
NPO法⼈に対するベンチャーフィランソロピー、
アクセラレータープログラムによる専⾨性を活かした⽀援
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2005年 2009年 2011年 2013年 2015年 2016年 2018年 2019年

NPO法⼈化
千葉市から放課後
⼦ども教室総合コー
ディネーターを受託

2011年以降、
累計18校を開設

社会的事業の成⻑と
資⾦的⽀援・⾮資⾦的⽀援の内容

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

社会的事業
の成⻑

 社会的事業︓特定⾮営利活動法⼈ 放課後NPOアフタースクール
 資⾦的⽀援︓⼀般社団法⼈ ソーシャル・インベストメント・パートナーズ、

楽天 株式会社
 ⾮資⾦的⽀援︓⼀般社団法⼈ ソーシャル・インベストメント・パートナーズ、

楽天 株式会社

【スキーム】

・助成 2,000万円
・事務局⻑、及びエリア
マネージャーの雇⽤に
かかる⼈件費等の運営
費に使⽤

・助成 80万円
・「放課後STEAMラボ」という
オンラインプラットフォーム事業
⽴ち上げの運営費に使⽤

・指標設計・事業計画策定
・組織・⼈事体制・経営チーム作り
・事業モデル・収益モデルの策定

・将来的な⽬線合わせとデューデリジェンス
（事業精査）において、社会的成果評価
をKPI化

・⼦どもの放課後活動に多くの⼈や
企業が参加するためのオンライン
プラットフォームの設計
・実証実験について⼈材と技術の
⽀援
・KPIに関する対話

活動開始
（ボランティア）

常設のアフ
タースクール
１校⽬開校

公⽴校に初め
てアフタース
クールを開校

関⻄に活動拠
点を拡⼤

毎年、社会的インパクト評価のレポートを公表

（⼀社）SIP

⽇本ベンチャー・フィランソロピー基⾦

※SIP︓ソーシャル・インベ
ストメント・パートナーズ

助成

（公財）⽇本財団

NPO法⼈放課後NPO
アフタースクール

児童、保護者

プロボノ
パートナー企業

社会的な成果に
関する支援等

共同運営

楽天（株）

一般業務支援助成

NPO法⼈放課後NPO
アフタースクール

児童、保護者

事例
２



■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営

解決したい社会課題

• ⼩学⽣が登下校中に事件に巻き込まれることがあること。
• 過ごす場所が限られた放課後、1⼈で過ごす放課後、やりたいことができない放課後が⼦どもの⼼に与える影響が⼤きいこと。
• ⼦どもが⼩学⽣になるタイミングで保護者が仕事を諦めざるを得ないこと。

社会的事業の概要
• ⼩学校を活⽤して、放課後の預かりや活動の場を提供する「アフタースクール」を運営している。地域の⼤⼈や社会の第⼀線で活躍す

る⼤⼈（「市⺠先⽣」）が、ボランティアで活動し、⼦どもたちに多様なプログラムを届ける。友達と過ごすこと、やりたいことを選べること、
多くの仲間と⾃由に過ごすことができる放課後作りをしている。

• このほか、⼦どもたちの放課後をより豊かにするため、企業・⾏政と連携した⼦育てプロジェクト等を推進している。

9

【⽬標、成果】
⼦ども参加延べ⼈数
市⺠先⽣⼈数

【重要と考える⽬標、成果指標】

図表出典︓ https://npoafterschool.org/

 設 ⽴ 2009年6⽉
 所在地 東京都港区
 ステージ 成⻑期

【⽀援の受け⼿】 特定⾮営利活動法⼈ 放課後NPOアフタースクール

社会的事業者の声

創業期におけるKPIの明確化
2013年12⽉に（⼀社）ソーシャル・インベストメント・パートナーズ（以下、SIP）から経営⽀援を受

けたが、2014年3⽉時点で当法⼈の⼈員は、常勤5⼈、⾮常勤が20⼈であった。SIPからの⽀援を受
けるにあたり、将来的な⽬線合わせを⾏うとともに、デューデリジェンス（事業精査）段階で社会的インパ
クト評価の考え⽅を何度も協議し、事業計画を⽴て、KPIを設定し⽬標と成果を明確にした。当法⼈の
活動が、保護者、⼦ども、学校だけでなく、市⺠先⽣や⾏政にどのようなインパクトを及ぼすのか、インプッ
ト、アウトプット、アウトカムにつながることを可視化した。
創業期は少ない⼈数で事業のチャンスを拾っていくことが重要な仕事であるので、⾃分達で⽴ち⽌まっ

て事業計画を描くことは難しい。そのため、考え⽅の整理や活動の社会的価値を再認識し、事業計画を
⽴てる道筋を外部の⼈と⼀緒に作ることの意義は⼤きい。

１

２ 経営管理の⼀環でKPIを把握
⽇々の経営の中で、KPIを測定し、それがどう変化したのか、⼀般に⽐べて当法⼈はどうなのかという視

点を持っている。
参加する⼦どもが増えると当法⼈の収益も増えるので、⼦どもの参加⼈数を重要な成果指標とし、収

⽀と併せて毎⽉追っている。その積み重ねがアウトプットであり、最終的なアウトカムにつながる。アウトカム
については⼦どもに毎年アンケートを取り、得意分野や⾃信の有無や新しいことに挑戦したい意欲などを
⽂部科学省の調査に合わせるように確認し、⽐較する。保護者へのアンケートでは、安⼼して仕事がで
きること、⼦どもとのコミュニケーションの増加などを追いかけている。
社会的インパクトレポートを出しているが、専属のスタッフはおらず、経営管理の⼀環としてKPIを取って

いる。アンケートは満⾜度調査に近く、経営管理にも活かしている。加えて、インパクトを測ることができる
指標を⼊れて毎年把握しているが、測定や分析に必要な⼈員が⾜りていない現状もあるので、今後は
課題意識を持って取り組みたい。

企業との協働プロジェクトに求めるもの
企業との協働プロジェクトでは、何を社会的インパクトとしていくかを話し合うことを意識している。企業から求め

られる指標は、参加⼈数やメディアへの露出など、短期で⾒えやすいものも多いが、貧困層にどれだけアプロー
チできたか、⼦どもがどう変化したかという⻑期的・本質的な社会的インパクトを求める企業も増えてきている。
それは当法⼈としては 嬉しいことであり、難しいことでもあるが、企業と⽬標を共有しながら、事業設計を模索し
ている。
社会的インパクト評価については、多様なステークホルダーとの協業を推進していくために、社会的インパクト

評価に関する資⾦・ノウハウが必要と認識している。資⾦については評価設計や実施、分析などを考えると、事
業費の5%〜10%程度が必要となってくる。これは次に向かうための基礎的な情報の収集に必要な資⾦であ
る。また、設計や数字のとり⽅、また評価をよりよい事業に活かしていく仕組作りなど、社会的インパクト評価に
関してはまだノウハウを積み重ねているところであるので、先⾏事例に関する情報や、伴⾛⽀援などが欲しい。

3

成⻑期の⼈材管理の課題
アフタースクールを増やすと雇⽤が必要になるが、以前は専⾨の採⽤部隊がなく、短期間で退職をした⼈

がいた。⼈材を即戦⼒として活⽤するのではなく、気持ちを重ね醸成してから⼊職してもらうことが重要である。
加えて仕事が⼈に付随して張り付いて⾏われるため、⼈材が定着しないと事業運営が不安定になる。そこで
業務の標準化やノウハウの可視化、研修を強化するという⽅に舵を取り始めた。また雇⽤については、プロボ
ノで法律事務所が相談に乗ってくれるのは助かった。

4

事業収益のある社会的事業をNPO法⼈が運営する意味
当法⼈には、NPO法⼈は市⺠活動の受け⽫であるという考えが根流にあるため、アフタースクールの運営に

あたり、市⺠先⽣や企業などさまざまな主体と積極的に連携を図っている。そのため、事業収益からなる社会
的事業であっても、NPO法⼈が運営することがプラスになると思っている。

5

⼦ども参加延べ⼈数（実績） 市⺠先⽣⼈数（実績）

2015年度 88,399⼈ 508⼈

2016年度 135,171⼈ 1,014⼈

2017年度 180,227⼈ 2,506⼈
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 設 ⽴ 2012年11⽉
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 ⼀般社団法⼈ ソーシャル・インベストメント・パートナーズ

⽀援の概要
• 社会的事業に対して資⾦及び経営⽀援を提供する「⽇本ベンチャー・フィランソロピー基⾦ (JVPF)」を（公財）⽇本財団と共同運営している。
• 2012年11⽉に⽇本初の本格的ベンチャーフィランソロピー組織として設⽴された団体である。当初（公財）⽇本財団において１億円の基⾦が設置され、現在は8.3億円。
そのうち、50%を⺠間の資⾦提供者が寄附⾦として拠出し、同額を（公財）⽇本財団が拠出している。SIPは、社会課題の解決を⽬的とする「社会性」、解決策の「⾰
新性」、事業モデルとして持続性を担保する「事業性」を兼ね備えた社会的事業を厳選し、中⻑期で資⾦提供と経営⽀援を⾏う。⽀援はプロボノパートナー組織（コンサル
ティング会社、法律事務所など）と協働で実施。教育や若者の就労⽀援、育児や⼥性の活躍、地域コミュニティの発展という次世代の育成を通じて⽇本の社会基盤の安
定に資する分野に重点を置く。

• ⽀援の特徴は以下のとおり。
―柔軟な資⾦提供︓助成だけではなく投資や融資など、⽀援先のニーズに応じて柔軟に資⾦提供の⼿法を選定。
―組織への⽀援:個別のプロジェクトではなく、⽀援先の組織全体への⽀援を実施。資⾦提供だけではなく、戦略策定や事業実施を積極的に参画し、組織の成⻑を⽀援。
―中⻑期の伴⾛とモニタリング: 3年から5年を⽬処とした中⻑期の伴⾛を⾏い、事業進捗と社会的インパクトの評価・モニタリングを実施し、地域経済の活性化を⽬指す。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 助成、融資、出資 提供⾦額 １件あたり3,000万円から5,000万円

資⾦源 個⼈、企業からの寄附 年度別実績※ 2015年度 2016年度 2017年度

⽀援対象

成⻑ステージ 成⻑期
助成

件数 ２件 - -

対象地域 全国 ⾦額 6,000万円 - -

期間 ３年から５年
融資、出資

件数 １件 - １件

対象分野 若者の就労⽀援、育児・⼥性の活躍、
地域コミュニティ ⾦額 3,000万円 - 3,000万円

選定基準

• SIPの⽀援先選定基準は、以下の5つの基準に基づき、⽀援先を能動的に発掘、厳選する（年間1社から3社程度）。①測定可能な社会的インパクト、②事業の持続可能性、③事業拡
⼤の可能性、④経営陣のリーダーシップ能⼒、⑤ミッションとビジョンの共有。

• この選定は、代表者や経営チームとの度重なる⾯談と事業精査のプロセスを通じて⾏われる。事業精査においては、中⻑期のインパクト⽬標の具体的な指標設計と事業計画の策定、組織・
⼈材体制や、経営執⾏スケジュールを策定し、選定基準に合致するか判断する。

• 対象とする事業の成⻑ステージとしては、当該事業のセオリー・オブ・チェンジが⼀定のモデルとして証左のあるものを対象とする。

内容

●…⾃社
○…他社委託
◎…他社と共同
－…実施なし

社会的な成果 財務⾯ 組織体制 ⼀般業務⽀援

成果拡⼤戦略 成果測定 資⾦調達 収益戦略 財務管理 ⼈材 ガバナンス 事業戦略 業務処理

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
・プライベートエクイティ（未公開株式）投資やベンチャーキャピタル投資の⾼い専⾨性と豊富な知⾒を持つSIPの理事・職員が中⻑期かつ総合的に⽀援することが特徴。
・中⻑期のインパクト⽬標の具体的な指標設計と事業計画の策定。
・必要な経営資源、組織・⼈事体制や、経営チーム作り、事業モデル・収益モデルを策定し、持続的な事業基盤作り。
・経営執⾏スケジュールを策定し優先順位をつけ、SIPが⽀援先と特定したスコープに対してプロボノ組織を導⼊。
・⽀援先団体の役員・理事に就任し、経営に対するガバナンスを実施。

※下表の年度別実績は、JVPFによる⽀援実績である。なお、放課後NPOアフタースクールへの⽀援は2013年度である。

図表出典︓http://sipartners.org/
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⽀援の出し⼿の声

コアバリュー（中核的価値観）の重要性と⽀援対象の厳選
NPO法⼈放課後NPOアフタースクールが成⻑を遂げた要因の1つは、団体⾃体にコアバリュー（中核的

価値観）があったことである。事業の特徴として、放課後の学校という施設を利⽤して⼦どもの預かりを実
施するだけでなく、地域の⼤⼈たちや企業と連携して⼦どもたちへ放課後に豊かな体験ができるさまざまなノ
ウハウと経験を持っていた。また事業を運営できる⼈材が、経営者個⼈に依存することなく、ナンバー2⼈材
を含めて存在しており、チームとして事業の成⻑と組織作りを牽引することができた。
SIPの⽀援先選定基準として、コアバリュー（中核的価値観）の存在や経営者の資質、個⼈に過度に

依存しないチーム組織を確認することは肝要である。NPO法⼈放課後NPOアフタースクールへの⽀援の際、
3、4か⽉にわたり週１回程度のミーティングを重ねた。⽀援前の段階では、私⽴学校において事業を実施
し⼀定のセオリー・オブ・チェンジの仮説を証明することができていた。SIPの⽀援の根幹として、放課後NPO
アフタースクールの事業を公⽴学校にも展開して、全国にスケールアウト（他地域への複製展開）するか
がポイントであった。その戦略を議論し事業計画を策定する過程では、経営者としての資質のポテンシャル
を判断し、それを⽀えるためにどのようなチームを組めば良いかを考え、資⾦⾯・経営⾯での⽀援計画を策
定した。
社会にイノベーションを起こすには、新しい価値観と、それを使った挑戦が必要であり、そこにはリスクが常に

伴う。多くの社会的事業は組織体制も脆弱で事業運営のリスクが⾼いことも多く、資⾦提供側は単に⽀
援プロジェクトを選別するのみならず、リスクを最⼩限に抑えインパクトを拡⼤することができる能動的な経営
⽀援の知識・経験が問われることとなる。

１

戦略と組織基盤強化の基本⽅針を共有するデューデリジェンス（事業精査）
⽀援の全体となる戦略と組織を⾒直すデューデリジェンス（事業精査）のポイントとして、持続的な収益

モデルの策定と社会の課題を解決しインパクトを拡⼤する事業モデルの確認とブラッシュアップが挙げられる。
中期的な⽬標を社会的インパクトに置き、セオリー・オブ・チェンジやロジック・モデルのフレームワークを使って、
受益者を特定し、受益者ごとにKPIを設定し、そのためのアウトプットを決定する。中期的なインパクトを拡
⼤するために、必要な経営資源（資⾦、⼈材、ノウハウ、社外ネットワークなど）を特定し、それらの調達
計画とともに事業のロードマップを策定し、事業計画を策定する。当該事業計画は、⽀援候補先の組織
内とSIPの間で共有され⽀援期間中の⽅針となるものである。

2

社会的インパクトに関する認識の共有
社会的事業においては、社会課題の解決そのものを事業⽬的として意図し、明確なビジョンやゴール設

定を⾏い、それを客観的データで測定することが必要となる。また、⽀援提供者と⽀援先にかかわらず、
全ての社内外の利害関係者において社会的インパクトが共通⾔語として共有されることが重要である。

社会課題の解決を促進するコレクティブ・インパクト・アプローチ
SDGsが⼀般化する中で、インパクト投資やベンチャーフィランソロピーは、上場株式投資、未上場株式

投資、社会的事業への助成などのあらゆる分野で拡⼤していくと予・想される。社会課題解決そのものを
事業⽬的とする企業や団体が増えていく中で、コレクティブ・インパクト・アプローチによる⽀援は⾮常に重
要になると考える。社会課題は⼀層複雑化し、特定の機関や団体だけで解決できるものではないからで
ある。SIPの⽀援の新しい様式として、ベインアンドカンパニー、クリフォードチャンス法律事務所、VOXグ
ローバルなど、関連する団体・組織・機関を特定し、彼らと共通の⽬標と評価指標を共有し、インパクト
の拡⼤に向けて総合的な⽀援を⾏うショーケースを作っていきたい。

4

3

 設 ⽴ 2012年11⽉
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 ⼀般社団法⼈ ソーシャル・インベストメント・パートナーズ （つづき）
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 設 ⽴ 1997年2⽉
 所在地 東京都世⽥⾕区【⽀援の出し⼿】 楽天 株式会社

⽀援の概要

• 楽天株式会社は、⾃社のテクノロジーやビジネスアセット（事象資産）を活⽤して、社会課題の解決に取り組む団体を⽀援する
アクセラレータープログラムである「Rakuten Social Accelerator」を2018年から実施している。

• 同プログラムは、社会課題が発⽣する構造⾃体を変えることに挑戦する社会起業家に対して、80万円の助成⾦を提供するととも
に、⾃らの意思で参画する当社の従業員がプロボノによるプロジェクトチームを組成し、半年間、テクノロジーを活⽤した社会課題の
解決に協働して取り組み、社会課題の解決を加速させる。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 助成 提供⾦額 1件あたり80万円

資⾦源 ⾃⼰資本 年度別実績 2016年度 2017年度 2018年度（⾒込み）

⽀援対象

成⻑ステージ 限定していない
助成

件数 - - 6件

期間 1年未満 ⾦額 - - 480万円
（うち放課後NPOアフタースクール80万円）

対象地域 全国

対象分野 限定していない

選定基準

次の基準を踏まえて、半年間この起業家と協働したいかを従業員が考えて投票で選定。
・インパクト︓対象としている社会課題は⼗分に⼤きいか、社会課題の根本解決に寄与しており、インパクトは⼤きいか。
・チーム︓代表に起業家精神があり⾃ら⼿を動かす⼈物か、本プログラムに⼗分コミットできるチーム体制を整えられるか。
・実現可能性︓プログラムにおいて達成したいこととその道筋が明確か、インパクトを計測するKPIを持っているか。
・牽引⼒︓事業としての実績が既にあり、成⻑路線に乗っているのか、持続可能なビジネスモデルを持っているのか。
・⾰新︓⾰新的なアイデアや解決策を持っているか。
・相乗効果︓⾃分はこの団体と協働して価値が出せそうか、価値を出すために必要なリソースにあたりがつけられるか。

内容

●…⾃社
○…他社委託
◎…他社と共同
－…実施なし

社会的な成果 財務⾯ 組織体制 ⼀般業務⽀援

成果拡⼤戦略 成果測定 資⾦調達 収益戦略 財務管理 ⼈材 ガバナンス 事業戦略 業務処理

- - - - - - - ● ●

・当社事業を通じて培った広範囲におけるインターネット企業特有の知⾒を最⼤限に活⽤し、社会起業家の事業の成⻑を加速させるための協働をする。特に、テクノロジーを活⽤した
社会課題の解決を⽀援する。

・当社の従業員の中で、テクノロジーの知識を持つ者をチームに巻き込むことによって、事業の構想を描くだけでなく、プロトタイプを⽰し、実装まで⽀援できる点に強みがある。

図表出典︓ https://corp.rakuten.co.jp/sustainability/social-accelerator/

2018年度プログラムの様⼦
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⽀援の出し⼿の声

テクノロジーを活⽤した社会課題の解決を⽀援
「Rakuten Social Accelerator」プログラムは、従業員のボトムアップで始まった。既存のアクセラレーター

プログラムのスキームを参考に、ソーシャルセクターにおけるプログラムとして⽴ち上げた。⽀援する成⻑ステージ
は問わないが、テクノロジーを活⽤して社会課題を解決する事業を⽀援する点に特徴がある。
放課後NPOアフタースクールは、事業収益の基盤がしっかりしており成⻑期にあるが、「放課後STEAMラ

ボ」という新たなプロジェクト（※）の⽴ち上げ期において、技術⽀援や持続可能な仕組作りを⽀援した。
現状のアフタースクールは、対⾯でのプログラム提供に限られている。そこで、放課後STEAMラボは、テクノロ

ジーの⼒を活⽤して、デザイナーやエンジニアなど企業の⼈と放課後の現場をオンラインでつなぐことを模索し、
パソコンやタブレット等のさまざまなツールを使って⼦どもたちが⾃由に遊ぶことができる場を⽬指した。 物理的
制約をなくすことで、より多くの⼈や企業が参加しやすくなり、プログラム内容の充実と持続可能性を⾼め、より
多くの⼦どもたちへの体験機会の提供につなげるねらいがある。

５

協働によるソーシャルキャピタルの蓄積
放課後STEAMラボを継続的な企業参画によって持続可能な取組にするための実証実験に積極的に参

加した。
この中で、⼩学校の放課後である午後３時は、⼀般的に社会⼈の就労時間であるため、この時間帯に

社会⼈がどう関わることができ、企業が⼊りやすい仕組を試案するという課題が新たに浮かんだ。
印象的だったのが、現場スタッフの⼤⼈が、本気で楽しんでいることが⼦どもたちに伝わっているのが⼀番良

かったと⾔われたことである。これがきっかけとなり、「放課後クリエイティ部」という⼤⼈どうしがつながるためのコ
ミュニティを⽴ち上げることとなった。STEAMラボのような活動を⼦ども向けに⾏うだけではなく、ワークショップ
等を通じて⼤⼈どうしの交流も図っている。これは当社の従業員に限らずに、さまざまなバックグラウンドの社
会⼈に関わってもらうことを想定している。
このような形でソーシャルキャピタル（社会・地域における⼈々の信頼関係や結びつき）が蓄積し、⼈をど

うつなげていくかということが社会課題を解決するにあたり重要なのだと実感した。

６

７ KPIに対する社会起業家と営利企業の意識の違い
同プログラムの⽀援先からは、冒頭ミーティング、中間報告会、最終報告会の3つのチェックポイントで報

告をしてもらった。また毎⽉チェックシートを⽤いて事務局と協働チームリーダーが協議し、問題があったら介
⼊して⽀援した。
同プログラムは2018年が初年度で、⽀援先（社会起業家）と当社の従業員のKPIに関する意識の違

いがあったことは気づきの1つである。
当社はKPIを設定したら短期間で試⾏錯誤を繰り返し、必ず期間内に達成するという企業⾵⼟だが、社

会起業家は⾃分の⽬標に向かって慎重にやっていきたいというところがある。これは良し悪しの問題ではなく、
世界観や価値観の違いであると考えている。
KPIは、プログラム応募当初に達成期限を含めて社会起業家から提案を受けたが、社会起業家からは、

⼀瞬だけ数字を上げても意味がないとか、ビジョンが犠牲になり、やりたいことが阻害されてしまうという意⾒
があった。当社従業員から⾒ると、事業を拡⼤できる可能性があるのにもったいないと感じることもあったが、
KPIの重要性について丁寧に対話をし、社会起業家の意思を尊重しながら進めた。半年間の協働の中で
相互の意識の違いに触れ、KPIの重要性について社会起業家の意識が変わるきっかけになったとともに、当
社従業員にとっても通常接している価値観とは異なる新たな気づきの機会となった。

（※）“放課後に未来のあそび場を作る”をテーマに、⼦どもがテクノロジーを遊びの中で使い、テクノロジーを
使って新しい遊びを創る取組

 設 ⽴ 1997年2⽉
 所在地 東京都世⽥⾕区【⽀援の出し⼿】 楽天 株式会社（つづき）


