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当財団のここが自慢！

• お金がある

• 若者の採用を継続

• トップがすごい



７つの力のうち、
どんな力が、なぜ求められる？

⑥内部の人材育成力

＜理由＞

• 情報、人脈などはある

• 課題解決力と実現力が不足

• 組織的な体制も不足



地域の課題・理想とプログラム
（１／３）

本当は
NPOが情報公開に積極的に取り組む日
本社会でありたい。

現状は

情報公開の意義や目的を理解し、積極
的に取り組むNPOは少ない。

原因は

情報公開に対する意識の低さとメリット
の分かりにくさによる後回し。

そこで

地域の中間支援組織と協力し、情報公
開に取り組むやる気ときっかけを提供す
るセミナーを開催する。

＜いただいたコメント＞
・情報公開をする相手は誰ですか？
・「メリットを知ってもらう」とかのメリットって何でしょう？

・ＮＰＯが情報公開することがどんないい社会が作られるのでしょうか？そこの部分から
市民に対してもっと伝えられるようになることを、日本財団のような団体には期待します。

・情報開示促進を誰に呼びかけると効果的ですか？個人でも団体でもセクターでも５つ挙
げると？
・各ＮＰＯに対するセミナーの前に、中間支援センターへのセミナーはないのでしょうか？



地域の課題・理想とプログラム
（２／３）

本当は

「市民の力で地域課題を解決する」をサ
ポートする助成制度でありたい。

現状は

「地域課題の解決」という成果がみえにく
い。

原因は

「とにかく支援する」という初期の制度設
計からの見直しが不足している。

そこで

「制度設計の見直し」プログラムを財団
外の力も巻き込みながら実行する。

＜いただいたコメント＞
・マネジメントを支援する、資金＋マネジメントという観点は？

・これは財団内部での見直し、検討はしているのでしょうか？内部の議論をいかに活発に
するかが重要な気がします。
・見直し継続の仕組みづくりは？ちゃんと制度化することで継続を担保する。
・見直しを制度化するために必要な作業は何があるか？



地域の課題・理想とプログラム
（３／３）

本当は

助成機関が連携し、もっとお金が活きる
社会にしたい。

現状は

それぞれが精一杯ｏｒお山の大将的ｏｒ縄
張り争いをまだしている。

原因は
助成機関自身の、
・手段が目的化
・存在価値の創出
に必死
・若手のネットワークがない

そこで
・若手（実務担当）のネットワークづくり
・「変わる」を実現できる仕組みづくり

＜いただいたコメント＞
・助成機関が連携するとどんなことができそうですか？
・具体的につながりたい団体はありますか？

・精一杯な時は自分の思いこみや決めつけが多いときかもしれない。手抜きをする方法
を考えるとラクになるかもしれません。



地域の課題・理想とプログラム（１／３）
コメントからの気づき

本当は
NPOが情報公開に積極的に取り組む日
本社会でありたい。

現状は

情報公開の意義や目的を理解し、積極
的に取り組むNPOは少ない。

原因は

情報公開に対する意識の低さとメリット
の分かりにくさによる後回し。

そこで

地域の中間支援組織と協力し、情報公
開に取り組むやる気ときっかけを提供す
るセミナーを開催する。

＜コメントからの気づき＞
・情報公開とは、「見えるための土台づくり」
・「見える」ことが「つながる」そして「信用創造」へ。結果として社会が元気になる。
→情報公開のＨｏｗ ｔｏだけでなく、本質と効果まで包括した内容にする
→小難しい話だけでなく、きっかけの提供＝実習も行う。
・今まで個別に協力してきたものに加え、センター連携による仕掛けも検討する。
・協力を呼びかける対象を前例にとらわれずに広く探る。
→個別の協力だけでなく、センター連携企画やブランディング企画も検討する。



地域の課題・理想とプログラム（２／３）
コメントからの気づき

本当は

「市民の力で地域課題を解決する」をサ
ポートする助成制度でありたい。

現状は

「地域課題の解決」という成果がみえにく
い。

原因は

「とにかく支援する」という初期の制度設
計からの見直しが不足している。

そこで

「制度設計の見直し」プログラムを財団
外の力も巻き込みながら実行する。

＜コメントからの気づき＞
・目標と実現するための課題を明らかにする。
・施策レベルではなく、制度レベルまでの見直しまでもっていくことが必要。
→見直した結果の実行に対するコミットメントを得ること。
→見直しを継続するための仕組みづくり。



地域の課題・理想とプログラム（３／３）
コメントからの気づき

本当は

助成機関が連携し、もっとお金が活きる
社会にしたい。

現状は

それぞれが精一杯ｏｒお山の大将的ｏｒ縄
張り争いをまだしている。

原因は
助成機関自身の、
・手段が目的化
・存在価値の創出
に必死
・若手のネットワークがない

そこで
・若手（実務担当）のネットワークづくり
・「変わる」を実現できる仕組みづくり

＜コメントからの気づき＞
・それぞれの助成プログラムの補い合い。
・助成機関の実態は知っているようで知らない。
→まずは出来ることから。既存のつながり（研究会など）を活用。
→実態調査と職員のつながりづくり



当財団のプログラムを見直す
（１／３）

現在のプログラム（機能） 根拠となるニーズ 今後どうする？

市民活動助成 市民社会の担い手となる
市民活動団体への資金提
供が少ない

見直しが必要

CANPAN 「民」が「公」を支える社会
情報インフラがない

ニーズ調査→Plan→Do
前進！

ブログマガジン 日本財団の活動について
手軽・安く・多くの人に周知
する手段がない

読者アンケートにより満足
度やニーズを確認しながら
継続する

定例記者会見 日本財団への誤解が多い
ので、自ら積極的に情報
公開する場が必要（特に
対マスコミ）

特に問題はないので継続
する



当財団のプログラムを見直す
（２／３）

現在のプログラム（機能） 根拠となるニーズ 今後どうする？

会議室 虎ノ門周辺には、安くて立
地の良い会議室が少ない

設備の不足（ネットなど）や
老朽化への対応を行いな
がら継続

イベントスペース 虎ノ門周辺には、安くて立
地の良いイベントスペース
が少ない

満点ではないが、改善の
余地は少ないので、このま
ま継続

大型ビジョン 霞ヶ関に向けて競艇や日
本財団のことをアピールす
る場がない（公然と）

設備の維持、管理が大変
だが、ニーズは変わらない
ので継続

調査研究事業 新たな社会問題やニーズ
の調査をしないと、より良
い助成ができない

状況に変化はないので継
続



当財団のプログラムを見直す
（３／３）

現在のプログラム（機能） 根拠となるニーズ 今後どうする？

助成金セミナー ・日本財団の助成プログラ
ムの認知度が低い

・資金マネジメント力の向
上と助成について学ぶ機
会が少ない

継続する。ただし、助成プ
ログラム自身の見直しと併
せて、内容については見
直しながら

無料出張講座 資金マネジメント、申請書
作成、情報発信などの講
座へのニーズとCANPANの
利用促進のために、各地
の中間支援組織との人脈
形成

継続する。ただし、内容や
開催方法については、つ
ど見直しが必要

Shop人にやさしく 助成先である授産施設の
授産品の販売促進支援が
足りない

CANPANの物販機能との
連携

ランチタイムコンサート 若手音楽家の演奏機会が
少ない

特に問題はなく、ニーズも
あることから継続



地域の課題・理想に挑むプログラム
（１／４）

本当は
「市民の力で地域課題を解決する」をサポートする助成制度でありたい。

現状は
・「地域課題の解決」という成果が見えにくい。
・公募よりも発掘・自主企画型事業が中心。

原因・背景は
・初期の制度設計からの見直しと募集要項の改善をしていない。
・個々の施策を制度化までしないので継続しない。



地域の課題・理想に挑むプログラム
（２／４）

その解決のために！当財団は
（１）助成制度の制度設計の見直しと施策の制度化
（２）募集要項の改訂

スタッフは
・「2008年10月の募集で実現する」ための計画を立て実行する。
・外に目を向け、ヒアリングや勉強会などに積極的に取り組む。
・理事をくどく（理事が安心してコミットできるように）

理事
・制度レベルの変革を恐れない。

＜コメント＞
・対象となるNPOの現状はどの様に把握していますか？
・現行制度のGoodとBadのリストはありますか？
・Badにより逃がした社会的成果のリストはつくれますか？
・Badを改善するプランの合理性をどう高めますか？



地域の課題・理想に挑むプログラム
（３／４）

主な対象となるNPOに
・より良い資金を提供する。
・資金以外の支援（資金マネジメント講座など）
・資金をさらに活かすための機会（助成先を地域で結びつけるなど）

支援センターに
・地域課題解決のためのパートナーとして、助成だけではないおつきあい。

＜コメント＞
・お金だけではなく、人の支援という視点は大切だと思います。

・助成だけではないおつきあいはぜひお願いしたい。お金を出す・もらうの関係ではなく、
パートナーとなっていただけるとありがたい。
・チャレコミのように採択団体同志のネットワークもつくってほしい。
・組織を育てる視点を大切にしてもらいたい。ともに考え、ともに育つ。



地域の課題・理想に挑むプログラム
（４／４）

行政に
・協働や施策見直しの機会やネタを提供する。

企業に
・CSRに取り組む機会やネタを提供する。

他の助成機関に
・情報交換や勉強会（できれば若手で）の機会をつくる。
・連携による助成の実施。

＜コメント＞
・企業からNPOへの資金提供の窓口として成長できる可能性大。



気づき・学び・刺さった言葉

• 仮説を思い込みから根拠へ

• ビジネスモデルを考える

• 問題意識より課題認識の共有

• 本気とはなにか？



明日以降すること
（誰に何を？）

• 現行制度の良い点・悪い点を整理

→有志WGへ

• MYビジネスモデルをつくる

→自分へ
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