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第１章 インタビュー実施概要 

（１）目的 

アンケート調査で把握した資金提供の状況を具体的に把握するため、資金提供団体に対して、その

資金的支援の手法や対象、分野等、また非資金的支援の実態を明らかにするインタビュー調査を行っ

た。結果は、資金提供団体の実態について、アンケート調査の結果を定性的に補足すると共に、先進

的な取組事例として詳細をまとめた。  

（２）実施団体 

対象団体の選定に当たり、アンケート回答と共に、先進的な資金提供の規模や手法、ステージ等で

検討をした。 

図表 インタビュー実施団体 

手法 団体名 主なインタビュー内容（制度・商品等） 

助成 
関連 
 

(株)セールスフォース・ドットコム  1-1-1 モデル 

FIT チャリティ・ラン実行委員会  FIT チャリティ・ラン 

パナソニック(株)  Panasonic  NPO サポート ファンド 

NPO 法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京   投資・協働事業 

（公財）日本財団  ソーシャルイノベーター支援制度 

 「わがまち基金」プロジェクト 

（公財）トヨタ財団  国内助成プログラム（「しらべる助成」、「そだてる助成」） 

（一社）全国コミュニティ財団協会  おもやい基金  

（公財）京都地域創造基金  事業指定助成プログラム 

気仙沼信用金庫  （一財）気仙沼しんきん復興支援基金 

（ソーシャルビジネス等支援助成制度「みんなの笑顔」等） 

貸付け 
関連 

中央労働金庫 

（助成含む） 

 中央ろうきん助成プログラム 

 中央ろうきん若者応援ファンド 

 NPO 事業サポートローン 

西武信用金庫 

（助成含む） 

 西武環境保全活動助成金 

 西武街づくり活動助成金 

 西武コミュニティローン 

 西武ソーシャルビジネス成長応援融資「CHANGE」 

京都信用金庫  創業支援融資 

（「ここから、はじまる」「きょうと NPO 支援連携融資制度」等） 

(株)日本政策金融公庫  ソーシャルビジネス支援資金 

出資等 
関連 

（一財）KIBOW  KIBOW 社会投資ファンド 

（一社）MAKOTO  志士投資 

 福活ファンド 

 シェアファンド 

フューチャーベンチャーキャピタル(株)  おおさか社会課題解決ファンド 

(株)三井住友銀行  ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）を活用した糖尿病性腎症等重症

化予防プログラム 

プラスソーシャルインベストメント(株)  プロジェクトアセット（ファンド）の運営 

(株)デジサーチアンドアドバタイジング  宙とぶペンギン（クラウドファンディング） 

 レベニューシェア型出資 

 ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB） 

新生企業投資(株)  日本インパクト投資１号投資事業有限責任組合（子育て支援ファンド） 

第一生命保険(株)  インパクト投資 

（一財）社会的投資推進財団  社会的インパクト投資（投資家、中間支援） 

（一社）ソーシャル・インベストメント・パートナーズ  日本ベンチャー・フィランソロピー基金（JVPF） 

（公財）三菱商事復興支援財団  産業復興・雇用創出支援事業 

動向 
関連 

（公財）助成財団センター  我が国の助成の現状と課題 

（株）日本政策投資銀行  非財務価値の評点化による格付融資制度 

（株）地域経済活性化支援機構  地域活性化ファンドと地域金融機関への人的支援 

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン(株)   ESG 投資の日本での展開検討 
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（３）インタビュー団体の資金提供の分布 

 今回、インタビューを行った資金提供団体の資金提供の分布状況は、下図のとおりである。 

 １団体の１件当たり資金提供額（平均）が 500 万円以下の範囲には助成、500 万円以上では貸付け、1,000

万円以上では出資等による資金提供を実施する団体が存在する。 

 

図 インタビュー団体の資金提供分布（イメージ）

 


