
 

１．寄付月間～Giving December～について 

●寄付月間とは 

寄付の受け手側が寄付者に感謝し、また寄付者への報告内容を改善するきっかけとなり、そして多くの人が寄付の

大切さと役割について考えることや、寄付に関心をよせ、行動をするきっかけともなる月間を制定する。 

 

●行うこと 

 ・寄付月間の統一ロゴ作成と各方面との連携による全国的周知による啓蒙活動 

 ・寄付について考えるシンポジウム等の開催 

 ・各法人の寄付等関連企画を公認し、一括してホーム―ページ等で告知 

 ・賛同する法人・個人をパートナー（無料）として、参加の輪を広げる 

 ・メディア等との連携による啓蒙活動 等 

 

●その他 

・社会課題の解決のための寄付の促進が本委員会の設立の背景にあるが、寄付の定義は、寄付者個々人によっ

て違いがあり、多様性を許容する観点から、寄付の定義について委員会としては明確な排他性をもたない。 

・本委員会、寄付月間参加は、各主体の自発性に基づくものであり、何ら強制的な要素を含まない。また、特定

の団体や特定課題への寄付を強制するもではなく、委員会としての政策提言を目指すものではない。 

   

２．寄付月間体制 

【寄付月間推進委員】（組織名５０音順） 

●委員長 

小宮山 宏     株式会社三菱総合研究所 理事長、一般社団法人 Japan Treasure Summit 代表理事  

●委員 

木村 真樹     公益財団法人あいちコミュニティ財団 代表理事 

横田 能洋     認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンズ 代表理事 

脇坂 誠也     認定特定非営利活動法人 NPO会計税務専門家ネットワーク 代表理事 

山田 泰久     特定非営利活動法人 CANPAN センター 代表理事 

下垣 圭介     gooddo株式会社 代表取締役 

太田 達男     公益財団法人 公益法人協会 理事長 

定松 栄一     認定特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター（JANIC） 事務局長 

西郡 俊哉     国連開発計画 広報・渉外スペシャリスト 

渋澤 健       コモンズ投信株式会社 会長 

佐藤 大吾     一般財団法人 ジャパンギビング 代表理事 

望月 保延     一般社団法人 Japan Treasure Summit 事務局長 

田中 晧       公益財団法人 助成財団センター 専務理事 

深尾 昌峰     一般社団法人 全国コミュニティ財団協会 会長 



 

木村 真樹      一般社団法人 全国コミュニティ財団協会 副会長 

金田 晃一      武田薬品工業株式会社 CCPA CSR ヘッド 

鈴木 祐司      公益財団法人 地域創造基金さなぶり 専務理事・事務局長 

高橋 良太      社会福祉法人 中央共同募金会 企画広報部長 

田中 直樹      株式会社 電通 社会貢献部 

山路 一隆      東京大学 副理事 渉外本部長 

岡本 直樹      内閣府 政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（共助社会づくり推進担当） 

併任参事官（総括担当） 

小谷 利恵      内閣府 公益法人行政担当室 企画官 

新田 英理子    認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター 事務局長 

大野 修一      公益財団法人 日本財団 常務理事 

松田 薫二      公益財団法人 日本サッカー協会 グラスルーツ推進部長 

藤居 靖幸      日本赤十字社 組織推進部参事 

鵜尾 雅隆      特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 代表理事 

髙橋 陽子      公益社団法人 日本フィランソロピー協会 理事長 

岸本 幸子      公益財団法人 パブリックリソース財団 専務理事 

小阪 亘        公益財団法人 みらいファンド沖縄 代表理事 

石田 篤史      公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 代表理事 

柳 孝          文部科学省 大臣官房政策課長 

妹尾 正仁      ヤフー株式会社 社長室コーポレートコミュニケーション本部社会貢献推進室 室長 

黒田 武志      リネットジャパングループ株式会社 代表取締役社長 

有井 安仁      公益財団法人 わかやま地元力応援基金 専務理事 

 

【寄付月間推進委員会 共同事務局】 

●共同事務局長 

鵜尾 雅隆 特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 

●共同事務局 

伊藤 美歩 有限会社 アーツブリッジ  

山田 泰久 特定非営利活動法人 CANPAN センター 

下垣 圭介 gooddo株式会社 代表取締役 

中村 奈津 gooddo株式会社   

馬越 裕子 コモンズ投信株式会社   

宮本 聡       一般財団法人 ジャパンギビング 

鴨崎 貴泰 特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会 

三島 理恵 特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会  

青木 高       公益財団法人 日本フィランソロピー協会  



 

田口 由紀絵 公益財団法人 パブリックリソース財団  

酒井 卓爾 ヤフー株式会社  

井手 一代 ヤフー株式会社              

 

●監査 

高橋 正         東京地方税理士会 公益活動対策部 部長/税理士 

 

●会計委員（作業部会（共同事務局）） 

脇坂 誠也 認定特定非営利活動法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク 代表理事 

山田 泰久 特定非営利活動法人 CANPAN センター 代表理事 

 （2015 年 9 月 14日現在） 

 

  



 

３．全体スケジュール 

●2015 年 

６月   第一回寄付月間推進委員会 全体企画の決定、体制の決定、スケジュール確認等 

８月   ウェブリリース、記者発表、 

９月   第二回寄付月間推進委員会（主催企画の確定、賛同パートナーなどの呼びかけ・参加状況の共

有）、Yahoo!ネット募金での寄付月間の取組に対する寄付募集 

１２月  寄付月間～Giving December～ [ 欲しい未来へ、寄付を贈ろう。] 

 

●2016 年 

  ２月   第三回推進委員会（振り返りと来年に向けて） 

 ３月   寄付月間での面白い取り組みを表彰 

  

  



 

４．企画及び情報発信について 

●主な企画・イベント等 

 主催 

 １）HP・SNS  ２）賛同パートナー募集  ３）ポスター・チラシ ４）ピンバッチ  ５）記念シンポジウム 

 

共催・公認関連企画 

2015 年 11 月 6日現在、推進委員会及び共同事務局が所属する組織で企画、検討を行っている企画及び寄

付月間公式認定企画。 

１ E-ファンドレイジング・チャレンジ（E-チャレンジ） 11/26-12/25 パブリックリソース財団 

２ 寄付月間（チャリティーオークション）特集ページ 12月 Yahoo 

３ 年末リサイクル寄付 12月 リネットジャパン 

４ 
ジャパンギビング寄付月間特別キャンペーン（実

費手数料のみ） 
12月 ジャパンギビング 

５ 
情報ボランティアによるキャンペーン運営サポート

（限定 5団体） 
12月 ジャパンギビング 

６ 公認企画の紹介コンテンツ紹介（特設ページ上） 12月 gooddo 

７ カンパイチャリティ 12月 あいちコミュニティ財団 

８ 
バリューブックス「寄付月間＋α」年末年始特別キ

ャンペーン 
12/1～1/31 バリューブックス 

９ 全国遺贈寄付推進会議（仮）の発足   日本ファンドレイジング協会 

10 

a) 寄付推進フォーラム「寄付のチカラ～ささえあ

いの物語、東北から～」    

ｂ）「寄付のチカラ～あなたの願いと物語」の公募

企画 

a)11/30  

b)10/16から

プレスリリー

ス配信予

定、フォーラ

ムにて表彰 

地域創造基金さなぶり 

11 CSR MeetUP 「CSR×寄付」 12/4  Canpanセンター 

12 ソーシャルアクション教室 12/5 コモンズ投信 

13 
～欲しい未来へ、寄付を贈ろう～こどもトラストセミ

ナー「寄付の教室」第 2弾 
12/12 コモンズ投信 

14 

Giving December寄付サミット in SAGA & さがつ

く AWARD～日本初の寄付月間、佐賀に登場！日

本のソーシャルをけん引する人が佐賀に集結！

～ 

12/13  佐賀未来創造基金 

15 まちかどのフィランソロピスト賞 12/15 日本フィランソロピー協会 



 

16 ファンドレイジング日本での寄付月間表彰 3/13 日本ファンドレイジング協会 

 

 

新規の関連仕掛け 

 １）遺贈寄付推進会議（仮）の立ち上げ 

 ２）その他新規仕掛けの発足 

 

●主な情報発信・啓蒙 

マスメディア 

 １）新聞・テレビ（社説、特集、記事、放送） 

 ２）雑誌（チャリティ企画） 

メディア掲載実績 

・GoodWay（金融＆IT業界の情報ポータルサイト）2015年 9 月 4日 

【寄付月間推進委員会】日本の寄付への意識を海外並みに高めていく！多くの人が寄付の大切さと役割について

考え、関心を寄せて行動するきっかけを作る「寄付月間～Giving December～」の報道関係者向け説明会及び

キックオフイベントを東京・赤坂の日本財団ビルで開催！ 

・朝日新聞 2015年 9 月 7 日 社説 寄付と税制 官民格差をたださねば 

・日経ヴェリタス 2015 年 9月 13 日 渋沢健の愛と資本主義 世の中の成長を「寄」せて身に「付」ける 

・朝日新聞 2015年 10月 11 日「政治断簡 1 億分の 1 人のために」 

・AERA 2015 年 11 月 9日号「小泉進次郎氏が次にしたいことは 1 日 1円で誰かの力に」 

・公益法人 2015年 11 月号「未来を考え寄付をする。～寄付を育てて、さまざまな社会的課題を解決」 

・BLOGS 2015 年 11 月 05 日 社会貢献しながら節税もできる!? 法人・企業寄付 5 事例 


