、財源確保の方法として昭和２２年から全国的に共同募金活動をつづけ、その結

果、昭和２４年には共同募金の法制化を請願、昭和２６年には社会福祉事業法制定とと

もに共同募金会が設置された。共同募金会の設置により民間社会事業は民間の寄付に

支えられる仕組みが創出された。 

 

ここまでの調査により、「日本には寄付文化がない」という感覚は戦後以降の認識であり、

古来日本にも立派な寄付文化が存在し、一般に寄付行為が普及していたことがわかっ

た。 

 

７．２ 寄付市場の国際比較 

日本には歴史的に寄付文化は存在していたが、現代の日本は欧米諸国より寄付に対し

て消極的だと言われる。それを確認すべく、寄付市場の国際比較を行った。 

 

７．２．１ 寄付意識の国際比較 

英国の非営利団体 Charities Aid Foundation（チャリティエイド基金）が世界１３５カ国を調

査した結果、World Giving Index2014によると、日本のチャリティ（慈善活動）ランキングは

全体の９０位に、寄付意識・実態に関しては６２位にとどまっている。 
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表 7.2.1 チャリティ（慈善活動）ランキング5 

国名 

総合ランキング 寄付意識・実態 

順位 スコア 順位 スコア 

ミャンマー 1 64 1 91 

アメリカ 1 64 9 68 

カナダ 3 60 6 71 

アイルランド 4 60 4 74 

ニュージーランド 5 58 13 62 

オーストラリア 6 56 10 66 

マレーシア 7 55 15 60 

イギリス 7 55 4 74 

スリランカ 9 54 17 56 

トリニダードトバゴ 10 54 21 49 

日本 90 26 62 24 

 

寄付文化の議論では宗教、特にキリスト教の文化との関係性がとりあげられることがある

が、同調査の上位にランクした国を見ると必ずしもキリスト教の影響が強い国とは限らな

い。 

 

                                                   
5
 World Giving Index2014 より 
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７．２．２ 寄付金支出額の国際比較 

寄付白書 2014によると、日本の寄付金支出総額は、英国の約 52％、米国の 3.2％に過

ぎない。これを寄付額規模として、名目 GDP と照らし合わせた割合を比較しても、日本は

英国の 30％、米国の 13％程度という低水準にとどまっている。 

表 7.2.2 名目 GDP と寄付金支出額の国際比較6 

 

寄付金支出総額 

（現地通貨額） 
名目 GDP 比 

名目 GDP 

（現地通貨額） 

日本 （2011 年） １兆１８３１億円 0.25％ 471 兆 3108 億円 

アメリカ （2012 年） 
37.8 兆円 

（3,162 億ドル） 
1.95％ 

1936.2 兆円 

（16 兆 1631.5 億ドル） 

イギリス （2011 年） 
2.3 兆円 

（126.5 億ポンド） 
0.82％ 

278.4 兆円 

（1 兆 5369.4 億ポンド） 

 

寄付金支出額を類型区分し割合を見ると、法人寄付の米国・英国が数％に過ぎないの

に対し、日本は半数を超えており圧倒的に多い。個人寄付の割合は米国・英国のほうが

日本より７～８割多い。米国・英国の類型、その他には遺産を寄付とする遺贈と財団から

の寄付が含まれる。 

表 7.2.3 名目 GDP と寄付金支出額などの国際比較 6 

国名 個人 法人 その他 

日本 41.96% 58.04% 0.00% 

アメリカ 70.17% 5.58% 24.25% 

イギリス 73.52% 4.90% 21.58% 

 

                                                   
6寄付白書 2014 および独自調査による 
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この類型割合を加味して名目 GDP比の寄付金規模を各国比較すると、日本の法人寄付

は他国より若干多いが、個人寄付が極端に少なく、総額は他国より圧倒的に少ない状況

となっている。 

 

図 7.2.1 名目 GDP と寄付金支出額などの国際比較7 

（） 

 

個人寄付の寄付者率で比較すると、日本は米国の約半分だが、国民一人あたりの寄付

額は米国国民の 5.5％に過ぎない。これが日本の個人寄付の規模が他国に比べ小さい

原因といえる。 

表 7.2.4 寄付者率と個人寄付の平均寄付支出額8 

国名 寄付者率 平均寄付額 

（円換算） 

平均寄付額 

（現地通貨） 

換算レート 

（2015 年 1 月現在） 

日本 29.4％ ¥14,273 ¥14,273 － 

アメリカ 57.9％ ¥261,500 2,183 ドル 120 円／＄ 

イギリス 55.0％ ¥58,695 324 ポンド 181.2 円／￡ 

 

                                                   
7寄付白書 2014 および独自調査による 
8寄付白書 2014 および独自調査による 
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７．２．３ 寄付先の国際比較 

個人の寄付先を日、米、英で比較すると、国を問わず、宗教関係が最大の寄付先となっ

ている。 

日本 

 

 アメリカ イギリス 

 

図 7.2.2 寄付額の分野別割合 国際比較 

（内閣府 促進市民活動促進担当 参考資料より） 

 

キリスト教が普及した地域では、教会が地域の公益活動の拠点として機能していた。これ

はキリスト教における博愛精神や慈善精神に基づいたものであり、貧者救済、障害者や

高齢者への社会福祉などの役割を担っていた。そのため、教会の運営資金は地域住民



34 

 

の寄付で賄われていた。現代の米国および英国において最大の寄付元が宗教となって

いるのは、このような文化的背景によるものと考えることが出来る。 

日本においても宗教が最大の寄付先である。日本の神社やお寺では、開催される祭りの

資金や、神社仏閣などの修繕資金は、地元の商店や個人から寄贈された寄付によって

成り立っており、その寄付者の名前が奉名板に記され境内に掲げられることが背景にあ

る。つまり日本における地域の公益活動の拠点としては古来から神社やお寺が存在して

おり、現在もその傾向があるため宗教が個人の寄付先として最上位になっている。 

 

７．２．４ 日本国民の寄付経験・意識 

個人の寄付経験について調査した結果を見ると、約８割の市民が寄付経験が有る。 

 

図 7.2.3 寄付経験の有無 

（内閣府 平成２５年度市民の社会貢献に関する実態調査より） 

 

７．２．２の結果と併せて考えると、多くの市民は寄付経験を持つが、日常的な寄付はして

いないと推測される。それを裏付けるように、ＮＰＯ法人へ寄付したい人が２３．２％しかお

らず、逆に寄付したいと思わない人が全体の 62.4％も占めている。 
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図 7.2.4 ＮＰＯ法人が行う活動に対して寄付をしたいか 

（内閣府 平成２５年度「ＮＰＯ法人に関する世論調査」により作成） 

 

つまり、町内会や自治会、もしくは町内の神社や寺院などといった身近な公益団体への

寄付と違い、民間非営利団体への寄付意識は多くの市民に備わっていないと推測する。 

 

７．３ NPO の資金調達の実情 

近年、NPO（民間非営利活動団体）の資金調達をファンドレイジングと称され、注目されて

いる。 

2009年 2月、日本ファンドレイジング協会が設立された。以来、民間非営利組織のファン

ドレイジングに関わる人々と、寄付など社会貢献に関心のある人々のための NPO として、

認定ファンドレイザー資格制度やファンドレイジング・日本、寄付の教室の運営、寄付白

書の発行などに取り組んでいる。ファンドレイザーとはファンドレイジングの技能を持った
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職能を指すが、単なる資金調達係でなく以下のような人物であることを、同協会がホーム

ページ上で定義している。 

 

１. 団体や活動の魅力の発信を通じて、外部から経営資源を集めることができる人 

２. 組織や財源の強化を通じて、活動や組織を成長させることができる人 

３. 倫理を守って寄付市場全体を成長させることができる人 

 

2014 年 10 月 26 日(日)に開催された同協会主催のファンドレイザー必修研修でも、冒頭

で、ファンドレイザーに求められる能力の一つに「誇りと倫理を守る姿勢・誠実さ」が必要と

説明された。これは単に遵法を意味するのではなく、社会から善意による資金を集めてい

くプロセスを司る存在として高い誇りと倫理観を有していることを意味する。具体的には、

資金調達の場面でファンドレイザーは、対象となる団体や活動の社会的意義を、活動団

体の代表として誇りと責任を持って寄付者にプレゼンする役割を担う。この点だけでも、フ

ァンドレイジングは丁寧なコミュニケーションが必要とな任務であり、手軽に財を得るような

怪しい「錬金術」ではないことがわかる。 

 

日本ファンドレイジング協会の活動により、ファンドレイジングの実践に関して体系的にま

とめられ、ファンドレイザーに求められる個別スキルも明確になってきた。それらを習得し

たファンドレイザーが 2014 年 2 月 1 日現在、全国に 381名（認定・准認定合算）いる。フ

ァンドレイザーの活躍により非営利活動団体に多くの浄財が寄せられることを期待する。

しかし日本には NPO法人だけでも 49,460団体（平成２６年９月末時点）あり、市民活動セ

クターにおけるファンドレイザーの人数はまだ十分足りているとは言えない。 
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７．４ 本章のまとめ 

これまでの調査により、「現代日本には寄付文化がない」と一般認識されているのは、以

下の４点が主な理由と思われる。 

日本国民は年間の寄付額・寄付回数が少ないため、個人寄付のスケールが他国と比べ

ると極めて小規模であり、結果として国全体の寄付金規模が経済市場規模と比較して僅

かなものとなっている。 

国民の多くが寄付経験をもつが、寄付先は地域の寺院や神社が多く、NPO法人をはじめ

とする民間非営利団体への寄付は積極的とは言えない。 

日本国憲法８９条の影響により”公私分離の原則”が社会的に広まっている。 

 

従って「現代日本にも寄付文化はある」と言える。身近な公益活動団体への個人寄付が

盛んであるため、非営利活動団体の公益性が社会的に認知されれば、個人寄付拡大は

不可能ではない。寄付文化振興の可能性は十分あり、今後、寄付の一般化に向けて文

化的な障害はないと考えられる。 
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第８章 個人寄付の市場実態 

社会には様々な課題があり、その解決方法も多様であるように、寄付についても多様な

手段が市場に存在する。そのなかで個人寄付を活性化するには何かできるのか？ 

本章では国内の個人寄付に焦点を当て寄付手段の多様性を調査した結果を述べる。 

 

８．１ 寄付の手段 

寄付白書 2014によると、寄付手段を利用率順でみると直接対面の寄付手段が上位に並

び、次に郵便振替が続き、クレジットカード決済などはまだ少ない。 

最も利用が多い寄付手段は手渡しで、町内会や自治会、また地域の神社な寺院など古

くから地域に根付いた地縁団体や共同募金会への寄付が多いためと考えられる。２番め

に多い募金箱は、スーパーやコンビニのレジの脇に非営利活動支援基金や災害義援金

の募金箱が設置されているのをよく見かける。 

次に多い街頭募金は社会的課題を広く知らせる広報力も備えた手段で、赤い羽根募金

を始めとする共同募金やあしなが育英会のような奨学金団体など知名度が高い団体によ

る実施が多い。 

郵便振替／銀行振込は、寄付者による事務手続きが伴う手段である。必要事項を可能な

限り記した振込用紙を準備するなど、寄付者の負担を減らすための団体の努力がみられ

る。 

クレジットカード決済も寄付者による事務手続きが伴うが、サイト訪問者をオンライン寄付

に導くことができる。契約や手数料負担など中小規模団体に敷居が高い手段が、Canpan

クレジット決済（日本財団）など団体向けのクレジット決済サービスの登場により、近年利

用が増えている。 
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図 8.2.1 寄付の手段 （寄付白書 2014 より） 

 

オーソドックスな手段の利用が全体的に多い。商流やメディアはインターネット登場後に

大きく変化したことに比べると、寄付手段の現状は意外と思うほど変化していない。 

 

８．２ 寄付金流通経路 

寄付金の流通経路を見ると、寄付先団体は支援対象者に支援活動を行うとは限らない。 

支援手段を大きく分けると、支援者が支援対象者を直接支援する「直接支援」、支援者が

活動団体に寄付する「直接寄付」、寄付金を受入機関に託する「間接寄付」がある。 
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図 8.2.2 寄付の流れ 

 

８．２．１ 「直接寄付」の優位性 

「直接寄付」の場合、活動団体に直接資金援助することで以下の優位性があると考える。 

 寄付金が支援活動に活用されるまでの事務コストを最小限に抑えられる。 

 支援者が支援したい対象者を、支援したい活動で支援できる。 

 支援者が信用する団体に支援活動を託することができる。 

 

８．２．２．「間接寄付」の優位性 

「間接寄付」の場合、受入団体は寄付金を受け取り、助成金プログラムなどで団体を支援

することで、社会的課題の解決を担っている。これにより以下の優位性があると考える。 

 優先すべき支援団体・支援活動の選定を専門家に任せられる。 

 地域や分野全体の課題抽出や支援活動を任せられる。 

 気軽に社会活動に参加ができる 
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８．３ 受入機関の実態調査例 ～宮城県共同募金会～ 

「間接寄付」の受入機関には、以下のような団体・組織・システムが挙げられる。 

 行政機関（身近な自治体や政府） 

 社会福祉協議会 

 日本赤十字社 

 共同募金（中央共同募金会など） 

 企業・財団 

 中間支援組織 

 宗教団体 

 募金サイト  など 

これら受入機関はそれぞれの専門性・専門分野が異なるため、寄付の際には事前の調

査が必要になる。例として、宮城県共同募金会の実態を調査した。 

共同募金会には各都道府県に独立した共同募金会（以下、都道府県共同募金会）があ

る。都道府県共同募金会には市民参加により「配分委員会」が設置されており、その配分

委員会により助成団体や助成額が決められている。共同募金会は地域で集めた募金は

集めた地域で使われることで公に知られているが、正確には、都道府県で集まった募金

の約７０％が各都道府県の範囲内で使われており、残りの約３０％は広範な課題解決の

ために、その他地域で活用されている。各都道府県共同募金会の活動実績は、中央共

同募金会所有の「赤い羽根データベース はねっと」で一元管理され、一般に公開されて

いる。 

同データベースで公開している宮城県共同募金会の活動実績を見ると、平成２５年度の

活動総額は３億１０４５万円であった。その内容を支援分野別にみると、高齢者支援が最

も多く、続いて障害児・者支援、児童・青少年支援が多くなっている。活動目的では社会

参加・まちづくり支援が最も多い。 
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 活動の対象 活動の目的 

 

表 8.2.1 宮城県共同募金会の分野別支援額（平成２５年度） 

 

この統計結果をもって、寄付先を宮城県共同募金会に決める支援者はいるだろう。 

本研究では、より正確に受入機関の特徴を知るべく、詳細の助成結果を見てみる。平成

２４年度で公開されている助成結果は２８９件、平成２５年度は５７１件だった。平成２５年

度実績を助成先団体で分類すると、各地区社会福祉協議会や共同募金会が全体の８

７％を占めていた。 

 

図 8.2.3 宮城県共同募金会の類型別支援件数（平成２４・２５年度） 

 

これを助成金額ベースでみると、全体の９４％が社協や共同募金に支出されていた。 
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図 8.2.4 宮城県共同募金会の類型別支援金額（平成２４・２５年度） 

 

従って、寄付金を宮城県共同募金会に託することにより、各地区の社会福祉協議会や共

同募金会における自主事業を支援できることがわかったが、逆に市民活動団体の支援に

は不向きな寄付先であることも判明した。 

 

８．４ 本章のまとめ 

「直接寄付」と「間接寄付」は、以下のように使い分けすることができると考える。 

 「直接寄付」は、解決したい社会的課題が明確で、支援希望の対象者・活動を具体

的に持ち、信頼できる活動団体を知っている場合に有効 

 「間接寄付」は、支援対象者や支援活動を選出できておらず、活動団体の知識も乏

しいが、漠然と社会に貢献したい場合に有効 

しかし「間接寄付」は共同募金会のように専ら公共団体による事業を助成することや、助

成金プログラムによって支援対象団体が変わる可能性が高い。 

このような環境下において寄付金を託して社会的課題の解決を図るには、市民活動団体

への直接寄付を推進することが重要である。 
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第９章 企業による社会貢献の実態 

個人寄付の活性化が目的とはいえ、他国より実質的に高額な法人寄付額を持つ日本に

おいて、企業による社会貢献活動の動向を無視する訳にはいかない。 

本章では国内企業による社会貢献活動に焦点を当て調査した結果を述べる。 

 

９．１ 企業の慈善活動の歴史 

江戸期に登場した豪商が「きたのう貯めて、きれいに使う」をモットーに地域の貢献を行っ

ていた。これは商売上、汚いと言われるほど倹約に倹約を重ねて資本を貯めるのが商人

の美徳だが、いったん商売から離れれば、人として、世のためや人のためには出来ること

をやるのが美徳であるという価値観。この価値観をもとに豪商が寄付をして橋梁を建設し

た流れがあった。この流れは明治以降も続き、近代化で財を成した実業家や財閥が、地

縁を超えて福祉施設を中心にフィランソロピー活動（慈善活動）を展開した。特に三菱財

閥創始者の岩崎弥太郎は所期奉公（公益奉公）を基本理念として慈善活動や教育事業

に熱心だった。 

また、古く近江商人の経営には「三方よし」という考え、つまり「売手よし、買手よし、世間よ

しという商売でないと商人は成り立たない」という考えが備わっていたという。これは近江

商人の活動の普遍性として、取引当事者双方のみならず、取引自体が社会を利すること

を求めた精神を示している。ここでいう世間とは商取引のステークホルダーを取り巻く地

域社会をさす。商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならないと

いう考えは、現代企業における CSRそのものであり、古来の日本企業にも社会貢献精神

が備わっていたことがわかる。 

 



45 

 

９．２ 非営利組織との支援・連携の課題 

多くの企業が非営利組織との支援・連携について「運営の透明性」や「活動実績」を重視

している。この傾向は以前から変わらないが、近年は、「自社（企業）の基本方針、重点分

野との一致」「社員の参加・協力のしやすさ」「プログラムの企画・提案力」などといった項

目が急激に増えており、非営利活動と企業活動の連携が深まっている。 

 

図 9.1 非営利組織との支援・連携の際に特に重視する点 

（一社）日本経済団体連合会１％（ワンパーセント）クラブ調査） 

2011 年度社会貢献活動実績調査結果より 
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これらの結果から、企業の社会貢献は「寄付」から「参画」に移行し、以前よりも社会的課

題に対する積極的が増し、課題解決に取り組む一員に加わろうとする姿勢に変わってき

たといえる。 

 

また、非営利組織と連携するに当たり、企業が団体に求める課題も変化している。前回

2008年度では上位２項目だった「ＮＰＯ法人についてのさらなる情報開示」「組織運営の

ガバナンスの強化」が今回 3位と 4位に後退し、2011年度の調査では「社会のニーズに

あった新規事業の開発」「社会に対するメッセージの発信力の強化」が重要課題の最上

位２件となった。 

 

図 9.2 非営利組織との連携を進める上で、NPO･NGO 等にとっての今後の課題 

（一社）日本経済団体連合会１％（ワンパーセント）クラブ調査） 

2011 年度社会貢献活動実績調査結果より 
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これらの分析から、企業が非営利組織に対して、社会的課題解決につながる自社商品の

開発や、社会貢献を活かした自社ブランド力の向上など、企業価値の共有を望んでいる

ことがわかる。 

 

９．３ 現代企業の社会貢献 〜 寄付付き商品 〜 

近年、企業と非営利組織が連携した商品として、寄付付き商品が市場にあらわれた。 

ボルヴィックはフランスの企業であるが全世界展開している飲料水メーカーであるが、同

社がアフリカの井戸の開発を支援すべく売上の一部をユニセフに寄付することは、厳重

な環境保護と徹底した水質管理など水質にこだわる飲料品メーカーとして、また発展途

上国の社会問題解決に取り組む国際企業にとして、企業ブランドを高めることに寄与して

いる。他にも多くの企業が寄付付き商品を上市し続けている。 

 

表 9.3.1 寄付付き商品の例（出展：寄付白書 2013） 
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このような寄付付き商品は企業価値と社会的価値を共通化した、まさに CSV（Creating 

Shared Value）コンセプトの商品である。寄付付き商品は、基幹事業で培った企業ブラン

ドを高める手段として有益であることを証明し、企業が消費者に受け入れてもらうために

非営利活動団体との連携が今後も重要であることを示すことができたといえる。 

 

９．４ 小規模団体における CSV の課題 

企業は CSV コンセプトに基づき、非営利組織を共通の社会的課題に取り組む恊働のパ

ートナーと見始めており、非営利組織としての課題解決に加え、市場原理と利害を共有

する商品開発／サービス開発／広報宣伝による企業との連携を重要視する傾向が強ま

ってきた。 

 

従来から重要とされていた課題 

 「運営の透明性」 

 「活動実績」 

 「ＮＰＯ法人についてのさらなる情報開示」 

 「組織運営のガバナンスの強化」 

 

CSV(Creating Shared Value)実現に向けた課題 

 「社会のニーズにあった新規事業の開発」 

 「社会に対するメッセージの発信力の強化」 

 「自社（企業）の基本方針、重点分野との一致」 

 「社員の参加・協力のしやすさ」 

 「プログラムの企画・提案力」 
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社会活動に企業が参画するのと同様に、企業は、企業活動に非営利組織が参画するこ

とを望んでいる。このように高度かつ難易度の高い要件を満たすことは、ナショナルブラン

ドをもつ大規模の非営利団体なら可能かもしれないが、人件費確保を課題としている小

規模組織単体では半永久的に不可能といえる。 

 

９．５ 本章のまとめ 

企業の社会貢献活動は、社会的課題を実質的に解決してきた歴史があり、その潮流は

今も続いている。営利企業が非営利組織と連携を強めてゆくことは、社会的課題の解決

を望む市民セクター全体にとって有益に見えるが、CSVコンセプトに基づく協働は小規模

組織には困難であり、小さな組織規模が企業連携に不利になる状況といえる。このような

環境下において小規模組織が企業支援を得るには、CSV コンセプトを小規模組織に最

適化した新たな手法が必要である。 
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第１０章 対象事業のポジショニング 

ここまで個人寄付を中心とした寄付市場や企業の社会貢献活動について触れてきた。 

本章ではここまでの調査結果を整理するとともに、市民活動団体の資金調達に関する実

態について述べる。 

 

１０．１ 寄付市場調査概念図 

前章までの調査において明らかになった部分について以下の概念図で明確にする。 

個人寄付では、町内会・自治体・寺院・神社などが優勢な「直接寄付」と、受入団体を経

由する「間接寄付」を共同募金を例に調査した。企業の社会貢献活動については昔なが

らの慈善活動とともに近年登場した寄付付き商品を CSV（共通価値の創出）の例として調

査した。 

それぞれ支援先が大規模団体、小規模団体、支援対象者と異なり、便宜上それぞれが

レイヤー化した図となっているが、大規模活動団体も支援者を直接支援することもある。

ここでは支援先レイヤー同士の関係性は割愛して考える。 

 

図 10.1.1 寄付市場調査の概念図 
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本研究における成果の対象受益者は、第２章の背景で述べたとおり、地域貢献を担う市

民活動団体である。それは同じ非営利組織でも、国際的な活動や全国展開するような大

きな団体と異なる、NPO 法人や任意団体など小規模の非営利活動団体を指す。概念図

上では破線の赤線で示した主体であり、この主体へ継続性の高い寄付収入をもたらす仕

組みが本研究の狙いである。 

 

１０．２ 対象とする地域と事業 

第１章の冒頭で述べたように、本研究は、宮城県仙台市を中心とした市場で、地域の市

民活動団体の運営資金を継続的に支援するアフィリエイト募金システムを事業化すること

を目的としている。 

仙台を対象地域としている理由は以下の２点である。 

筆者が、東日本大震災後の被災地において、復興にいそしむ市民活動団体とのかかわ

りにより、小規模の市民活動団体に今後の明るい社会を築く可能性を見出したこと。また

震災後４年を経た今でも、その可能性を仙台の市民活動団体に見ることができること。 

小規模の市民活動団体は地方に多く、小規模市民活動団体に特化して支援する仕組み

が成功すれば、全国の他の地方でも市民活動を振興できる汎用のプラットフォームとなり

える。その事業化に向けた実現可能性を考えると、筆者個人の人的ネットワークを生かし

た仙台地域が優位であるため。 

これらの理由により、本研究においては、仙台地域の市民活動団体の調査、アフィリエイ

ト募金システムの同地域への適応可能性を追求する。 

 

１０．３ 仙台市の市民活動団体状況 

ここで、仙台市に拠点を置く NPO法人を調査した結果をもとに仙台市の団体状況を述べ

る。 
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１０．３．１ 調査実施概要 

■ 実施Ｂ期間 

２０１４年 １１月下旬～１２月６日（土） 

■ 調査対象 

仙台市に拠点を持つ特定非営利活動法人 ４３５団体  

（仙台市所轄 ４１３団体 宮城県所轄 ２２団体） 

■ 抽出方法 

所轄自治体の HP で公開している団体情報より抽出 

■ 調査依頼方法 

はがきによるアンケート回答依頼の郵送 

■ 回答方法 

Google ドライブのフォームを利用 

■ 回答数（回答率） 

３９件（９．０％） 

 

１０．３．２ 回答団体の概要 

回答した３９団体の活動分野と財政規模を示す。 

■活動分野 

表 10.3.1 回答団体の活動分野 

活動分野 合計 

高齢者福祉 9 

障害者福祉 12 

その他の保健、医療又は福祉 3 

社会教育 6 

まちづくり 14 

観光振興 4 

農山漁村又は中山間地域の振興 2 

学術、文化・芸術の振興 4 

環境保全 4 

スポーツ振興 1 
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災害救援 3 

地域安全 3 

人権の擁護又は平和の推進 2 

国際協力 1 

男女共同参画社会の形成 3 

子どもの健全育成 12 

情報化社会の発展 3 

科学技術の振興 1 

経済活動の活性化 2 

消費者の保護 1 

これら活動を行う団体の支援（中間支援） 4 

■財政規模 

所轄自治体の HP で公開された事業報告書・財務諸表を確認し、各回答団体の財政規

模類型別に分類した結果、１０００万円以上５０００万円未満の団体が最も多かった。 

表 10.3.2 回答団体の財政規模 

経常収入 団体数 

１０万円未満 6 

１０万円以上５０万円未満 5 

５０万円以上１００万円未満 2 

１００万円以上５００万円未満 4 

５００万円以上１０００万円未満 2 

１０００万円以上５０００万円未満 13 

５０００万円以上１億円未満 3 

１億円以上 4 

不明 3 
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アンケート対象が NPO法人に限らず、任意団体も含めることができれば小規模団体の回

答数を増やすことが可能だったが、仙台地域における任意団体の正確な総数把握手段

など統計に足りる情報収集手段が確保できなかったため任意団体を調査対象外とした。 

 

１０．３．３ アンケート調査から見る仙台の NPO の実態 

担当ごとの人員の過不足があったかを見ると、資金調達担当者と事業担当者が不足して

いることがわかった。広報担当もぎりぎり何とかなっている状態が多い。 

 

図 10.3.2 担当人員の過不足】担当ごとの人員の過不足は？ 

 

財源不足により人員不足が生じていることが推測されるが、財源については補助金や助

成金よりも寄付金を増やしたい団体が多い。申請コストや使途が限定される補助金や助

成金よりも、使途の自由度の高い寄付金の獲得に意欲的である。 
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図 10.3.3 補助金や助成金よりも寄付金を増やしたいか？ 

 

しかし、どの団体も寄付金増加には自団体の広報力向上の必要性を認識しているはず

である。その状況を考えると、広報や資金調達よりも事業担当に優先的に人が割り当てら

れるようである。その結果、寄付につながる積極的な団体活動の発信や、資金調達業務

に手が回らない状況に陥っていると思われる。 

 

しかしこの結果を財政規模で見ると、財政規模が１０万円以下の団体では寄付金に関心

が薄いことがわかった。収益が少ないほど寄付金のニーズが高いと思われたが、実際は、

財政規模 10 万円未満の団体では、現状の小さな活動規模で満足できていることが推測

される。 
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図 10.3.4 補助金や助成金よりも寄付金を増やしたいか？（財政規模別） 

 

では、団体広報の実態を見てみると、多くの団体では自団体の HPを持っていることがわ

かる。HPやチラシで寄付を募る団体が、それぞれの利用団体数に対して約半数ある。一

方で SNSや外部 HP、またはニュースレターでは寄付を募ることが少ないようである。 

 

図 10.3.5 団体活動と寄付金募集の広報手段活用状況 
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SNSや外部HP、またはニュースレターは団体の日々の活動報告に使われており、その都

度寄付を募ると逆に悪印象を与えてしまうリスクがあると思われる。求めることよりも務めを

果たす実直さが、公益事業を担う団体のイメージを高める一方で、経済的困窮状態を感

じない分、余暇を活かしたボランティア活動の印象が強まってしまうのが危惧される。 

 

では、実際の寄付者を見てみると、圧倒的に会員が多い。経済的支援に踏み込む支援

者は団体の支援に意欲的で、会員になることをためらわないほど団体を信用していること

の表れであろう。会員数は、団体活動がどれだけ社会から支持されているかを見るひとつ

のバロメータであるため、入会することで団体の信頼性を高める支援にもつながる。すな

わち会員拡大に向けた取り組みは団体の信頼性を高め、経済的支援を増やすことに寄

与できるといえる。 

 

図 10.3.6 分類別寄付状況（個人） 

 

逆に、法人寄付に関する問いには無回答が圧倒的に多く、団体への法人寄付の実態を

つかむことはできなかった。これより多くの団体が法人寄付にさほど関心を寄せていない

と思われる。 
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図 10.3.7 分類別寄付状況（法人） 

 

１０．４ 検証結果 

多くの団体がマンパワー不足を補う財源として寄付金収入を増やしたい意向があるが、そ

のための広報に人材をあてがえないのが現状である。個人寄付の状況を見ると、団体へ

の関与が強い人ほど経済的支援を行う傾向がある。逆に寄付金収入を増やすには団体

の信頼性を高め、活動への共感を促すなど、会員拡大の推進活動が重要といえる。 

この結果から在仙団体の経済的安定性を高めるには、団体の広報力強化、団体運営の

透明性向上が重要と判明した。 

 

１０．５ 本章のまとめ 

第８章では個人寄付に、第９章は企業の社会貢献活動に焦点を当て、本章では在仙の

市民活動団体に焦点を当てて調査した。第８章から本章における検証結果をまとめると

以下のようになる。 

 寄付金を託して地域課題を解決するには市民活動団体への直接寄付が重要 

 小規模組織が企業支援を得るには、小規模組織に最適化した CSVが必要 
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 在仙団体の経済的安定には団体の広報力強化、団体運営の透明性向上が重要 

 

第１章で述べたように、本研究は、宮城県仙台市を中心とした市場で、地域の市民活動

団体の運営資金を継続的に支援するアフィリエイト募金システムを事業化することを目的

としている。この目的と上記検証結果と照らし合わせると、本研究で構想する事業に以下

の期待が寄せられる。 

 

自らが注目する地域課題の解決を託す団体の選出と無理のない寄付（直接寄付） 

地域課題と ECの広報連携、及び寄付金と商取引の経済的互助関係（共通価値の創出） 

団体の会員拡大・課題解決力向上、非営利活動の社会的認知向上（信頼性・広報力） 

 

これを図 10.1.1に照らし合わせると、構想事業の位置づけは、下記図の様になる。 

 

図 10.5.1 構想事業の位置づけ 

 

次章では EC市場の動向調査と研究対象の絞り込みを行う。  
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第１１章 ネット広告を応用した募金システムの可能性 

本章では、インターネットの普及によって変化した商流と照らし合わせ、ネットを活用した

寄付システムに関する今後の展望を検証した結果を述べる。 

 

１１．１ インターネット導入による生活の変化 

第７章、第８章では昭和期までの歴史を追ってきたが、平成期、特に９０年代後半以降の

インターネットの普及によって人々の生活が変化したことを触れておきたい。ウィンドウズ９

５の登場以降、職場における業務利用のみならず、一般家庭においてもパーソナルコン

ピュータ（以下 PC と称す）の利用が急激に増えた。１９９７年時点で人口普及率で９．２％

に過ぎなかったインターネット利用者数が、１０年後の２００７年には７３％と４人に３人はネ

ットにつながる時代に変化した。 

 

図 11.1.1 インターネット利用者数と人口普及率 

（平成２２年度の通信利用動向調査結果より） 

 

一般家庭に PC が導入され、インターネットにつながる個人が増えたことにより、人々のラ

イフスタイルは昭和以前に比べ大きく変化した。 
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１１．２ インターネットショッピング利用者の推移 

平成期に入り個人のインターネット利用が増えたが、当初の使い方は非常に限定的で、

企業ウェブサイトや学術機関データベースといった単方向の情報閲覧に過ぎず、双方向

の情報通信に関しても個人レベルの E メールにとどまっていた。そのような時代ではセキ

ュリティー上の不安もあり、商取引においては郵便・ファクス以外の通信手段は普及して

いなかった。 

しかし、平成１４年以降インターネットショッピングの利用率が急激に増加し、総務省の調

べによると、平成２２年時点でインターネットユーザーの約半数がインターネットショッピン

グを利用している。その実数、４３５７．３万人は平成１４年の２３０４．７万人と比較すると１．

８倍で、年平均で２３．６％ずつ増加していたことがわかる。つまりインターネットショッピン

グは、国内全体（人口 1.28億人；H22年時点）の３４％が利用している商取引手段となっ

ていた。 

 

図 11.2.1 インターネットショッピングの利用率（対インターネット利用者）と 

 インターネット・ブロードバンドの利用者数の推移 

（総務省 情報通信国際戦略局 情報通信経済室 発行 「ICT インフラの進展が国民のライフスタイ

ルや社会環境等に及ぼした影響と相互関係に関する調査研究」 より） 

 

これにより、インターネットショッピングは、平成以降の商取引において主要手段になった

と考えることができる。 
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１１．３ 年代別インターネット利用率の推移 

ここで世代別のネット利用率の変遷から今後の傾向を考えてみる。 

世代で見ると、１３歳から４９歳の９０％以上がネット利用者で、その利用率もわずかながら

伸び続けている。過去５年間の結果を比較すると５０歳以上での増加率が高くなってい

る。 

 

 

図 11.3.1 年齢階層別インターネット利用率の推移 

（総務省 平成 25 年通信利用動向調査 より） 

 

これは若年層のネット利用者が老いて世代交代したのであり、今後もこの傾向は続き、ネ

ット利用率が全世代において高水準になると予想される。それにより、商取引全体におけ

る EC市場の割合は今後も増加し続けると推測される。 
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１１．４ ネット広告を応用した新興募金システム 

近年、EC市場の商取引が広まり、宣伝媒体としてネット広告が効果を表してきた。また、

寄付付き商品や CSVの傾向も相まって、企業広告にも社会的価値が重要になってきた。

これらの動向から、EC市場での広告的意味合いを持つ募金システムがネット上に登場し

た。 

 

１１．４．１ SNS 募金(Twitter など） 

スポンサー企業指定の手段を用いて共感者が SNS上で投稿（特定のハッシュタグを施し

たリツイートや、特設ページへの「いいね！」など）すると、共感者の投稿は企業広告とし

て機能し、共感者のネットワークに企業情報が拡散される。企業はその件数に応じた額を

キャンペーン終了後に団体に寄付する仕組み。寄付の原資は企業から支出され、共感

者の支出は生じない。寄付先の団体および寄付額（１投稿当りの寄付額や上限額）はス

ポンサー企業が設定。 

 

図 11.4.1 SNS 募金のイメージ図 

 

１１．４．２ クリック募金 

募金キャンペーンの共感者がページ上のボタンをクリックすると、企業広告が現れ、指定

の団体へ一定額の寄付が発生する。寄付の原資は企業から支出され、共感者の支出は
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生じない。寄付先の団体および寄付額（クリック当りの単価や上限額）はスポンサー企業

が設定。企業は広告リーチ後に支出するため、広告として投資利益率は高く、企業広告

の一つとして広まってきた。 

 

図 11.4.2 クリック募金のイメージ図 

 

１１．４．３ アフィリエイト募金 

EC サイトへ導くアフィリエイト広告を応用したオンライン募金。募金システムの会員がサイ

トを経由して取引を成立すると、企業からサイト運営者に紹介料（アフィリエイト料）が支払

われ、サイト運営者が紹介料の一部を団体に寄付する。会員は寄付先団体を選択できる

が、支出は生じない。寄付の原資は取引の成立後に企業から支出される。広告としても

投資利益率は高いと言える。 
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図 11.4.3 アフィリエイト募金のイメージ図 

 

このような新しい募金手段が普及したことにより、団体の資金調達手段に新たな選択肢を

増やしている。これらの新興募金システムは社会的価値と企業価値を共有しやすく、CSV

の観点からも今後の発展が期待される募金手段と言える。 

 

１１．５ 本章のまとめ ～ネット広告を応用した新興募金システムの比較～ 

ネット広告を応用した新興募金システムの違いを整理し、比較した。 

SNS募金やクリック募金は、スポンサー企業による連携先団体の選定を経てリリースされる。

団体の信頼性調査は企業にとって重要であるが、業務負担は大きい。これを地域の中小

団体を対象に調査した場合、団体知名度の低さや、団体数の多さから、企業の業務負荷

が膨大に増える。 



66 

 

一方、アフィリエイト募金の場合、寄付先団体を選定するのは消費者自身であるため、団

体選定の負担が企業に生じない。そのため、スポンサー企業が地域の中小団体を支援

する手段として有効と言える。EC 市場は拡大しつづけており、企業の事業戦略として注

力すべき商流であることもアフィリエイト募金の優位性を高めている。 

 

表 11.5.1 ネット広告を利用した募金の比較 

 
SNS募金 クリック募金 アフィリエイト募金 

資金源 企業 企業 企業 

団体の信頼性 企業が調査 企業が調査 消費者が調査 

募金のトリガー アクション クリック 商取引 

募金額 
１～１００円 

トリガー単位 

１～１０円 

トリガー単位 
取引額に比例 

寄付行為による 

広告の拡散先 

△ 

共感者のネットワーク 

○ 

共感者 

○ 

共感者 

今後の成長性 
△ 

SNS疲れが話題に 

○ 

ネット利用に比例 

◎ 

EC市場拡大に期待 

総合評価 △ ○ ◎ 

研究対象として 不採用 不採用 採用 

 

検証の結果、市民活動団体の CSVを実現する手段としてアフィリエイト募金が有望であり、

在仙の中小規模団体が企業と連携する新たなツールとして期待できる。 

 

次章では市場にて稼働中のアフィリエイト募金システムを調査した結果を述べる。 
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第１２章 アフィリエイト募金システムの比較 

本章では、市場にて稼働中のアフィリエイト募金システムの特徴を比較調査した結果を述

べる。 

 

１２．１ 調査対象 

特徴を比較調査したアフィリエイト募金システムは以下の６サイトである。 

１） 国内 （３サイト） 

イーココロ！ http://www.ekokoro.jp/ 

リンクシェアチャリティ・アフィリエイト http://www.linkshare.ne.jp/charity/ 

gooddo(グッドゥ) http://gooddo.jp/ 

２） 海外 （３サイト） 

Amazon Smile（アマゾンスマイル；米国） https://smile.amazon.com/ 

Schulengel（シュールエンゲル；ドイツ） https://www.schulengel.de/ 

clicks4Charity（クリックフォーチャリティ；ドイツ） http://www.clicks4charity.net/ 

 

１２．２ 国内のアフィリエイト募金システム 

１２．２．１ イーココロ！ 

貧困、難民、紛争、環境破壊などの問題がなくなり、慈善団体の存在が必要なくなる世界

を求め、さまざまな国際協力 NGOをたくさんの人が参加しながら支援できるウェブサイト

を作ろうと、身近に、誰もが普段着で参加できる慈善団体支援を目指して設立。 

■サイト概要 

URL： http://www.ekokoro.jp/ 

運営会社： ユナイテッドピープル株式会社 （http://unitedpeople.jp/） 

設立： 2003年 

http://www.ekokoro.jp/
http://unitedpeople.jp/）
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募金手段： 「クリック募金」「ショッピング募金」「アクション募金」 

ターゲット： 非営利活動団体支援希望者 

加盟団体数： １３１（2014 年 6 月時点） 

加盟店舗数： １３２（2014 年 6 月時点） 

寄付実績： 115,605,353円（2014年 9 月末時点） 

 

 

図 12.2.1 イーココロ！ウェブサイトトップページ 
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■アフィリエイト募金 

イーココロ！のアフィリエイト募金は「ショッピング募金」と「アクション募金」の２つである。 

 

図 12.2.2 イーココロ！のアフィリエイト募金  

 

「ショッピング募金」は購入額に応じた報酬の一部が寄付になる一方、「アクション募金」は、

無料サンプル注文やユーザー登録などキャンペーン賛同で報酬の一部が寄付になる。 

 

図 12.2.3 イーココロ ショッピング募金ページ（例：楽天市場のページ） 
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図 12.2.4 イーココロ アクション募金ページ（例：保険の窓口インズウェブのページ）  

 

１２．２．２ リンクシェアチャリティーアフィリエイト 

リンクシェアは米国で 1996年に誕生した、世界初にして世界最大級のアフィリエイト・サー

ビス・プロバイダー（ASP）。日本では、2001 年の三井物産株式会社と業務提携、2005年

1月の日本法人設立を経て、2010年５月以降は楽天の子会社となった日本最大の ASP

企業。 

■サイト概要 

URL： http://www.linkshare.ne.jp/charity/ 

設立： 2006 年 8月 

募金手段： 「アフィリエイト募金」 

ターゲット： ブログ運営者（アフィリエイト募金システムのサービス提供） 

加盟団体数： ４ （2015 年 1 月時点） 

加盟店舗数： ２２３（2015 年 1 月時点） 

寄付実績： 1,480,010 円（2015 年 1月時点） 

運営会社： リンクシェア・ジャパン株式会社 （http://jp.linkshare.com/） 

http://jp.linkshare.com/
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図 12.2.5 リンクシェアチャリティーアフィリエイト トップページ 
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図 12.2.6 リンクシェアチャリティーアフィリエイト 加盟団体一覧 

 

■アフィリエイト募金 

リンクシェアチャリティーアフィリエイト！におけるアフィリエイト募金は、同社のアフィリエイ

ト商品のひとつとして提供している。ターゲットはブログやウェブサイトを運営している管理

者で、参加を希望する場合、同サービスへの登録後、自営ブログ・サイトへの設置が必要

となる。 
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図 12.2.7 リンクシェアチャリティーアフィリエイトの仕組み 

（同社ウェブサイトより） 

 

 

１２．２．３ gooddo（グッドゥ） 

当初の運営会社は株式会社セプテーニ・ベンチャーズだったが、新たな運営会社として、

２０１４年１０月に gooddo 株式会社（㈱セプテーニ・ホールディングスの１００％子会社）が

設立された。 

■サイト概要 

URL： http://gooddo.jp/ 

設立： ２０１３年９月（非公式稼働は２０１３年４月から） 

募金手段： 「アフィリエイト募金」 

ターゲット： 非営利活動団体支援希望者 

加盟団体数： ４４２ （2015年 1 月時点） 

加盟店舗数： １９（2015 年 1 月時点）  

寄付実績： 32,144,976円（2014 年 12 月末時点） 

運営会社： gooddo 株式会社  
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図 12.2.8 gooddo のトップページ 

 

■アフィリエイト募金 

gooddo（グッドゥ）におけるアフィリエイト募金の基本的な仕組みはイーココロと類似してい

るが、インターネット広告業者である親会社の強みを生かした広告戦略が散見される。 



75 

 

 

図 12.2.9 gooddo の団体紹介ページ 

 

１２．３ 海外のアフィリエイト募金システム 

１２．３．１ AmazonSmile（アマゾンスマイル；米国） 

世界最大手オンラインショップ、Amazon が自身のサイトで実施しているチャリティーサイト。

商品ラインナップや割引プロモーションなどは通常のアマゾンと一切変わらず、既存のア

カウントを利用するだけ。個人設定はすべて継承され、ショッピングカートも共有される。 

■サイト概要 

URL： https://smile.amazon.com/ 

設立： ２０１３年１０月 

募金手段： 「ショッピング募金」 

ターゲット： 非営利活動団体支援希望者 
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加盟団体数： 約 100 万 （2015 年 1 月時点） 

 （米国内国歳入法 501 条(c)(3)団体で規定された慈善団体のほとんど） 

寄付実績： 非公開（2014年 12月末時点） 

運営会社： AmazonSmile Foundation （募金プログラム運営） 

 Amazon.com Inc. （ECサイト運営） 

 

 

図 12.3.1 Amazon Smile のトップページ 

 

■アフィリエイト募金 

購買額の 0.5％が AmazonSmile Foundation （アマゾンスマイル基金）から指定の団体へ

寄付される。AmazonSmile における寄付者の名義は AmazonSmile Foundation となるため

特定寄付金扱いにならず、購入者の減税対象とはならない。 
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図 12.3.2 Amazon Smile の団体検索ページ 

 

 

１２．３．２ Schulengel（シュールエンゲル；ドイツ） 

ドイツのアフィリエイト募金サイト。サイト名・社名が「学校の天使」を意味しているとおり、支

援対象団体を学校やスポーツ団体などの教育機関に特化している。 

■サイト概要 

URL： https://smile.amazon.com/ 

設立： 2009 年 11 月 

募金手段： 「アフィリエイト募金」 

ターゲット： 非営利活動団体支援希望者 

加盟団体数： 7,207 （2015 年 1 月時点） 

加盟店舗数： 1,300（2014 年 10 月時点）  

寄付実績： €1,826,165 ≒ 2.5 億円 （2015年 1月時点） 

運営会社： Schulengel GmbH 
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図 12.3.3 Schulengel のトップページ 

 

■アフィリエイト募金 

EC サイトごとに報酬率が異なるのはイーココロ！と同じだが、全体的に（購入額に対する）

報酬率の割合が非常に高い。 
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図 12.3.4 Schulengel の提携ＥＣサイトリスト 

 

１２．３．３ Clicks4Charity（クリックスフォーチャリティ；ドイツ） 

ドイツのアフィリエイト募金サイト。シュールエンゲルと対比するために抽出。 

■サイト概要 

URL： http://www.clicks4charity.net/ 

設立： 2007年 

募金手段： 「アフィリエイト募金」 

ターゲット： 非営利活動団体支援希望者 

加盟団体数： 337 （2015 年 1月時点） 

加盟店舗数： 86 （2015年 1月時点） 

寄付実績： €35,414 ≒ 486 万 （2015年 1 月時点） 
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図 12.3.5 clicks4charily のトップページ 

 

■アフィリエイト募金 

団体ページに ECサイトがリストされている。団体の近況や活動実績はわからない。 

 

図 12.3.6 clicks4charily の団体ページ 
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図 12.3.7 clicks4charily の団体ページ下部 
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１２．４ 調査結果 

国内 3サイト、海外３サイトを調査・比較した結果、イーココロ！、gooddo（グッドゥ）、

Schulengel(シュールエンゲル；ドイツ）の３サイトが、機能的に調査対象として適していると

判断した。 

表 12.3.6 clicks4charily の団体ページ 

アフィリエイト

募金 
機能の有無 

国内 海外 

イーココ

ロ！ 

リンクシェ

ア 
gooddo 

Amazon 

Smile 
Schulengel 

clicks 4 

charity 

直接寄付 
寄付先選択 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

団体数 ◎ △ 〇 ◎ ◎ △ 

ショッピング 
買物先選択 〇 〇 〇 × 〇 〇 

店舗数 ◎ △ 〇 × ◎ △ 

 
採用 不採用 採用 不採用 採用 不採用 

   

次章では、採用した上記３サイトを、１０．５章で示した下記各ステークホルダーの要件に

照らし合わせて詳細機能を比較する。 
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第１３章 事業構築のための調査 〜既存３システムの比較〜 

本章では、前章で決定した既存のアフィリエイト募金システム３例について、優劣を比較

検証した結果を述べる。 

 

１３．１ 前提 

本事業は、宮城県仙台市を中心とした市場において活動団体・企業・個人の架け橋となり、

地域の市民活動団体の運営資金を継続的に支援する。そのために、以下の３点の実現を狙

う。 

自らが注目する地域課題の解決を託す団体の選出と無理のない寄付（直接寄付） 

地域課題と EC の広報連携、及び寄付金と商取引の経済的互助関係（共通価値の創出） 

団体の会員拡大・課題解決力向上、非営利活動の社会的認知向上（信頼性・広報力） 

 

 

図 13.1.1 構想事業の位置づけ 
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１３．２ 検証方法 

前述の３点を満たすシステムの構築を狙って、既存のアフィリエイト募金システムを比較

検証する。検証対象は、イーココロ！、gooddo（グッドゥ）、Schulengel(シュールエン

ゲル）の３サイトとし、各々の機能を以下の５点に注目して評価を行う。 

1. サイト運営組織体制 

2. 市民活動団体広報 

3. 企業・商品プロモ 

4. UI（ユーザインターフェース）デザイン 

5. 地域融和性 

 

１３．３ 機能評価 

１３．３．１ サイト運営組織体制 

サイト運営組織体制に注目して、３サイトの確認を行った結果を以下に記す。 

表 13.3.1 サイト評価結果（サイト運営組織体制） 

評価項目 イーココロ Gooddo Schulengel 

サイト事業の透明性 （収益構造、寄付実績） ○ × ○ 

サイト運営者の信頼性 （設立趣旨、理念） ○ △ ○ 

サイトからのニュース発信 ○ × ○ 

社会的課題の共有 ○ × ○ 

発信情報の合理性 （ブログ、SNS、ニュースレター） ○ ×× ○ 

サポート体制 （問い合わせ） ○ ○ ○ 

 

イーココロ！、Schulengel は、設立者の顔と名前がはっきりしており、設立の経緯や理念

が明確に述べられている点で共通している。Schulengel は、特にサイト運営事業の透明性

とサポート体制に関する情報が質量ともに圧倒的である。非対面コミュニケーションにお
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いて寄付を得るには、運営者の信頼性が重要だということがよくわかる。一方、gooddo

は仕組みも運営者も情報が不明瞭で、協働のパートナーとは思いにくい。 

以下にそれらの具体例を列記する。 

 

■ Schulengel（シュールエンゲル；ドイツ） 

サイト利用方法を説明する動画、団体（教育機関）向け、企業向け、利用者向けに分類分

けした問答集などが用意されており、サイト事業の透明性確保に力を入れている。 

 

図 13.3.1 シュールエンゲルの使い方ページから抜粋した F&A 集 

 

動画を使ったチュートリアルは多数用意されているが、特に初心者の質問にシュールエン

ゲルが答えるような問答劇はわかりやすいうえに親しみやすい。 
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図 13.3.2 動画による使い方説明 

（初心者ハインリッヒの質問に、シュールエンゲルが答える問答劇） 

 

また、問合せ手段に電話窓口が設けてあること、また応じるチームメンバーの顔写真が掲

げられており、チームの親しみやすさが前面に表れている。 

 

図 13.3.3 連絡先ページより抜粋 

 

Schulengel は、加盟団体数(6743)、提携 EC サイト数(1300)、登録ユーザ数(81500)など、

事業運営状況がわかるデータを非常に詳しく公開している。 
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図 13.3.4 連絡先ページより抜粋 

 

■ 収益構造の不透明性 

団体への寄付額が全てポイント表記されているが、文章化されたポイント還元のルールが

複雑で、ポイント獲得の仕組みがわかりづらい。 
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図 13.3.5 gooddo の団体紹介ページ 

（例： ADRA Japan） 

 

表 13.3.2 応援ポイントに関する説明 （http://gooddo.jp/gd/about/ より） 

応援ポイントとは？ 

団体を応援する気持ちを、支援金に変えることのできるポイントのことです。 毎週「応援する！」ボタンやサポータ

ー企業への「いいね！」のクリックで得られたポイントの合計で 5 段階のゴールを達成していくと、ポイントに応じて

支援金が届けられます。 

さらに、ポイントが多く貯まった順に 10 団体までは、支援金額が 2 倍になり最大で１ヶ月 30,000 円の 支援になり

ます。月曜スタートで毎週開催しているので毎月最大 5 回支援のチャンスがあります。  

 

＜支援金額は？＞ 

各ゴールの設定はゴール 1(3,000pt)達成で 300 円、 ゴール 2(5,000pt)達成で 500 円、ゴール 3(10,0 00pt)達成

http://gooddo.jp/gd/about/
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で 1,000 円、ゴール 4(20,000pt)達成で 2,000 円、ゴール 5(30,000pt)達成で 3,000 円と なります。 

※毎週、ポイントが多く貯まった順に 10 団体までは、支援金額が 2 倍になり、6,000 円が届けられます。  

 

＜ポイントの貯め方は？＞ 

①「応援する！」ボタンを押すと、10～1,000pt までランダムにポイントが加算されます 

②サポーター企業の「いいね！」を押すことで 100ptが加算されます 

 （サポーター企業の「いいね！」を押すと、同時に 10 円の支援にもなります） 

 

 

１３．３．２ 市民活動団体広報 

市民活動団体の広報機能に注目して、３サイトの確認を行った結果を以下に記す。 

表 13.3.3 サイト評価結果（市民活動団体広報） 

評価項目 イーココロ Gooddo Schulengel 

団体活動の透明性 (理念、活動実績、財務諸表） ○ × × 

団体ランキング （支援者数順一覧） ○ × ○ 

団体評価 （会員による評価、口コミ） ○ × △ 

団体の検索性 （住所、郵便番号、地図） × × ○ 

団体の検索性 （名前、活動分野） △ ○ ○ 

団体ニュースの発信 （ニュース記事、団体 SNSページ） ○ ○ △ 

団体ページの宣伝 （SNSのシェア） ○ ○ ○ 

団体ページの宣伝 （ブログパーツの自動形成） × × ○ 

 

団体の事業報告書や財務諸表は団体活動を知るのに重要な情報であるが、情報の性格上固

い印象を与えるため、あまり団体ホームページで表に出しにくい。そこを代わりにイーコ

コロ！まとめて紹介している。団体ページは各種情報が整理されたダッシュボードのよう

になっていて、数値情報がグラフ化されているなど、団体情報の視覚化に力を入れている
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ことがわかる。Schulengel は団体の検索性が抜群に優れている。住所や郵便番号から検索

できるだけでなく、Google マップ上に登録施設を配置する検索方法もあり、身近な団体を

見つけやすい仕組みになっている。 

 

■ 団体活動の透明性 

イーココロ！は団体活動の透明性を高める機能に力を入れている。団体紹介ページは、各

種情報が分類された個別ページにタブでアクセスできる。 

 

図 13.3.6 イーココロ！団体ページ上部 

 

団体ページ下部は、団体ニュースが統合されたダッシュボードのようになっている。 

 

図 13.3.7 イーココロ！ 団体ページ下部 
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数値データのグラフ化に力を入れており、会員評価を数値化してレーダーチャートで表現

していること、財務データのグラフ化など、視覚的に団体運営の信頼性がわかる仕組みに

なっている。 

 

図 13.3.7 イーココロ！ 団体ページ下部 

 

■ 団体の検索性（住所、郵便番号、地図） 

欧米の住所は郵便番号から特定しやすく、ウェブサービスで頻繁に使用される。ドイツも

同様で郵便番号(PLZ=Postleitzahl）と連動したサービスが一般的で、Schulengel にもその

機能が備わっている。 
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図 13.3.8 Schulengel の団体検索結果、リスト表示 

（住所＝berlin で検索した結果） 

 

 

図 13.3.9 Schulengel の団体検索結果、地図表示 

（住所＝berlin で検索した結果） 
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図 13.3.9 Schulengel の団体検索結果、地図上詳細表示 

 

 

１３．３．３ 企業・商品プロモ 

企業・商品プロモーションに注目して、３サイトの確認を行った結果を以下に記す。 

表 13.3.4 サイト評価結果（企業・商品プロモーション） 

評価項目 イーココロ Gooddo Schulengel 

企業の検索性 （業種、専門分野、名前） ○ △ ○ 

EC 企業ラインナップ （企業数、多様性） ○ △ ○ 

商品プロモーション （バナー、露出） × △ ○ 

割引商品の品揃え （キャンペーン商品、無料サンプル） × ○ × 

ネット話題性 （バイラルコンテンツ） △ ○ ○ 

Gooddo は社会貢献とか社会的課題を意識しない人でも楽しめる作りになっている。

Schulengel も魅力的な商品を前面に出しているが、EC サイトのような設えになっており、

バラエティーショップのような安っぽさはない。 
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■ 割引商品の品揃え 

Gooddo は、キャンペーン商品の品揃えが多く、ネット広告業者を親会社に持つ強みを発

揮している。赤文字で価格を売りにしているところや、写真や文字の使い方がバラエティ

ーショップのようで、社会貢献意欲が薄い人でも楽しめる設計になっている。 

 

 

図 13.3.10 gooddo の団体支援ページより抜粋 
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■ 商品プロモーション 

Schulengel は整った色遣いとビジュアルデザインで、一般的な EC サイトのような見た目。

バナーのコピーは「（トリュフ探しに例えて）最安値を探すのに、もう豚は要りません。

こちらの商品検索が最安値と寄付を見つけます」。ユーモアを活かしてサイトの親しみや

すさを高めている。 

 

図 13.3.11 Schulengel のトップページ 

 

 

図 13.3.12 Schulengel の EC サイトリスト 
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１３．３．４ UI（ユーザインターフェース）デザイン 

UI デザインに注目して、３サイトの確認を行った結果を以下に記す。 

表 13.3.5 サイト評価結果（UIデザイン） 

 イーココロ Gooddo Schulengel 

アクセシビリティ （操作性、わかりやすさ） △ × ○ 

ビジュアルデザイン （美観、動画、写真、イラスト） △ ○ ○ 

娯楽性 （サイト利用の楽しさ） × ○ ○ 

表示言語 ○ ○ × 

イーココロ！は実直さが前面にあらわれている反面、フォント遣いなどビジュアルデザイ

ンに面白さは少ない。Schulengel は動画、写真、イラストなど情報伝達を工夫している。 

 

図 13.3.13 Schulengel の団体紹介トップページ 
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１３．３．５ 地域融和性評価 

地域融和性に注目して、３サイトの確認を行った結果を以下に記す。 

表 13.3.6 サイト評価結果（UIデザイン） 

 イーココロ Gooddo Schulengel 

地域課題の共有 × × △ 

オフラインメディアの活用 （チラシ、ポスターなど） × × ○ 

ローカル団体の見つけやすさ × × ○ 

ローカル企業の参加しやすさ  × × × 

中小規模団体の参加しやすさ △ △ ○ 

市民活動団体の参加しやすさ △ △ × 

イーココロの専門分野（国際的課題や国内全体の課題）は地域生活に身近ではないため、

地域課題を共有する場として難しい。Schulengel はチラシやポスターなどオフラインメデ

ィアを無償配布するなど、地方のライフスタイルにあった広報手段を備えている。 

 

■ オフラインメディアの活用 

Schulengel で無償配布しているチラシには団体の最新寄付実績を中央に設え、「買い物を

するだけで、支出なく私たちに寄付できます」とサイトの利用を促すチラシになっている。 
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図 13.3.14 Schulengel から無償配布されるチラシ （例：ハンブルク日本語学校） 

 

注文はネットから可能。加盟直後はスタートアップキットの注文も可能。 

 

図 13.3.15 Schulengel のチラシ注文窓口ページ 
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チラシの到着を待てないときは、最新の情報を基にして、オンラインですぐに PDF ファイ

ル化したチラシを入手できる。 

 

図 13.3.16 Schulengel のチラシ PDF 形成 

 

紙媒体以外にも、サイトやブログに張り付け可能なバナー（ブログパーツ）を無償でダウ

ンロードできる。 

 

図 13.3.17 Schulengel のチラシ PDF 形成 
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■中小規模団体の参加しやすさ 

イーココロ！の加盟団体は国際的に活動している団体が多い。これはイーココロ！を運営

するユナイテッドピープルの代表（関根健次氏）が、国際的な紛争問題を解決し世界平和

を実現する一手段として同サイトを設立したことが影響していると思われる。国内課題の

解決に取り組む団体も多いが、地域課題の解決を専門としているはほとんどない。 

 団体数 

国際課題に取り組み国際的に活動する団体 １００ 

国内課題に取り組み国内全体で活動する団体 ６８ 

地域課題に取り組み特定地域で活動する団体 １ 

図表 団体が取り組む課題の分布 

（イーココロ！ NGO/NPO 人気ランキングページより分析） 

 

■（参考）ナショナルブランドの優位性 

会員寄付は登録した会員が支援する団体を自由に選択した結果である一方、クリック募金

はキャンペーン上でスポンサー企業が支援する団体を指定した結果である。各々の傾向の

差は、一般利用者とスポンサー企業の嗜好の違いと考えられる。 

寄付総額の上位２団体はクリック募金しか実績がない。グリーンベルト運動の代表は環境

分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、 ワンガリ・マータイさん、More 

Trees の代表は音楽家の坂本龍一氏と、代表が世界的に有名なのが共通している。 

表 13.3.7 寄付総額上位団体のリスト （イーココロ！ 寄付実績より分析） 
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会員寄付額上位も、財政規模が大きく知名度も高い国際的な団体が多い中、最上位は「自

立生活サポートセンター・もやい」とあまり聞きなれない団体だった。 

表 13.3.8 会員寄付額上位団体のリスト （イーココロ！ 寄付実績より分析） 

順位 会員寄付額上位団体 会員寄付総額 

1 自立生活サポートセンター・もやい ¥3,809,126 

2 日本赤十字社東京都支部 ¥1,998,175 

3 国境なき医師団日本 ¥1,703,440 

4 ジャパン・プラットフォーム ¥1,566,199 

5 国境なき子どもたち ¥1,197,723 

6 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ¥1,090,594 

7 パレスチナ子どものキャンペーン ¥876,441 

8 熱帯森林保護団体 ¥679,975 

9 ADRA Japan ¥672,884 

10 ピースウィンズ・ジャパン（認定 NPO） ¥603,170 

 

同団体の月別実績を見ると、２００８年１０月～２００９年３月までの６か月間で総額の

半分以上となる１９９万円強を得ており、同時期に社会問題となった「派遣切り」に関係

して、同団体代表である湯浅誠氏のメディア露出が増えたことが影響していた。その他の

会員寄付額上位団体は、団体などが名を連ねている。 

 

支援者数（イーココロ会員の登録数）の上位を見ても、知名度の高い国際的な団体が上位

を占めており、ナショナルブランドが支援者集めに優位であることがわかる。 

表 13.3.9 支援者数上位団体のリスト （イーココロ！NGO/NPO 人気ランキングより分析） 

順位 支援者数上位団体 団体支援者数 

1 国境なき子どもたち 3,390 

2 国境なき医師団日本 1,707 

3 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV) 1,215 
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4 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 1,121 

5 子供地球基金 868 

6 カンボジア地雷撤去キャンペーン 859 

7 国際環境 NGO FoE Japan 797 

8 日本赤十字社東京都支部 771 

9 ジャパン・プラットフォーム 738 

10 自立生活サポートセンター・もやい 723 

 

日本の場合、全国規模でのアフィリエイト募金でもメディアの影響が顕著に表れ、ナショ

ナルブランドに一挙に寄付が集まることがあるが、ローカルブランドやブランドにもなっ

ていない草の根市民活動には使いにくい。 

一方で、Schulengel は地元の団体が検索しやすいサイト設計になってることに加え、チラ

シのようなオフラインメディアを無償供給するため、ローカル活動を支援しやすい仕掛け

を多々有している。 
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１３．５ 結論 

ここまでの評価結果を以下のように一覧にまとめ、総合評価を行った。  

表 13.5.1 アフィリエイト募金システム比較 

評価項目 イーココロ Gooddo Schulengel 

① 

サイト運営 

組織体制 

サイト事業の透明性 （収益構造、寄付実績） ○ × ○ 

サイト運営者の信頼性 （設立趣旨、理念） ○ △ ○ 

サイトからのニュース発信 ○ × ○ 

社会的課題の共有 ○ × ○ 

発信情報の合理性 （ブログ、SNS、ニュースレター） ○ ×× ○ 

サポート体制 （問い合わせ） ○ ○ ○ 

② 

市民活動 

団体広報 

団体活動の透明性 (理念、活動実績、財務諸表） ○ × × 

団体ランキング （支援者数順一覧） ○ × ○ 

団体評価 （会員による評価、口コミ） ○ × △ 

団体の検索性 （住所、郵便番号、地図） × × ○ 

団体の検索性 （名前、活動分野） △ ○ ○ 

団体ニュースの発信 （ニュース記事、団体 SNSページ） ○ ○ △ 

団体ページの宣伝 （SNSのシェア） ○ ○ ○ 

団体ページの宣伝 （ブログパーツの自動形成） × × ○ 

③ 

企業・商品 

プロモ 

企業の検索性 （業種、専門分野、名前） ○ △ ○ 

EC 企業ラインナップ （企業数、多様性） ○ △ ○ 

商品プロモーション （バナー、露出） × △ ○ 

割引商品の品揃え （キャンペーン商品、無料サンプル） × ○ × 

ネット話題性 （バイラルコンテンツ） △ ○ ○ 

④ 

サイトの 

UI 

デザイン 

アクセシビリティ （操作性、わかりやすさ） △ × ○ 

ビジュアルデザイン （美観、動画、写真、イラスト） △ ○ ○ 

娯楽性 （サイト利用の楽しさ） × ○ ○ 

表示言語 ○ ○ × 
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⑤ 

地域 

融和性 

地域課題の共有 × × △ 

オフラインメディアの活用 （チラシ、ポスターなど） × × ○ 

ローカル団体の見つけやすさ × × ○ 

ローカル企業の参加しやすさ  × × × 

中小規模団体の参加しやすさ △ △ ○ 

市民活動団体の参加しやすさ △ △ × 

総合評価 ○ × ◎ 

 

評価結論として、比較検討した３システムのうち Schulengel は最も優位であった。 

 

次章では Schulengel をベースにした事業構想を行う。 
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第１４章 事業構想 

本章では、提案する「市民活動支援型アフィリエイト募金事業」について述べる。 

 

１４．１ 事業の背景と目的 

近年、民間企業と非営利活動団体が連携した商品・サービスの提供が増えている。これは企業が

社会貢献に意欲的なだけでなく、寄付付き商品の購入などによって少しでも社会をよくする活動

に参加したいという、一般市民の社会貢献に対する意欲の表れである。国際的な社会的課題や

環境問題のように世界規模な社会的課題の解決に参画することは、大企業の価値観と一致しや

すく、大規模な非営利活動団体は企業とのタイアップ事業を展開しやすい。 

一方で、震災以降、身近な地域で社会貢献に参加したい市民が増えているが、実際にボランティ

アなどの市民活動に参加した経験者は少ない。寄付も社会的課題の解決を図る活動への参加手

段の一つであるが社会認知はまだ低く、実在している社会貢献手段の多くが一般市民の視点か

ら触れないところに潜在しているがゆえに、市民の社会貢献ニーズを満たしていない。 

そこで、市民活動団体向け募金機能を付帯したインターネットメディア事業を展開する。事業は物

理的な店舗を持たず、インターネット上に設けたサイト上で各種業務を遂行してゆく。業務は大き

く分けて３業務ある。サイトでは団体の活動分野や活動地域などの概要や、財務情報や活動実績、

また最新活動情報を公開し、団体活動の透明性を高める広報手段を提供する。 

掲載された団体情報に共感したサイト利用者は、団体活動に直接参加することや、サイトを通して

寄付することで活動に参加することが可能である。サイトを経由した寄付手段はアフィリエイト募金

システムを採用し、サイト経由でオンラインショッピングを行うだけで、余計な支出なく団体に寄付

ができる。その寄付を促進するチラシを団体に無償配布することで、市民活動の間口を広げ、市

民が地域の社会活動に参加しやすい環境を整える。 
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広報機能が高まり団体活動が活発になることで、企業は市民活動団体とタイアップする糸口を見

つけやすくなる。市民活動団体と連携した社会貢献事業の展開や、紹介サイトとのアフィリエイト

契約など、サイトが市民と団体と企業の交流の場として機能する。 

提携企業の拡大に先んじて、提携団体の拡大、特に財政規模１０万円～１０００万円で、自治体か

ら事業を受託していない団体を優先的に拡大を図る。これは大規模団体の知名度が企業価値と

一致しやすく、現在のCSVの風潮では、ジリ貧団体を増やす恐れがあるからである。規模が小さく

ても市民から支援されている団体を当サイトを通じて明るみにすることで、企業における提携団体

選定の新機軸を創出することに寄与し、市民活動全体の活性化をサイトの目的としている。 

 

 

１４．２ 概要 

■事業名： 一般社団法人シビックステージせんだい 

 市民活動カタログ「CIVIC STAGE SENDAI」 

 ～ 自分らしく町のために。活躍の舞台をみつけよう。 ～ 

 

図１４．２．１ 事業ロゴ 

 

■事業コンセプト：  市民活動の広告代理サービス会社 

・ 日本初の地域協働推進型アフィリエイト募金システムを備えた 

・ 日常の消費活動で、負担なく地域貢献できる寄付手段を提供 

・ 市民活動団体の活動状況・活動実績を高い透明性で情報提供 

・ 多様な個人が社会貢献、自己実現の可能性に気づく情報を提供 

・ 仙台を住みよくしたい企業・個人・団体による協働のプロデュース 
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・ 市民の消費が地域の活動を支える仙台モデルの実現 

・ 仙台地域のＥＣ取引量の１０％相当（３０億円前後）を当サイトを経由し、年間 3000万円の寄付

を実現。 

■所在地： 宮城県仙台市 

■事業内容： 市民活動団体の組織基盤支援 

■取扱商品： 活動団体情報の紹介、社会貢献企業の紹介、活動団体への寄付 

■ターゲット： 仙台都市圏在住のインターネットショッピング利用者 

■提携： 仙台市内の市民活動団体、宮城県内の EC 企業 

 

１４．３ 事業理念 

■ 事業理念 

・ ひとりひとりが地域に大事な存在 

・ 市民活動を通し、人の笑顔を増やしていく 

■ 事業ビジョン 

・ 地方の市民活動の裏方のプロになる 

・ 個人・法人の多様性を活かす場づくりプロデューサ 

・ 地域全体で市民活動団体を支える仕組みのモデル事業になる 

 

１４．４ 事業構造 

各ステークホルダーとの関係性を図式化した当事業の構造を下記図で示す。 
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図１４．４．１ 事業構造 

 

１４．５ 事業戦略 

筆者にとってゼロから事業を起こすのは初めての経験であり、起業する力を推し量れる過去の実

績はない。それにもかかわらず、多数の企業と連携する事業を推し進めようとしている。前例のな

い事業において、無名で経験も実績もない起業家と企業が手を組むには、企業は、事業構想の

途中経過を通して、起業家に託したくなる何かしらの将来性を得ることが必要である。当事業は信

頼性を売りにするため、出来ることを実直に果たして信頼を得るよう努めたい。そのため事業戦略

としては以下のように進めてゆく。 

1. 市民活動団体の加盟数を増やす。 

2. 提携企業数を増やす。 

3. 会員を増やす。 

4. 以降、上記１． ２． ３． を同時並行で進める。 
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１４．６ 事業収支計画 

１４．６．ａ 事業収支の前提条件 

事業収支の計画を立てるにあたり、初期投資、初年度から５年度までの各費用を前提条件として

以下のように設定した。 

表１４．６．１ 初期投資の前提条件 

項目 金額 

システム構築 

通信関係 (ＨＰ制作、ＯＡ機器、携帯電話、） 

営業車両 

オフィス設備（インテリア） 

他 

2,000,000 

1,000,000 

800,000 

80,000 

320,000 

計 4,200,000 円 

 

表１４．６．２ 初年度の前提条件 

売上 なし  

固定費 [人件費] 月 60,000円ｘ 2名 年間 1,440,000 円 

[家 賃] 月 40,000円 年間 480,000円 

（仙台市宮城野区・25.00平方メートル） 

[光熱費] 月 15,000円 年間 180,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 50,000円 

固定費合計 年間 2,510,000円 

変動費 [原 価] なし 
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表１４．６．３ ２年度の前提条件 

売上 ＥＣ 紹介料 3,550,000円 

固定費 

(下線部は前年度

からの変更) 

[人件費] 月 60,000円ｘ 2名 年間 1,440,000 円 

 [家 賃] 月 40,000円 年間 480,000円 

（仙台市宮城野区・25.00平方メートル） 

[光熱費] 月 15,000円 年間 180,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 30,000円 

固定費合計 年間 2,730,000円 

変動費 [寄 付] 1,775,000 円 

 

表１４．６．４ ３年度の前提条件 

売上 ＥＣ 紹介料 9,800,000円 

固定費 

(下線部は前年度

からの変更) 

[人件費] 月 80,000円ｘ 2名 年間 1,920,000 円 

[家 賃] 月 40,000円 年間 480,000円 

（仙台市宮城野区・25.00平方メートル） 

[光熱費] 月 15,000円 年間 180,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 0円 

固定費合計 年間 2,940,000円 

変動費 [寄 付] 4,900,000 円 
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表１４．６．５： ４年度の前提条件 

売上 ＥＣ 紹介料 18,300,000円 

固定費 

(下線部は前年度

からの変更) 

[人件費] 月 100,000円ｘ 3名 年間 3,600,000 円 

[家 賃] 月 40,000円 年間 480,000円 

（仙台市宮城野区・25.00平方メートル） 

[光熱費] 月 17,000円 年間 204,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 0円 

固定費合計 年間 4,644,000円 

変動費 [寄 付] 9,150,000 円 

 

表１４．６．６： ５年度の前提条件 

売上 ＥＣ 紹介料 24,000,000円 

固定費 

(下線部は前年度

からの変更) 

[人件費] 月 140,000円ｘ 3名 年間 5,040,000 円 

[家 賃] 月 40,000円 年間 480,000円 

（仙台市宮城野区・25.00平方メートル） 

[光熱費] 月 17,000円 年間 204,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 0円 

固定費合計 年間 6,084,000円 

変動費 [寄 付] 12,000,000 円 
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表１４．６．７： ６年度の前提条件 

売上 ＥＣ 紹介料 26,000,000円 

固定費 

(下線部は前年度

からの変更) 

[人件費] 月 150,000円ｘ 4名 年間 7,200,000 円 

[家 賃] 月 60,000円 年間 720,000円 

（仙台市宮城野区・40.00平方メートル） 

[光熱費] 月 19,000円 年間 228,000円 

[通信費・リース料] 月 30,000円 年間 360,000円 

[広告費] 年間 0円 

固定費合計 年間 8,508,000円 

変動費 [寄 付] 9,750,000 円 

 

１４．６．ｂ 事業収支計画 

１４．６．ａにて述べた条件を基にした試算の結果を「表 14.5.7」「表 14.5.8」「図 14.5.1」に示す。 

２年度までマイナスであるが、３年度から利益が出ている。設立時の設備資金および２年度までの

運転資金は全額借入をし、３年度から返済を開始、５年度に完済している。 

 

  



113 

 

 表１４．６．８ 事業収支計画  （単位千円） 

項目 初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

事

業

収

支 

売上高 売上高計 300 3,550 9,800 18,300 24,000 26,000 

EC 紹介料 300 3,550 9,800 18,300 24,000 26,000 

売上原価 売上原価計 

 

（原価率） 

150 1,775 4,900 9,150 12,000 13,000 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

分配寄付金 150 1,775 4,900 9,150 12,000 13,000 

売上総利益（粗利） 150 1,775 4,900 9,150 12,000 13,000 

販管費 販管費計 

 

（販管費率） 

2,610 3,082 3,757 5,661 7,535 9,638 

870% 87% 38% 31% 31% 37% 

人件費 1,440 1,440 1,920 3,600 5,400 7,200 

オフィス・光熱費 660 660 660 684 684 948 

広告宣伝費 他 510 982 1,177 1,377 1,451 1,490 

営業利益 

 

（営業利益率） 

-2,460 -1,307 1,143 3,489 4,465 3,362 

-820% -37% 12% 19% 19% 13% 

税引前当期利益 -2,460 -1,307 1,143 3,489 4,465 3,362 

法人税等 0 0 457 1,396 1,786 1,345 

税引後当期利益 

 

（税引後当期利益率） 

-2,460 -1,307 686 2,094 2,679 2,017 

-820% -37% 7% 11% 11% 8% 

参

考 
プロモーション戦略 

災害弱者対応（障害

者・高齢者等） 
防災関連活動支援 市民活動全般支援 
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 表１４．６．９ キャッシュフロー計画 （単位千円） 

項目 初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

キ

ャ

ッ

シ

ュ

フ

ロ

| 

営業キャッシュフロー -2,460 -1,307 686 2,093 2,679 2,017 

投資キャッシュフロー 4,200 0 0 0 0 0 

フリーキャッシュフロー -2,460 -1,307 686 2,093 2,679 2,017 

借入金 8,500 0 0 0 0 0 

借入金元本返済 0 0 1,000 4,000 3,500 0 

借入金残高 8,500 8,500 7,500 3,500 0 0 

ネット・キャッシュフロー 1,740 -1,307 686 2,093 2,689 2,017 

キャッシュ残高 1,740 433 1,119 3,212 5,891 7,908 

 

 

 

図１４．６．１ 売上高・利益推移  
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１４．７ 経営体制 

 

図１４．７．１ 経営体制図 

 

事業の運営に必要な役割Ａ～Ｆを挙げた（図１４．７．１）。 

Ａは経営・渉外を担当する代表取締役、Ｂは、総務、経理、財務、入力事務などをはじめ

とするバックエンド担当、ＣはＮＰＯ向けの商品企画・宣伝・顧客対応などを担うＮＰＯ

担当、ＤはＣＳＲ／ＣＳＶ企画・広告戦略などを担う企業担当、Ｅは活動支援など顧客対

応などを担う個人担当、Ｆはウェブやチラシの制作を担う制作担当に分かれている。 

準備期間及び設立当初は、小さな事業規模に合わせてスタッフ数を少なくし、複数の役割

を兼務することになる。その後、事業の規模や業務量に合わせて増員し、体制を強化して

いく。ここでは、事業立ち上げ時の初年度と５年度の経営体制を想定した。 

■初年度 スタッフ数 ２名 

・スタッフ１： A、B、D 

・スタッフ２： C、E、F  
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■５年度 スタッフ数 ４名 

・スタッフ１： A、D 

・スタッフ２： B 

・スタッフ３： C 

・スタッフ４： E、F 

 

１４．８ 今後の検討課題 

事業を起こすにあたって必要な検討課題は、以下のとおりである。 

■事業体についての課題 

人材の確保、 

資金調達 

会社の立ち上げ 

オフィスの確保 

募金システムの構築 

資金管理技術の習得 

非営利活動の理解 

■営業内容についての課題 

連携企業・連携団体の開拓 

利用者拡大 

制作物コスト 

■営業ツールについての課題 

販促物の準備 

通信関連の整備 

自社サイトの開発  
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第１５章 事業プロトタイプ 

本章では、前章で説明した事業構想に基づいて制作したプロトタイプを紹介する。 

 

１５．１ 制作の目的 

実在しない事業を構築するには、事業立ち上げの支援者をいかに多く増やすか、また支援

者がどれだけ熱意を持ってくれるかが、立ち上げ資金調達のカギとなる。それには事業を

企画した者がイメージしている将来像を正確に相手に伝えることが重要となる。プロトタ

イプを提示することにより、言葉や概念図による解説だけでは伝わりにくい部分を補うこ

とを狙った。 

 

１５．２ 制作方針 

INTILAQ Design Thinking Workshop
9では、ブレークスルーを興すようなイノベーションは

メンバーの多様性が高いことで生まれやすいこと、逆に失敗率が高くなるため試作回数を

増やすことが重要であることを学んだ。そこで制作においてあまり細かい作りこみをせず、

事業内容とその社会革新性を伝えることに集中する方針を設定した。 

 

プロトタイプが前項に記した目的を果たすコミュニケーションツールとなるよう、伝える

べきことを絞り込み、また支援者の関心事をイメージして、注力する分野と割り切る分野

を予め設定した。 

また、複数のロケーションでもプロトタイプ編集が可能なクラウドサービスを採用する。  

                                                   
9
 2014 年 11 月 19 日開催、於東北大学片平キャンパス、講師柏野尊徳氏（一般社団法人デザイン思考研究所 代表理

事） 
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表 15-2-1 注力分野と割り切り分野 

注力する分野 割り切る分野 

ビジュアルデザイン（色、フォント、グリッド等） 

アクセスビリティ 

サイトの機能説明 

事業運営者の透明性（寄付実績、財務諸表等） 

アフィリエイト機能の実装 

データ管理機能の実装 

外部サイトとの連携 

 

 

１５．３ 使用したツール 

前述の方針に基づき、プロトタイプ制作には以下に記すツールを採用した。 

 

【名称】 Weebly (ウィーブリー) 

【機能】 ウェブサイト制作のクラウドサービス 

【運営会社】 サービス名に同じ （米国カリフォルニアに本社を置くウェブサービス

プロバイダ） 

【機能概要】 ブラウザ上のドラッグアンドドロップで簡単にページ制作からネット公

開まで出来るサービス。フリーミアム戦略に基づいた料金設定。無料の基本コースでもプ

ロトタイプ制作に足りる機能が十分使用可能。 

【ＵＲＬ】 http://www.weebly.com/ 

【費用】 サービス利用料 無料 

 （無料コースでもプロトタイプ制作に足りる機能が十分使用可能であるため） 

http://www.weebly.com/
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図 15.3.1 Weebly トップページ 
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１５．４ プロトタイプ概要 

１５．４．１ 概要 

以下にプロトタイプの概要を記す 

【名称】 CIVIC STAGE SENDAI (シビックステージせんだい) 

【機能】 市民活動の運営を支援するアフィリエイト募金サービス 

【運営組織】 市民活動団体の運営を支援するプラットフォーム研究会 

【ＵＲＬ】 http://civicstage.weebly.com/ 

 

１５．４．２ 運営組織 

プロトタイプ運営組織である「市民活動団体の運営を支援するプラットフォーム研究会」

は、筆者が修士研究における構想事業の具現化に向けて、各方面から意見を伺いながら進

めていくために設立した団体である。関係者の多様な専門性を活かしながら事業構想の精

度を高めている。事業プロモーションの一環で、２０１５年３月には仙台で開催される国

連防災世界会議のテーマ館に出展、パネル展示とトークイベントの開催を予定している。 

 

１５．４．３ サイトマップ 

プロトタイプのサイトマップを以下に記す 

 

図 15.4.1 プロトタイプのサイトマップ  

http://civicstage.weebly.com/
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１５．４．４ 各ページスクリーンショット 

以下に、各ページのスクリーンショットを記す。 

 

図 15.4.2 トップページ  
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● ＥＣサイト紹介ページ 

 

図 15.4.3 ＥＣサイト案内ページ（現在交渉中）  
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● 活動団体紹介ページ 

 

図 15.4.4 市民活動団体リスト  
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● サイトについて 

 

図 15.4.5 ウェブサイトの説明  
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● 組織について 

 

図 15.4.6 団体紹介  
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第１６章 結 論 

本章では、本研究の結論について述べる。 

 

これまでの調査および検証を経て、市民活動支援型アフィリエイト募金事業を検討し、１つのビ

ジネスモデルを提案することができた。 

今後、仙台を中心とする市場においてアフィリエイト募金という手法を用いた市民活動の運営

が成立する、という仮説はあっていた。 

 

今後の地域振興には地域産業と市民活動の連携は非常に重要になる。従事者の確保には資

金源が必要となるが、地域の経済振興と密接に連携した活動は市民活動団体、地域企業、各々

のニーズを満たすことが可能である。 

未だ、経済活動と非営利活動は全く別物であり相容れないと、事業を危ぶむ声がある。確かに、

非営利団体は就職先として一般的ではなく、企業を定年退職後、無償ボランティア活動や寄付活

動を持って市民活動に参加している人数は多い。企業経験や生活基盤といった資産が別個に保

障されていれば、リスクなく市民活動を始めることができるのは確かである。 

しかし今後労働力人口の減少や社会保障費の増大が危ぶまれる日本において、生活を豊か

にするための労働として考えると、各々の得意分野を生かして市民生活を身近で支える市民活動

が重要な役割を担うことになると考える。 

だからこそ、今後、被災地仙台を中心とする市場において人々へ働きかけを行い、市民セクタ

ーと民間営利セクターが一体となった地域を作ることには、ビジネスのみならず社会保障的な地

域モデルとして大きな意義がある。 
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今後、学生の就職先として市民活動団体が一般的な選択肢になれば、市民セクター全体の人

口を増やすことや、若年層と高齢者層の融合が期待される。 

地域の市民活動が地域の小中学校における教育プログラムと連携したり、社会的弱者を支援

する施設と町内会を芸術活動で結び言ったとなった地域振興イベントを企画したりするなど、地域

全体が健全に活性化する様々な可能性を期待できる。 

  



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 

仙台市に拠点を置く NPO 団体のアンケート調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

2014年 11-12月  



129 

 

調 査 概 要 

 

１． 実施目的 

本調査は、東北芸術工科大学院仙台スクール ビジネス・プロデュース系 ２年生 竹樋秀康

の修士研究「地域の消費が市民活動の持続可能性を支援するアフィリエイト募金事業の構

築と事業化」内の調査として、仙台市に拠点を置く市民活動団体の財政状況を把握するこ

とを目的とし、実施した 

 

２． 実施期間 

２０１４年 １１月下旬～１２月６日（土） 

 

３． 調査対象 

仙台市に拠点を持つ特定非営利活動法人 ４３５団体  

（仙台市所轄 ４１３団体 宮城県所轄 ２２団体） 

 

４． 抽出方法 

所轄自治体の HP で公開している団体情報より抽出 

 

５． 調査方法 

■ 調査依頼方法 

はがきによるアンケート回答依頼の郵送 

■ 回答方法 

Google ドライブのフォームを利用 

 

６． 回答数（回答率） 

３９件（９．０％） 
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７． 設問 

問１：  団体名をお聞かせください10 

問２：  活動分野をお聞かせください 

問３：  担当ごとの人材の過不足を教えてください 

問４：  運営資金（管理費）を補う補助金や助成金を受けているか 

問５：  補助金や助成金よりも寄付金を増やしたいか 

問６：  団体活動の広報に関して、実施している手段を教えてください 

問７：  寄付金の募集に関して、実施している広報手段を教えてください 

問８：  寄付金出資者（個人）の分類を教えてください 

問９：  寄付金出資者（法人）の分類を教えてください 

問１０： 寄付金の受領手段を教えてください 

問１１： 当システムへの関心 

問１２： テストサイトへの掲載可否 

問１３： 取材の協力の可否  

 

 

 

 

  

                                                   
10

 当論文への掲載はしない 
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集  計 

 

◆ 回答団体の財政規模 

所轄自治体 HP に掲載された財務諸表を基に、財政規模別に回答団体を分類した 

 

表 A-1 財政規模 

経常収入 団体数 

１０万円未満 6 

１０万円以上５０万円未満 5 

５０万円以上１００万円未満 2 

１００万円以上５００万円未満 4 

５００万円以上１０００万円未満 2 

１０００万円以上５０００万円未満 13 

５０００万円以上１億円未満 3 

１億円以上 4 

不明 3 

 

  



132 

 

問２： 活動分野をお聞かせください 

 

表 A-2 活動分野 

活動分野 合計 

高齢者福祉 9 

障害者福祉 12 

その他の保健、医療又は福祉 3 

社会教育 6 

まちづくり 14 

観光振興 4 

農山漁村又は中山間地域の振興 2 

学術、文化・芸術の振興 4 

環境保全 4 

スポーツ振興 1 

災害救援 3 

地域安全 3 

人権の擁護又は平和の推進 2 

国際協力 1 

男女共同参画社会の形成 3 

子どもの健全育成 12 

情報化社会の発展 3 

科学技術の振興 1 

経済活動の活性化 2 

消費者の保護 1 

これら活動を行う団体の支援（中間支援） 4 
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問３： 担当ごとの人材の過不足を教えてください 

 

表 A-3 担当ごとの人材の過不足 

  足りている 
ギリギリなんとかなっ

ている（増員は） 

足りない 

（増員が必要） 

[資金調達担当] 8 13 18 

[事業担当] 8 19 12 

[広報担当] 11 17 11 

[組織管理] 14 16 9 

[経理担当] 16 11 12 

[渉外担当] 16 12 11 

[理事] 26 12 1 

 

 

図 A-1 担当ごとの人材の過不足 
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Q４: 運営資金（管理費）を補う補助金や助成金を受けている 

 

表 A-4 運営資金（管理費）を補う補助金や助成金の有無 

 回答数 

はい 17 

いいえ 18 

その他 4 

 

 

 

図 A-2 運営資金（管理費）を補う補助金や助成金の有無 

 

[その他回答] 

 宮城県から事業を受託している 

 時々 

  



135 

 

問５： 補助金や助成金よりも寄付金を増やしたいか 

 

表 A-5 運営資金（管理費）を補う補助金や助成金の有無 

 回答数 

はい 22 

いいえ 10 

その他 7 

 

 

図 A-3 補助金や助成金よりも寄付金を増やしたいか 

 

[その他回答] 

 どちらでも 

 補助金よりは寄付金の方が望ましいが、さらにそれより自主事業収入を増やしたい 

 事業を模索中 

 立ち上げたばかりなので、よく分からない。 

 両方増やしたい 

 どちらも重要と思う  
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問６： 団体活動の広報に関して、実施している手段を教えてください 

問７： 寄付金の募集に関して、実施している広報手段を教えてください 

 

表 A-6 団体活動と寄付金募集の広報手段 

 問６ 問７ 

団体ホームページ 29 13 

団体紹介チラシ 23 11 

イベント開催 22 6 

Twitter や Facebook などの SNS 15 3 

ニュースレター 11 4 

外部ホームページ 8 2 

雑誌・新聞掲載 7 0 

渉外活動 6 2 

街頭募金 0 0 

その他 2 6 

実施していない 1 5 

 

 

図 A-4 団体活動と寄付金募集の広報手段比較  
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ニュースレター 

外部ホームページ 

雑誌・新聞掲載 

渉外活動 

街頭募金 

その他 

実施していない 

無回答 

問６: 団体活動の広報に関して、実施している手段を教えてください 

問７: 寄付金の募集に関して、実施している広報手段を教えてください 
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図 A-5 団体の広報手段利用率（財政規模別） 

 

 

図 A-6 寄付金の広報手段利用率（財政規模別） 

[その他回答] 
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問８： 寄付金出資者（個人）の分類を教えてください 

表 A-7 寄付金出資者（個人）の分類 

寄付元 回答数 

会員 25 

会員の家族 6 

知人・友人 13 

活動地域の住民 8 

活動地域外にお住まいの方 8 

その他 5 

なし 4 

無回答 6 

 

 

図 A-7 寄付金出資者（個人）の分類 

[その他回答] 

 講演会の出席者等 

 過去の実績では該当なし 

 ファンドレイジング会員 

 講演会講師、関連団体の方  



139 

 

問９： 寄付金出資者（法人）の分類を教えてください 

表 A-8 寄付金出資者（法人）の分類 

寄付元 回答数 

中間支援団体 1 

取引がある企業 6 

取引は無いが活動地域の企業 4 

取引が無い活動地域外の企業 3 

その他 5 

なし 4 

無回答 18 

 

 

図 A-8 寄付金出資者（法人）の分類 

 

[その他回答] 

 観光コンベンション 

 賛助会員 

 中間支援団体以外が「企業」しかないが、社会福祉法人等はどう扱うべきなのか？ 

 NPO 

 活動に賛同しれくれた団体  
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問１０： 寄付金の受領手段を教えてください 

表 A-9 寄付金の受領手段 

寄付元 回答数 

手渡し 17 

郵便振替 9 

イベントでの募金箱 3 

クレジットカード決済 2 

銀行振り込み 0 

街頭募金 0 

その他 0 

なし 2 

無回答 7 

 

 

図 A-9 寄付の受領手段 
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Q１１: 当システムへの関心 

表 A-10 当システムへの関心 

回答 回答数 

賛同する 7 

興味がある。話を聞きたい。 7 

興味があるがしばらく静観する。 19 

興味なし 2 

その他 4 

 

[その他回答] 

 良くわかりません  

 未検討  

 詳細ページに飛べませんよ〜  

 どのようなものなのか理解できていないので、なんとも申し上げられません。リンク

先の Web サイトを見ることができませんでした。 

 

差し支えなければ、テストサイトへの掲載ができない理由を教えてください。 

 他団体の賛同状況が不明 4 

 サイト運営者の信頼性 3 

 提携企業が少ない 2 

 事業構想の脆弱生 1 
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Q１２: テストサイトへの掲載可否 

表 A-11 テストサイトへの掲載可否 

回答 回答数 

はい 20 

いいえ 10 

その他 9 

 

[その他回答] 

 詳細を知ってから  

 詳細を見てから判断したい  

 未検討  

 詳しくお話を伺った上で判断させて頂きたいと思います。  

 今後検討  

 サイトの詳細が確認できてから検討させてください。  

 改めて相談させてください  

 説明を受けてからであれば、検討します。  

 HP 改訂版が完成したら 

 

差し支えなければ、当システムへ関心が少ない理由を聞かせてください 

 内容がよくわからない 5 

 ネットの仕組みを信用してない 3 

 寄付収入に関心がない 2 

 システムというよりは運営の問題が大きいと思うので 1 

 応援しています 1 

 社会での認知が不明 1  
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Q１３: 取材の協力  

表 A-12 取材の協力 

回答 回答数 

協力する 22 

協力できない 7 

その他 10 

 

[その他回答] 

 あらゆる取材は理事会の承認が必要 協力は可能だが時期による  

 未検討  

 役員会に了承得てからとなります  

 個人的には、かかる時間と時期によります。  

 まだ分からない  

 今のところどちらともいえない。  

 どの様な取材なのでしょうか？  

 もう少し詳細な情報をご提供頂いた上で判断したいです。  

 内容により。 

 

差し支えなければ、取材に協力できない理由をお聞かせください。 

 時間がない、スケジュールが埋まっている 3 

 担当できるスタッフがいない、 3 

 資金調達に問題なし 1 

 実態が良く理解できない 1 
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オンラインアンケート関連 Web ページ 

 

図 A-1： アンケート依頼ページ (civicstage.weebly.com) 
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図 A-2： アンケートフォーム 1 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-3： アンケートフォーム 2 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-4： アンケートフォーム 3 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-5： アンケートフォーム 4 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-6： アンケートフォーム 5 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-7： アンケートフォーム 6 ページ目 (civicstage.weebly.com) 

 

 

 

 

図 A-8： アンケートフォーム 7 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-9： アンケートフォーム 8 ページ目 (civicstage.weebly.com) 

 

 

 

 

図 A-10： アンケートフォーム 9 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-11： アンケートフォーム 10 ページ目 (civicstage.weebly.com) 

 

 

 

 

図 A-12： アンケートフォーム 11 ページ目 (civicstage.weebly.com) 
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図 A-13： アンケートフォーム 最終ページ (civicstage.weebly.com) 
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