近畿の環境団体をつなぐ
情報交流会
ひら

～次代を拓く活動をするために～

【報告書】
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

ごあいさつ／もくじ

ごあいさつ
2011 年度の「近畿の環境団体をつなぐ情報交流会」は、
「次代を拓く活動をす
るために」をテーマに、力強い市民活動を作り出すことを目的として開催し、
NPO 活動の内容を深める講演や問いかけを参加者に対して行い、そして NPO
同士の情報交流の場を作るという、大変意義のある情報交流会にすることがで
きました。
この報告書は、今回の情報交流会で結集した知識や情報をより多くの皆さま
に対して少しでもお伝えできればという思いで作成致しました。皆さまにご覧
頂くことで、少しでも活動にお役に立てて頂けましたら大変光栄に存じます。
最後にこの場をお借り致しまして、ご参加・ご協力頂きました皆さまに、厚
くお礼申し上げます。
2011 年 11 月 18 日
NPO 法人エコネット近畿
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

実施概要

実施概要
日 時：平成 23 年(2011) 9 月 25 日（日） 12:30～17:30
会 場：大阪市立住之江会館（大阪市住之江区南加賀屋 3-1-20）
目標数：100 名
参加者数：26 名
プログラム：
12：30～ 開会、主催者挨拶
エコネット近畿

12：40～

山本 光二理事長

基調講演「次代を拓く活動をするために」
アジアチャイルドサポート

14：25～

代表理事

池間 哲郎氏

第 1 分科会「ソーシャルビジネスと NPO」
SIO ネットワーク運営委員会

代表

施 治安氏

第 2 分科会「NPO・企業・行政との協働の模索」
公益財団法人オイスカ関西支部

事務局長

黒田 吉則氏

第 4 分科会「ファンドレイジングという新潮流」
しみん基金・KOBE 事務局長

17：00～
17：25～

江口 聰氏

全体まとめ（各分科会発表）
閉会、主催者挨拶
エコネット近畿

仲津 英治副理事長

本年の情報交流会は「次代を拓く活動をするために」をテーマに、力強い市
民活動を作り出すことを目的として開催しました。例年とは違った新しい試み
の中で 26 名の参加があり、NPO の組織基盤強化やネットワークの重要性とい
った課題に対して意識の高い方々に参加して頂くことができました。
全体としては NPO 活動の内容を深める講演や問いかけを参加者に対して行
うことができ、また NPO 同士の情報交流の場を作ることができました。大変意
義のある情報交流会にすることができました。
感動的な内容であった基調講演、そしてレベルの高いディスカッションが交
わされた各分科会については、後の資料に詳しくまとめましたのでそちらをご
覧ください。なお池間氏の講演内容につきましては著書「懸命に生きる子ども
たち」が講演録となっておりますので詳細は割愛させて頂きました。また分科
会講師の片山氏がフライト事情のために帰国できず、第 3 分科会は取り止めと
しましたことをお詫び申し上げます。
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

実施風景

実施風景
開会挨拶
開会では、エコネット近畿理事長の山本光二より、ご参加
頂いた皆さまへのご挨拶と、講師のご紹介を致しました。

基調講演
池間哲郎氏の基調講演では、貧しい国々での現状を
紐解き、私たちの当たり前の暮らしが世界では当たり前で
ない事を教えられました。またこのような現状を許してい
いのだろうかという気持ちや、成果が上がった時のみんな
の笑顔が活動の原動力となって活動が止められないとい
うお話もあり、その真摯で深みのある語り口調に聴衆の多
くが感動していました。
分科会
分科会では、それぞれのテーマに沿った講演があり、その講演の内容を元に参加者同士の
ディスカッションや活発な情報交流が行われました。

全体まとめ
全体まとめでは、各分科会の担当者よりそれぞれの分科会
の内容を発表して頂きました。

閉会挨拶
閉会では、エコネット近畿副理事長の仲津英治が、基調講
演や全体まとめで発表された分科会の内容を要約し、本質
の素晴らしい内容をおさらいすることでご挨拶とさせて
頂きました。
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

基調講演

大阪市立住之江会館

講師プロフィール

基調講演
ひら

「次代を拓く活動をするために」
次代を拓く活動をするために」
講師：NPO 法人アジアチャイルドサポート

池間 哲郎氏

講師 池間 哲郎氏 プロフィ
プロフィール
ル
1954年 沖縄県生まれ。幼少期は沖縄本島北部の自然豊かな本
部町で過ごす。中学に上がる直前にコザ市（現沖縄市）へ転居。米軍
統治下時代、米兵の闊歩する基地の街で多感な青年期を過ごす。
サラリーマンを経て29歳の時に映像制作会社を設立。経営者、並
びにカメラマンとして結婚式、記録映像、CM等の撮影・制作を行う。
その 方、出張で訪れた台湾で山岳民族の貧困と人身売買問題を
その一方、出張で訪れた台湾で山岳民族の貧困と人身売買問題を
知ったことをきっかけに、1990年よりアジア各国のスラム街やゴミ捨て
場などの貧困地域の撮影・調査・支援を開始。
会社経営の傍ら支援活動を続け、1995年より自らが撮影した映像・写真を用いた講
演・写真展を通してアジア途上国の貧困地域に生きる人々の姿や、一生懸命に生きるこ
との大切さ・命の尊さを伝えている（2011年5月現在、講演件数は2400回、写真展は1100
回を超える）。
沖縄大学非常勤講師として受け持つ「国際ボランティア論」は真剣勝負の講義として、
沖縄大学非常勤講師
受け持 国際 ラ
ィ 論」 真剣勝負 講義
、
学生からの評価は非常に高い。
【職業・役職】
JAN（日本アジアネット）代表者、カメラマン、沖縄大学非常勤講師（国際ボランティア論）、
NPO法人アジアチャイルドサポート代表理事
【受賞歴】
2001年12月
年 月 西日本銀行国際財団アジア貢献賞（本部：福岡県）
西日本銀行国際財団アジア貢献賞（本部 福岡県）
2005年3月 文部科学大臣奨励賞
2009年5月 カンボジア王国外国人最高勲章
2011年3月 Yonaoshiボランティア『赤いかお』下町平和賞（東京都）
他、沖縄タイムス国際賞、琉球新報社会活動賞、地球倫理推進賞等
【著作】
・「あなたの夢はなんですか
「あなたの夢はなんですか。私の夢は大人になるまで生きることです」（到知出版）
私の夢は大人になるまで生きることです」（到知出版）
・「懸命に生きる子どもたち」講演録（JAN制作）
・「モンゴル 風と泪」（写真集）（JAN制作）
・「アジアの子どもたちに学ぶ30のお話」（リサージュ出版）
・ラジオ深夜便「“大人になるまで生きたい”その言葉が私を変えた」番組収録CD（NHK）
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概要／会場のようす／アンケートより

基調講演では、NPO法人アジアチャイルドサポートでの活動を通じて途上国
で生きる子どもたちを支え、またその姿を伝える池間 哲郎氏に講演を頂き、
なぜボランティア活動が必要とされているのか、私たちはなぜボランティア
活動を続けなければならないのか、その大切さや喜びについて、参加者一人
ひとりが改めて思い深めることができました。
ひとりが改めて思い深めることができました

基調講演 会場のようす

アンケートより
・アジアに何年も暮らしていましたが、これほど大変な状況が各国であったことに衝撃を受
けました。エイズのことは知っておりましたが、写真で見せていただき池間先生のお話が
心に強く残り、今一度自分に何ができるかを考えることにします。もっと多くの方にもお話
を聴
を聴いていただければ良かったと思います。ぜひ知り合いに知ってもらうようにしたいと
ただければ良か たと思 ます ぜ 知り合 に知
もらうようにした と
強く想いをいたしました。（60歳以上・女性・環境団体）
・自己の体を張った経験が話の中で再々うかがえ迫力がある講演でした。信念を持って行
動しないとNPO活動はできないことを改めて確認させられました。
・生きていくことの重要さ、自分にどういったことができるか、自分に問いかけられた。（20
代・男性・環境団体）
・人の道・生き方・教育のあり方において大いに参考になりました。強い愛を持って接する
ことの大切さ （60歳以上 男性 環境団体）
ことの大切さ。（60歳以上・男性・環境団体）
・一生懸命生きるのがボランティアだという言葉や、東南アジアの貧民救済の話、またらい
病患者の女性が結婚した話に感動しました。（60代・男性・環境団体）
・多くの日本人が井戸掘り活動をしているが、多くで水質調査をしていなくて問題が起こっ
ている。井戸掘りの後にヒ素調査もしているということで、印象に残った。（60代・男性・環
境団体）
・発展途上国への支援という話はたくさんの話を聞いてきましたが、だれも手のつけられな
い 助けられない地域 人々を助けていくという活動にほんとうに感動しました 自分たち
い、助けられない地域、人々を助けていくという活動にほんとうに感動しました。自分たち
が今何ができるのか、自分自身の今に感謝しながら探していけたらと改めて考えさせら
れました。（30代・男性・企業）
・日本人の誇りを考えてみます。（40代・男性・行政）
・活動を続ける上で参考になるお話がたくさんありました。強い意思で動き続けようと思い
ます。ありがとうございました。（30代・女性・環境団体）
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第1分科会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

概要／会場のようす／アンケートより

第1分科会
「ソーシャルビジネスとNPO」
講師：SIO ネットワーク運営委員会

代表

施 治安氏

NPO やボランティア団体の課題が財政的な自立にある
ならば 社会問題解決に取り組むためには街の花屋さ
ならば、社会問題解決に取り組むためには街の花屋さ
んや飲食店経営者レベルのマネジメントスキルを取り
入れていかなければならないと思う。
今回は、環境社会活動と環境ビジネスの融合や企業と
のアライアンスなど、いくつかの斬新的な事例を紹介
し、持続可能な活動について皆さんと一緒に自由な発
想で考えていきたいと思います。
（講師 施 治安）

第1分科会 会場のようす

アンケートより
◎今回のテーマについてのご意見
・不明確だった知識や意識を確認することができました。この先、自分の中で何ができる
のか分からないですが まずは活動を 」（30代・男性・企業）
のか分からないですが、まずは活動を。」（30代・男性・企業）
◎分科会に参加した感想
・みなさん色々な分野の方々のお話が聞けて大変良かったです。皆さんがそれぞれ抱え
ている問題・疑問等を間近に話を聞くことができて、とても貴重な経験をすることができ
ました。（30代・男性・企業）
・少人数でしたが、皆さんの意見を良く聴けました。（40代・男性・行政）
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第1分科会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

まとめ

第 1 分科会「ソーシャルビジネスと NPO」

まとめ

NPO 活動をしている人からすると、お金儲けが優先して社会性がないと思われているビ
ジネス界。逆にビジネス界からすると NPO 活動だけでは生計が成り立たないと思われるこ
ともあります。ではソーシャルビジネスとは何なのでしょうか。「社会的課題にビジネスの
手法で取り組む事業形態として、社会志向型企業や事業型 NPO、企業の社会貢献事業など
があり、これらを組み合わせたり企業や行政、一般市民を巻き込んだアライアンスを組む
ことで、収益性のある社会事業に発展する可能性を持つ」
。それがこの分科会で考えるソー
シャルビジネスです。
「NPO と株式会社の掛け持ち経営」の事例として紹介されたのは、①NPO 活動の資金を
得るために株式会社を設立した NPO 法人グリーンエネルギーファンドと株式会社自然エ
ネルギーファンドの市民風車の普及活動、②ホームレス支援で雑誌の販売を行う有限会社
ビッグイシューがホームレスに対して総合的なサポートを行うために立ち上げた NPO 法
人ビッグイシュー基金などで、NPO やソーシャルビジネスの事業形態を組み合わせること
によって活動の収益基盤を確保したり、活動の範囲を広げた例です。
また、事業性がなかった環境社会運動がさまざまな企業・地域住民とのアライアンスを組
むことによってソーシャルビジネスに発展した NPO 法人あさざ基金の活動や、社会活動を
複合させたブランドづくりに成功したコウノトリ･ブランドは、どちらも「社会課題の複合」
と「企業・NPO・行政・地域住民のアライアンス」を下に成功した事例になります。
企業の社会貢献事業では「伐採地の森林環境や地域社会に配慮した『社会的に公正な』木
材・木材製品」の調達率を上げている積水ハウスの「フェアウッド」や、企業の利益と社
会貢献を同時に達成するマーケティング手法であるコーズ・リレーティッド･マーケティン
グ（購入価格の一部が環境保護などに寄付される商品の販売）としてロッテ「コアラのマ
ーチ」のコアラ保護団体への寄付や、アサヒスーパードライの環境・文化保護活動への寄
付などがあり、同質・同価格の商品なら 70 数％の消費者がコーズ商品を買うという統計が
出ています。
事例紹介の後に行われたディスカッションの中で参加者から出た意見や話し合いをまと
めますと、「必要だと思ったことはとにかくやり始めること、そして実践し続けること。そ
うすれば新たな課題も出てきて次の段階にも進めるし、『成果』も出すことができる」。ま
た社会活動を行う立場としては「たとえビジネスにならなくてもやらなければいけないと
いう思い」は根強くあり、「利潤が伴わなくても社会活動は必要であり、税金で社会活動が
できるようにならないだろうか」という税制改革に期待をする声がありました。そしてデ
ィスカッションの内容は「社会起業家（社会的な課題をみんなで解決していこうとする人。
経営者だけではなく、行政・企業の中にもいる）を育成し、つなぐことが必要である。各
セクターの社会起業家が集まり話し合いアライアンスを組むことで社会変革的な事業が生
まれる可能性が出てくる」という話に要約されていき、その中で「どれくらいの人口を巻
き込むのがより効果的であるか、アライアンスの規模も考えなくてはいけない」、「集まる
社会起業家には所属する組織の権限を持ってきてもらわなくてはいけない」、「つなぎ役と
して行政が期待される」という意見が出ました。
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第1分科会

講演資料

SIOネットワーク
ッ
ク（（2008年～）
年 ）
・ソーシャルビジネス・社会起業の啓蒙・イベント
ソ シャルビジネス 社会起業の啓蒙 イ ント
企画運営
ソ シャル アントレプレナ シップをKeyWordに
・ソーシャル・アントレプレナーシップをKeyWordに
ワークショップなど、人材育成の場づくり
ソ シャルビジネスを地域につなぐマ ケティング
・ソーシャルビジネスを地域につなぐマーケティング
支援やマッチング・コーディネート
さまざまな社会課題に向き合う、関西を中心に現在
関西を中心に現在
・さまざまな社会課題に向き合う
350名 を越える行政・企業・議員・社会起業家・
NPO/NGO ボランティア団体や学生団体
NPO/NGO・ボランティア団体や学生団体
リーダーたちの複合情報ツールとして
MLやFaceBookペ ジ運営
MLやFaceBookページ運営
1

「ソーシャルビジネスとNPO」
ソ シャルビジネスとNPO」
【NPOの立場から・・問題点？】
（１）行政からの委託事業や助成金（人件費 期間）
（１）行政からの委託事業や助成金（人件費・期間）
⇒資金獲得先を多角化へ
（２）新寄付税制への改正
⇒個人からの会費や寄付集めも、これからの課題
（３）NPOが企業からの寄付 （不景気↓期間）
（３）NPOが企業からの寄付・・（不景気↓期間）
⇒一方的な寄付依頼×・・イノベーション必要性※
【この分科会の趣旨】
「他の団体がどのように資金獲得されてるか？」
「他の団体がどのように資金獲得されてるか？
またそれ以前に「NPOが今後、企業や行政・地域
社会とど よう 持続的
社会とどのように持続的にアライアンス組んでいけ
イ
組ん
け
たらよいのか？」・・いろんな事例・情報のシェア
9
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2011年9月25日

大阪市立住之江会館

【ソーシャルビジネスって？】

（一般的に）社会的課題にビジネス手法で取り組む事業形態
①社会志向型企業（SV）
株式・NPO・一般社団法人・・
②事業型NPO
（日本4割・米国8・9割）
NPOは社会課題ミッション！
事業性高いNPOがSBゾ ンに！
事業性高いNPOがSBゾーンに！
（①②重複）
③企業の社会貢献事業
CSR（本業）～コーズ・マーケティング
注：）中間法人・・営利でも公益でも
注：）中間法人
営利でも公益でも
ない中間的目的をもつ法人
（労働組合・信金・各協同組合）
＊SVは社会課題解決を目的として、その持続的手段としてビジネス手法をつかう。
＊企業のＣＳＲは持続的な利潤追及のため、その手段の１つとして、社会貢献や
地域社会との調和を図る。But 企業＆NPOのアライアンスが結果として・・新たな
SBモデルを次々生みだす。つまり・・今日のテーマは慈善型NPOの方々も①②③と
能動的に組むことで、収益構造も生まれる大いなる可能性＝事例をお示ししたい。 3

【NPOと株式会社掛け持ち経営：事例１】
NPO法人北海道グリーンエネルギーファンド
法人北海道グリ ン ネ ギ
ァン
「市民風車」の啓蒙・普及・ネットワークづくり・政策提言
（1999年～鈴木亨理事長）

株式会社自然エネルギーファンド
自然エネルギー普及のため市民参加型ファンド運営
（2001年～鈴木亨代表取締役）

株式会社市民風力発電
風力発電事業開発、コンサルティング
風力発電メーカーや電力会社との折衝
風況デ タの解析などを担う
風況データの解析などを担う
（鈴木亨代表取締役）
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【NPOと株式会社掛け持ち経営：事例２】
有限会社ビッグイシュー日本（2003年～）
ホームレスの人々の“救済”ではなく、ホームレスの人々の自助・自立を
ホ
ムレスの人々の 救済 ではなく、ホ ムレスの人々の自助 自立を
促すために、路上で雑誌を販売してもらい、その売り上げの50％以上
を彼らの収入にするというしくみ

NPO法人ビッグイシュー基金（2008年～）
ホームレスの人々の自立には、就業を含めた総合的なサポートが必要
であると考え、ビッグイシュー基金を設立し、就業・自立支援やスポーツ
文化活動など総合的サポート（賛助会員の寄付にて運営）

5

【NPOと株式会社掛け持ち経営：事例３】
◇NGO 大地を守る会
（SBとして日本一売り上げ規模１００数十億円）
・有機野菜や国産の自然食品の会員制宅配

◇ （株）大地を守る会
・NGOの流通部門として・・発足（のちに合併）
・事例1：北海道グリーンエネルギーファンドは
NPOで自然エネルギー啓蒙やコミュニティ力（共感市場）を高め、
（株）設立で本格的自然エネルギーファンド事業をスタート
・事例2：ビッグイシューは、（有）で社会的事業を先に立ち上げ、
その後 事業でカバ しきれないホ ムレス のサポ トでNPO
その後、事業でカバーしきれないホームレスへのサポートでNPO
・事例3：大地を守る会では、自立した事業型NGOの
流通部門を補う事業として（株）を設立
※NPO・NGOと（株）（有）の関係はさまざま・・3事例の共通項は
経営陣グループが同じ。他にもこのような事例は多く、
企業の利益をNPOにまわすことでファンドレイジングの必要なし
or社会的企業の信用力でNPOへの寄付を集める戦略性も☆
11
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【環境社会運動⇒ソーシャル・ビジネス】
◇
◇NPO法人あさざ基金
法 あさざ基金

※創設時から事業性なかった
・霞ヶ浦の環境再生事業＆地域ぐるみ環境学習にての環境社会運動
・９５年から現在まで、流域の２００を越える小学校､企業､一般市民を含
９５年から現在まで 流域の２００を越える小学校 企業 般市民を含
む約２０万人がアサザを中心に、湖岸植生帯の復元事業などに参加
・運動規模↑セブンイレブンみどりの基金など多くの企業と様々な協働
※企業からの協力は寄付だけでなくさまざまなアライアンス！
【事例１】
三井物産（株）環境基金と協働で、耕作放棄によって荒れてしまった牛久市の
三井物産（株）環境基金と協働で
耕作放棄によって荒れてしまった牛久市の
霞ヶ浦水源地を蘇らせるプロジェクト（２００７年～）
ここを無化学肥料、無農薬で栽培し、昔ながらの田んぼに戻し、お米作りを三井物産
の社員たちが参加するイ ントとして行い、できたお米は地元の造り酒屋さんと協働
の社員たちが参加するイベントとして行い、できたお米は地元の造り酒屋さんと協働
にて、三井物産オリジナルのお酒『谷津田』

【事例2】
２００５年から霞ヶ浦の漁協や流域の農協、スーパーと共同で、湖の外来魚を捕獲し
２００５年から霞ヶ浦の漁協や流域の農協
スーパーと共同で 湖の外来魚を捕獲し
魚粉肥料にして農産物を栽培・販売する取り組み「湖がよろこぶ野菜たち」というブラ
ンド名で販売

２つの事例は従来型の環境NPO活動によるコミュニティ形成
（20万人巻き込む）が共感市場形成⇒複合的SB起業を容易に☆

7

【社会課題を複合させたブランドづくり】
◇コウノトリ・ブランド（兵庫県豊岡市）
「コウノトリの復活」（生物多様性）×無農薬有機
栽培による「環境保護」×「観光」＝「コウノトリ米」
社会的ミッションを伝えるためには”社会性のあるストーリー”が重要！
「 ウ
「コウノトリが野生復帰しやすい環境作りの一環として、農薬や化学
が野生復帰 やす 環境作り
環と
農薬や化学
肥料をいっさい使わず作られたお米です。さらに田んぼでは１年を
通じて、たくさんの生き物が命を育む場ともなっています。コウノトリの
野生復帰を後押しする農家の愛情が込められている安心・安全な
美味しいお米です。」
企業やNPO単独で社会的課題を解決しようとするのではなく 行政
企業やNPO単独で社会的課題を解決しようとするのではなく、行政・
企業・慈善型NPO・地域などが協力して１つの生態系を形成すること
で解決をはかる必要がある。そのような生態系をバックに商品や
サービスを生む☆（コウノトリ公園・文化館・地酒・そば・大豆販売etc）
１つの社会課題追求でなく「複合」することでSBが、地域の課題を
１つの社会課題追求でなく「複合」することでSBが
地域の課題を
同時に解決していく・・セクターを融合したネットワーク形成がKey
8
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【社会志向型企業＆環境保護団体のアライアンス事例】
お箸の文化を売る（株）兵左衛門（福井県小浜市）
「折れたバットから作ったシリー
ズ かっとばし！！」はプロ野球
か とばし
はプ 野球
界を中心に社会人野球や大学野
球などで使用され役目を終えた
破損バットやバットを作る際にで
きる端材を再利用して作った商
品です。
売上の一部はアオダモ資源育成
の会を通じ アオダモの植樹 育
の会を通じ、アオダモの植樹・育
成に使われ、再び未来のバットを
産み出します。
産み出します

9

【NPOは（寄付ではなく）企業と契約し
事業報酬をいただくのが持続可能型】
積水ハウスのフェアウッド
フェアウッドとは、違法伐採や自然生態系の破壊をしない
伐採地 森林環境や地域社会に配慮した「社会的に公 な
伐採地の森林環境や地域社会に配慮した「社会的に公正な」
木材・木材製品のこと。
積水ハウスはこのフェアウッドの調達率を海外からどんどん
増やしつつある。
積
積水の社員ができない・・現地でのフェアウッド評価基準に基づいた
員
木材調達を現地に詳しい環境NGOに業務委託
（一時的な寄付×本格的なビジネス・アライアンスにて仕事の対価）
兵左衛門（社会志向型）や積水ハウス（本業でのCSR)のような
NPOの理念と合致する企業と本業でのアライアンスを組むことで、
NPOの理念と合致する企業と本業でのアライアンスを組むことで
持続的なNPO活動収入を得つつ、ミッションを果たしていける。
10
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【他のNPOなど&企業アライアンス事例】（関西の環境関係）
・ベロタクシー【滋賀・京都など関西各地】
環境に優しい自転車タクシ （関電など企業車体広告）
環境に優しい自転車タクシー（関電など企業車体広告）
・水茎夢の郷委員会【滋賀県近江八幡】
水田アートによる「エコ広告」と地域の活性化
・株式会社 秀英 【東大阪】
環境に配慮したリサイクルお弁当紙容器「ホッかる」を大学生協などと幅広くタイアップ展開
境
慮
弁 紙容 「
を 学 協など 幅広
プ
・ＮＰＯ羽曳が丘E&L【大阪府羽曳野市】
自立した市民活動実践のため、大規模住宅地の自治会組織内のリーダーたちでＮＰＯを立ち上げ、
行政に対する自治会の強みでもって ビオトープ環境活動など。さまざまなコミュニティ自治活動を
行政に対する自治会の強みでもって、ビオト
プ環境活動など。さまざまなコミュニティ自治活動を
複合事業としておこなっている。
・株式会社eスター【大阪】
スターリング･エンジンの開発･販売にて、地球環境CO2排出削減に劇的に貢献しようとする
パ
パナソニック社内ベンチャー
ク社内ベ
・ＮＰＯ法人インターナショクナル【大阪】
“食の多文化”を可視化するため食材ピクトグラムを日本発！世界標準へ展開中。
神奈川の「大川印刷」さんとアライアンス
・NPO法人「おもしろ農業」【大阪】
都心ビル屋上スペースを活用した農のあるライフスタイルを提案する事業
（ビル事業者とアライアンス）
・「サラヤ株式会社」【大阪】
「サ ヤ株式会社 【大阪】
ヤシノミ洗剤売上げの1%の資金で、ボルネオゾウの救出やオランウータンを絶滅から救うための
活動など、ボルネオの環境活動にコーズ・マーケティングを先取り
手塚プロダクション＆環境保全団体のコラボ【大阪】
・手塚プロダクション＆環境保全団体のコラボ【大阪】
地球を救う“鉄腕アトム”のマイボトルにWWFが温暖化防止のメッセージ
※SIOnetworkではシャルレの関連団体とmore trees（坂本龍一代表）とのアライアンスなど推進 11

【コーズ・マーケティングとNPO】
「コーズ・リレーティッド・マーケティング」は特定の商品を購入すること
が環境保護などの社会貢献に結びつくと訴える販促キャンペーン」
「企業の利益と社会貢献を同時に達成するマーケティング手法」
・ボルヴィックやピンクリボンが有名
ボルヴィックやピンクリボンが有名
・最近では、アサヒスーパードライ1本ごとに1円が主に環境・文化財
保護活動に寄付
・TBCグループでは、エステの特別コース（8,000円）を受けると料金
の一部がタンザニアでの植林活動NPOに寄付
・ロッテ「コアラのマーチ」⇒オーストラリアのコアラ保護団体へ
・ネスレの「抹茶味キットカット」⇒東北震災へ寄付（コンビニ）
【マ ケティング的背景】 ※重要
【マーケティング的背景】
同じクオリティで同価格の商品なら、消費者の７０数％がコーズ商品
※数％NPOに寄付 コ ズしないライバル会社の数倍売り上げ
※数％NPOに寄付→コーズしないライバル会社の数倍売り上げ
アップ⇒参入すべき！となり共感市場への経済原理働いてる。
企業の社会貢献事業⇒NPOと組んだコーズ・マーケティングもSB
企業の社会貢献事業⇒NPOと組んだコ
ズ・マ ケティングもSB
NPOとしても、商品企画がよければ継続性＆共感市場で活動の幅↑
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【まとめ
まとめ】
】
◇NPO：ビジネス界の人々「金儲け主義で社会性がない」
ビジネスマン： NPOってそれでメシ食えてるの？」
ビジネスマン：「NPOってそれでメシ食えてるの？」
「ビジネスも社会の必要に答えてる面ある」
◇すべての社会問題（公害・環境破壊・貧富・人権）の根源
「産業革命以来・・ビジネスの在り方そのもの」
◇いままでボランタリ 活動は ビジネス界から
◇いままでボランタリー活動は、ビジネス界から
落ちこぼれてきた人々を一生懸命救ってきました。
◇ここ数年来 経営者たちの考えも変わりつつあります
◇ここ数年来、経営者たちの考えも変わりつつあります。
◇これからはもう一歩踏み込んで
（江戸時代がそうであったように ）
（江戸時代がそうであったように・・）
「ビジネスの質」自体を変えていくため、積極的に
ビジネスマンたちと協働していき、ビジネスセクターと
協働
、
ボランタリー経済を融合していきましょう！
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2011年9月25日

大阪市立住之江会館

概要／会場のようす／アンケートより

第2分科会
「NPO･企業･行政との協働の模索」
公益財団法人オイスカ関西支部 事務局長

黒田 吉則氏

NPO の活動の中で「協働」が重要と言われています。
協働とは、「それぞれの資源や特性を持ち寄り対等な
協働とは、
それぞれの資源や特性を持ち寄り対等な
立場で協力して、不特定の他者の利益( 公益) のために
共に働く」ことです。働く主体は組織と組織であり協
働の対象として「企業」と「行政」が挙げられます。
企業ではCSR( 企業の社会的責任) が叫ばれ、これを意
識したNPO との協働の模索が始まっています。
また「行政」すなわち公益の分野でも「官から民へ」
へと舵を切り始めようとしています。
こうした変化について、 緒に考えたいと思います。
こうした変化について、一緒に考えたいと思います。
（講師 黒田 吉則）

第2分科会 会場のようす

アンケートより
◎今回のテーマについてのご意見
・行政との協働について、みんな歯がゆさを感じながら模索をしていることを感じました。
（30代 女性 環境団体）
（30代・女性・環境団体）
・協働のあり方について協議できたこと。（60歳以上・男性・環境団体）
◎分科会に参加した感想
・自己紹介で皆さんの活動と今困っていることを詳しく聞かせていただけて良かった。
（60歳以上・女性・環境団体）
・各自の意見がたくさん出てきて議論活発、立場の違いによる意見、活動の内容が聞け
たところ。（60歳以上・男性・環境団体）
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2011年9月25日
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まとめ

第 2 分科会「NPO･企業･行政との協働の模索」

まとめ

NPO は資金、人材、広報などの様々な課題を抱えて活動をしています。この分科会では
「協働」を切り口に、それらの課題をどうやって解決していくのか、またどのような形の
協働が望まれるのかを考えました。
どの NPO もいかに資金を調達するかという課題を抱えています。どうやって資金を集
めたらいいのかという話では、「日本に寄付文化がないわけではなく、日本でも年間 5000
億円もの寄付がある」という話が出されましたが、「それはユニセフや赤十字など大きなと
ころに集中している」と思われ、「どうやってそれらのお金を小さな活動にまで持ってこら
れるか」が課題です。「活動の目的を明確に打ち出すことによって、小規模な活動でも支援
してもらえるチャンスが増える」と思われますし、一般市民（個人）に理解してもらうこ
との重要性はみな認識していますが、どうやって理解を広めていくのか、そして深めてい
くのかというところで NPO は頭を悩ませています。企業や行政の助成金では「人件費の付
く助成金はほとんどない」のが現状であり、また「助成金は事業を特定しており、また制
約もあるので、必ず持ち出し」になってしまうという共通した課題が出されました。
今回は行政と協働している団体が多かったので、行政に対する意見が多く出されました。
行政と協働することで「法的なバックアップ」が得られ、それによって「広報がしやすく」
なるというメリットがあります。また「仕事をもらうことで組織を活性化できる」という
意見や、「行政が望んでいることを知ることができる」という意見もありました。さらに、
「NPO の意見を反映させるために、
行政に参画する機会をもっと増やしていきたいのだが、
中々入りこめない」という話があり、「行政に話を持って行く時には、話の持って行き方や
タイミングがとても重要であり、NPO はそれをよく考えなくてはいけない」という話が出
されました。また、「行政が作った施設を NPO が有効に利用することで、国民の税金の有
効活用に繋がる」という意見や、「行政の領域に NPO が参入することで、効率化が期待で
き」るが、「どれだけ効率化といっても、行政が労働力をただ単に安く使おうとして NPO
に委託するのはおかしい。本当に市民に対して効果があるものをやるべきだと思う」とい
う意見も出されました。
NPO は行政に対してはさまざまなやりにくさを抱えています。その原因の 1 つは「行政
のレスポンスの悪さ」であり、「1 年半前には概ね予算が決まっていて、決まった後は変更
も難しい」という現状があり、それに対処するために「早めに話を持って行く」ことが重
要になります。2 つ目には「近づきにくさ」です。「話をしに来た人に対して、最初は必ず
断るという風習がある部署もあり、3 回は足を運ばなければそこから話が進んでいかない」
ということもあるらしく、「なぜそこまで上から目線なのか」、「こちらは手弁当でやってい
るのに、全然理解してもらっていない」という批判が挙がりましたが、「上手く（持ち上げ
て）付き合えば、いろんなことを教えてもらえるし、有利にことを運ぶことができるよう
になる」というアドバイスも出ました。
様々な主体が「協働することによって、より大きな効果が期待でき」ますし、また「協
働を進めていくためには、話し合い、理解し合うこと」が大切になります。「最近は行政で
も一般公募の入札が多くなって」きました。「行政も市民に説明できる仕事をしていかなく
てはならず、国民の税金をいかに有効に使うかということを、みんなで考えて実行してい
かなければならない」ということで、
「市民（NPO）が主体性を持ち、民が主導の行政を目
指したい」という総括になりました。
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

第3分科会

概要／お詫び

第3分科会
「社会を変えるNPO になるために」
講師：「エクセレントNPO」をめざそう市民会議理事 片山 信彦氏
（NPO 法人ワールド・ビジョン・ジャパン

事務局長）

あなたの団体の活動は市民に受け入れられていますか？
社会にインパクトをもたらす活動ができていますか？
収益基盤はしっかりしていますか？
NPO の評価について先行的な研究を行っている「エク
セレントNPO」をめざそう市民会議の評価基準を通じて、
もう一度原点に立ち返って望ましいNPO 活動について
考えていきたいと思います。
（講師 片山 信彦）

お詫び
講演を予定しておりました「社会を変えるNPOになるために」ですが、講師の
片山氏ですが、フライトの事情により帰国が間に合わず、第3分科会の実施を
中止させて頂きました。
分科会取り止めのご案内が当日になりましたこと、また聴講を楽しみにされ
ていた皆さま方に、深くお詫び申し上げます。
分科会は未実施でありましたが、当日資料として準備しておりました講演資
料を掲載させて頂きますので、関心のございます方はぜひとも参考にして頂き、
今後のNPO活動の発展にお役立て頂けたら幸いです。
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

第3分科会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

講演資料

近畿の環境団体をつなぐ情報交換会
～次代を拓く活動をするために～
第３分科会：社会を変えるＮＰＯになるために

2011年9月25日
特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン常務理事
「エクセレントNPO」をめざそう市民会議 理事
片山 信彦

1
Copyright (c) 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
無断転用禁ず

主な内容
Ⅰ． なぜ「
なぜ「エクセレントNPO」なのか
な
ー NPOの現状と課題 ー
Ⅱ 実際にやってみよう「エクセレントNPO」評価基準
Ⅱ．
Ⅲ． 自己診断の結果の分かち合い
自 診断 結果 分かち合
Ⅳ． まとめ
2
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

第3分科会

非営利組織の生産性
非営利組織の基本的な役割
非営利組織（ＮＰＯ）の2つの役割
営 組織
役割
ドラッカーの非営利組織論

資源提供者
寄付、助成、
委託・補助
ボランティア

非営利組織

社会ニーズ

市民性創造

社会変革

寄付、ボランティア
を通じた社会参加

活動を通じた社会
的課題の解決

3
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NPOセクターの現状と課題
NPOセクターの規模
「収入規模の分布」
前事業年度特活法人（N=902）

（％）

（法人数）
350

100
90

300

80
250

70
60

200

50
150

40

前事業年度特活法人（N=902）

30

100

20
50

10

0
0円

1500万円超4500万円超- 5750万円超6000万円超1750万円超 3000万円超1750万円超3750万円超
3750万円超5750万円超
1750万円以下
4750万円以下
6250万円以
2000万円以下 3250万円以下
4000万円以下
6000万円以下

0
7500万円超7750万円超
7750万円以下

平均（円）
中央値（円）
最小（円）
最大（円）
合計（円）
標本数（法人数）

出所：内閣府（2010）「平成21年度市民活動団体等基本調査」
Copyright (c) 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
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18,977,311
5,049,544
0
579,112,522
17 117 534 820
17,117,534,820
902

4
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組織運営上の課題
「当期収支差額の分布」
前事業年度特活法人（N=197）

2008年度

（％）

（法人数）
80

100
90

70

80
60
70
50

60

40

50
40

30

30
20

前事業年度特活法人（N=197）

20
10

10

0
0
▲1000万円以下
▲800万円以下▲500万円以下▲200万円以下▲1000万円以下
0円 100万円超100万円超- 400万円超500万円超▲500万円以下
▲100万円以下
▲700万円超
▲400万円超
▲100万円超 200万円以下
200万円以下500万円以下
600万円以下
▲600万円未満
▲200万円未満

平均（円）
中央値（円）
最小（円）
最大（円）
合計（円）
標本数（法人数）

1,371,040
17,457
-12,421,967
12 421 967
104,626,301
270,094,825
197

出所：内閣府（2010）「平成21年度市民活動団体等基本調査」
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市民との関係
市民参加
前事業年度特活法人（N=902）

2008年度

（％）

（法人数）
450

100

400

90
80

350

70

300

60

250

50
200

前事業年度特活法人（N=902）

40

150

30

100

20

50

10

0

0
0円

100万円超-140万円超200万円超60万円超220万円超80万円以下
120万円以下
160万円以下
220万円以下
240万円以下

300万円超320万円以下

平均（円）
中央値（円）
最小（円）
最大（円）
合計（円）
標本数（法人数）

1,046,143
7,039
0
120,550,000
943,620,852
902

寄付金比率は5.5％、47.2％が0円と計上
寄付金比率
、
円 計
出所：内閣府（2010）「平成21年度市民活動団体等基本調査」
ボランティア0人が15.8％（NPOの社会変革の役割に関する調査）
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

第3分科会

市民との関係
市民参加
前事業年度特活法人（N=902）

2008年度

（％）

（法人数）
450

100

400

90
80

350

70

300

60

250

50
200

前事業年度特活法人（N=902）

40

150

30

100

20

50

10

0

0
0円

100万円超-140万円超200万円超60万円超220万円超80万円以下
120万円以下
160万円以下
220万円以下
240万円以下

300万円超320万円以下

平均（円）
中央値（円）
最小（円）
最大（円）
合計（円）
標本数（法人数）

1,046,143
7,039
0
120,550,000
943,620,852
902

寄付金比率は5.5％、47.2％が0円と計上
寄付金比率
、
円 計
出所：内閣府（2010）「平成21年度市民活動団体等基本調査」
ボランティア0人が15.8％（NPOの社会変革の役割に関する調査）

7
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市民との関係

市民との距離
「NPO法人の設立母体」
問28 設立時に設立基盤の提供・イニシアティブをとった団体

N=316

前身の任意団体

42.7

市民（個人）

28.3
4.2

地方自治体（市区町村）

3.6

社会福祉法人などの他の非営利法人
企業

3.3

地方自治体（都道府県）

2.8

公益法人

2.5

国

0.3

私立大学

0.3

国立・公立大学

0.3

医療法人
独立行政法人

03
0.3
0.0

その他

3.0

無回答
0.0

8.6
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

%

市民や市民グループによって設立されたのは７割。残り３割は自治体、
企業、社会福祉法人、公益法人などによって設立されたNPO。
出所：ＮＰＯの社会変革の役割に関する調査（2009.11）
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大阪市立住之江会館

講演資料

課題解決力
課題発見の契機
問19 新規事業、事業修正の契機
新規事業 事業修正の契機
N=316

理事長や事務局長など、リーダーの強い問題意識による提案

51.0

49.0

活動現場の受益者や関係者からの提案

新たに補助金・助成金や委託金を受けることになったこと

25.8

25.2

職員が業務を通じて気づきがあり提案

制度や政策の変更によって問題が生じたこと

23.8

12.5

無回答
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

%

・事業や活動において不断の見直しが求められるが、55％は何らかの修正、
新規事業を立ち上げているが、44％はないと回答している。
・課題発見の契機はリーダーと受益者の声
課題発見の契機はリ ダ と受益者の声
9

出所：非営利組織評価基準検討会「NPOの社会変革の役割に関する調査」（2009.11）
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課題解決力
中長期の視点や制度・政策の認識
問 中期計画の有無
問17
中期計画 有無

N=316

総会や理事会で正式に承認された中期計画がある

19.1

正式ではないが事務局レベルで共有されているものがある

23.0

リーダーの構想としては存在するが、共有されてはいない

22.7

中期計画に当たるものはないがいずれ作りたいと思っている

24.7

中期計画に当たるものはなく、今後も作る予定はない

8.3

無回答

2.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

%

・多くの場合、NPOの使命、目的の達成を目指すには中長期の展望が必要
であるが、中期計画を策定できているのは２割程度
・活動に関連する制度や政策について明確に回答したのは１割
出所：出所：非営利組織評価基準検討会「NPOの社会変革の役割に関する調査」（2009.11）
Copyright (c) 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
無断転用禁ず

24

近畿の環境団体をつなぐ情報交流会

2011年9月25日

大阪市立住之江会館

第3分科会

市民との関係
市民との距離
「NPO自身による評価」
問34 今のNPOセクターについての考え
強くそう思う

0%
社会問題の解決に成果をあげ
社会に大きく貢献している

30%

50%

全くそう思わない

60%

80%

52.9

10.0

収益活動など営利企業化が
2.8
進んでいる

28.5

3.60.83.9

31.9

2.5
0.03.9

5.5

41.6

24.9

8.6

46.0

23.5

13.3

51.0

100%

4.40.34.4

24.9

34.3

8.6

90%

33.2

44.9

9.1

無回答

70%

49.6

16.9

社会的な地位が高い 2.5

そう思わない

40%
41.8

13.6

今後、より発展していく

行政の下請け化が進んでいる

どちらともいえない

20%

15.8

日本の市民社会の活性化に
寄与している

社会貢献以外で活動する団体が
増加し玉石混淆している

そう思う

10%

N=316

13.9

5.0

1.14.4

1.7 5.5

3.6 5.3

NPOセクターの可能性を自ら評価しながらも、社会的地位が低く、玉石混淆だと感じている。
11
出典：ＮＰＯの社会変革の役割に関する調査（2009.11）より
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組織運営上の課題
持続
持続的な法人経営にあたっての課題
法 経営 あ
課題
25.3%
27.5%

法人のﾐｯｼｮﾝの拡充
事業規模の拡充

36.5%

17.6%

39.5%

収入の多様化

56.9%

9.0%
11.8%

コスト削減の努力

55.3%

良い人材の確保や教育

64.7%

16.2%
15.7%

雇用の継続
8.1%

業務効率の向上

15.7%

法人の持つ事業実施
スキルの向上

33.8%

法人の活動に関する
広報の充実

43.1%

28.4%

外部の人脈・ﾈｯﾄﾜｰｸなど
の拡大

25.5%
5.9%

その他
0%

47.1%
34.2%

9.8%

10%

20%

30%
特活法人
(N=1130)

40%

50%

60%

認定特活法人
(N=51)

出所：内閣府（2010）「平成21年度市民活動団体等基本調査」
課題：人材、資金、広報、技術
Copyright (c) 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
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組織運営上の課題

• 財政的な持続性を維持
財政的な持続性を維持できず、継続的に事
きず、継続的 事
業を実施するために大きな負担。
• また、人材を確保することが困難。事業運営
上の経験 知恵の蓄積をしにくい
上の経験・知恵の蓄積をしにくい。
• 財政的、体制的な余裕がないと、新しい問題
を発見しても事業化がむずかしい。
を発見しても事業化がむずかし
。
13
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市民との関係
• NPOには
NPOには、財やサービスを提供することによって社
財やサ ビスを提供することによ て社
会的な課題を解決し、人々の生活の向上をはかる
役割（人間変革）と、人々に参加の機会を提供し、
市民性を育む役割（市民性創造）がある。
• 寄付やボランティアは市民性創造の代表的な機会
であるが、寄付やボランティアを集めない団体が相
当数存在している。
当数存在している
• また
また、NPOの社会的な信頼性も劣化しているので
NPOの社会的な信頼性も劣化しているので
はないかと思われる。
14
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市民との関係
市民との距離
「情報開示状況」と「責任義務」
情報開示状況」と 責任義務」
「情報開示：内閣府H19年度調査 」
• ６割弱がインターネットによる情報発信。
• しかし、４割が更新
しかし ４割が更新・発信なし
発信なし。
• ８割以上が役員や定款の掲載がない。
• ９割以上が会計報告書の掲載がない
９割以上が会計報告書の掲載がない。
「事業報告書の所轄等への提出：法的義務」
• 報告書未提出率（神奈川県20％超、東京都約半数「2月9日付け
日経」）

15
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行政との関係
「下請け化の問題」
「行政の下請け化」
• 行政支出削減や民活の政策の影響を受け、行政の下請け化が急速に進んだ。
• 財政的な窮状で委託を続ける→委託のパッチワーク→下請け化

1．社会的使命よりも雇用の確保、組織の存続目的が上位に位置する。
２．自主事業よりも委託事業により多くの時間と人材を投入する。
３ 委託事業以外に新規事業を開拓しなくな てゆく 新たなニ ズの発見
３．委託事業以外に新規事業を開拓しなくなってゆく。新たなニーズの発見
が減る。
４．寄付を集めなくなる。
５ 資金源を過度に委託事業に求める
５．資金源を過度に委託事業に求める。
６．ボランティアが徐々に疎外されている。あるいは辞めている。
７．ガバンナンスが弱い。規律要件が十分に整っておらず、理事の役割につ
いて予め組織内の正式合意事項として共有されていない。
いて予め組織内の正式合意事項として共有されていない
理事は、行政からの委託条件やコンプライアンスを守るための代理機能
になっている。
行政との関係は親密になる一方、市民との関係を切り離してしまう傾向。
真骨頂である課題発見力が衰えてゆく。
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課題解決力
• 多くのNPOの願望
多くのNPOの願望：｢社会変革の担い手」「社会的イノベー
｢社会変革の担い手」「社会的イノベ
ション」「社会を変える」
• 課題は常に進化する（サービスを受ける人、周辺の環境）
• 課題の進化にあわせて、自分たちの課題解決力も進化させ
る必要がある。
• Drucker(1985)「イノベーション機会に対する体系的な探求
Drucker(1985)「イノベ ション機会に対する体系的な探求
の結果」
• 対象の定期的観察や評価、計画立案、中長期の展望など
・3年間の改善、新規の有無：5割
・中期的な展望は2割
中期的な展望は2割

17
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市民が担う公共の現状と課題
NPOの姿勢
図11 「NPOが市民社会の担い手になるために必要なこと」
NPOが市民社会の担い手になるために必要な と」
問35
どちらともいえない＋そう思わない＋全くそう思わない

強くそう思う＋そう思う
ＮＰＯセクターの社会的な信用力
ＮＰＯセクタ
の社会的な信用力

10

83.1

ＮＰＯへの参加機会の増強

13.3

81.2

ＮＰＯ間の協調・協力

15.3

80.9

優秀で力強いＮＰＯが増えること

14.4

86 2
86.2

74.6

財団や企業の社会貢献活動

23.6

70.3

行政からの非金銭的な支援

24.1

68 7
68.7

法人制度の整備
ＮＰＯ法人制度の整備

25 5
25.5

61.8

行政からの資金提供

31.3

61.5

ＮＰＯ間の切磋琢磨

31.6

34
政府からの独立性
政府
独
性
こちらのグラフの並べ方を上下逆にしてください
こちらのグラフの並べ方を上下逆にしてください。

58.4
47.9
100 90
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%

20.2

寄付税制の整備

71.2

40

30

20

43.5

中間支援組織の強化
10

0

NPOが市民社会の担い手になるために必要なもの上位５
0 10 20 30 40 50 60
%

70

80

90 100

社会的信用力が最も多い。そのためにはより、力強く優秀なNPOが出現し、
社会的信用力が最も多い
そのためにはより 力強く優秀なNPOが出現し
協力し、市民参加の機会を増やしてゆくことが重要と感じている。
出典：ＮＰＯの社会変革の役割に関する調査（2009.11）
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望ましい非営利組織の定義

「自らの使命のもとに、社会の課題に挑み、広く
「自らの使命のもとに
社会の課題に挑み 広く
市民の参加を得て、課題の解決に向けて成
果を出している そのために必要な 責任あ
果を出している。そのために必要な、責任あ
る活動母体として一定の組織的安定性と刷
新性を維持し
新性を維持していること」
る と

19
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現状分析から生まれた評価基準
• 実証研究から明らかになった課題
課題解決力

課題解決に必要な
課題の発見や事業開発を支える体制の問題
中長期の展望、ＰＤＣＡ、制度・政策を理解する力の不足

組織運営上の課題
組織運営
課題

財政的な持続性、収入構成の偏重、情報開示や説明力
の不足 規律や倫理性の問題 独立性の問題
の不足、規律や倫理性の問題、独立性の問題

市民との距離

4万団体の５割が寄付金０円、会費比率の少なさ
ボランティアのいない団体の増加
玉石混淆と信頼性低下
20
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エクセレントNPOの評価基準
Who：NPOの現状に危機感を持った、実践者4名、研究
者4名
Goal：市民と非営利セクターの間に良循環をつくり、強く
豊な市民社会 寄与する。
豊な市民社会に寄与する。
What: 現状分析から「市民性」「社会変革性」「組織安定
性」の3基本条件のもとに 33基準105の自己診断項目
性」の3基本条件のもとに、33基準105の自己診断項目
を作成。
Where:普及母体「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
普
体「
を ざ
会議
共同代表：國松孝次、小倉和夫、島田京子
事務局：認定NPO法人 言論NPO
21
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基準の体系と構造
市民性の評価項目
市民性
活動が市民に拓かれ（寄付者、ボランティア、会員など）、NPOが取り組む課題に
ついて共有し、当事者性を育む機会を提供しているという自覚があること。
基本条件 評価の視点 評価項目 評価基準
市民性

参加と成長 ボランティア ボランティアの機会が人々に開かれ、活動内容がわかりやすく伝えられているか。

寄付

自覚

ボランティアに対して、組織の使命、目的、活動の概要を説明しているか。また、事業の成果を共有して
ボランティアとの対話機会を作り、彼らからの提案に対してフィードバックをしているか。
ボランティアに対して感謝の気持ちを伝える工夫をこらしているか。
寄付者を単なる資金源ではなく、団体の参加者として認識しているか。
寄付の機会が広く多くの人々に開かれ、募集の内容がわかりやすく説明されているか。
寄付者に安心感を与えることができるように報告しているか。
寄付者へ感謝の気持ちを伝える工夫をしているか。
活動に加わる全ての参加者に、市民としての意識や市民としての成長の機会を提供していること、さら
に、活動を通じて、社会的な課題への気付きや課題解決の達成感や喜びの機会を提供しているという、
自覚を持 ているか
自覚を持っているか。
22
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基準の体系と構造
社会変革性の評価項目
社会変革性
社会的な課題対して、その原因を視野に入れた解決策を提案し、実行することで、
効果が広く社会 普
効果が広く社会に普及してゆき、人々の生活の質や行動様式が大きく変化してゆくこと。
ゆき 人
生活 質や行動様式が大きく変化
ゆく と
課題認識、方法、能力、評価、提言力などがとわれる。
基本条件 評価の視点 評価項目 評価基準
自ら取り組んでいる問題やテーマを把握し、自分たちの課題として明確に認識しているか。
自ら取り組んでいる問題やテ
マを把握し、自分たちの課題として明確に認識しているか。

社会変革性 課題解決 課題認識

課題に取り組みながら、その背後にある原因や理由を見出そうとする姿勢や視点を持っているか。

方法

能力

自ら取り組む問題のみならず、その原因となっている制度や慣習など、社会の仕組みにかかる問題も
視野に入れているか。
アウトカム・レベルの成果を目指しているか。
課題認識 進化 伴
課題認識の進化に伴い、課題解決方法（目的、計画、活動方法など）も前進・進化させているか。
課題解決方法（目的 計画 活動方法など）も前進 進化さ
るか
中長期の視点から課題解決に向けた展望を持っているか。
専門性
何が課題解決に必要な技術や知識であるかを判断する力を持っているか。
リーダーシップ
リーダー役を担う者は、課題解決のために中心的な役割を担い、また組織内外の専門家、資金などのリ
ソースを組み合わせ、それらを機能させるためのコーディネーション能力を有しているか。
ネットワーク
外部の組織や人々と協力し合い、時には切磋琢磨し合いながら、互いに向上し合うような関係を構築し

フィードバッ
フィ
ドバ
課題解決のプロセスで、その取り組みや成果のあり方について評価を行い、その結果をフィードバックす
ク

る仕組みを有しているか。

アドボカ
シー
自立性

社会への説明と理解
社会に対し、組織が取り組む課題、使命や活動目標を理解してもらうよう努めているか。
組織の独立性、中立性を維持しているか（各種の関係者と協調や協力をするが、その前提として独立性
組織の独立性
中立性を維持しているか（各種の関係者と協調や協力をするが その前提として独立性
が確保されていることが肝要である）。

23
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基準の体系と構造
組織安定性の評価項目
組織安定性
市民性、社会変革性を支える組織には持続発展性が求められる。具体的には
ガバナンス、収入多様性、資金調達のありかた、人材育成が目下の課題。
基本条件 評価の視点 評価項目 評価基準
組織安定性持続発展性ガバナンス 組織の使命は明確に示されているか。
使命は組織のステイクホルダ に共有されているか。
使命は組織のステイクホルダーに共有されているか。
意思決定機関、執行機関、チェック機関が明確に定義され、その選出方法と過程が透明であるか。
チェック・メカニズムが機能しているか（組織全体の方針、規律・透明性にかかる機能のチェック）。
組織の全体像が明確に説明されているか。
収入多様性 収入構成
と規律
・広く多様な主体から資金を集め リスクを回避できるように収入多様性を維持しているか
・広く多様な主体から資金を集め、リスクを回避できるように収入多様性を維持しているか。
資金調達に関する規律
・組織の独立性に配慮するように資金調達を行っているか。
資金調達のプロセスは透明で、公序良俗に反するような行為による資金は受け取っていないか。
会計システム
組織の会計が透明 説明可能な会計シ テムに基づき適正に処理され
組織の会計が透明で説明可能な会計システムに基づき適正に処理されているか。
るか
会計運営上のチェックが機能しているか。
職員の待遇
人材育成
職員に対して、法律などで定められた基準にしたがった待遇、労働環境を提供しているか。
職員の育成
員
職員が組織のミッションを踏まえ、任務を理解できるような工夫をしているか。

24
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概要／会場のようす／アンケートより

第4分科会
「ファンドレイジングという新潮流」
講師：しみん基金・KOBE 事務局長

江口 聰氏

「ファンドレイジング」という言葉を最近よく耳にするけ
ど、それってどういう意味なのでしょうか？
最近日本でも、欧米のNGO 実践研究から、より継続的で
合理的な戦略をもとにした資金調達方法として、ファンド
レイジング」を紹介される機会が増えてきました。そこで
は、「寄付する側」と「寄付される側」の関係性構築や双
方向コミュニケーションの重要性が指摘されています。こ
のようなファンドレイジングの新潮流を知ることを通じて、
これからの日本において「寄付する側」と「寄付される
側」に求められることを皆さんと 緒に考えていきたいと
側」に求められることを皆さんと一緒に考えていきたいと
思います。（講師 江口 聰）

第4分科会 会場のようす

アンケートより
◎今回のテーマについてのご意見
・各分科会各々に特色があり、他分科会のことも気になる交流会でした。
◎分科会に参加した感想
・大変良い交流会でした。
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まとめ

第 4 分科会「ファンドレイジングという新潮流」

まとめ

「寄付」とは、寄付する立場と寄付をもらう立場のお互いの想いが通じた時に成り立つコ
ミュニケーションであり、活動に「共感」してもらい、団体がもつ解決策を理解してもら
う行為です。大切なのは、①「寄付は善意」であること、②「使命の表明（社会に対して
声を上げていくこと）」
、③「未来への投資（社会を変えていきたいという想い）
」です。
日本の寄付の実態として、
「寄付をしたことがあるのは 80％。日本では個人よりも企業の
寄付が多く、またユニセフや赤十字などの特定の団体に金額が集中」しています。また、
「NPO に寄付したいと思っている人は全体の 25％いるが、実際に寄付したことある人は
3％に過ぎず」、さらに一般市民が「NPO に寄付する」ということを理解していないのでは
ないか、という意見も出されました。
ではなぜ日本では寄付が集まりにくいのでしょうか。日本では「釣銭寄付が多い。少額で
余ったお金を寄付するという感覚があり、どのように使われてもいいと思っている。もら
った側も説明責任がなくて気楽」という感覚が一般市民の大勢を占めており、これからは
｢寄付の使われ方をチェックする（使われ方について話し合いができる環境を作る）ことが
大切｣であるという意見が出され、さらに「NPO の中には暴力団等もあり、マイナス面も
知るべき」であるという話も出ました。また NPO 活動にある考え方として、「環境活動は
お金をもらってやるものではない。NPO 活動をしている人が、行動してお金も出している
現状がある。活動する人自身の意識の問題と深く係わって」いる点も挙げられます。NPO
側の問題点としては、「大きな組織を作りきれていない。NPO 法人の 3 割は実体がないと
いう現状」もあり、また活動の説明責任を果たしきれていないのではないか、一般向けに
分かりやすいものになっていないのではないか、という意見が出ました。
ファンドレイジングの手法として①誰に対して訴えていくのかというテーマでは、「受益
者以外の人を巻き込む（変化をもたらす）メッセージ」が重要であり、しかし「その人だ
けを助けるという人の支援もあってもいいのではないか。対象に多様性があってもいいの
ではないか」という意見も出されました。また②何を訴えかけていくのかというテーマで
は、「企業並みのアニマルレポートに近い情報公開の必要性」が提起され、さらに「寄付の
管理費の割合として、日本人の感覚では 10％～20％であるが、アメリカでは 32～35％であ
り、いい活動をしているからいい給料をもらっても良いとみられる」ということから、訴
える内容が訴える対象に理解されやすければ、寄付が集まる可能性がより大きくなるとい
えます。③実際にどうやってファンドレイジングを行うのかについては、「法人すら作れな
いのが NPO 活動。ファンドレイジングの手法は、できない人でもやれるように、一緒に考
えていかないといけない」という意見や、「レベルの高い活動を行えば、自然と寄付額は上
がっていく」という意見、また「TOTO 水環境基金の社員参加型の助成金のように対象を
活動に巻き込むことで共感を得ることができるのではないか」、さらに「日本には寄付文化
がないのではなく、寄付の成功体験と習慣が少なく、広まっていないのだと思われる」と
いう意見が出されました。
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近畿の環境団体をつなぐ情報交流会
～次代を拓く活動をするために～
第4分科会

「フ ンドレイジングという新潮流」
「ファンドレイジングという新潮流」

平成23年9月25日（日）
特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ
事務局長 江口 聰

第４分科会の流れ
Ⅰ ミニ・レクチャー 「ファンドレイジングという新潮流」
①はじめに
自己紹介＆しみん基金KOBEのご紹介
②『寄付する側』に求められていること
・慈善＋使命の表明・未来への投資
・納税と寄付
納税と寄付
③『寄付される側』に求められていること
・アカウンタビリティ
・戦略的な資金調達方法
戦略的な資金調達方法
Ⅱ ワークショップ
「 『寄付する側』と『寄付される側』の想いがつながりあえるためには？」
『
す 側』 『
れ 側』 想 が なが あ
①オリエンテーション
②アイスブレイキング
③ディスカッション
・寄付する立場で
・寄付される立場で
・双方の想いがつながるためには
④まとめと振り返り

1
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①
①はじめに：自己紹介
紹介
•
•
•
•

1963年生まれ 大阪出身
1986年
同志社大学経済学部卒
1986～2001年 ミサワホーム勤務
2002年ころ～ ボランティア活動
鵜殿
鵜殿ヨシ原研究所、カムナプロジェクト・・・
究所 カ
プ ジ ク

NPO研究
大阪NPOセンター・NPO大学院講座

•
•
•
•
•
•

→ 日本NPO学会会員

2004年ころ～ CS神戸
「白いリボン運動」事務局 →寄付への関心
2006年
「日本のNPO史」（今田忠氏編著、ぎょうせい）に執筆者として参画
2006年～ しみん基金KOBE事務局勤務 （2007年から事務局長）
2008年
「ファンドレイジングを考える集い」＠大阪 → 鵜尾雅隆氏との出会い
年
日本ファンドレイジング協会発足
2009年～
2010年～ 「NPOマネジメント支援コンサルタント養成入門講座・西日本地区版｝を
パナソニック社・パブリックリソースセンターと協働実施

2

①はじめに：しみん基金 う とは
①はじめに：しみん基金・こうべとは・・・
•

しくみと事業内容
寄付・募金

・個人/団体寄付
イベント募金
・イベント募金
・職域募金
・協働企画型寄付システム

寄付の種類
・一般寄付
般寄付
・指定寄付(100万円～）
・冠基金（1,000万円～）

主な募金･寄付事業
・ｉｰウォーク（99～01・協働）
ぼたんの会（03
協働）
・ぼたんの会（03～・協働）
・リサイクル寄付（04～・協働）
・あじさい基金（04～・協働）

特定非営利活動法人
しみん基金・KOBE

主な啓発･ネットワーク事業
・柳田邦男氏講演会（00、03）
・ひょうごコミュニティファンド・ネットワー
う
ク研究会（06）
・NPOマネジメント支援コンサルタント
養成入門講座（10~）

助

成

NPO/NGO 等 の 草
の根市民活動支援
・分野限定なし
・使途限定なし
・地域限定

審

査

・独立の審査会
・公募制
公募制
・ヒアリング調査
・公開審査会
主な助成事業
・本体助成（99～）

基金を支える 市民・企業
（賛助会員制度）

累積：124団体、約4,500万円

・はぁ～とふるふぁんど
（02～・委託）

3
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② 『寄付する側』に求められていること（１）
市民の”寄付”意識について

•

・寄付文化の日米比較
寄付文
米 較
○寄付したことのある人の人口比率（70～80％）は,日米であまり変わらない。
、
額
○日本では個人寄付が少なく、またそのひとりあたりの金額が１：８８くらい。
○共同募金、赤十字、ユニセフ、24hTVなどへの集中
○NPOへ寄付したいと思っている人：25％、実際にNPOへ寄付したことのある人：３％
・社会の成り立ちの違い：「信頼社会」／「安心社会」
→日本人の米国での寄付行動／米国人の日本での寄付行動

グローバルな「お金」の流れ

•

・都銀・郵貯・証券→投資（分散投資・金融工学）→米国短期国債→戦争；環境破壊・貧困
・地域の顔の見える関係の中で、社会を良くするためのお金の流れは非常に細っている。
（お金の流れの中央集権化）
→「お金」とは何か？、ひとりひとりが「お金」とどのように向き合うべきなのか？
「お金 とは何か？ ひとりひとりが「お金 とどのように向き合うべきなのか？
4

② 『寄付する側』に求められている
『寄付する側』に求められていること（2）
と（2）
•

これまでの歴史を振り返ると～「公」を巡って
・戦前のフィランソロピー
戦前
ピ
「大 デ ク
「大正デモクラシー」
→ 市民による公益的活動は比較的盛んであった
慌 → 国家総動員体制
動員
→ 15年戦争 ※総力戦、民族国家
、民
・世界恐慌
・戦後の高度経済成長：日本型福祉国家→「国家公益独占主義」：行政依存症
・80年代ころ以降：価値観の多様化、官僚制の硬直化
市民自らがオルタナティブな社会サ ビスを提供する「市民活動」の胎動
市民自らがオルタナティブな社会サービスを提供する「市民活動」の胎動
→ポスト日本型福祉国家（「新しい公共」）への模索

•

日本における”フィランソロピー”の意識
ピ
文部科学省小学校「道徳」指導要綱に出てくる表現
「社会に奉仕する喜びを知って、（無償で）公共のために役に立つことをする。」
↓

これから求められる”フィランソロピー”像
「社会を良くしていくために、個々人が貢献できる要素が必ず誰にもあることを知り、自
らが行動を起こすことで 社会にと て必要不可欠な 員であることを実感する 」
らが行動を起こすことで、社会にとって必要不可欠な一員であることを実感する。」
※ボランティアの価値：「言われなくてもする。言われてもしない。」 （草地賢一氏）
5
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② 『寄付する側』に求められていること（3）
す 側』
・2005年の「ホワイトバンド」が投げかけたもの Charity or Voice
・「使命多様性」 （塩見直紀氏）
いのちにはそれぞれの使命があり、存在はその縁の結び目である。自分の使命を静か
な心で見つめなおし、自分の社会貢献への意思や願いを叶えるために,まずは自らの行
動を変え お金 そ 想 を託す とが求められ
動を変え、お金にその想いを託すことが求められている。
る
・「寄付は人生の軌跡」（＝いろいろな寄付の動機） 恩返し＋感謝
①労働価値不均衡感 ②愛する人 の想い ③贖罪 ④生きる力
①労働価値不均衡感、②愛する人への想い、③贖罪、④生きる力
（公益社団法人日本フィランソロピー協会 「まちかどのフィランソロピスト賞」）

・「純粋贈与」論：見返りは未来の社会が良くなること
「純粋贈与」論：見返りは未来の社会が良くなること
市場 ⇔ 交換、贈与、純粋贈与（ポトラッチ） （経済人類学）
←ヒトは「お金」がないと何もできなかったのか？
・「地域通貨ゲーム・ワークショップ」が教えてくれること：負債は未来への資産として残る
←「新しい公共」を具現化していくために必要な「お金」の機能とは？

・ 「寄付」は、「善意」＋「使命の表明」・「未来への投資」
6

② 『寄付する側』に求められていること（4）
•

寄付と納税
寄付
納税
2011年6月 新寄附税制の成立～所得税の税額控除制度導入
税として政府等に納めその支出の仕方を委任する
所得
自分が必要又は大切と考えるNPO等に直接寄付する
自分で決めることができる 算出所得税額の５０％（国：40％、地方10％）まで
※補完性の原理：自分たちのことは自分たちでする、国や地方公共団体には自
分たちだけではどうじても出来ないことを補完してもらう
・市民社会における寄付金の意義を考え直すことが望まれる時代に！
NPO等もSR（社会的責任）が問われることに！
・NPO等もSR（社会的責任）が問われることに！
7
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③ 『寄付される側』に求められている
『寄付される側』に求められていること（１）
と（１）
•

NPOにおける「お金」の流れの構造
・サービス提供に対する十分な対価を得られない。
でも、そこにある社会的な課題を解決しなければならない。（右側）
・それを補うために志を同じくする多様な支援を必要とする （左側）
・それを補うために志を同じくする多様な支援を必要とする。
寄付・助成・融資
ボランティア

サービス提供→社会的
課題の解決

NPO等
等
市民活動団体

支援者
(市民)
情報公開
説明責任

•

受益者
対価

バランスのとれたマネジメント力
・ともすれば目前の社会的課題解決のための活動（右側）だけに追われ
ともすれば目前の社会的課題解決のための活動（右側）だけに追われ、やればや
やればや
るほど十分な支援が得られていない状態に陥りがちである。
→支援者側へ向けてのコミュニケーション活動（左側：情報公開・説明責任等＝ア
カウンタビリティ）とのバランスをと たマネジメント力が求められている
カウンタビリティ）とのバランスをとったマネジメント力が求められている。
→ SR：「社会的責任」
8

③ 『寄付される側』に求められていること（2）
•

「ファンドレイジング」＝NPOがその事業に必要な資金を社会から集める（支援を
得る）手段 「資金調達」「資金開拓」 寄付 会費 （広義）助成金獲得 事業収入
得る）手段。「資金調達」「資金開拓」、寄付・会費、（広義）助成金獲得、事業収入
・「NPOが認知されて、実績を出して肉体はできたが、ちっとも血液（資金）が流れていない。」
・継続的で合理的な「資金調達」戦略づくり 、「ファンドレイザー」という職種

•

「ファンドレイジング・サイクル」
・潜在的な支援者の特定→その特性の調査→企画→開拓と信頼関係構築
↑
↓
感謝と報告←寄付の依頼

•

ミッションを明確に伝える ＝ 「自分を知る」
・メッセージの３層化
メッセ ジの３層化
第1階層 活動対象の受益者に起す変化 →ここに留まっている団体が多い。
第2階層 その団体の事業分野、近隣地域社会に及ぼす変化
第3階層 政策、社会、価値観に及ぼす変化
ぼ
9
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③ 『寄付される側』に求められていること（3）
•

既存＆潜在的支援者を分析する ＝ 「相手を知る」
・「ドナー・レンジチャート」
「ドナ レンジチャ ト」
【分析編】

→ 【戦略編】

金額帯
10万円
10万円～
1～10万円
3千円～1万円
3千円未満
小計

人数

寄付金額合計

人数構成比 金額構成比

・「2割の寄附者が総額の8割の寄付をしている」
・過去3年分程度を分析してみる
・異なるカテゴリーの支援層に対して、明確な戦略を持つ

目標単価金額
10万円～
1～10万円
3千円～1万円
3千円未満
小計

目標人数／候補者人数

目標寄付金額計

・寄付ニーズを明確にして カテゴリー別目標金額を設定する
・寄付ニーズを明確にして、カテゴリー別目標金額を設定する
・具体的に何名獲得するかを明確にする
・候補者を多めにリストアップする

・「ステークホルダー・ピラミッド」
「
クホ ダ ピ
ド
ﾛｲﾔﾘﾃｨ高
理事
スタッフ

2０％

正会員、寄附者
ボランティア
イベント参加者、賛助会員
提携企業・・・

３０％

・下層階にいる人を上層階へステップアップさせる仕掛けを
日常の活動の中に組み込む（イベント、HP、ニュースレター）
・支援者の支援理由を再評価する
支援者の支援理由を再評価する
・理事・スタッフが常に意識するような雰囲気をつくる
・既存のネットワークを確認する
↓
「
「ファンドレイジング成功体質」への第1歩
ド
ジ グ成功体質
第 歩

ゆるやかな関心層

10

③ 『寄付される側』に求められていること（4）
•

「（民間）助成金」というファンドレイジングについて
・民間助成財団等にもミッション（目的）があり、NPOはそのミッションを実現するための
パートナーという位置づけで考えられている。
→「相手を知る」：募集要項の熟読、過去の助成実績の分析、各要件の意味を考える
・少ない資金提供で大きな社会的成果が出ることを期待している、競争的資金である。
→行政の補助金 委託金[ 税金]とは違う。
→行政の補助金・委託金[＝税金]とは違う。
→感動・希望、企画力、説得力（整合性）が求められている。
一般的には先駆的な調査やモデル構築などに助成される傾向が強い
・団体の管理費的な資金は助成されにくい。継続助成も難しい。＝事業助成が主流
→NPOの自立性・継続性を阻害する。
※最近では、組織基盤強化を目的とした助成プログラムもある。
ex パナソニック：NPOサポートファンド、
大阪 Oセンタ 市民社会創造基金“志”民
大阪NPOセンター：市民社会創造基金“志”民ファンド
ンド
11
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まとめ（１）
•

「ファンドレイジングが社会を変える」 （鵜尾雅隆 三一書房 2009）より
[７つの原則]
①ファンドレイジングを「単なる資金集めの手段」ではなく、「社会を変えていく手段」と
して捉え直す。
②ファンドレイジングは、「施しをお願いする行為」ではなく、社会に「共感」してもらい
（右脳） 自らの団体の持つ「解決策」を理解してもらう（左脳）行為である。
（右脳）、自らの団体の持つ「解決策」を理解してもらう（左脳）行為である。
③「よい活動をしているのに寄付が集まらないのは、社会が成熟していないからだ」と
いう発想を捨てる。
④大きな支援を得るためには、「釣銭型寄付」のパラダイムのみならず、「社会変革型
④大きな支援を得るためには
「釣銭型寄付」のパラダイムのみならず 「社会変革型
寄付」のパラダイムを念頭に置く。
⑤日本には寄付文化がないのではなく、寄付の成功体験と習慣がないにすぎない。
⑥活動の質を高め、適切なマネジメントを行うことは、良いファンドレイジングの前提で
ある。
⑦日本の寄付市場の大きな変化の流れに乗る。

12

まとめ（ ）
まとめ（2）
•

私からのメッセージ
・「新しい公共」を支えるには、ボランタリー精神（＝自分たちの社会は自分たちで支え
合いながら分かち合いながら良くしていく＝Light Work＊）の確立が必要不可欠である
←震災の教訓：自助 共助 公助のバランス
←震災の教訓：自助・共助・公助のバランス
※市場の失敗（環境問題等）・政府の失敗（政官財の癒着等）・ボランティアの失敗
→ボランタリ セクタ （コミュ ティ）が市場や政府を支えている。
→ボランタリー・セクター（コミュニティ）が市場や政府を支えている。
・仏教におけるお布施のように、３者（提供者、お金そのもの、受領者）が清浄であ
変
ることが、社会の中でのお金の流れを変える前提として、求められている。
・市民自らが、多様な「いのち」の存在を尊重し、お互いの「こころ」を育み、未来へ
続くくらしを創造するために、新しい市民社会へ贈り物をしよう。
＊４つの仕事：Rice Work, Like Work, Life Work, Light Work
「人間がなしえる最も素晴らしいことは人に光を与える仕事だ」

13
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