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第５章 考察 

 

アンケート調査の結果及び海外との比較から、社会的事業に対する資金的及び非資金的支援の現状と特徴を整

理し、社会的事業に対する各種支援の拡充に向けた方策を考察する。 

 

１．我が国の社会的事業に対する資金的及び非資金的支援の現状と特徴 

 

 アンケート調査の結果及び海外文献調査との比較から、我が国の社会的事業に対する資金的及び非資金的支援

の現状と特徴は次のとおりと考えられる。 

 

表7 我が国の社会的事業に対する資金的及び非資金的支援の現状と特徴 

項目 我が国の特徴 現状（アンケート結果の要約） 海外文献調査 

資金的支援の 

年間提供金額 

及び提供方法 

•資金的支援の提供金額は平成

27 年度から平成29 年度にか

けて緩やかに増加した。 

•資金的支援の方法ごとの金額

構成比を見ると、貸付が約８割

を占め、欧州と比べて高かっ

た。 

 

•貸付の主たる資金的支援提供

者は、「政府系金融機関」及び

「信用金庫、信用組合、協同組

合、労働金庫」であった。 

•資金的支援の提供金額は、平成27

年度2,693 億円、平成28 年度

2,722 億円、平成29 年度3,159 億

円（対前年度増加率：平成28 年度

1.1％、平成29 年度16.0％）であり、

緩やかに増加した。 

（16 頁を参照。） 

 

－ 

•資金的支援の方法ごとの金額構成比

は、平成29 年度において、助成

18.7％、貸付80.6％、出資0.8％で

あった。          

（16 頁を参照。）  

•欧州では、資金的支援の方

法ごとの金額構成比は、貸付

49%が最も多く、次いで、助

成29%、出資16%、複合金

融商品5％、その他1％であ

った。 

（59 頁を参照。） 

 

資金的支援の 

１件あたり提

供金額 

•１件あたり提供金額を資金的支

援の方法ごとに見ると、助成は

100 万円未満が約７割、貸付は

100 万円以上5,000 万円未満

が約７割、出資は 1,000 万円以

上１億円未満が約７割であっ

た。 

 

•１件あたりの提供金額は欧州と

比べると少額であったが、１件

あたり提供金額が１億円以上の

ものも貸付の約15%、出資の約

10%あった。 

 

 

 

•１件あたり提供金額を資金的支援の

方法ごとに見ると、助成は 100 万円

未満（69.0％）、貸付は 100 万円以上

5,000 万円未満（72.6％）、出資は

1,000 万円以上１億円未満（67.8％）

の構成比が最も高かった。 

•１件あたり提供金額が１億円以上のも

のは、貸付は 15.1%、出資は 9.7%

であった。 

（20 頁を参照。） 

•欧州では、1 件あたり提供金額が  

660 万円未満 18％、 

660 万円以上 1,320 万円未満 17％、  

1,320 万円以上 1,980 万円未満 10％、 

1,980 万円以上 3,960 万円未満 13％、 

3,960 万円以上 6,600 万円未満 12％、 

6,600 万円以上 7,260 万円未満 9％、  

7,260 万円以上 21％ 

と、広い範囲に分布していた。 

（61 頁を参照。） 
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項目 我が国の特徴 現状（アンケート結果の要約） 海外文献調査 

資金的支援 

の提供条件 

•提供条件として、「支援先の支

援対象分野の特定」及び「解決

しようとする課題の書面確認」が

多かった。 

 

•提供条件に「アウトカム」を求め

る割合が欧州と比べると低かっ

た。 

•提供条件として、約6 割の資金的支

援提供者が、「支援先の支援対象分

野の特定」（60.5％）と「解決しようとす

る課題の書面確認」（60.4％）を挙げ

た。 

（32 頁を参照。） 

－ 

•「支援先の社会的な成果の評価が可

能であることを条件」としているプログ

ラム・商品において、社会的な成果の

評価内容の各項目の割合は、「アウト

プット」（71.3%）が最も高く、「アウトカ

ム」（42.5%）、「報告（アウトカムの報

告）」（25.0%）であった。 

（64 頁を参照。） 

•欧州では、「アウトカム」

（92%）が最も高く、「アウトプ

ット」（86%）、「インパクト」

（71%）の順で高かった。 

（64 頁を参照。） 

資金的支援 

の提供期間 

•助成プログラムの約４割は１年

未満であり、貸付は 10 年以上

のものも多かった。 

•助成プログラムの 43.1%は、「1 年未

満」であった。 

•貸付は、「限定していない」が最も多

いが、他の資金的支援の方法に比べ

て期間が長く、「10 年以上」のものも

多かった。 

•出資は、「限定していない」が多い

が、「5 年以上10 年未満」のものが多

かった。 

（36 頁を参照。） 

•欧州では、資金的支援の期

間で最も高い割合は、助成2

年から 4 年、貸付2 年から 4

年、出資8 年から 10 年であ

った。 

（67 頁を参照。） 

非資金的支援 •出資や貸付の方が助成よりも非

資金的支援を併せて行うプログ

ラム・商品数が多かった。 

 

•「資金調達支援」の割合が上位

で、欧州と比較すると「ガバナン

ス支援」の割合が低かった。 

•資金的支援と併せて非資金的支援を

行っている割合は、出資（50.7％）、

貸付（29.5％）、助成（18.1％）であっ

た。 

•資金的支援と併せて提供される非資

金的支援は、助成は「社会的な成果

拡大のための戦略支援」、貸付は「収

益戦略支援」、出資は「資金調達支

援」及び「財務管理支援」が多い。ま

た、非資金的支援のみ提供するプロ

グラム・商品では、「社会的な成果拡

大のための戦略支援」が多かった。 

（42 頁を参照。） 

－ 

•「社会的な成果拡大のための戦略支

援」（45.3％）、「資金調達支援」

（41.9％）、「戦略面の支援」

（38.1％）、「人材支援」（35.6％）が上

位である。一方、「ガバナンス支援」の

割合は 17.8％であった。 

（44 頁を参照。） 

•欧州では、「戦略面の支援」

（81％）、「社会的な成果拡大

のための戦略支援」（72％）、

「収益戦略支援」（70％）、「人

材支援」（70％）、「ガバナンス

支援」（69％）が上位であっ

た。 

（68 頁を参照。） 
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項目 我が国の特徴 現状（アンケート結果の要約） 海外文献調査 

資金的及び 

非資金的支援

を充実させる

にあたっての

課題等 

•重要課題として認識されながら

も改善されていない課題とし

て、人材や評価手法の課題が

多く挙がった。 

•課題として認識している回答団体数

が多く、重要性の高い課題は、「社会

的事業への支援に関する専門スキル

を備えた人材が不足している」、「支

援先の社会的な成果を評価する手法

が不十分である」が上位を占めた。 

（53 頁、55 頁、56 頁を参照。） 

•課題として認識している回答団体数

が多く、改善が求められる課題は、

「支援先の社会的な成果を評価する

手法が不十分である」、「社会的事業

への支援に関する専門スキルを備え

た人材が不足している」、「リスクと収

益性に対応する適切な資金調達が不

足している」が上位を占めた。 

（54 頁、55 頁、56 頁を参照。） 

•米国等では、重要性の高い

課題は、「リスクと収益性に対

応する適切な資金調達が不

足している」、「社会的事業へ

の各種支援の定義や共通理

解を促す基準や方法が不足

している」が上位を占め、他方

で「社会的事業への支援に関

する専門スキルを備えた人材

が不足している」の重要性は

最も低かった。 

（69 頁を参照。） 

•改善が求められる課題は、

「政府による制度的支援が整

備されていない」、「支援先の

出口戦略が見つからない」が

上位を占め、他方で「社会的

事業への支援に関する専門

スキルを備えた人材が不足し

ている」は改善度が最も高か

った。 

（70 頁を参照。） 
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２．我が国の社会的事業に対する資金的及び非資金的支援の充実に向けて 

 

アンケート調査の結果等から考察した我が国の特徴とインタビュー調査から得られた気づきを踏まえると、社

会的事業に対する資金的及び非資金的支援の充実に向け、以下の方策が考えられる。休眠預金等活用制度の開始

により、人材、評価手法、非資金的支援等の拡充が図られ、我が国の社会課題解決能力が飛躍的に向上していく

ことが期待される。 

 

表8 我が国の社会的事業に対する資金的及び非資金的支援の充実に向けた今後の検討の方向性 

項目 我が国の特徴（再掲） 
（参考） 

インタビュー調査から得られた気づき 
支援の充実に向けた 
今後の検討の方向性 

資金的支援の 

年間提供金額 

及び提供方法 

•資金的支援の提供金額

は平成27 年度から平成

29 年度にかけて緩やか

に増加した。 

•資金的支援の方法ごと

の金額構成比を見ると、

貸付が約８割を占め、欧

州と比べて高かった。 

•貸付の主たる資金的支

援提供者は、「政府系金

融機関」及び「信用金

庫、信用組合、協同組

合、労働金庫」であった。 

•成長ステージや事業の属性に応じた

資金的支援を実施。 

•成長期の支援が不足しているとの意

見があった。 

•多様な出口支援のあり方。 

•社会的事業者の成長ステージや事

業の属性に応じたさまざまな資金的

支援の方法の組み合わせ事例を共

有。 

•社会的事業の出口支援として、財務

的な持続可能性の確保とともに、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）等への

支援の拡充。 

資金的支援の 

１件あたり提

供金額 

•１件あたり提供金額を資

金的支援の方法ごとに見

ると、助成は 100 万円未

満が約７割、貸付は 100

万円以上5,000 万円未

満が約７割、出資は

1,000 万円以上5,000

万円未満が約７割であっ

た。 

•１件あたりの提供金額は

欧州と比べると少額であ

ったが、１件あたり提供金

額が１億円以上のものも

貸付の約15%、出資の

約10%あった。 

•１件あたり提供金額の異なる複数の

資金的支援提供者（民間金融機関、

政府系金融機関、ベンチャーキャピタ

ル）や自治体が連携し、地域課題の

解決に取り組む例もあった。 

•資金的支援提供者間等の相互理解

を促すため、定期的な対話によるネッ

トワーキングの機会を設定。 

•社会的事業者に関する支援情報を集

約したプラットフォームの整備。 

資金的支援の 

提供条件 

•提供条件として、「支援

先の支援対象分野の特

定」及び「解決しようとす

る課題の書面確認」が多

かった。 

•提供条件に「アウトカム」

を求める割合が欧州と比

べると低かった。 

•社会的な成果に関する認識の共有

が重要。 

•資金的支援だけではなく、戦略策定

や事業実施に積極的に参画し、中長

期の伴走を行い、事業進捗と社会的

な成果（アウトカム）の評価・モニタリン

グを実施している例もあった。 

•資金的支援提供者と社会的事業者の

間で社会的な成果（アウトカム）を共通

言語化。 

•社会的な成果（アウトカム）の評価に

関する情報提供やツール開発。 
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項目 我が国の特徴（再掲） 
（参考） 

インタビュー調査から得られた気づき 
支援の充実に向けた 
今後の検討の方向性 

資金的支援の 

提供期間 

•助成プログラムの約４割

は１年未満であり、貸付

は 10 年以上のものも多

かった。 

•複数年度助成など柔軟性の高い助

成プログラムの必要性。 

•短期的な利益を求めないファンドの

活用。 

•理念を共有した投資家の必要性。 

•社会的事業者のニーズに応じた柔軟

性の高い助成プログラムの開発。 

非資金的支援 •出資や貸付の方が助成

よりも非資金的支援を併

せて行うプログラム・商品

数が多かった。 

•「資金調達支援」の割合

が上位で、欧州と比較す

ると「ガバナンス支援」の

割合が低かった。 

•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）を実施する例もあった。 

•ガバナンス支援に関しては、弁護士

や公認会計士など専門家による創業

期から成長期にかけた支援や、資金

的支援提供者等が支援先団体の役

員・理事に就任し、経営に対するガバ

ナンス支援を実施する例もあった。 

•助成規模は少額であるものの、社会

的事業の成長を促す非資金的支援を

伴わせて実施する例もあった。 

 

•社会的事業に対する非資金的支援

提供者の支援内容の見える化、情報

発信。 

•弁護士や公認会計士など専門家によ

るガバナンス支援のロールモデルの

紹介、普及。 

•社会的事業の能力開発に資する非

資金的支援を資金的支援と組み合わ

せて実施。効果的な支援事例を収集

し、関係者間で共有。 

資金的及び 

非資金的支援

を充実させる

にあたっての

課題等 

•重要課題として認識され

ながらも改善されていな

い課題として、人材や評

価手法の課題が多く挙が

った。 

•金融機関や自治体での経験者を活

用するなど、スキルある専門人材によ

る支援の仕組が必要といった意見が

あった。 

•（社会的事業者に対する表彰制度は

あるが）資金的支援提供者等に対す

る表彰により、社会課題解決に関する

支援の認知度向上や支援方法の多

様化が期待される。 

•専門人材による支援の仕組の構築。 

•社会的事業の特性を理解した人材の

育成・配置。 

•社会的事業に対する資金的支援の

規模拡大や多様化に貢献した資金的

支援提供者等の表彰など認知度向上

のための方策の検討。 
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巻末 

【用語の整理】 

 

用語 説明 出典 文献番号 

アウトカム 組織や事業のアウトプットがもたらす変化、便益、学びその他効果。 内閣府

(2016) 

①-2 

アウトプット 組織や事業の活動がもたらす製品、サービス等をいい、活動の直接の

結果を示すもの。 

内閣府

(2016) 

①-2 

アクセラレーター 事業の成長を加速化させるために必要な支援を行う主体。 内閣府

(2018) 

①-1 

インキュベーター 事業が軌道に乗るまでの間、必要な経営支援等を行う主体。 内閣府

(2018) 

①-1 

(社会的)インパクト 短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会

的、環境的なアウトカム。 

内閣府

(2016) 

①-2 

(社会的)インパクト投資 金銭的なリターンをもたらすとともに、ポジティブで測定可能な社会

的及び環境的なインパクトを生み出すことを意図した投資。 

GIIN HP ③-1 

クラウドファンディング 新規・成長企業と投資家をインターネットサイト上で結び付け、多数

の投資家から 少額ずつ資金を集める仕組み。 

首相官邸

(2013) 

②-1 

グリーンボンド 企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金

を調達するために発行する債券。 

環境省 HP ②-3 

コミュニティ財団 米国の財団協議会（The Council on Foundations）が提唱した次の３

点で定義される組織。 

・多数の人々に支援される社会貢献活動団体で、公益を代表する地域

の事情に明るい市民が理事会を構成し、運営する。 

・個人や企業等の寄付や遺贈により設置される個別の基金を管理･運

営する。 

・三つのパブリック、すなわち、基金寄付者（donors）、非営利セク

ター（nonprofit sector）、および地域社会（community as a 

whole）のニーズに応える。 

大阪コミュ

ニティ財団 

HP 

④-4 

（国連）責任投資原則 機関投資家の投資の意思決定プロセスや株式の保有方針の決定にESG 

課題に関する視点を反映させるための考え方を示す原則として、2006

年4 月に国連が公表した６つの原則。  

金融庁

(2013) 

②-4 

ベンチャーキャピタル 将来性のある未公開企業の起業・成長・発展を支援するために投資等

の形で資金提供し、経営支援等も行うことを目的とした企業、団体。 

日本ベンチ

ャーキャピ

タル協会 HP 

④-1 

ベンチャーフィランソロ

ピー 

成長性の高い非営利組織や社会的企業に対し中長期に亘り資金提供と

経営支援を行うことで事業の成長を促し、社会課題解決を加速させる

モデル。 

日本ベンチ

ャーフィラ

ンソロピー

基金 HP 

④-2 

CSR 企業の社会的責任（Corporate  Social  Responsibility）。 経済産業省 

HP 

②-2 

NPOバンク 市民が自発的に出資した資金により、地域社会や福祉、環境保全のた

めの活動を行うNPOや個人などに融資することを目的に設立された

「市民の非営利バンク」。 

全国NPOバ

ンク連絡会 

HP 

④-3 
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巻末 【調査協力団体一覧】327 団体 

79 

【調査協力団体一覧】327 団体 

 ※調査協力団体のうち、名称記載の了解をいただいた団体のみ掲載

おひさま自然エネルギー 株式会社 

オリンパス 株式会社 

関西電力 株式会社 

関内イノベーションイニシアティブ 株式会社 

ケイスリー 株式会社 

コモンズ投信 株式会社 

サッポロホールディングス 株式会社 

新生企業投資 株式会社 

ソフトバンク 株式会社 

大東建託 株式会社 

大和ハウス工業 株式会社 

東急建設 株式会社 

トヨタ自動車 株式会社 「トヨタ環境活動助成プログラム」事務局 

日本ゼオン 株式会社 

八十二キャピタル 株式会社 

ひびしんキャピタル 株式会社 

日立建機 株式会社 

フューチャーベンチャーキャピタル 株式会社 

マカイラ 株式会社 

三井物産 株式会社 

楽天 株式会社 

ローム 株式会社 

JFEホールディングス 株式会社 

NNインベストメント・パートナーズ 株式会社 

株式会社 オフィス友恵 

株式会社 サンゲツ 

株式会社 ジャックス 

株式会社 シン・ファンドレイジングパートナーズ 

株式会社 ソーシャルビジネスパートナーズ 

株式会社 ティーガイア 

株式会社 トラストバンク 

株式会社 日本政策金融公庫 

株式会社 バリューブックス 

株式会社 ファンドレックス 

株式会社 フジクラ 

株式会社 ボーダレス・ジャパン 

株式会社 マック 

株式会社 三菱総合研究所 

株式会社 山下工芸 

株式会社 りそなホールディングス 

株式会社 ローソン 

株式会社 SXキャピタル 

公益財団法人 愛知県がん研究振興会 

公益財団法人 あいちコミュニティ財団 

公益財団法人 青森学術文化振興財団 

公益財団法人 青森県国際交流協会 

公益財団法人 秋田県国際交流協会 

公益財団法人 アフィニス文化財団 

公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団 

公益財団法人 いしかわまちづくり技術センター 

公益財団法人 いづも財団 

公益財団法人 出光文化福祉財団 

公益財団法人 伊藤忠記念財団 

公益財団法人 岩手県漁業担い手育成基金 

公益財団法人 岩手県国際交流協会 

公益財団法人 岩手県福祉基金 

公益財団法人 えひめ産業振興財団 

公益財団法人 えひめ地域政策研究センター 

公益財団法人 おおいた共創基金 

公益財団法人 大田区産業振興協会 

公益財団法人 岡田文化財団 

公益財団法人 おきぎんふるさと振興基金 

公益財団法人 長田ふるさと財団 

公益財団法人 音楽文化創造 

公益財団法人 鹿児島県建設技術センター 

公益財団法人 河川財団 

公益財団法人 金型技術振興財団 

公益財団法人 鎌倉婦人子供会館 

公益財団法人 北九州産業学術推進機構 

公益財団法人 京都文化交流コンベンションビューロー 

公益財団法人 京都市国際交流協会 

公益財団法人 京都市男女共同参画推進協会 

公益財団法人 京都地域創造基金 

公益財団法人 キリン福祉財団 

公益財団法人 熊西地域振興財団 

公益財団法人 くまもと産業支援財団 

公益財団法人 くわしん福祉文化協力基金 

公益財団法人 ごうぎん島根文化振興財団 

公益財団法人 ごうぎん鳥取文化振興財団 

公益財団法人 高知県国際交流協会 

公益財団法人 神戸やまぶき財団 

公益財団法人 こしじ水と緑の会 

公益財団法人 サイサン環境保全基金 

公益財団法人 再春館「一本の木」財団 

公益財団法人 在宅医療助成 勇美記念財団 

公益財団法人 佐倉緑の基金 
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公益財団法人 ささえあいのまち創造基金 

公益財団法人 笹川記念保健協力財団 

公益財団法人 笹川日仏財団 

公益財団法人 佐野市民文化振興事業団 

公益財団法人 さわやか福祉財団 

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団 

公益財団法人 JKA 

公益財団法人 静岡市文化振興財団 

公益財団法人 十六地域振興財団 

公益財団法人 松翁記念財団 

公益財団法人 正力厚生会 

公益財団法人 七十七ビジネス振興財団 

公益財団法人 杉浦記念財団 

公益財団法人 スポーツ安全協会 

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 

公益財団法人 高松市国際交流協会 

公益財団法人 タカミヤ・マリバー環境保護財団 

公益財団法人 立松財団 

公益財団法人 ちば県民保健予防財団 

公益財団法人 ちばのWA地域づくり基金 

公益財団法人 ちゅうでん教育振興財団 

公益財団法人 摘水軒記念文化振興財団 

公益財団法人 道銀文化財団 

公益財団法人 とくしま産業振興機構 

公益財団法人 富山県ひとづくり財団 

公益財団法人 とやま国際センター 

公益財団法人 豊郷済美会 

公益財団法人 長野県緑の基金 

公益財団法人 新潟県インドアスポーツ振興米山財団 

公益財団法人 新潟県肢体不自由児協会 

公益財団法人 新潟市芸術文化振興財団 

公益財団法人 新潟市国際交流協会 

公益財団法人 日本国際協力財団 

公益財団法人 日本財団 

公益財団法人 日本社会福祉弘済会 

公益財団法人 ノーマライゼーション住宅財団 

公益財団法人 浜松市文化振興財団 

公益財団法人 原田積善会 

公益財団法人 東日本鉄道文化財団 

公益財団法人 日立財団 

公益財団法人 日野自動車グリーンファンド 

公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 

公益財団法人 姫路市文化国際交流財団 

公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団 

公益財団法人 広島県スポーツ振興財団 

公益財団法人 ひろしま文化振興財団 

公益財団法人 福岡県国際交流センター 

公益財団法人 福岡県水源の森基金 

公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団 

公益財団法人 福島県文化振興財団 

公益財団法人 福武教育文化振興財団 

公益財団法人 ふじのくに未来財団 

公益財団法人 ふるさと島根定住財団 

公益財団法人 北海道新聞社会福祉振興基金 

公益財団法人 北海道青少年育成協会 

公益財団法人 本田記念財団 

公益財団法人 前川報恩会 

公益財団法人 まちみらい千代田 

公益財団法人 松戸市国際交流協会 

公益財団法人 松戸みどりと花の基金 

公益財団法人 松本文化芸術振興財団 

公益財団法人 マルセンスポーツ・文化振興財団 

公益財団法人 三菱UFJ国際財団 

公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託芸術文化財団 

公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 

公益財団法人 宮城県文化振興財団 

公益財団法人 むつ小川原地域・産業振興財団 

公益財団法人 盛岡国際交流協会 

公益財団法人 山形県国際交流協会 

公益財団法人 山口きらめき財団 

公益財団法人 山口県国際交流協会 

公益財団法人 山口県予防保健協会 

公益財団法人 山田文庫 

公益財団法人 大和市国際化協会 

公益財団法人 ヤマト福祉財団 

公益財団法人 山梨県緑化推進機構 

公益財団法人 横須賀市生涯学習財団 

公益財団法人 横浜記念金沢の文化創生財団 

公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 

公益社団法人 アクティブベースくれ 

公益社団法人 岡山県緑化推進協会 

公益社団法人 岐阜県緑化推進委員会 

公益社団法人 熊本善意銀行 

公益社団法人 国土緑化推進機構 

公益社団法人 島根県緑化推進委員会 

公益社団法人 食品容器環境美化協会 

公益社団法人 日本総合書芸院 

公益社団法人 福島県森林・林業・緑化協会 

公益社団法人 北海道森と緑の会 

一般財団法人 愛知揆一福祉振興会 

一般財団法人 秋田経済研究所 

一般財団法人 石川県文化・産業振興基金 
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一般財団法人 冲永文化振興財団 

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団 

一般財団法人 社会的投資推進財団 

一般財団法人 竹村和子フェミニズム基金 

一般財団法人 地域創造 

一般財団法人 新潟ろうきん福祉財団 

一般財団法人 日亜ふるさと振興財団 

一般財団法人 日本国際協力システム 

一般財団法人 姫路市まちづくり振興機構 

一般財団法人 みやぎん経済研究所 

一般財団法人 山縣記念財団 

一般財団法人 山口県厳島会 

一般財団法人 MRAハウス 

一般社団法人 猪苗代観光協会 

一般社団法人 九州地方計画協会 

一般社団法人 ソーシャル・インベスト・パートナーズ 

一般社団法人 ソーシャルファイナンス支援センター 

一般社団法人 ムトス飯田市民ファンド 

一般社団法人 Clear Water Project 

ソニー銀行 株式会社 

株式会社 みずほ銀行 

株式会社 三井住友銀行 

株式会社 池田泉州銀行 

株式会社 北國銀行 

株式会社 武蔵野銀行 

秋田信用金庫 

朝日信用金庫 

羽後信用金庫 

永和信用金庫 

遠軽信用金庫 

大分信用金庫 

大阪信用金庫 

渡島信用金庫 

柏崎信用金庫 

釧路信用金庫 

興能信用金庫 

甲府信用金庫 

コザ信用金庫 

西京信用金庫 

埼玉縣信用金庫 

滋賀中央信用金庫 

上越信用金庫 

信金中央金庫 

新宮信用金庫 

静清信用金庫 

関信用金庫 

瀬戸信用金庫 

高岡信用金庫 

高松信用金庫 

たちばな信用金庫 

館山信用金庫 

奈良信用金庫 

奈良中央信用金庫 

西尾信用金庫 

浜松磐田信用金庫 

備北信用金庫 

氷見伏木信用金庫 

姫路信用金庫 

広島信用金庫 

北門信用金庫 

三島信用金庫 

室蘭信用金庫 

焼津信用金庫 

米沢信用金庫 

留萌信用金庫 

石巻商工信用組合 

いわき信用組合 

鹿児島興業信用組合 

釧路信用組合 

埼玉信用組合 

滋賀県信用組合 

七島信用組合 

成協信用組合 

全東栄信用組合 

仙北信用組合 

空知商工信用組合 

第一勧業信用組合 

淡陽信用組合 

長野県信用組合 

のぞみ信用組合 

飛騨信用組合 

北央信用組合 

巻信用組合 

沖縄県労働金庫 

近畿労働金庫 

四国労働金庫 

中国労働金庫 

東海労働金庫 

東北労働金庫 

労働金庫連合会 

長野県労働金庫 

新潟県労働金庫 
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岐阜県信用農業協同組合連合会 

北海道信用漁業協同組合連合会 

エフコープ生活協同組合 

市民生活協同組合ならコープ 

生活協同組合パルシステム埼玉 

日本生命保険相互会社 

社会福祉法人 木下財団 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

社会福祉法人 清水基金 

社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会 

社会福祉法人 テレビ朝日福祉文化事業団 

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会ひょうごボランタリープラザ  

社会福祉法人 丸紅基金 

社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 

認定特定非営利活動法人 あおもり NPO サポートセンター  

認定特定非営利活動法人 あきたスギッチファンド 

認定特定非営利活動法人アカツキ 

特定非営利活動法人 あきたパートナーシップ 

特定非営利活動法人 エティック 

特定非営利活動法人 NPOもがみ 

特定非営利活動法人 NPO夢バンク 

特定非営利活動法人 おおいた NPO デザインセンター 

認定特定非営利活動法人 大阪NPOセンター 

特定非営利活動法人 かごしまNPO支援センター 

特定非営利活動法人 市民活動サポートセンターいなぎ 

認定特定非営利活動法人 市民活動センター神戸 

特定非営利活動法人 市民協働ネットワーク長岡 

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド 

認定特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム 

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 

認定特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 

認定特定非営利活動法人 長野県みらい基金 

特定非営利活動法人 新潟NPO協会 

特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 

特定非営利活動法人 二枚目の名刺 

特定非営利動法人 福岡市NPO活動支援基金

認定特定非営利活動法人 ふくしま NPO ネットワークセンター  

特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ 

特定非営利活動法人 ま・わ・た 

認定特定非営利活動法人 みえきた市民活動センター 

特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 

特定非営利活動法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド 

認定特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク 

認定特定非営利活動法人 わかやまNPOセンター 

特定非営利活動法人 Accountability for Change 

特定非営利活動法人 CANPANセンター 

特定非営利活動法人 Co.to.hana 

小野田髙砂法律事務所 

樽本法律事務所 

独立行政法人 環境再生保全機構 

独立行政法人 国際協力機構 （JICA） 

沖縄振興開発金融公庫 

くまもと緑・景観協働機構 

静岡県コミュニティづくり推進協議会 

全日本社会貢献団体機構 

草加市ふるさとまちづくり応援基金 

合同会社 ユー・ラボ 

（以上） 


