
新宿NPO協働推進センター 広報誌

NPO POP NEWS 略して『Npop’n』！

新宿NPO協働推進センターから、社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします！

えぬぽっぷん
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◆ファンドレイジング講座 ～戦略的な資金調達を考えよう！～◆

間辺 初夏（まべ はつか）氏（認定ファンドレイザー）

寄付、会費、助成金、補助金等…非営利活動に必要な資金を確保する手段全般を「ファンドレイジング」と
いいます。今号では、9月2日と9月9日に開催した『ファンドレイジング講座』の内容を紹介します。

ファンドレイジングとはNPOが活動のための「資金」を、個人・法人・
行政などから集める行為の総称です。ここでいう資金とは、リソース（資
源）を意味し、ヒト・モノ・カネ、全てを指すと考えることができます。
ファンドレイジングは“『ファン』度レイジング”とも言われており、寄

付者＝自団体のファンをつくること、と捉えることもできます。
またNPOにとってファンドレイジングは、単なる資金集めの手段だけで

はなく、仲間集めなどを通した理解・共感による社会課題解決のための手
段として考えることが重要です。

NPOの財源には大きく分けて、①事業収入、②補助金・助成金、③寄
付・会費があり、これらの財源のバランスを考えることが大切です。特に
補助金・助成金はいつ無くなってしまうか分からないため、依存しすぎな
いような財政基盤をとる必要があります。自団体の3つの財源の割合を確
認して、弱みを把握しておくと良いでしょう。財源には相乗効果があるた
め（例：助成・委託収入が増える→団体への信用力が増し、寄付や会費が
集めやすくなる）、それを上手く活用してファンドレイジングアクション
（資金調達の方法）を考えると有効的です。

講師の間辺氏
（認定ファンドレイザー）

講座の様子①

NPOの財源の相乗効果
出所：日本ファンドレイジング協会

ファンドレイジング戦略を考える際には、具体的なファンドレイジング
アクションから考えるのではなく、まず成長戦略（中期計画）を立てるこ
とが重要です。 3～5年後の理想の姿が描けていることで、資金調達を個
人、法人、行政のいずれから行うのがよいか等が導き出せるようになりま
す。中期計画を作成するために、自団体の潜在力分析（ビジョン、組織力、
ネットワーク、実績、人材など）とマーケットの把握（寄付者、企業動向、
競合、社会変化など）を行い、実現したい状態・ポジショニングの明確化
をします。そうして設計した中期計画に基づいて、財源戦略を作成します。
その際には、財源の成長だけではなく、事業の成長と組織の成長を一体的
に考える必要があります。事業内容が魅力的であり、それを実施する組織
体制が強化されていないと支援者に協力してもらえなかったり、事業を遂
行できなかったりするためです。
財源戦略を踏まえて、具体的なファンドレイジングアクションを決定し

ます。そしてアクション実行後にはその結果に対して評価（振り返り）を
行い、反省点および良かった点を明確にします。

ファンドレイジングアクションの進め方として、次の7つのステップが
あります。
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利用料金が安くて使いやすい！

新宿NPO協働推進センターをご利用ください。

当センターにはいろいろな貸し会議室があります。例えば「501会議室」
は定員が72名で大人数での利用が可能です。一般利用料金は午前（9:00～
12:00）の場合、1,300円です。音響設備や天井付けプロジェクターを備え
ており、講座やイベントを行うのに最適です。

※当センターの登録団体は半額の料金で利用することができます。

※利用方法など詳細に関しては、HP(https://snponet.net)をご覧頂くか、

又は当センター（03-5386-1315）までお問い合わせ下さい。

※会議室の利用には①社会貢献性 ②非営利性が求められます。

501会議室（定員72名）

（部屋のレイアウトが自由に
変更できます）

ファンドレイジングの
7つのステップ

出所：日本ファンドレイジング協会

ステークホルダー
ピラミッド

出所：日本ファンドレイジング協会

ファンドレイジングの７つのステップ
①組織の潜在力の棚卸

SWOT分析などの手法を用いて組織の強み、弱み等を分析します。
②既存・潜在寄付者の分析
分析するためには、支援者データベースを導入する必要があります。
Excelでも良いですが、寄付者管理ツール（コングラントやSalesforce等）
を使用するとより効果的に分析できます。

③理事・ボランティアの巻き込み
理事・ボランティアだけでなく、関係者全てに協力を促します。
最初の企画段階から巻き込むことがポイントです。

④コミュニケーション方法や内容の選択
支援者の年代や属性に合わせてコミュニケーションの方法や内容を考えま
す。打ち出すメッセージの共感力を強化すること（下記、作成方法参照）
で支援の輪が広がります。

⑤ファンドレイジング計画の作成
いつまでに、誰が、何をするのかといった点について明確にします。
また、うまくいかなかった場合の見極め時期と対処法について、あら
かじめ決めておくことが大切です。

⑥ファンドレイジングの実施
実施責任者を決める、関係者に遠慮せずにお願いする等がポイントです。

⑦感謝・報告・評価
感謝の意を示されると、貢献意欲が高まります。寄付を受領した際、
会報などでの氏名の掲載、季節のご挨拶、誕生日のお祝い時など、
感謝することを組織内でシステム化することが必要になります。

共感度の高いメッセージの作成方法
資金調達する上で人を巻き込むためには、活動内容に共感し、理解してもら

うことが必要です。そのためには知ってもらう（＝広報）必要があります。
広報のためには、共感度の高いメッセージを作成しなければなりません。
共感度の高いメッセージを作成するポイントは以下の６つです。
①Attention：パッと目を引くものはあるか？
②Change：変化・解決策が示されているか？
③Trust：信頼性を感じられる内容になっているか？
④Imagination：実現していく夢など、ストーリーをイメージできるか？
⑤Only One：ほかにない取り組みやユニーク性が伝わるか？
⑥Network：たくさんの人とのつながりや広がりを感じられるか？

伝える内容が決まった後にすることは、仲間を増やすことです。スタッフ・
支援者・協力者など身の回りの関係者全てを重要度の高い順に並べた「ステー
クホルダーピラミッド」を作成し、それを参考に誰に・いつ・何を依頼するか
を決定します。寄付ではなく寄付集めをお願いしたり、金銭的支援ではなく、
時間やモノの寄付を依頼するなど、その人に合った参加を促します。
ファンドレイジングは一言でいうと「人付き合い」の積み重ねであり、特別

なことではなく、普通の人ができることなのです。

講座の様子②
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イベント情報は各団体のＨＰ等より入手して掲載しております。お問合せは各団体にお願いいたします。

＜イベント情報掲載募集＞

◆対象期間：2019年11月25日(月)～12月31日(火)

◆募集締切：2019年11月4日（月）

◆対象団体：当センター登録団体、一般利用団体

◆掲載件数：最大5件（1団体1件まで掲載できます。応

募が多い場合は、当センターまたは新宿区内のイベン

ト・登録団体のイベントを優先させていただきます。）

◆申込方法：タイトル、日時、場所、参加費、問合せ先

を、新宿NPO協働推進センターまで、FAX又はメール

にてご連絡ください。

新宿区民活動支援サイト“キラミラネット”をご利用ください

新宿区を拠点に行われている地域活動や社会貢献活動、

趣味、サークル活動など、身近な地域活動の情報を一堂に集

め、発信するWEBサイトです。現在、WEB会員を募集していま

す。（登録料は無料です）

URL：http://shinjuku.genki365.net/

問合せ：新宿区地域振興部

地域コミュニティ課

【電話】 03-5273-3872

【FAX】 03-3209-7455

✤ちょっと気になるNPO団体を紹介します✤
《 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター 》

2019年11月14日（木）18時45分～20時45分 当センターで行われる「市民とNPOの交流サ
ロン」にご登壇いただきます。関心のある方は是非ご参加ください。

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会
【電 話】03-5206-6527 
【Email】hiroba@s-nponet.net

場 所：当センター4階 401会議室
語り手：公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター
参加費：1,000円

“多様な文化が尊重される平和で持続可能な社会の実現に向けて”
ユネスコ・アジア文化センターは、アジア太平洋地域において、誰もが平等に自らの意

志で参加できる学びの基盤づくりを促進し、多様な文化が尊重される平和で持続可能な社
会の実現を目指して活動しています。各国政府や国際機関と連携し、「基礎教育の普及」
「持続可能な地域づくり」「教職員の国際交流」等に関わる支援プログラムを国内外で実
施しています。

新宿NPOネットワーク協議会

「小滝橋ひろば～グラウンドゴルフ」
日 時：2019年11月10日(日)、24日(日） 10:00～12:00

場 所：新宿NPO協働推進センター グランド

(新宿区高田馬場4-36-12)

参加費：500円

問合せ：新宿NPOネットワーク協議会

【電話】 03-5206-6527

【Email】 hiroba@s-nponet.net

＊雨天の場合は中止といたします。

新宿区ウオーキング協会 第177回例会

「オリンピック９か月前
海の森水上競技場を眺めてみよう」 約10ｋｍ

日 時：2019年11月12日（火） 受付：8:40～9:00

集 合：新木場駅前広場

(最寄駅：JR線・東京メトロ・りんかい線「新木場駅」）

解 散：若洲公園 12:00頃予定
(最寄駅：「新木場駅」 、都バス「若洲キャンプ場前」）
参加費：一般400円、会員無料

問合せ：新宿区ウオーキング協会

【電話】 090-3217-4109

【FAX】 03-3208-3531

国際交流団体STEP

ワークショップ
「国際交流はじめの一歩 英語で日本文化紹介」

日 時：2019年11月9日(土)、20日(水)

13:00～16:00 (両日の内容は同じ）

場 所：新宿NPO協働推進センター 501会議室

(新宿区高田馬場4-36-12)

参加費：2,000円

問合せ・申込：国際交流団体STEP HPの申込フォームから

【HP】 step.candypop.jp

人権問題研究協議会

「児童虐待問題を共に考える」
日 時：2019年11月4日（月） 14:00～16:00

場 所：日本キリスト教婦人矯風会 1F

(新宿区百人町2-23-5)

参加費：1200円 定員：120名

保育サービスあり、申込時に申し出必要

問合せ・申込：人権問題研究協議会 メール、FAXで申込

【FAX】 03-6368-3261

【Email】 info@humanrights-ra.com



★参加ご希望の方は、電話、FAX、メールにて、下記お問い合わせへご連絡ください。
★当センターでは、非営利の社会貢献活動に対して、会議室の貸し出し事業も行っています。
詳細につきましては、当センターＨＰをご参照ください。【URL：https://snponet.net/】
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【ボランティア団体・NPOのウェブ担当者になろう！】
～How to Word Press #1、#2～

【日 時】11月16日（土） 13:00～17:00

【内 容】ボランティア団体・NPOの活動には、ウェブの活用が欠かせません。メンバーのコミュニケーション、

団体や活動の広報、イベントの運営ウェブサイトは欠かせませんが、情報更新やセキュリティなどを考えると、

運営には手間と知識も必要です。本講座では、WordPressについて、その他のウェブサービスについて具体的

な事例を伝える連続講座です。スキルを身に着けて、活動にウェブを活用しましょう。

＜前半＞： How to WordPress #1

・WordPressを運用するサーバー選定、SSLとは？WordPressのインストールから記事投稿まで

＜後半＞： How to WordPress #2

・WordPressのデザインのための便利ツール・プラグイン、セキュリティと他サービスとの連携

【講 師】千野雅則 氏 （NPO法人スキルボート 代表）

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】2,000円（資料代等として） 【定員】２０名

【NPOと社会貢献活動応援団体との交流事業】
【日 時】11月 8日（金） 18:00～21:00

【内 容】NPOがイベントを行う時、様々な問題にぶつかります。例えば、イベントの企画・運営、デザイン、

資金、広報、ボランティアなど多種多様な問題が起こります。そんな時に一番身近で支えてくれる、問題を

解決する一助になってくれる団体が色々な形で存在します。しかし、NPOはどのような社会貢献活動への

応援の形があるのか知りません。実際に応援団体にお集まりいただき、NPOとつながる交流会を開催します。

【プログラム】

＜応援団体活動紹介＞◆NPO法人シブヤ大学 ◆NPO法人Co.to.hana ◆第一勧業信用組合

＜ディスカッション＞ ＜交流会＞

【会 場】当センター 501会議室

【参加費】500円（資料・飲食代等実費） 【定員】50名


