平成 25 年 3 月
名古屋市

はじめに
社会的課題が年々、多様化・複雑化する中、行政のみでは対応が困難な課題が増加しており、そ
の解決に向けて、多くの市民活動団体が活動しています。しかし、市民活動団体の行う事業の中に
は、受益者から直接の対価を得ることが難しいものも多く、依然として、脆弱な収入基盤の団体が
多くなっています。市民活動団体の継続的な活動やさらなる発展を支援していくためには、市民か
らの寄附などの資金が循環していくための環境整備が必要です。
平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災では、多くの市民・企業からの寄附が、被災地や、そこ
で活動する全国の市民活動団体へも寄せられました。平成 23 年 6 月には、NPO 法人に寄附した際
の税控除を拡充する新寄附税制を盛り込んだ税制改正法案や、認定 NPO 法人制度の認定要件を緩
和する改正 NPO 法案が成立しました。
本市においても、平成 23 年 12 月に名古屋市市民活動促進基本方針を策定し、市民活動団体を取
り巻く主要課題の一つとして「経営基盤の強化・信用力の向上」を掲げ、寄附などの資金が地域で
回る仕組みの調査・検討を行うこととしたところです。
今回、実際の市民活動団体がどのような事業に資金を必要とし、必要な資金を民間からどのよう
に調達しているかを調査することで、市民活動団体における寄附をはじめとする資金の流れを明ら
かにすることを目指しました。また、市民や市内企業に対して寄附に関する意識等の調査を行い、
寄附等の社会的支援の拡大および市民活動の活性化について、方策の検討を行ってまいりました。
その結果を今回、現状の課題と今後取り組んでいく方策として取りまとめました。
本報告書が、本市のみでなく、ひろく、社会的課題の解決に取り組む市民活動団体の円滑な資金
調達の一助となれば幸いです。

最後に、この報告書の作成にあたり、市内の市民活動団体や企業、市民の皆様をはじめ、ご多忙
の中、調査に快くご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。

平成 25 年 3 月
名古屋市
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