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■�本調査は、 我が国における社会的事業に対する資金的 ・非資金的支援の実態を明らかにし、 その特徴を分析及び考察することを目的とする。
本調査においては、 「社会的事業」 を 「民間の団体等が行う、 社会的な課題を解決することを目的とした取組や活動注１」 と定義する。

●本調査はアンケート調査とインタビュー調査等から構成され、 それぞれの調査対象注２は下図のとおりである。
●アンケート調査は、 569 団体から社会的事業に対する支援を実施していると回答を得た。
●インタビュー調査は、 30 団体に実施し、 インタビューの詳細を 「事例集」 にまとめた。

注１：社会的事業は営利 ・非営利を問わないこととした。 また、 社会的事業を行う団体の法人格は問わないこととした。
注２：�個人に支給する奨学金 ・研究活動助成金、 宗教活動 ・政治活動を主たる目的とする団体に対する支援、 社会的事業の社会的な成果を考慮せず専ら収益性（財務リターン）を目的とする資金的支援は本調査の対象外とした。 また、 社会的事業の活動地域が海外に限定された

ものは本調査の分析対象外とした。

アンケート調査対象及びインタビュー調査対象 アンケート調査分析対象の団体内訳
（支援を実施していると回答した団体）

社会的事業

アンケート
調査対象

インタビュー
調査対象

　非資金的支援
（経営支援）

■非資金的支援提供者

中間支援組織、
コンサルティング会社、
専門家組織 等

■資金的支援提供者
事業会社、 助成財団、 社会福祉法人、 公益信託、 コミュニティ財団 等
都市銀行、 信託銀行、 地方銀行、 信用金庫、 信用組合、
労働金庫、 農業協同組合、 NPO バンク、 政府系金融機関 等
資産運用会社、 保険会社、 ベンチャーキャピタル 等

資金 資金

資金的支援（助成、貸付、出資）

非資金的支援（経営支援）

受益者 ︓ 社会的弱者、 地域住民 等

資本所有者 ︓ 機関投資家、 預金者（銀行）、 エンジェル投資家、 個人、 海外の機関投資家 等

社会的事業者

助成
貸付

出資

組織形態 団体数 割合

事業会社 53 9.3%

財団法人、 社団法人 243 42.7%

特定非営利活動法人 41 7.2%

社会福祉法人 10 1.8%

都市銀行、 信託銀行、 ネット銀行 6 1.1%

政府系金融機関 2 0.4%

地方銀行 13 2.3%

信用金庫、 信用組合、 協同組合、
労働金庫 159 27.9%

投資会社、 ベンチャーキャピタル、
投資顧問会社 16 2.8%

証券会社 5 0.9%

生命保険会社、 損害保険会社 1 0.2%

クラウドファンディング運営会社 2 0.4%

その他 18 3.2%

合計 569 100.0%

� 本調査（アンケート調査及びインタビュー調査等）の目的及び対象Ⅰ
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	 Ⅱ. アンケート調査
	 １．アンケート調査結果の総括Ⅱ-１ 【データの取扱】

アンケート調査は、 平成 27年度から平成 29年度の実績について回答を求めた。 また、 本調査は、 アンケートの回答結果として得られた実績値を集計して資金
的支援の提供規模を示すこととし、アンケートの回答結果として得られた資金的支援提供金額等を使って我が国全体の支援規模を推計処理しているものではない。

注：金額は単位未満四捨五入、 百分率は小数点第二位を四捨五入している。 以下、 同様の処理を行っている。

資金的支援

助　成 貸　付 出　資

特徴
・ 年間提供件数が最多
・ �1 件あたり提供金額は 100 万円未満で７割弱、 1,000 万円未満で
９割超

・年間提供金額が最大
・１件あたり提供金額は 100 万円以上 5,000 万円未満が７割超

・創業期における提供金額の比率が高い
・１件あたり提供金額は 1,000 万円以上１億円未満が７割弱

主な資金的支援提供者 ・ 財団法人、 社団法人 ・政府系金融機関
・信用金庫、 信用組合、 協同組合、 労働金庫 ・投資会社、 ベンチャーキャピタル、 投資顧問会社

年間提供金額（平成29年度） 590 億円 2,545 億円 24億円

年間提供件数（平成29年度） 32,858 件 14,160 件 77 件

プログラム ・商品数 556 プログラム ・ 商品 148 プログラム ・ 商品 71 プログラム ・ 商品

1件あたり提供金額の上位 100 万円未満（69.0％）
100 万円以上 1,000 万円未満（26.4％） 100 万円以上 5,000 万円未満（72.6％） 1,000 万円以上 1億円未満（67.8％）

1件あたり提供金額の中央値 40 万円 1,858 万円 1,940 万円

社会的な成果を優先する割合
　【金額比率】 － 67.9% 40.8%

提供条件（上位2項目）
　【プログラム ・商品比率】

・ 支援対象分野を明確に特定している（67.4％）
・申請書類や審査書類等の書面で確認している（63.3％）

・申請書類や審査書類等の書面で確認している（59.5％）
・支援対象分野を明確に特定している（37.8%）

・支援対象分野を明確に特定している（53.5％）
・申請書類や審査書類等の書面で確認している（39.4％）

対象分野（上位1項目）
　【金額比率】 限定していない（67.6%） 限定していない（33.7％） 産業 ・商業の育成（32.1％）

　【プログラム ・商品比率】 文化 ・芸術 ・ スポーツの振興（18.3％） 医療 ・介護 ・保健衛生 ・福祉の充実（33.6％） 地域の活性化 ・ まちづくり、 安全 ・安心な生活の実現（39.1％）

成長ステージ（上位 1項目）
　【金額比率】 限定していない（82.2%） 限定していない（91.4％） 創業期（40.4％）

　【プログラム ・商品比率】 限定していない（71.0%） 限定していない（61.2％） 限定していない（37.7％）

期間（上位2項目）
　【金額比率】

・ 1 年以上 5年未満（61.7％）
・ 1 年未満（18.4％）

・限定していない（46.9％）
・ 10 年以上（36.6%）

・ 5 年以上 10年未満（44.0％）
・限定していない（27.0％）

　【プログラム ・商品比率】 ・ 1 年未満（43.1％）
・限定していない（29.7％）

・限定していない（36.1％）
・ 5 年以上 10年未満（28.6％）

・限定していない（47.8％）
・ 5 年以上 10年未満（21.7％）

非資金的支援の提供割合
　【プログラム ・商品比率】 18.1% 29.5% 50.7%

課題（上位2項目） ・ 成果評価が不十分（38.3％）
・専門スキル人材不足（32.2％）

・専門スキル人材不足（76.4％）
・成果評価が不十分（43.1％）

・専門スキル人材不足（48.4％）
・成果評価が不十分（45.2％）
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