
CSRによる助成⾦、
社会的成果の可視化⽀援、経営管理体制構築⽀援
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任意団体
カタリバ 設⽴

2001年 2006年 2009年 2011年 2013年 2016年 2018年

NPO法⼈格
取得

東京都より
認定NPO
法⼈格取得

課題解決プログラム
「マイプロジェクト」
を開始

・⽀援先のニーズに基づき、パートナーが持つネットワーク
から⽀援のための⼈材を提供

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︓認定特定⾮営利活動法⼈ カタリバ
 資⾦的⽀援︓サッポロホールディングス 株式会社

特定⾮営利活動法⼈ ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京
 ⾮資⾦的⽀援︓特定⾮営利活動法⼈ ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

株式会社 マクロミル

【スキーム】

ましき夢創塾
を設⽴

・⽀援先決定後は、キャパシティ・アセスメント、協働事業プ
ランの作成、パフォーマンス評価、再投資委員会と協働関
係からの卒業というプロセスで事業を評価・⽀援

・助成 4,448万8千円
（2011年〜2012年）
・東北復興活動に使⽤

・助成 3,641万7千円
（2013年〜2015年）
・東北復興活動に使⽤

・認定NPO法⼈カタリバの⽬標の1つで
ある中⾼⽣（思春期世代）の⾃⼰肯
定感の向上観測のため、思春期世代
の実態調査におけるアンケートツールを
無償で提供
・協働調査に際し、調査企画から報告書
作成までの⼈的⽀援を実施

・助成 3,100万円
（2016年〜2018年）
・東北、熊本の復興活動に使⽤

・助成 100万円（2009年）
・事業運営費に使⽤

被災地の⼦ども認定NPO法⼈カタリバ

パートナー

伴走支援

会費

（株）マクロミル

※SVP東京：ソーシャルベンチャー・
パートナーズ東京

助成 一般業務支援 助成 社会的な成果に
関する支援等

NPO法⼈SVP東京 サッポロホールディングス（株）

7⽉に⼥川向学館、
12⽉に⼤槌臨学
舎を設⽴

事例
３



■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
・10代の未来を創り出す意欲と創造性が、⽣まれ育った環境（家庭の所得や住む地域）によって左右されてしまうこと。

社会的事業の概要
・認定NPO法⼈カタリバ（以下、カタリバ）は、「被災を理由に将来を諦める⽣徒が出ないように」「⾟く悲しい経験をした⽣徒たちは強く優しくなれるは
ず」という組織の理念に基づき、被災による地域、環境の変化や経済的な事情で困難を抱える⼦どもに対して学習機会を提供。
・東⽇本⼤震災、熊本地震の被災地の⼦どものための放課後学校を運営し、学習⽀援と⼼のケアを⾏う「コラボ・スクール」を運営。2019年３⽉現在、
岩⼿県⼤槌町、宮城県⼥川町、熊本県益城町、福島県広野町の4か所で運営。
・このほか、主に⾼校⽣の学習意欲を⾼めるために⾏われるキャリア学習プログラム「カタリ場」、東北の被災地の⾼校⽣から⽣まれた、地域や⾝の回りの
課題解決をする「マイプロジェクト」などを通じて、どんな環境に⽣まれ育っても、未来を創り出す⼦どもの⼒を育める社会を⽬指す教育NPOとして活動。
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【⽬標、成果】
 コラボ・スクールに参加した⼦どもの数
学⼒の指標として、志望校に合格すること
⼦どもが安らげていること
3年間の成果として、アンケートで参加数や学業の達成度を１年ごとに把握した。保護者にも、⼦どもを預けやすい場所となって
いるかを聞いた。地域の教育委員会や商⼯会、PTAの意⾒も聞いた。

【重要と考える⽬標、成果指標】

図表出典︓https://www.katariba.or.jp/

 設 ⽴ 2001年11⽉(2006年9⽉法⼈化)
 所在地 東京都杉並区
 ステージ 成⻑期

【⽀援の受け⼿】 認定特定⾮営利活動法⼈ カタリバ

社会的事業者の声

サッポロホールディングス（株）からの⻑期で柔軟な助成
サッポロホールディングス（株）から、物産品の消費促進、情報発信、次世代育成の3つを軸にした⽀援
プログラムにより、「コラボ・スクール」運営資⾦の約3分の1にあたる⽀援を受けたことで、安定して⼦どもたちを
受け⼊れることができ、これまでに延べ2,800⼈の被災地の⼩中⾼⽣に⼼のケアと学びの場を届けることがで
きた。⽀援は１年限りではなく、当初から複数年継続されることが決まっていたおかげで、2年から3年のスパン
で事業計画を⽴てることができた。
また、このプログラムでは⼈件費や運営資⾦全般に使⽤できるといった寄附⾦の使途の柔軟性、繰越がで
きるといった点は、社会的事業者にとって重要である。2016年の熊本地震被災地への⽀援ニーズが出てき
たときにも、柔軟に現地の状況に合わせた⽀援を開始することができた。

１ ３

２ マクロミルとの共同調査
これまでは社会課題の解決に向けた政策提案に必要な調査や事業評価等を⾏う専⾨性やマンパワーが
なかった。そこでマクロミル（株）からの⽀援で、思春期世代の実態調査を⾏い、当事者の声を集め、⽀援
のニーズを探ることができた。
今後は調査結果に基づくデータを現場の課題感とつなげて、政策提案に活かしたい。さらに受益者数だけ
でなく⼦どもの⼼の変化も数値化することができれば、⽬に⾒える成果を⽰すことができるので、取組に共感
して⽀援しようという寄附者も出てくると思う。調査会社のデータベース、ターゲット、サンプルと当団体の⽣徒
のサンプルとの⽐較を通じて、差異すなわち純粋な効果が⾒られるような使い⽅ができたら良いかもしれない。
これをきっかけに当団体内部でも社会的インパクト評価をしていく計画である。

4

成果報告
資⾦の出し⼿であるサッポロホールディングス（株）に対して定期的に事業の成果を説明・報告した。期
初に⽴てた事業計画の運営結果について設定したKPIを交えて報告した。特に会計報告は細かく求めら
れるので、結果的には財務⾯での説明責任履⾏能⼒の向上にも役⽴った。また、成果達成に向けて⽀
援者であるサッポロホールディングス（株）と同じ⽬標を⼀致して追うことができたと感じている。

NPO法⼈SVP東京のプロボノ⽀援による経営管理の基盤整備
NPO法⼈SVP東京（以下、SVP東京）のプロボノメンバーが、経営企画や戦略を練るなどの⽀援をして
くれた⽴ち上げ期は、⽇々忙しく、事務局業務が落ち着かず、ビジョンを作り経営計画を⽴てる余⼒はなかっ
た。最初はSVP東京との連携、調整に時間がかかったものの、当団体のペースに合わせて⽀援してくれたので、
結果的には、早期に事業⽴ち上げと並⾏して、中⻑期計画、ビジョンの再構築、管理会計を整えることがで
きた。

コラボ・スクール参加者数（実績）︓ 2016年度 416⼈
2017年度 565⼈
2018年度 347⼈
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図表出典︓https://www.svptokyo.org/

 設 ⽴ 2003年
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 特定⾮営利活動法⼈ ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

⽀援の概要

•助成⾦を提供した社会的事業者とともに、起業家・メンバーに寄り添った協働を⾏う。
•資⾦的⽀援として、所属するパートナー会員約100名の年会費等10万円により、1,000万円のファンドを組
成し、毎年10団体弱に最⼤100万円を助成。

•⾮資⾦的⽀援として、パートナー会員が⾃らチームを結成し、社会的事業者への伴⾛⽀援（「協働」と呼
ぶ）を実施。協働内容は、経営戦略、ファイナンス、資⾦調達、マーケティング、事業開発、理事会やガバナ
ンス等、団体の経営⽀援、キャパシティビルディング全般に及ぶ。

• カタリバに対しては、１年⽬は持続性のある組織基盤の構築に向け、事業計画と部⾨管理の体制とファンド
レイジングの体制を作るための⽀援を実施。２年⽬は、１年⽬に策定した事業計画を運⽤していくためのマネ
ジメント⽀援、内部職員向け研修（論理的思考プレゼン研修）、広報⽀援などを実施。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 助成
提供⾦額 1年間で1件あたり100万円を限度

資⾦源
会員が⽀払う年会費（年間約10万円）。SVP東京は、その会員を共同
事業主であるという意味をこめてパートナーと呼ぶ。年会費は、協働先への助
成とSVP東京の運営費に充てられる。 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 8件 9件 9件
期間 最⻑2年間

対象地域 全国
⾦額 700万円 700万円 800万円

対象分野 限定していない

選定基準

次の要素を基準とし、パートナー全体の参加で開かれる「投資委員会」によって投資・協働先を選定する。
・ 起業家精神（起業家やチームのミッション、問題発⾒の明確さ、ビジョン）
・ 事業モデル（問題解決のためのモデル、事業としての持続性）
・ 共感性（社会や顧客、応援者や仲間への訴求性、共感性）
・ 社会的インパクト（問題解決へのインパクトや、スケーラビリティ（社会への広がり）の可能性）
・ SVP東京とのマッチング（投資先が持つ課題と、SVP東京のリソースとの適合性）

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

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

※下表の年度別実績は、SVP東京全体の件数、⾦額である。カタリバに対する助成額は100万円である。
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⽀援の出し⼿の声

創業期の経営管理体制の構築
カタリバとの協働を振り返ると、カタリバの各部⾨ではキャリアプログラムを提供する上での⾼い責任感とスキル、
⼗分な経験を持っているものの、各⾃の思いだけが先⾏し組織内の意思疎通が⼗分とは⾔えなかった。そこ
で創業期の当時、事業計画をしっかり作り、事業ごとの収⼊と費⽤を把握し、組織全体で事業を推進するた
めの経営管理体制を構築することの重要性を説き、実⾏した。

１

出し⼿と受け⼿の共通⾔語
協働する際には、SVP東京のパートナー側と、社会起業家側の共通⾔語を作り上げ、相互理解を図ること
に気を遣う。
共通⾔語は、合意を得られる指標が何かに尽きる。資本主義の中ではすべての⼈が⾦銭で評価されるとこ
ろに合意があるので成り⽴ちやすいが、社会的事業の場合、事業の成果をどのように測るのかについては、その
⼈の課題意識の捉え⽅によって異なることも多く、組織内において合意された指標、評価ツールがない。社会
的事業に対する⽀援は、何らかの共通⾔語や共通指標がなければ⼤きく動かないと思う。

２

成⻑期の社会的事業への⽀援が不⾜している
成⻑期にある社会的事業の組織を⽀援する団体がいない。SVP東京のように資⾦も⼈員も提供し２年
間伴⾛するというプロトタイプは創業期の領域までは役⽴つが、その先に⽀援先を伴⾛して、⼀緒に組織を成
⻑させることは難しい。例えば、従業員数が100⼈程度になり、財務基盤もしっかりしてくると、中間管理職、
部⻑クラスをどう育てるかといった組織の悩みが発⽣する。社会的事業がもう⼀段階スケールアップ（規模を
拡⼤）するため、資⾦・⾮資⾦⾯で組織の成⻑を後押しできる⽀援が望まれる。

３

エコシステムの構築に向けた多様な出⼝⽀援のあり⽅
社会的事業の出⼝⽀援は、財務的に持続可能であることだけではない。スケールアップ（規模の拡⼤）、
スケールアウト（他地域への複製展開）、制度化、さらには社会的課題の解決の達成をもって解散するこ
とも含めて、多様な出⼝と⽀援があるはずであり、正解はない。問題は多様な出⼝を⽀援するための⼈と資
⾦がないとエコシステムは完成しないことである。どの⽅向性を選択するにしろ、その⽅向性につないでいく社
会的事業者と⽀援者両⽅の共通⾔語を持っている⼈材と資⾦が必要である。

４

SVP東京と海外のSVPとの違い
SVP東京のパートナーは、他国のSVP組織と⽐較して若い。海外では、経営者や個⼈投資家など富裕層
がパートナーとして⼊っている。

５

 設 ⽴ 2003年
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 特定⾮営利活動法⼈ ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京 （つづき）
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図表出典︓http://www.sapporoholdings.jp/

 設 ⽴ 1949年9⽉
 所在地 東京都渋⾕区【⽀援の出し⼿】 サッポロホールディングス 株式会社

⽀援の概要

• サッポログループの復興⽀援の⼀環としての寄附プログラム。
• サッポログループの⻑期経営ビジョンを受けたCSR重点課題である「4つの約束」
「『酒・⾷・飲』による潤いの提供」
「社会との共栄」
「環境保全」
「個性かがやく⼈財の輩出」
の中の「社会との共栄」の⼀環として、寄附活動を実施。

• カタリバが掲げる、東⽇本⼤震災で被災した⼦どもたちを「⼦どもが⼆⼗歳になるまで⽀
援する」という⻑期的な姿勢に賛同したため、2011年からカタリバが運営する「コラボ・ス
クール」に対し寄附を実施（下表では他事例とあわせるため「助成」とする） 。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 助成
提供⾦額

2018年までのカタリバに対する寄附⾦総額は1億1,190万5千円
-2011年から2012年まで、4,448万8千円助成
-2013年から2015年まで、3,641万7千円助成
-2016年から2018年まで、3,100万円助成（うち、熊本での震災⽀援のため1,300万円、東
北復興⽀援のため1,800万円）

資⾦源 恵⽐寿ガーデンプレイスで開催している恵⽐寿⻨酒祭りの
ビール売上相当額、⺠間からの寄附・助成

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 創業期

助成

件数 3件
（うち東北2、熊本1）

2件
（うち東北1、熊本1）

2件
（うち東北1、熊本1）期間 10年以上

対象地域 岩⼿、宮城、熊本
⾦額 2,000万円 600万円 500万円

対象分野 教育

選定基準
・⽀援対象分野、受益者が明確であるか。
・寄附先の事業に継続性があるか。
・SDGsのフレームワークを⽬安としているほか、社会貢献、地域貢献の要素があるか。

該当なし

※下表の年度別実績は、カタリバに対する助成の実績である。
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⽀援の出し⼿の声

寄附先の活動状況の把握
カタリバの活動が広がることは、被災地の⼦どもたちが元気になってくれることにつながるので、当社としては⾮
常に嬉しく感じている。
カタリバの活動の事業報告として、当社に対して毎年報告会をしてもらっている。資⾦の出⼊、コラボ・スクー
ル参加⼈数、⾏政からの⽀援等の情報を提出してもらい、事業継続性を確認している。このほか、当社の従
業員が現地のコラボ・スクールを訪問し定期的にヒアリングをして、活動状況を把握している。

６

柔軟かつ⻑期継続的な⽀援
まず、当社の貢献のあり⽅として、寄附⾦の使いみちを細かく限定しないことなど、⽀援内容を柔軟にしてい
る点が特徴に挙げられる。復興⽀援の内容に関しても、地元の⼈に寄り添うことを意識しており、現地の営業
担当者が地元の要望などを聞いた上で⽀援の内容を判断している。
次に、⻑期の活動として取り組んでいることが特徴である。震災の発⽣を受けて当社に何ができるかを経営
会議で考えた際に、⻑期的な視点で社会貢献に関わる団体に⽀援したいという話になった。
寄附の原資となる恵⽐寿⻨酒祭りでは、顧客に⾃分のビール１杯が東北の⽀援に回るという気持ちを感じ
てもらうことを意識して、顧客にも社会的課題を理解・認識してもらうようにしている。

７

社会的事業のガバナンス
当社の場合、継続して寄附活動を⾏っていくためには、当社内や外部の利害関係者への説得が必要であ
る。そのため、社会的事業者には、事業継続性に加えて、組織のガバナンスの効かせ⽅に感度を持ってもら
いたいと考えている。

８

社内外へのCSR活動の説明
サッポログループの経営会議の際は、当社のCSRの基本⽅針を再確認している。⽀援先が決まった後は寄
附⾦贈呈式に役員が参加するほか、役員⾃らが当社のビジョンと⽀援実態が合っていることを現地で確認し
ている。
外部の利害関係者である株主に対しては、⽀援活動をコミュニケーションブックなどの報告書の中で伝えてい
る。また株主優待制度の中に被災地復興⽀援活動への寄附メニューがあり、賛同を得た⽀援の⾦額も増加
傾向にある。海外の株主の声には、より社会貢献の重要性や意識を感じる。

９

【⽀援の出し⼿】 サッポロホールディングス 株式会社 （つづき）  設 ⽴ 1949年9⽉
 所在地 東京都渋⾕区
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 設 ⽴ 2000年1⽉
 所在地 東京都港区【⽀援の出し⼿】 株式会社 マクロミル

⽀援の概要

•社会貢献活動のためのGoodmillというプロボノプロジェクトを実施。
• リサーチ会社のノウハウを活かし、次の活動を通じて社会的課題の解決を⽀援している。
―⾮営利活動団体へのマーケティングリサーチ技術⽀援
―災害発⽣時の多⾯的な⽀援活動
―社員による⾮営利活動への積極参加

• このうち⾮営利活動団体へのマーケティングリサーチ技術⽀援が活動の7割を占める。これは当社が保有するアンケートツールやサービスを⾮営利活動団体に
無償提供するものと、⾮営利活動団体との協働調査を無償で実施するものが主である。

•社内の新規事業コンテストで、特定⾮営利活動法⼈セクター向けにリサーチのインフラを作るサービスを開発したいというアイデアから⽣まれている。通常業務
として⾏っているものではなく、通常業務の評価とは完全に切り離された、しかし経営層が承認しているプロボノプロジェクトという形で進めている。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

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

● ● - - - - - ● -

該当なし

⽀援の出し⼿の声
プロボノプロジェクト
プロボノ活動をしようとした際、株主や社⻑を説得するという苦労はなかった。ESG投資等に⾒られるように
社会的な要請も⾼まっており、活動⾃体反対される理由がないものである。プロボノなので業務に⽀障が出な
い範囲で管理してやるということである。それで本務をやらなくなったら困るという指摘はあったが、そうなったらメ
ンバーから外すと宣⾔している。

10 協同調査による社会的事業の成果を測るに適切な調査対象の絞り込み
カタリバへの⽀援における協働調査では思春期世代の悩み等に最終的に焦点を当てたが、その結果、中
⾼⽣教育⽀援を⾏うカタリバの活動の根拠を⽀える事実が客観的に可視化され、社会的成果の説得⼒が
増すことにつながったと思う。
カタリバは災害⽀援から活動範囲を広げており、さまざまなサービスの提供価値モデルがあるが、それぞれの
活動単位では多種多様に⾒えても、根本的に解決したいと思っている課題は、中⾼⽣が前向きに⾃分を肯
定しながら⽣き⽣きと働くことができる社会を作ることである。その実現のため、中⾼⽣層が何に迷い悩み葛藤
しているのかをしっかりと把握することは、全ての活動に通ずる基礎データになるという考えに集約されていった。
アンケート対象になりうるのは、中⾼⽣だけでなく、親、先⽣、地域等、中⾼⽣を⽀援する⼈がいるが、当社
ができる範囲として、当事者の中⾼校⽣と親と先⽣の3つの利害関係者に対してそれぞれ教育の課題意識、
⽣活の課題意識を明らかにすることに絞り込んだ。
カタリバの活動は、いわゆる「斜めの関係(親戚や近所のおじさん、おばさんを代表とする、家族ではないけれ
ど親⾝になってくれる年上の⼈との関わり）」が中⾼⽣にとって必要であるという考えに基づく。実際に協働調
査をしてみると、⾃⼰肯定感を⾼めたり、苦しみから抜け出すきっかけを得られたり、結果として⽣き⽣きと過ご
すことの実現を⽬指したりするとき、「斜めの関係」の社会的ニーズや価値がありそうだという調査結果になった。
つまり、カタリバのど真ん中の活動を⽀える事実を可視化できた。今まではばらばらとあった⾊々な情報をつなぎ
合わせて、物語として語っていたものが、精度や客観性が担保された1つの調査として説明できるようになった。
その結果、カタリバの活動の取組や成果に対して、説得⼒が増すような⽀援ができたのではないかと思っている。

11

⾮営利団体の能⼒開発
営利企業の顧客には調査の⽬的が明確にあって、調査に対する経験値もあるのでやりやすいと思うが、⾮
営利活動団体の場合、課題やニーズ、成果など明らかにしたいことがたくさんあったとき、この調査でできることと
できないことと、調査で結果が出ないであろうことを整理しながら、焦点をしぼったり、報告書の完成形のイメー
ジを共有したりすることに時間が必要だった。カタリバとしても本格的な調査は初めてだろうから、その調査経験
は、能⼒開発にも役⽴っている側⾯があると思う。

12

態度変容を測定するインフラ
今後の取組として、まずマーケティングリサーチの技術⽀援をする団体の数を増やしていきたい。半年に1本、
プロボノのリソースが集められれば2本程度、カタリバと同等の調査、レポートを世の中に出していきたい。
さらに活動⾃体のKPIについては、単純に活動の参加者やイベント実施回数などで説明する団体が多いが、
態度変容が起きているかが⼀番⼤事である。今後は、態度変容の前後⽐較や測定が可能になるインフラをリ
サーチで作っていくことが重要と思う。

13

図表出典 https://www.macromill.com/press/info/20180416.html


