
No. カテゴリー分類 回答例

1 ＮＰＯ活動資金の調達に苦労している。個人・企業からの寄付金、企業とＮＰＯの協働、
さらには国、地方団体等からの助成金等に関してご指導いただきたい。

2 NGOのファンドレイジングに関する情報収集

3 NPO法人の立ち上げ準備を進めるなかで，NPOやNGOの資金調達やパブリックリレーショ
ンズをどのように行なっていくかが難しいと感じている。立ち上げスタッフ一同感じてい
たところにこちらの案内を拝見した。ぜひ、様々な先行事例から学びたいと考えている。

4 日本で具体的にどんな実践があるかについて学びたい。

5 ファンドレイジングに関しては、調査分析結果を今後の参考にしたい。企業とNGOとの協
働事例に特に興味を持っている。事例紹介とのことで、今後において活動の参考にさせて
いただきたい。

6 ファンドレイジングの事例

7 当団体でもファンドレイジング強化で県や他団体のセミナーを受けた。そこで洗い出しし
た結果、いくつかの試みを行ったが、まだ大きな成果につながっていない。他団体のお話
しを聞き、さらにステップアップしたい

8 今後NGOなどの団体と活動する際に使える基礎知識を学びたいと考えている。

9 最近のNGOの取り組みについて知ること。

10 来月からNPOでボランティアすることにしている。そのNPOが現在ファンドレイジングに

向けて準備をしており、国際NPOではないが、情報収集と、戦略立案のために参加を希
望。

11 所属している団体で資金という大きな壁があることは自覚しているので、どのように組織
を運営できるかの道しるべになればという思いで応募した

12 ファンドレイジングに関する知識をより深く知ることができればと期待する。

13 個人寄付の集め方についての具体的事例

14 ファンドレイジングの実績・ノウハウが全くないのでなんらかのきっかけにしたい。事例
やお話を伺い参考にしたい。

15 具体的、効果的なファンドレイジングの方法。成功例。

16 当会のファンドレイジングに生かせるような具体的なお話

17 これからのファンドレイジングの参考にしたい。

18 ファンドレイジングは、国際協力NGOがプログラムカントリーではない日本国内で行う業
務のひとつとして重要なものである。ファンドレイジングを学ぶために、その道の専門家
に、まさにその“真髄”をお聞きしたい。

19 昨年11月に一般企業の管理部門（経理担当）からNGOに転職した。営利団体とNGOでは、

資金調達の考え方が全く違うと思うので、これからNGOのファンドレイジングについて、
勉強していきたいと思っている。

20 世界中で人道支援へのニーズがますます高まる中、自団体に寄せられる寄附は減少してお
り、企業とのタイアップ事業作りを含めたファンドレインング策に試行錯誤を重ねてい
る。本研究会を通して、個人・企業等のニーズや具体的な優良事例を学び、弊社の活動に
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る。本研究会を通して、個人・企業等のニーズや具体的な優良事例を学び、弊社の活動に
活かしたい。また、参加される企業やNGOの皆様との関係作りの場としても活用したい。

21 企業・NGO双方にとって有意義な協働のあり方を学びたい。

22 多くのNGOと同じく当団体の組織運営、活動の実現を可能にする財源を確保するための
ファンドレイジングは恒常的な課題となっている。こうした共通の課題は、解決策ととも
にNGO全体で共有していくことが、今後の日本のNGOの組織運営の要となるため、今回の
セミナーでは、他団体さんの具体的事例の活用・応用のヒント、ネットワークの構築など
を期待している。

23 NGOで国際協力関連の実務を積みたいと考えている。どの団体も資金調達が大きな課題になっ
ていると聞き、少しでも今後の糧になればと思い参加を希望した。ファンドレイジングの現状、成功
例などを知ることが出来れば嬉しい。

24 はじめての参加となるので、一つでも多くのことを学びたい。

25 はじめての参加となるので、一つでも多くのことを学びたい。

26 ファンドレイジングの考え方、現在の国際協力NGOに足りない視点、また支援活動とファンドレイ
ジングのタイミングなどについて勉強したいと考えている。

27 実際の事例を伺う

28 企業としてNGOとどのように協働できるのか、具体的事例等を伺うことで今後の活動に活かして
みたい。

29 これから日本語教師の友人と日本語教室を開こうと思っているが、その為の何か準備として（資金
調達方法など）学びたい。

30 将来国際NGOでの勤務を希望しているため、資金調達についての基本的な知識及び事例を
学びたい

31 この11月からNPO法人の事務局職員として働いている。まだまだ、把握できていない

32 各NGOの取り組み方から学びたい。

33 ファンドレイジングの具体例、企業CSR部紹介、助成金一覧等の資料

34 ・現NGOで活動されている方の考えやvisionを知りたい。
・身近なことと世界問題との繋がりを知りたい。
・活動する上で苦労されていることを聴きたい。
・参加者同士や講師陣と話したい（ワークショップなど）

35 ・効果的なファンドレイジングについて。
・企業との恊働について。
・ファンドレイジングの調査、分析について。

36 NPO法人テラ・ルネッサンスの資金調達チーム所属のインターンであるにも関らず、勉強
不足であることを痛感している。当会理事鬼丸の考えるテラ・ルネッサンスのファンドレ
イジングを再確認するとともに、テラ・ルネッサンス以外の組織ではどのような考えや戦
略をもってファンドレイジングが行われているのか、また様々な組織の例を勉強し、当会
スタッフに本研究会で学んだ知識を組織に還元できるよう勉強したい。

37 わたしは大学でソーシャルビジネスを学び、また、学外ではNGO.OxfamJapanのユース活動
や学生団体において国際協力に携わっている。国連関連でもお話を聞いたのだが、それら
すべて（UNも含めて）、やはり“継続”を考えるうえで、ビジネス的な考え方も取り入れ
ていくことが不可欠。しかしそれらを学ぶ場というのは決して多くはない（特に関西で）
ので、学び、そして他の参加者と意見交換をする場として期待している。

38 企業とNGOの協働による活動資金の調達の実例を伺い、参考にしたい。

39 学生時代からNPOの活動に携わる機会があり、今後もなんらかの形で関わるつもりであ
る。そのため、NPOのファンドレイジングについて概要的に学びたいと考えている。

ファンドレイジングの基礎知
識、他団体の事例を学びた

い

る。そのため、NPOのファンドレイジングについて概要的に学びたいと考えている。



No. カテゴリー分類 回答例

40 NGOの活動そのものに対するファンドレイジングか、NGOがどこかと連携することが効果的
な資金集めにつながるのかを知りたい

41 国際協力事業を進めるうえで、これまでの自治体からの支援や国事業の受託が先細りする
中で新たなファンドレイジングを求めていくことが必要になっている。 その際に企業との
連携についてのあり方や寄付などの取組も必要と考えているが、多くの事例を学ぶことに
より自らの方針作りに生かしていきたい。

42 海外での活動を主体にしているNGO団体も多い中、国内だけでなく、海外でのファンド

レイジング活動を行う際のポイントや必要な準備等があれ ばぜひ教えていただきたい。

43 ファンドレイジングの方法、特に現在、本会で行っている方法の考え方が大丈夫か知りた
いことと、新しい方法や考え方の習得。

44 組織の持続的な運営のためには、各法人が効果的なファンドレイジングを行うことが不可
欠であるため、具体的かつ実践的な方法の紹介があることを期待している。

45 埼玉NGOネットは埼玉県内の国際協力NGO（海外協力及び在住外国人支援）のネットワー

ク組織。埼玉県という地方における国際協力NGOの資金調達、特に自己資金の確保が大き

な課題となっている。組織規模としては中小NGOが大半なため、恒常的な人材確保も自己
資金の不足で難しく、このことが組織運営を阻害し、活動の発展を阻んでいる。地方の中
小NGOにも実施可能なファンドレイジング手法をつかむきっかけになればと思っている。

46 現在、国際協力事業を進める中で、事業自体のあり方、継続性や展開のみならず、寄付者
や助成団体との関係性を考える上でその活動資金をどのように確保していくかが課題と
なっている。今回のセミナーを通して、
・寄付を促進するコミュニケーションのあり方
・企業との協働を通して、支援事業の意義やその資金を社会と共有していく働きかけとし
てのファンドレイジングのあり方（特に企業からのご意見）
学びたい。

47 所属団体のファンドレイジングに向けたヒントを得ること。ネットワークづくり

48 具体的な取っ掛かりまで得られたら尚良い。現在展開中の企画のパートナー探しにも役立
てたい。

49 講師の鵜尾様のお話と、各団体の方々による事例を聞くことで、自団体のより具体的な資
金調達の戦略策定に役立てたい。

50 海外事業を実施する中で、安定した活動継続の為には、より多様な財源の確保が不可欠で
あると感じている。その為、寄付金増加の為の取り組みや企業との連携のノウハウを学
び、団体内部で共有し活かしていきたい。

51 個人、企業とターゲット別にファンドレイジングの方法やポイントが異なるのでそれぞれ
に対する手法などを分かり易く教えていただきたい。

52 ファンドレイジングの効果的な手法を知ること

53 当団体のファンドレイジングプランに活かしたい。

54 効果的なファンドレイジング方法を知ることにより、団体の資金繰りを良くするとこと
と、財政基盤を広げ経営を安定させたい。

55 有効な資金調達の方法を学びたい。

56 企業とは異なったNGOならではの自己資金調達の方法はあるのか。そして、企業のNGOに対す
るアプローチ方法や意識の現状はどうなのかを聞けることを期待している。

ファンドレイジングの手法を
学びたい

るアプローチ方法や意識の現状はどうなのかを聞けることを期待している。

57 ①会員勧誘強化の方法と注意点、
②平均会費のレベル
③企業・個人の寄付金と注意点
④自己資金と外部支援の注意点

58 中間支援組織として、支援団体のファンドレイジングもうまくいくようにしたいので、各
団体のタイプ（活動内容、規 模など）にあった手法の紹介や、逆にどんな団体でも実践で
きる方法などの汎用性の高い情報を期待している。

59 NGOやボランティア団体の活動が苦しい状況だとよく聞くが、実際経済的な原因がより円
滑に活動を行う妨げになっていると思われる。これから国際協力団体に参加したいと考え
ているが、最もネックなのがやはりこの問題。解決策や提言があるのか知恵をお聞かせ願
いたく参加希望した。

60 中小規模のＮＰＯにとって、人材・資金を効率的に確保し組織を運営する難しさを感じて
いる。セミナーでは資金調達の具体的な方法を伺い、何かアイデアにつながればと考えて
いる。

61 日本にあるNGOのファンドレイジングの手法を知ること。とくに小さなNGOがどのように資金を調
達し、プロジェクトの継続を行っているのかを知る機会になればと考えている。

62 ファンドレイジング資金調達の真髄について

63 NGOを立ち上げてまだ半年しか経っておらず、経験や知識が圧倒的に足りない。今、働き
ながらNGOを運営しているため、学校などで講演を聴く機会もないので、今回のようなセ
ミナーはとてもありがたい。寄付金を集める！と言っても、どんな企業にどのようにアポ
を取り、成約につながるか、NGOの種類などによっても異なると思うが、知識を教えてい
ただきたい。

64 NGOにもいろいろな種類の団体があると思うが、それぞれの特色をどのように活かしたFR
ができるか、を念頭に置いてお話を聞きたい。各事例において、それぞれの方々が、どう
してそのようなFRの方法をとったのか、自分の団体の強みや弱みの分析などもあるかと思

うが、FRキャンペーン「実行」に至るまでの準備というか、すべきことは何か、について
お聞きしたい。

65 団体が直面している資金調達の課題について、収益事業の新規企画、会員増加のための工
夫、協賛企業の増加など、団体の活動への理解と協力の促進につながる手法について、本
セミナーから学びたいと考えている。

66 海外での活動を主体にしているNGO団体も多い中、国内だけでなく、海外でのファンドレ

イジング活動を行う際のポイントや必要な準備等があれ ばぜひ教えていただきたい。

67 日本におけるNGOのファンドレイジングの現状を数値交えて詳しく知りたいということ
と、国内における現状の課題、その解決も含めた今後の発展の可能性を、事例発表やパネ
ルディスカッションから専門家の見地を得たい。

68 JANICでインターンをさせてもらう中で、NGOが資金調達に非常に苦労していることを肌

で感じた。しかし、私にはそもそもの資金調達に関する知識が無く、NGOのファンドレイ
ジングイベントに参加したくらいしか経験もなく基本的なことも含めて学ぶことができた
らと思う。趣旨とは違うとは思うが、学生だからこそ国際NGOに協力できるファンレイジ

ングといったことや今、就職活動をしていてゆくゆくはファンドレイジング部門でNGOで
も働けたらと考えており、そういう立場になれるキャリアの道筋などがあれば伺いたい。

69 ファンドレイジングに関心があり、大学卒業後の進路にも関係があるため、最前線で活躍
する専門家の講演を聞きたい。

ファンドレイジング自体を学
びたい



No. カテゴリー分類 回答例

70 ファンドレイジング、ひいてはグラントマネジメントの経験が積める仕事に就くことを考
えている。今回のセミナーではそのあたりのヒントを得られることを期待している。

71 現在はボランティアとしてソーシャルビジネスに関わっているが、将来は本格的に取り組
みたいと思っている。またボランティア活動に伴い、学校法人とは異なるファンドについ
て勉強を始めたので、 社会に還元していくお金と仕事の在り方を より深く知るきっかけに
なると思い応募した。

72 木質バイオマス発電向けにロシア産木質燃料チップを輸入企画し、仕入先として林業大資
源隣接国であるロシア側諸製材企業と交渉し、納入先として王子木材緑化（株）や日本製
紙（株）、他関係会社等々と協議している。貿易は国際間競争であり他の近隣需要国に負
けない為に、仕入先ロシア側企業に当社が安定仕入できる会社であると保証し、同時に納
入先に長期安定供給を保証することが大切。その資金繰りの知恵を授かりたい。

73 修士研究で、エシカル消費（cause related marketing)に関する研究をしている。今回のセ

ミナーでぜひ参考にしたい点は、NGOと協働する企業のモチベーションについて。多くの
情報を得て研究に活かしたい。

74 民間とNGOとの連携について、双方に適切な手法について検討している。そのため、NGO
の活動を円滑に遂行するためにどのような期待を民間にしているのかを理解したい。

75 シンプル&スローな暮らしとホームレスの自立を目指す在り方について、刺激を受けたくて

応募した。 鬼丸さんのHPで17日の事を知った。

76 ＮＧＯ団体の資金は国の補助金により賄われている、という話を聞いたことがある。実際国が活動
資金を援助しているとすれば、わざわざ非政府組織として団体を立ち上げずに国の機関の一部と
して活動すればいいのに、と常に感じていた。その点について納得できるまで解説を頂きたい。

77 行政、企業、NGOがそろって、意見交換、情報共有できる場であること。

その他



ファンドレイジングの基礎知識、他団体の事例を学びたい 41

ファンドレイジングの手法を学びたい 25

ファンドレイジング自体を学びたい 5

その他 6
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