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寄付月間～Giving December～について 

             

 

寄付月間とは、12月の 1月間、「欲しい未来へ、寄付を贈ろう。」を合言葉に、実施される全国的な

寄付の啓発キャンペーンです。誰もが参加でき、誰もが企画を生み出せます。 

2015 年から民間の発意でスタートし、2016年には政府も閣議決定で後押し。5周年を迎える寄付月

間 2019では、全 47都道府県から過去最大の 647の賛同パートナー法人が参画するほか、全国各地

で過去最大の 175の公式認定企画が開催されます。 

 

公式認定企画・賛同パートナーなど 

・公式認定企画：175件 ※過去最大の件数、一覧は別紙参照 

・パートナー法人：647件 

・寄付月間アンバサダー：60名  

・マスコットアンバサダー：20件  

 

 2019年度の企画の特徴 

①寄付月間アンバサダーが全 47都道府県にいることにより、地方開催企画も増加（91企画） 

②自然災害をきっかけに生まれた被災地支援・被災地主催企画が増加（11企画） 

③遺贈寄付をテーマに扱った企画の増加（14企画） 

④SDGsを取り上げて、寄付と連携させた企画が増加（8企画） 

 

 

 

◆寄付月間アンバサダーが全 47都道府県にいることにより、地方開催企画も増加（99企画） 

 昨年度の 30都道府県での 58企画実施から、47都道府県から 99企画の申請があった。その内容

も多様で、寄付月間アンバサダーが企画に関わり実施に至っているものもある。 

 

・2 CANPANプロジェクト、キフカッション in 松山、愛媛県松山市 

・9 山本真一社会保険労務士事務所、専門士業（社会保険労務士）×地域コミュニティ財団×地元企業

による寄付文化醸成プロジェクト、大分県（めじろん基金にて寄付贈呈） 

・10 大津市市民活動センター、大津・SDGsくるくるチャリティプロジェクト２０１９、滋賀県大津市 

寄付月間～Giving December～ 2019 

全 47 各都道府県から NPO、行政、企業など 647 のパートナー団体、 

寄付に関するイベントなどが 175企画が実施される。 
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・13 コモンズ投信株式会社、寄付をしようと思ったら、読む本 出版イベント＠福岡、福岡県 

wework 

・17 愛知県、寄附のゼミナール inあいち 2019、愛知県 

・18 公益財団法人ふるさと島根定住財団、ファンドレイジング合同戦略会議、 島根県内 

・19 FUREFURE BOOKS、あなたの一冊が地域を変える 長野県上田市 

・22新潟県労働金庫／新潟 NPO協会にいがた NPOカレッジ 2019「ファンドレイジングセミナー」 新潟

県内上越・中越・下越の 3カ所 

・25朝日新聞厚生文化事業団 朝日こどもの未来 中四国ブロック大会 広島県尾道市 

・28 八幡浜みなっと みなと交流館 一食一善プロジェクト 2019 愛媛県八幡浜市内 

・30 公益財団法人ふじのくに未来財団 ネンイチ 2019 静岡県静岡市 

・47 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター、とっとり世界こどもの日寄付キャンペーン、鳥

取県 

・48 日本ファンドレイジング協会関西チャプター、第 9回ファンドレイジングセミナーin関西 "京

都府京都経済センター" 

・49 特定非営利活動法人 synapse40、2019誰もやらない「子ども駄菓子屋プロジェクト」、宮城県内陸

部 

・53. 一般財団法人くまもと未来創造基金、おもやいアワード 2019 みんなで未来を創ろう、熊本県熊

本市 城彩苑多目的交流施設 

・57 熊本市、熊本市市民活動支援センター・あいぽーと、くまもと・わくわく基金交流会「縁-up！く

まもと 2019」、熊本県熊本市市民活動支援センター・あいぽーと イベントコーナー 

・66 一般財団法人ふくしま百年基金、ふくしま百年基金シンポジウム 2019 SDGsで学ぶ持続可能な地

域づくり、福島県郡山市（けんしん郡山文化センター） 

・68 京都市京都市市民活動総合センター（指定管理者：特定非営利活動法人 きょうと NPOセンタ

ー）、市民活動支援クリスマス・チャリティ・コンサート "京都府ひと・まち交流館京都 2階 大会議室

" 

・70 リタワークス株式会社、寄付文化を根付かせる！社員に寄付体験をプレゼント、大阪府 

・71 特定非営利活動法人 NPOサポート・しみず、静岡市清水市民活動センター13周年記念事業 市民

活動 FESTA2019 みんなの縁日～市民と NPOのご縁をつなげる日～ のイベントの中での、応援チケッ

ト(ドネーションチケット)企画、静岡県静岡市清水市民活動センター 

75 公益財団法人ふるさと島根定住財団、これまでとこれからの寄付に感謝する集い、島根県 

・80 寄付月間アンバサダー渡邉文隆、寄付を考えよう！勉強会/忘年会、京都府京都市内 

・81 一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき、つなぐＢＡＮＫ、長崎県長崎市 

・82 きた北海道・遺贈寄付のひろば、思いつなぐ寄付プロジェクト、北海道 

・84 クリスマスマーケット熊本実行委員会、クリスマスマーケット熊本、熊本県熊本市中央区花畑町

（花畑広場他） 

・85 寄付月間 2019佐賀県実行委員会、日本と世界の子どもにクリスマスの夢を、佐賀県佐賀市 
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・86 川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課、地域・社会貢献フォーラム 2019 カワサ

キコネクト、神奈川県 PASAR BASE" 

・87 特定非営利活動法人わっか、子ども食堂応援募金、滋賀県米原市 

・88 NPOのためのデザイン、今日からできる！広報・ファンドレイジング講座、大阪府大阪市 

・89 リング 21、中小企業における SDGsとは、北海道札幌市 

・91 社会福祉法人いぶき福祉会、未来につなげる対話～パストラルいぶきプロジェクト報告会、岐阜

県 

・92 公益財団法人佐賀未来創造基金、社会課題解決セミナー「災害時における支援の在り方を考え

る」 、佐賀県 佐賀商工ビル中会議室" 

・93 101大学、くまもと KIFUカッション vol.1 〜誰かのサンタになりませんか？〜、熊本県熊本市某

所（BAR or 酒造所） 

・94 ＪAとまこまい広域青年部、おいしく農縁結び、北海道札幌市 会場 燦醸小町大通り店 

・95 一般財団法人くまもと未来創造基金、寄付で応援「一過性で終わらせないクラウドファンディン

グ」、熊本県熊本市 (熊本市市民活動支援センター あいぽーと) 

・96 St.Patrick'sDayinSAPPORO実行委員会、活動の意義や魅力を発信しよう～寄付・協賛の考え方と

集め方～、北海道札幌市 

・98 北海道チャプター、寄付クリスマスパーティー、北海道札幌市内 

・99 特定非営利活動法人 岡山 NPOセンター、岡山における子どもの虐待・貧困などの問題解決に関す

るプロジェクト 合同キャンペーン、岡山県 

・100 ファンドレイジングクラブ東北、第 2回ファンドレイジング勉強会、宮城県仙台市 

・101 describe with、「SDGs de 地方創生」カードゲームワークショップ体験会～自分たちのまちの

SDGs～、北海道岩見沢市 

・102 合同会社 Dialogger、"セカイトツナガル 寄付×SDGs 1dayカードゲームワークショップ

「2030SDGs」「SDGs de 地方創生」"、北海道札幌市 

・103 株式会社オガワヤ、学生が KIFUを活かしてアクションしていく！～サスティナブルな学生団体

の運営とは、北海道札幌市 

・105 日本ファンドレイジング協会静岡チャプター、Giving Tuesday 静岡、静岡県静岡市 

・106 株式会社オガワヤ、利益の 1%を未来の子供たちへ、北海道札幌市 

・107 13LABO、チャリティー交流会、北海道札幌市 

・108 日本ファンドレイジング協会静岡チャプター、「さんかく」で寄付と参画を考える会、静岡県焼

津市 

・109 株式会社 078、カムカムシンコウベ チャリティクリスマス、兵庫県内 

・110 日本ファンドレイジング協会東北チャプター、寄付月間展示とキフカッション、宮城県仙台市 

・111 熊本 YMCA、YMCA年末募金、熊本県 

・112 NPO法人和歌山から J リーグチームをつくる会、アルテリーヴォ和歌山ファン感謝デー・未来へ

の贈り物コーナー、和歌山県和歌山市 

・113 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 岡山、岡山県岡山市 
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・114 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 佐賀、佐賀県佐賀市 

・116 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 愛知、愛知県名古屋市 

・117 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 対馬、長崎県対馬市 

・119 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 山形、山形県山形市 

・122 認定 NPO法人日本ファンドレイジング協会、社会貢献教育＠尚絅学院大学、宮城県尚絅学院大学 

・123 認定 NPO法人日本ファンドレイジング協会、ソーシャル・リーダーシップ・キャンプ、岡山県岡

山学芸館高等学校 

・128 高知県ボランティア・NPOセンター、NPOのためのファンドレイジング（資金調達）セミナー 

〜はじめの一歩を徹底解説〜、高知県立大学永国寺キャンパス A106教室 

・131 NPO法人 CANPANセンター、寄付カタログ in 富山、富山県内 

・133 第 29回香川県ボランティア・NPO交流集会実行委員会、第 29回香川県ボランティア・NPO交流

集会、香川県 

・134 特定非営利活動法人Ｆｉｎｅネットワークながさき（県民ボランティア活動支援センター）、み

んなの交流フォーラム、長崎県長崎市 

・135 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[鹿児島会場]全国社会連携・広報

フォーラム、鹿児島県「鹿児島市民文化ホール」およびオンライン 

・136 高知県「ＦＲＪ２０１９」参加者グループ、ＦＲＪ２０１９振り返り会＆高知ファンドレイジン

グ交流会、高知県高知市 

・137 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[愛媛会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、愛媛県「愛媛県生涯学習センター」 

・138 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[大阪会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、大阪府「大阪スカウト会館」 

・139 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[兵庫会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、兵庫県「兵庫県立のじぎく会館」 

・140 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[富山会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、富山県「富山県教育文化会館 4階会議室」 

・141 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[山形会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、山形県「霞城セントラル 23階会議室」 

・143 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[北海道会場]全国社会連携・広報

フォーラム、北海道「北海道神宮社務所」 

・144 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[岐阜会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、岐阜県「下呂交流会館」 

・146 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[奈良会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、奈良県「リサイクル館かしはら」 

・147 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[宮城会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、宮城県「宮城県連盟会議室」 



 

5 

 

・148 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[沖縄会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、沖縄県「豊見城市中央公民館」 

・149 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[香川会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、香川県 

・150 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[山口会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、山口県 

・151 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[愛知会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、愛知県 

・152 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[新潟会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、新潟県 

・153 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[長野会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、長野県 

・154 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[和歌山会場]全国社会連携・広報

フォーラ、和歌山県「海洋センター」 

・156 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[秋田会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、秋田県「秋田県青少年交流センター」 

・157 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[京都会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、京都府「京都連盟会議室」 

・158 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[三重会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、三重県 

・159 ボーイスカウト日本連盟社会連携・広報フォーラム小委員会、[岡山会場]全国社会連携・広報フ

ォーラム、岡山県 

・160 ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１、山口にちなんだ絵本等の寄付、実施中！、山口県内 

・161 一般社団法人 daimon、さんかくアクション！、沖縄県那覇市国際通り 

・162 宮下真美、きふたび×寄付カッション㏌富山・石川・福井、富山県・石川県・福井県 

・163 イノウエヨシオ、きふたび×寄付カッション in宮崎、宮崎県 

・164 株式会社マルシメ、台風 19号災害支援金募金、秋田県 

・163 ならファンドレイジング研究会、NPOのための資金調達入門講座（番外編）寄付についてみ

んなで考えよう 

・165 日本ファンドレイジング協会東北チャプター、視察研修＠岩手県陸前高田市＆大船渡市 

・166 コラーニングスペース Heart Lighting Station 弘前、HLS塾 vol.19 『クラウドファンデ

ィングでよりよい社会をつくる、夢の実現を加速させる 〜クラウドファンディング入門編』 

・167 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 山梨 

・168 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 広島 

・172 NPO法人 CANPANセンター、キフカッション in 大分 

・173 イノウエヨシオ、きふたび×寄付カッション in 徳島 

・175 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク、台風 19号災害支援寄付金 
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被災地発・被災地支援の企画 

自然災害が続く日本で、被災地支援の広がりがきっかけとなって寄付への関心が高まるという傾向

がある。その流れを受けて、被災地への寄付を企画も昨年に引き続き、出てきている。 

 

・23 べじふる収穫祭実行委員会、べじふる収穫祭 みかんリレーマラソン 

・54 一般財団法人くまもと未来創造基金、おもやいアワード 2019 みんなで未来を創ろう 

・66 一般財団法人ふくしま百年基金、ふくしま百年基金シンポジウム 2019 SDGsで学ぶ持続可能

な地域づくり 

・94 一般財団法人くまもと未来創造基金、寄付で応援「一過性で終わらせないクラウドファンデ

ィング」 

・92 公益財団法人佐賀未来創造基金、社会課題解決セミナー「災害時における支援の在り方を考

える」 

・105 日本ファンドレイジング協会静岡チャプター、Giving Tuesday 静岡 

・110 日本ファンドレイジング協会東北チャプター、寄付月間展示とキフカッション 

・111 熊本 YMCA、YMCA年末募金 

・162 株式会社マルシメ、台風 19号災害支援金募金 

・165 日本ファンドレイジング協会東北チャプター、視察研修＠岩手県陸前高田市＆大船渡市 

・175 特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク、台風 19号災害支援寄付金 

 

 

「遺贈寄付」を取り扱った企画の増加 

遺贈寄付をテーマに扱ったイベント・セミナーをはじめ、遺贈寄付に関する情報発信、相談窓口の

開設や仲介など、遺贈寄付を取り扱った企画が増加し、その内容も多様化している。 

・29 ＮＰＯのための弁護士ネットワーク、遺贈寄付の実務相談 

・33 公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会、第 37回ナショナル・トラスト全国大会ー遺産

でよみがえる 美しい自然ー 

 

・36 一般社団法人全国レガシーギフト協会、士業向け遺贈寄付アドバイザー研修 

・37 一般社団法人全国レガシーギフト協会／認定 NPO法人日本ファンドレイジング協会、NPO向け

遺贈寄付研修 

・41 一般社団法人全国レガシーギフト協会、遺贈寄付フォーラム 

・61 遺贈寄附推進機構株式会社、信託を使った自治体への遺贈寄附「ふるさとレガシーギフト」

をもっと知ってもらう！ 

・62 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、寄付・遺贈の相談窓口 

・64 一般社団法人全国レガシーギフト協会、第 4回遺贈寄付サロン 

・81 きた北海道・遺贈寄付のひろば、思いつなぐ寄付プロジェクト 
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・128 一般社団法人全国レガシーギフト協会、遺贈寄付アドバンス研修 

・129 一般社団法人全国レガシーギフト協会、第５回遺贈寄付サロン 

 

 

SDGs を取り上げて、寄付と連携させた企画が増加 

 SDGsカードゲーム・ワークショップの中に寄付をトピックとして取り上げている企画をはじめ、

SDGs と寄付を絡めたトークイベントおよびキャンペーン企画も出てきている。 

 

・10.大津市市民活動センター、大津・SDGsくるくるチャリティプロジェクト２０１９ 

・66.一般財団法人ふくしま百年基金、ふくしま百年基金シンポジウム 2019 SDGsで学ぶ持続可能

な地域づくり 

・76.クラウドファンディングサイト A-port、私たちに何ができる？みんなで考えるはじめての

SDGs 

・84.クリスマスマーケット熊本実行委員会、クリスマスマーケット熊本 

・89.リング 21、中小企業における SDGsとは 

・93 ＪAとまこまい広域青年部、おいしく農縁結び 

・101.describe with、「SDGs de 地方創生」カードゲームワークショップ体験会～自分たちのまち

の SDGs～ 

・102.合同会社 Dialogger、"セカイトツナガル 寄付×SDGs 1dayカードゲームワークショップ

「2030SDGs」「SDGs de 地方創生」" 


