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寄付月間～Giving December～ 

「欲しい未来へ、寄付を贈ろう。」を合言葉に、今年からの 12 月の一か月間、NPO、大学、企業、行政、国際機関が連携し、寄付を

啓発するキャンペーンを全国で行います。ジャパンギビングもこの取り組みに賛同し、推進委員会並びに共同事務局メンバーとし

て参画しております。支援する側とされる側を寄付でつなぐプラットフォームであるジャパンギビングが叶えたいものは寄付月間

と同じ。だからこそ、ジャパンギビングでは「寄付月間×ジャパンギビング」キャンペーンを企画し、全国各地から賛同いただいた、

選りすぐりのプロジェクトをご紹介させていただきます。ぜひこの機会にお気に入りの団体やプロジェクトを見つけて応援してみ

てください！そしてジャパンギビングを通じて支援先とのコミュニケーションを楽しんでいただけたら幸いです。 

 

【キャンペーン概要】 

URL： http://giving_dec2015.japangiving.jp/ 

・ 特設サイト開始日： 平成27年12月1日（火） 

・ 参加団体数： 65団体（12/1受付開始は 25団体、26プロジェクト） 

※ プロジェクトは順次オープン致します。 

※ 参加プロジェクトの概要は、右図の通り。 

  

寄付月間ウェブサイト： http://giving12.jp/ 

  

寄付月間メディア掲載（一部） 
朝日新聞 2015年9月7日 / 社説 寄付と税制 官民格差をたださねば 

日経ヴェリタス 2015年9月13日 / 渋沢健の愛と資本主義 世の中の成長を「寄」せて身に「付」ける 

朝日新聞 2015年10月11日 / 「政治断簡 1億分の 1人のために」 

AERA 2015年11月9日号 / 「小泉進次郎氏が次にしたいことは 1日1円で誰かの力に」 

 

★ 「ジャパンギビング」とは http://japangiving.jp/ 

ノーベル医学生理学賞を受賞された山中伸弥京都大教授や、最高齢でエベレスト登頂を達成した三浦雄一郎氏が資金を募った、

日本最大のクラウドファンディングサイトで、現在までに、約 13 万人から14 億円の寄付を集める、国内最大の寄付仲介サイトで

す。英国初 7 億ポンドを集める世界最大級のクラウドファンディングサイト 「JustGiving」の日本版として、2010 年 3 月 9 日よ

り運営を開始し、2015 年 1 月に団体名を「JapanGiving」と改称し活動しています。 

【本件に関するお問い合わせ先】 
ジャパンギビング事務局 担当：宮本（みやもと）、勝山（かつやま） 

TEL：03-6272-3659  FAX：03-6272-3835  MAIL：info@japangiving.jp 

プロジェクトの内容 

欲しい未来へ、寄付を贈ろう。 

一般財団法人ジャパンギビング（所在地：東京都千代田区 代表理事：佐藤大吾）は、国内最大の寄付型クラウドファンディング

プラットフォーム ジャパンギビングにて、寄付月間対象プロジェクトのファンドレイズ特設サイトを 2015 年 12 月 1 日 (火)より

オープンし、寄付の受付を開始いたします。 

国際協力

こども

動物

文化・スポーツ

地域コミュニティ

被災地支援

医療

障がい者支援

自治体

環境

政治

困窮者支援

被害者支援

その他

http://giving_dec2015.japangiving.jp/
http://giving12.jp/
http://japangiving.jp/
mailto:info@japangiving.jp


                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

寄付対象： ミャンマーの小学校 

目標金額： 5,400,000円 

使途内容： 図書とおもちゃのライブラリーを、ミャンマーの小学校

30 校へ寄贈します。1 校への寄贈につき、約 18 万円が必要で

す。（費用内訳：図書購入 7,500 冊、玩具製作及び購入

600個、図書棚30個製作、現地30地域への輸送費等） 

 

東日本大地震の際に、国民比率で世界トップの寄付率といわれるミャンマ

ー。そのお返しにできることを、東京おもちゃ美術館と一緒に考えました。航空

会社、プロ棋士、養護学校、出版会社、寺院等からの協力を得、今後３年

間で、小学校100校に書籍とおもちゃの「図書館セット」を届けます。ミャンマ

ーで20年にわたる活動実績のあるNPOのプロジェクトです。 

 

 

寄付対象： 京都大学 iPS細胞研究基金 

目標金額： 上限なし 

使途内容： 1) 知的財産の確保と維持（特許出願・維持にか

かる費用）； 2) 優秀な人材の確保（研究者・研究支援者の

人件費）； 3) 安定的な研究推進（特許係争などのリスク対

策、若手研究者の教育等）； 4) 医療応用に向けた研究費 

  

2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が所長を務め

る京都大学 iPS細胞研究所。iPS細胞はほぼ無限に増殖させることができ、

様々な細胞に変化させられることから、再生医療の基盤技術、新薬開発を

加速する技術として期待されています。iPS細胞の実用化のためには、優れ

た研究者だけでなく、様々な職務に携わる研究支援者を確保する必要があ

ります。国からの補助は変動的であるため、補助的財源が必要です。 

豊臣秀吉が天下統一の拠点として築いた初代大坂城は、1615年の大坂

夏の陣により落城、徳川幕府は当時の地盤をすべて埋めてしまいました。幸

か不幸か、秀吉の本丸地区の地下には今も豊臣期大坂城の石垣が良好に

残されています。 

「豊臣石垣公開プロジェクト」 

は、太閤秀吉の築いた初代 

石垣を掘り起こして公開する 

プロジェクトです。 

 

 

寄付対象： 大阪市の大坂城豊臣石垣公開プロジェクト 

目標金額： 1,000,000円 

使途内容： 大阪城豊臣石垣公開施設整備にかかる建設、設

計、調査・検討等に必要な経費 

  

 

 

寄付対象： 盲学校、小学校、図書館 

目標金額： 9,726,000円 

使途内容： 暗闇施工費：6,000,000円（３校）； 運営

費 ：2,400,000円（3校）； 講演交流費： 900,000円

（3校）； 教材費 ： 426,000円（盲学校71校＋盲学

校近隣各5か所/小学校、図書館） 

  

  

  

  

ダイアログ・イン・ザ・ダーク（DID）は、暗闇の中に楽しい仕掛けを作り、健

常者が視覚障がい者に導かれ歩き、対話するソーシャル・エンターテインメン

トです。盲学校に通う全盲の子供たちと健常者が出会う場所であり、健常者

の理解を深めることで、差別や偏見を無くし、対等な関係を築くことを目的と

しています。 

～ 寄付月間 プロジェクト例 ～ 

寄付先団体名称 

京都大学 iPS細胞研究基金 

寄付先団体名称 

認定特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン 

寄付先団体名称 

一般社団法人 ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 

寄付先団体名称 

太閤なにわの夢募金実行委員会 



                    

 

 

 

公益財団法人 あいちコミュニティ財団 

NPO法人 アクション 

認定NPO法人 アトピッ子地球の子ネットワーク 

NPO法人 アニマルレフュージ関西 

NPO法人 アルバトロス 

伊豆ペットホーム 

NPO法人 ウィッグリング・ジャパン 

認定NPO法人 ACE 

F.C Manis マニスファンクラブ 

NPO法人 エンパワリング ブレストキャンサー 

公益財団法人 オイスカ「海岸林再生プロジェクト10カ年計画」 

NPO法人 オンザロード 

NPO法人 改革プロジェクト 

非営利型一般社団法人 かたつむり 

鎌倉市観光商工課 

NPO法人 キッズドア 

寄付月間共同事務局 

NPO法人 九州海外協力協会 

京都大学 iPS細胞研究基金 

NPO法人 国際教育支援機構スマイリーフラワーズ 

NPO法人 ココロとカラダを育てるハッピープロジェクト 

NPO法人 国境なき楽団 

認定NPO法人 国境なきこどもたち 

市民ネットワーク for TICAD 

認定NPO法人 シャイン・オン・キッズ 

認定NPO法人 ジャパンハート 

NPO法人 捨て猫をなくす会 

NPO法人 スラッシュ 

NPO法人 3keys 

認定NPO法人 聖地のこどもを支える会 

認定NPO法人世界の医療団 

一般社団法人 ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 

太閤なにわの夢募金実行委員会 

NPO法人 地球野外塾 

認定NPO法人 地星社 

認定NPO法人 チャイルド・ファンド・ジャパン 

NPO法人 ドッグセラピージャパン 

認定NPO法人 「飛んでけ！車いす」の会 

NPO法人 日本グッド・トイ委員会 

公益財団法人 日本国際交流センター 

日本災害救援ボランティアネットワーク 

公益財団法人 日本自然保護協会 

日本赤十字社 

NPO法人 日本ソーシャルフットボール協会 

公益財団法人 日本補助犬協会 

NPO法人 ニンジン 

NPO法人 ハート・オブ・ゴールド 

NPO法人 ハッピーライド 

NPO法人 母と子の生命をつなぐ オーバージーン 

兵庫子ども支援団体 

フードバンクあきた 

フェアトレード試食会 

NPO法人 FUKUSHIMAいのちの水 

公益財団法人 福武財団 

NPO法人 PUCCI 

認定NPO法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

認定NPO法人 ブリッジ エーシア ジャパン 

NPO法人 ミャンマー ファミリー・クリニックと菜園の会 

NPO法人 ミュージック・シェアリング 

公益財団法人みんなでつくる財団おかやま 

メイクハッピー&ピース 

一般社団法人 LIGHT UP NIPPON 

NPO法人 ルーム・トゥ・リード・ジャパン 

NPO法人 レイプクライシスセンターTSUBOMI 

NPO法人 わくわーく 

「私たちの主権」委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 寄付月間 参加団体リスト ～ 

（あいうえお順） 


