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はじめに 
 

本書は、保健福祉関係機関や団体が、活動資金を得るために実施している募金

に関する方法を説いたものである。一口に募金といっても、大きくは赤い羽根の

共同募金もあるし、一家庭でわが子の手術費用を得るための募金活動まで、多岐

にわたっている。それでも、より効率的に、より高額の寄付を獲得するための普

遍的な方法というものがある。それを簡潔に紹介したのが本書なのだ。 

 

かつて同名の図書を本研究所で出版したことがある。好評であったが、発行部

数が少なかったので、まもなく売切れてしまった。その後、ある出版社から、内

容をさらに膨らませて「こうすればきっとお金は集まる」といったタイトルで発

行したが、これも売り切れてしまい、絶版となった。その後、本書のことは忘れ

ていたが、やはりこの種の情報は必要とされるはずだと、再度発行することにし

た。今回は内容を思い切って切り詰めて、方法のエキスだけを簡潔に表現するこ

とにした。 

 

前書が絶版となってからかなりの期間が経過したが、募金方法の柱の部分を根

本的に変えなければならない必要性はまだ生じていない。効果的な募金方法は、

ここで紹介したものに尽きると自負している。あとはこれらをどのように組み合

わせるか、どのように膨らませるかの知恵の使いようだ。 

日本には寄付の文化がまだ育っていない。一世帯当り年間二十万円も寄付をし

て、特別、使途について文句を言うわけでもないというアメリカのような国と同

列に募金を論じても仕方がない。日本に合った寄付文化を育てていくより仕方が

ないのだ。そのためには私たちの頭を柔らかくしなければならない。 

 

 

 

 

 

第１章 寄付をしたくなる５つの条件／３ 

第２章 対象に魅力があるか？／６ 

第３章 参加欲求を満足させているか？／１４ 

第４章 見返りを用意してあるか？／１８ 

第５章 柔らかな強制であるか？／２１ 

第６章 負担を感じさせないか？／２３ 
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<第１章> 

寄寄付付ををししたたくくななるる５５つつのの条条件件  
 

⑴どんな条件が整ったら寄付をしたくなるのか？ 

 寄付者の「寄付意欲を喚起する」要素にはどんなものがあるのか。寄付者は、

どのような条件が与えられたら「寄付しよう」という気になるのか。 

 下の図をご覧いただきたい。募金という営みは、常にこのような構図の中で行

われている。一方に寄付者がいて、もう一方に寄付の対象がある。「対象」とは、

アフリカの飢饉だとか、福祉施設のボイラーが壊れたから修理しなければならな

い、といった「問題」または｢人｣である。寄付を必要とする対象だ。この両者を

結ぶために、募金推進機関ができる。だがこれだけでは募金はできない。募金協

力者が必要である。この四者の相互関連の結果として寄付行為が行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵募金協力者に魅力があっても寄付する 

 例えば、寄付者が寄付の対象に一体感なり共感を持てれば、それだけ寄付をし

ようという気になる。ここがいちばん大切なポイントだ。だから寄付の対象にイ

ンパクトがあれば、募金技術にいろいろ難点があっても、寄付をしてしまう。 

寄付者 寄付対象 

募金協力者 
募金機関 
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 その極端な例が、寄付の対象と募金機関がほとんど一体の場合である。難病に

罹り、外国でしか手術ができない子どもを持つ親が、マスコミを通して、高額な

手術費を集めるための募金を求めるといったケースがときどきあるが、わずかな

募金期間で数千万円が集まる。たしかに寄付をしたくなる条件が揃っている。特

定の対象がテレビ画面を通して、直接私たちに迫ってくるし、状況は緊急を要す

る。こういう場合、寄付の対象が前面に出ていて、その背後に募金協力グループ

が隠れている。 

 ところが大抵の募金の場合、この対象が後ろに隠れてしまい、募金機関が前面

に出てくる。したがって寄付者は、寄付意欲が湧きにくい。募金機関は寄付の対

象についてアピールするのだが、やはり間接的な訴えでは迫力がない。共同募金

などは、その寄付対象が無数と言っていいほどあるから、寄付者は対象に対して

共感を持ちようがない。そもそも募金機関も、協力者も、対象に接することがな

い。自身も共感を持ちにくい対象を寄付者に訴えようというのだから、募金の仕

組み自体に根本的な難しさがある。 

 では、募金の対象がもともと寄付者の共感を得にくい場合は、どうすればいい

のか。一つは、日本テレビの「二十四時間テレビ」などが開発した手法だ。それ

は、募金協力者を前面に押し出そうというものである。むろん寄付対象を映像で

表現することもしているが、それ以上に募金協力者たるタレントたちの力を最大

限に利用しようとしている。バラエティー番組の常連タレントが普段とは違う必

死の形相で過酷なマラソンに挑戦している姿を見て心を打たれたり、好きなアイ

ドルグループが「あなたも協力してね」などと呼びかければ、それだけで寄付し

ようという気になる。 

その場合、寄付者にとって、「対象」が何かということはあまり関係ない。対

象そのものに寄付者を魅惑する要素が少なければ、「募金協力者」という触媒を

使えばいい、という方法論が出てくる。 

 

⑶寄付者を全部協力者にしてしまえばベスト 

 募金機関の果たす役割も少なくない。この運動に寄付者を（何らかの形で）参

加させる余地が多ければ、寄付者の参加欲求を満足させることで、対象への親近
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感を増幅させることもできる。募金機関が募金協力者をやる気にさせればさせる

ほど、その協力者を通じて間接的に、寄付者に運動への親近感を持たせることが

できる。究極的には、寄付者を全部、募金協力者にしてしまえばいいのだ。 

 

⑷寄付者の寄付意欲を喚起する５つの方法 

 寄付者の寄付意欲を喚起するということは、四者の相互の距離を限りなく縮め

ることに他ならない。この距離を縮める方法は、どんな構造になっているのか。

次の５つが考えられる。 

 まず１番目に、寄付の対象そのものが、寄付者にとって「魅力」のあるもので

なければならない。あるいは、寄付しようという気を起こさせるほどに刺激的で

なければならない。 

 ２番目は、寄付者をどのように運動に「参加」させるか、ということ。人は、

特定の運動に対して参加意識を持つと、それだけその運動への共感が深まる。共

感が深まれば当然、寄付意欲が喚起される。 

 ３番目は、寄付者にどのような形で「利益」を返すか、ということ。「見返り」

であるが、この言葉では説明し尽くせないほどの幅広い意味が、ここにはある。

募金方法を考える最大のポイントは、「寄付者に何を返すか」という点に集約さ

れる。 

 ４番目は、一見「強制」ではないように見えて、結局は何らかの意味で寄付者

に圧力をかけてしまう、という方法。強制的に対象（運動）と寄付者を近づけよ

う、というわけだ。 

 ５番目は寄付者に負担感を持たせないような寄付方法。「こんな寄付の仕方な

らいいだろう」「この程度の額ならば寄付してもいい」と思わせる。それでいて、

こちらの満足できるような実績を上げるのだ。 

 それぞれの募金運動は、これらいずれかの方法にアクセントが置かれているこ

とは確かだが、優れた募金活動を分析してみると、５つの要素がすべて含まれて

いることがわかった。 

 良い募金というものは、そもそも対象に魅力がある上に、何らかの形で寄付者

を運動に巻き込む方法をとっており、その過程である程度の強制が働いているし、
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加えて抵抗なくお金を出せる集金システムを用意している。寄付者に利益還元す

ることも忘れてはいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第２章> 

対対象象にに魅魅力力ががああるるかか？？  
 

⑴まず主唱者と協力者が対象に｢感動｣ 

 以前、神奈川県秦野市の聖マリア修道女会に属する

シスターが、たまたまフィリピンの小さな離島・クリ

オン島の国立ハンセン氏病療養所に手伝いに行った

ことから募金運動が生まれた、という話を新聞（新聞

名は不明）で読んだ。 

この島にはフィリピン中のハンセン氏病患者が集

められ、重症患者は入院、軽症患者は一人で、あるいは家族と暮らしている。ク

リオン島には月に２、３回しか船の便がない。上陸したシスターめがけて、島の

❶魅力ある対象 

❺負担を感じない寄

❹柔らかな強制 ❷参加意欲を満足 

❸運動からの見返り 

寄付意欲を喚起する 

５つの要素 

一億円を実現できる当事者募金（読売新聞） 
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人たちが殺到してくる。彼らの多くが、鼻がなかったり視力を失っていたりとい

う状態だ。島でその種の施設を訪問したシスターは、患者たちの姿にショックを

受けた。日本に戻ってきても、頭から離れない。 

「神様、ワタシ、どうしたらいい？ワタシ一人では何もできない。でも、何かし

なければならない…」。しばらくは悶々と日を送っていたが、とにかく動き出さ

ねば仕方がないと、知人や学生などに片っ端からカンパ依頼の手紙を出してみた。

十万円ぐらい集まったら、あの患者たちに（栄養をつける）ミルクぐらいは飲ま

せることができるかなと思っていたら、「神様は奇跡をするネ。百万円も集まっ

たヨ」。 

 協力の輪はまたたく間に広がり、あちこちの教会でチャリティー・イベントが

開かれ、一般市民の中からも市民祭りでクッキー売りをしたり、チャリティー・

コンサートを開催して、収益金を届けてくれるグループなどが増えてきて、年に

八百万円も現地に送金できるようになった。 

 その他にも二ヶ月に一回は、衣類や鉛筆、タ

オル、石けんなどの援助物資を送るのだが、「や

っぱり神様は奇跡をするネ」とシスター。正式

の船便にすると、いろいろ面倒な手続きがかか

るが、横浜のある船会社が「船長の手荷物」と

いう扱いで、島まで運んでくれることになった。 

 シスターは、ただ善意を集めるだけでなく、その人たちに「精神的な見返り」

があるように仕組んでいる。例えば、毎年たくさんの協力者を代表して、数人を

シスターが現地まで連れて行く。自分たちの協力行為が、現実にどのように生か

されているのかを自分の目で見てもらう。彼らの現地訪問記が『たより』に掲載

されることで、行けなかった他の協力者も、その体験を共有することができる。 

「誰よりも私に鮮やかな印象を残してくれたのは、島で一番重症の男性患者だっ

た。彼にはもはや『顔』がない。目も鼻も口も溶けたようで、耳もほとんど聞こ

えない。口からは言葉の代わりにシューシューと音が漏れるだけだ。三十年もの

長い間、自分の身体が少しずつ侵され、くずれていくのをどんな思いで見ていた

のだろうか。想像を絶する苦しみと痛みが彼の心と身体に満ちていたに違いない。

寄付対象には関係なく、自己目的の寄付も （読売新聞） 
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それでも今この人はここに静かに横たわっている、破れた屋根やなくなったすべ

ての手足をすべて受け入れているように。とにかく生き続けることに意味がある

のだと彼は私に語ってくれたように思う」。 

 われわれから見たら「苦しみの島」であるはずなのに、そこで人々はむしろ日々

の生活に感謝しながら、われわれ以上に明るくたくましく生きている。それを直

接間接に見せられただけで、協力者はこの運動に参加した意義を見出している。

こうして現地を見た人たちが、シスターの二代目三代目に育っていく。一人の「情

熱」が、これだけ多くの人の「情熱」を引き出し、運動は果てしなく広がってい

く。 

 これを一般化してみよう。図のように、募金を主唱した人だけでなく、協力者

も寄付者もすべてが対象に接触し、感動するような仕掛けにしてある。これなら

最高の寄付環境が生まれる。 

 ｢対象への共感｣という原点をおろそかにして、とにかく国民は寄付をすればい

い。それを私たちがきちんと使ってあげますから心配ご無用といった、突き放し

た募金運動が少なくない。それで国民が「はいそうですか」と納得してくれるは

ずはないのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

⑵「寄付者の共通の願い」を掬い上げる募金 

 特別に寄付の対象について熱心に説かなくても、もともと国民がその対象に協

力する必要を感じている場合、寄付について強力にアピールする必要がない。 

 これも新聞で読んだ話である。広島市の原爆ドームが 1967 年の大補修から相

当年が経過し、鉄筋がさびたり、コンクリートにひびが入るなどの風化が目立つ

ようになった。全体を特殊塗料で防水加工する再補修工事をするための費用（２

    
 

寄付者 寄付対象 

①主唱者が対象に感動 

④協力者が寄付者に感動を伝える ③協力者を対象に接触させる 

⑤寄付者を対象に触れさせる 

②感動を協力者に伝える 

募金機関 

募金協力者 
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億円）をどのように工面するかで、奇妙な「争い」が生じた。 

 ドームの所有者である広島市、予算総額６千億円を超えるこの市にとって、２

億円は大した金額ではない。「当然、市費で」の声。普通なら、これで「よかっ

た」となるはずだが、それに待ったがかかった。「原爆ドームは人類共通の財産。

一人でも多くの人が参加してこそ保存の意義がある」。敢えて募金運動に訴える

べきだという意見が持ち上がり、結局「募金派」が「市費で」派を圧倒し、全国

募金が展開され、結果的には目標額を軽くオーバーした。 

 市民の側に「原爆ドーム」そのものへの「思い」があり、その補修となれば自

分もいくばくかの寄付はしなければなるまいと考えている。そうした下地があれ

ば、募金を呼びかけても「私たちの代わりにやってくれている」という感謝の気

持ちこそあれ、うさんくさい気持ちになるはずがないのだ。 

 ある地区の小学校で、生徒自身による募金活動が展開された。発端はその小学

校の運動場の真中に大きな木が植わっていた。それが邪魔だと切り倒すことにな

った。これに生徒たちが反発、どこかに移転することはできないかと考えた。そ

の移転費用を自分たちで捻出しようと募金活動が始まったというわけだ。この場

合も、生徒たちの共通の願いを集約するだけだから、募金額の心配はない。  

 

⑶対象自身が直接、寄付を訴えるインパクト 

「深刻な事態」が寄付者の心を強く揺さぶる要素には、次のようなものがある。

①事態が極限まで切迫している！②生々しく迫ってくる！③当の本人が訴えかけて

いる！④その人が目の前にいる！ 

 最近よく目にするのは、③番目の方法だ。前述の通り、子どもへの臓器移植が

国内では不可能で、仕方なく、すでに合法化されている海外での移植手術を受け

るというケースが増えている。ところが、渡航費用だけでも相当の額に上るとい

うのに、手術費用がその十倍以上という高さ。そこで、募金に訴えるしかないと

いうことになる。家族の知人あたりが音頭をとってすすめるのだが、それで募金

額１億円を達成したケースもある。これは一つには、「私の生命を助けて！」と

当人がわれわれの目の前に姿を現している効果ではないか。 

 カナダで「テリーフォックス募金」というのがあった。ガンに侵されたテリー・



 10 

フォックスという青年が、残り少ない人生を賭け、ガン研究基金のための募金活

動をたった一人で始めたのである。切除した片方の不自由な足を引きずりながら、

カナダ大陸を横断し、一般市民に寄付を呼びかける。その一部始終がテレビを通

じて、家庭の茶の間に映し出された。無理がたたって、義足の脇から血がにじん

でくる。それでも行脚はやめない。病状はテレビを通してでも、急激に悪化して

いることが分かる。カナダ人ばかりか、全世界の人々を感動の渦に巻き込んだ。

結局志半ばで力尽きるのだが、集まった寄付金はなんと二百億円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷みんな「夢」を欲しがっている。ならばソレを売れ 

 俳優の津川雅彦さんが以前、呼びかけた「幸福鉄道を作ろう」募金は、ずばり、

寄付者に「夢」を進呈しようという試みであった。廃線となった北海道の旧広尾

線を夢にあふれた「幸福鉄道」として甦らせようという彼の呼びかけに、千人以

上が賛同したという。 

 彼の構想では、ヨーロッパのブルートレインを走らせ、沿線に公園、遊園地、

牧場などを作り、雄大な自然を生かした一大レジャーランド「夢の王国サンタ愛

ランド」にしようというものであった。 

 それまでは募金と言えば、恵まれない人を救済するためのものが大部分であっ

た。最近では、私たちに夢を与えてくれる対象にもお金を出そうというほど私た

ち自身が夢を渇望するようになった。 

 イギリスの北アイルランドで、十九世紀の王室専用の蒸気機関車を走らせよう

という募金運動が行われたことがある。ダウン州の州都から海岸の港町までの十

四キロの鉄道が、既に廃止されているが、これを復元して使おうという。そこで

日本にも広がった（岐阜市サイト） 
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「線路を一ヤードずつ買って下さい」という訴え方をした。 

 この場合の募金対象は、まさに夢そのもの。「いつの日にか２人で現地に行っ

てみたい。素晴らしい夢ができました」と申し込んできた夫婦もいる。 

 近年流行の募金運動は、たいていは何らかの夢を提供しようという方式を取っ

ている。例えば「知床百平方メートル運動」は、知床半島のオホーツク海側の土

地を乱開発から守るために、全国の人々からの寄付で地元の網走市庁斜里町が土

地を買い取り、自然の再生を目指すというものであった。その後も天神崎買取運

動や十フィート映画運動など、次々と同じパターンの募金運動が生まれてきた。 

 募金をするにしても、「全部で何万平方メートルを買い取らねばならないので、

皆様も応分の寄付をしてほしい」程度で済むはずのところを、もう一歩市民の側

に身を置いて、一人ひとりに一単位（百平方メートル）分を出してもらう、それ

を個々で「買ってもらう」という形にする。そうすれば、一人ひとりが自分の土

地をあの素晴らしい知床に確保できたという感覚になれるだろう。「確保」した

といっても、実際にはその土地をどうこうすることができるわけではなく、自分

のものになったという錯覚を売っているにすぎないのだが、市民はそれでも十分

満足してくれるはずである。 

 市民（寄付者）にただ漠然と夢を見させるにとどまらず、それを各自で「確保

した」と思わせる（錯覚させる）ところまで、きちんと演出しているところがう

まい。しかも、「私の土地を確保」という、個人的なエゴを満足させる営みによ

って、自然保護という大事な運動に実質的に参加したことにもなる、というオマ

ケもついている。 

 

⑸寄付の対象とペアにし、「身内」意識を育む 

 話題になる募金の多くは、もう一つ魅力的な手法を使っている。寄付の対象と

寄付者をペアにしてあげるのだ。これが寄付者にとっていかに魅力的なものであ

るか。寄付の対象が漠然とした「全体」ではなく、それが細切れにされて、その

一単位が容易に識別できるということは、寄付者には「分かりやすい」募金と映

る。しかも、その一単位と寄付者をペアにして結びつけてくれると、もっと好ま

しいものになる。 
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 前述の北アイルランドの王室列車を走らせようという募金にしても、普通は

「このための線路を敷設するのに何ポンドかかりますから、寄付をお願いしま

す」という言い方をするところだが、それを「その中の一ヤード分だけ買って下

さい」と言えば、言われた方も乗り気になりやすいのではないか。 

「自分のもの」という意識はどうやって生まれるものなのか。一つは、王室列車

募金のように、その一単位に寄付者の名前を彫り込んであげればいい。神社に行

くと、石段の脇の柵の一本一本に、寄進した者の名前が掘り込んである。この一

本は私が寄進したのだ、と一目で分かるわけである。 

 また知床のように、細切れにした一単位といっても、具体的にあの中の何番地

の百平米と指定されれば、これは間違いなく「自分の土地」だと納得できるだろ

う。 

 交通遺児を教育養子にして奨学金を送ってもらう「あしながおじさん募金」の

ような募金では、教育養子になったという事実だけでは「自分の子」という実感

は持てないが、その子と何らかの方法で交流ができれば、またはその子が成長し

ていく状況が定期的に報告されれば、かなり満足できる。その一単位と寄付対象

との「個人的な」交流ができればいいのである。 

 

⑹対象をアピールする代わりに「魅力ある協力者」を動員 

 寄付の対象に個人的に感情移入してもらうのが難しければ、代わりに｢魅力あ

る協力者｣をつくる、という手法もある。アメリカンフットボール・チームのイ

ーグルスがガン研究資金調達のために募金活動を行ったことがある。彼らのやり

方は、「スポンサード」募金に似ている。このチームがゴールを奪うごとに何ド

ルかを寄付して下さい、という呼びかけをしたのだ。 

 チームのファンならば、一点でも入れてくれるのは嬉しいことである。その体

験をするたびに、いくばくかの寄付をするのにそれほどの抵抗は感じない。ファ

ン達は、イーグルスに自分の夢を託している。その夢が実現するたびに寄付をす

るのだから、大変に気持ちのいいことなのだ。 

 スポンサード募金というのが、欧米では流行している。例えばスポンサード・

ウォーク。ある募金に協力したい者が、個別にスポンサーを見つける。親でも、
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近くの商店でも、職場の上司でもいい。そして、指定された区間何キロメートル

を歩き通すと、そのスポンサーから規定のスポンサー料をもらい、主催団体に寄

付をするというものである。寄付者が募金対象に特別な親近感を持っていなくて

も、親しい間柄の募金協力者を通して協力するから、魅力的な運動になっていく。

募金対象が細切れにされなくても、協力者とペアになれるからそれでいい。 

 スポンサード募金の事例には、例えば①スポンサード・ウォーク（何キロ歩い

たかで額を決める）、②スポンサード・ランニング（何キロ走ったかで額を決め

る）、③スポンサード・スイミング（何メートル泳いだかでお金を集める）、④ス

ポンサード・スペリング（英単語のつづり方試験で何問解けたか）、⑤スポンサ

ード・サイレンス（一分間沈黙していたら何ペンス？）といったものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第３章> 

参参加加欲欲求求をを満満足足ささせせてていいるるかか？？  
 

「寄付」というものは、もともと社会的な事業のごく一部の行為にすぎない。そ

の（「資金供給」という）部分行為を、十分納得し、充実した気持ちでできると

いうのは、相当この種の運動に精通した人物であろう。やはり凡人は、事業の全

体を眺められ、それに関わる中で初めて、費用を負担しようという気になるもの

である。「参加」は募金のための不可欠な要素なのだ。 

 

ダルビッシュ有投手が、１アウ

取るごとに３万円を、口蹄疫で 

被害を受けた宮崎県の農家に寄付 

(毎日新聞) 

ダルビッシュ有投手が、１勝するごとに 

１０万円を、水不足に苦しむ人々に寄付 

(日本水フォーラム) 



 14 

⑴｢理解｣から｢参加｣へでなく、｢参加｣から｢理解｣へ 

 中年以上の人なら、小学校か中学校のときに一度は赤い羽根の運動で街頭募金

に立ったことがあるのではないか。あのささやかな体験は、本人が考えている以

上に大きな影響を（当人に）もたらしている。 

 たった数時間、街頭で「お願いしま～す」と叫んだだけなのに、それが重要な

体験になっているというのは、そのとき彼（彼女）は「福祉をすすめる側」に立

ったからなのだ。 

 はじめはしぶしぶ街頭募金に立っても、やっているうちに、いつの間にか「共

同募金」へのシンパになっていくことも多く、少なくとも今まで無関心だった共

同募金や福祉についての関心が多かれ少なかれ芽生えてくることは間違いない。 

 

⑵寄付で「参加」実感を持たせる 

 寄付行為だけで、活動に「参加した」という実感を持たせる、という方法もあ

る。例えば十フィート運動。アメリカ国防省に秘蔵されている広島・長崎の原爆

投下の記録フィルムを市民の手で買い取ろうというもので、一人十フィート分、

三千円を一口として募金するという方法をとった。｢あの中の十フィートが自分

のもの｣というのがミソだ。 

 これは「知床募金」にも言えることだが、募金活動でありながら、同時にそれ

が社会運動にもなっている。みんなで金を出し合ってフィルムを買い戻し、上映

することが即、市民運動なのだ。つまり手段としての募金であるよりは、目的と

しての募金活動なのである。 

 こうなると、寄付者は単にフィルムを買う費用を出しただけでなく、この「運

動」そのものに参加した、ということにもなる。そういう実感を持たせるのだ。

ここで大事なことは、寄付をしたからあなたも運動に参加したのですよ、と言う

だけではダメで、寄付者自身にたしかに参加したという実感を持たせるための仕

掛け作りが必要なのである。 

 

⑶会員にして、たっぷりと…今流行の顧客確保策 

 日本人は、仲間意識が持てた相手には、無防備とも言えるほどに協力的になる。
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仲間なら、どんな要求も受け入れられる。逆に「よそ者」ならば、たとえリーズ

ナブルな要求でも厳しく吟味し、結局は断るということもある。相手との人間関

係が、非常に重要なのだ。ここから考えると、募金の趣旨を訴えるよりも、まず

仲間意識を持ってもらうことが先とも言える。考えつく方法を駆使し、とにかく

「会員」にしてしまうのである。 

 極論するならば、日本人にとって「参加」とは「組織に所属すること」なので

ある。普通、参加と言えば、特定の活動に加わっていくというニュアンスがある

が、日本人はそういう発想をしない。参加をするとは、まずは特定の活動団体に

所属することなのである。 

 

⑷配分に関与させれば、寄付意欲も出る 

 自分が寄付しようとしている対象が、はじめから決められたものではなく、寄

付者の選択の余地があるのは、確かに魅力的である。赤い羽根の共同募金が私た

ちにとってよそよそしい感じがするのは、配分に参加させてくれないという部分

が関係しているのではないか。 

「どこにどれだけ配分するかは、その道のプロが考えますから、ご安心を。あな

たはただ寄付をしてくださればいいのです」。若干の改善努力が始まっているが、

この基本姿勢に変わりはない。それで納得できればいいのだが、人間はそう単純

な動物ではない。やはり募金のオモシロさは、その全プロセスに何らかの意味で

関わることではじめて生まれるものなのだ。各地区ごとに市民の自薦他薦による

配分委員会を設け、そこで毎年の配分対象を選定していく仕組みにするだけでも、

市民のこの運動に対する評価は変わってくるのではないか。配分の選択に参加さ

せるだけでなく、決定した配分先に配分金または配分品を届ける時にも、寄付者

を参加させることだって、できないことではない。 

 

⑸寄付者が各自希望する配分対象を選べる 

 イギリスには、国民に対して、ＣＡＦという大規模な寄付受け付け窓口が設け

られている。チャリティー・エイズ・ファウンデーションといい、活動資金が欲

しい民間団体がここに登録されていて、それぞれの寄付の振込口座を用意してい
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る。寄付者はその中のどこに寄付したいか意思表示をすると、ＣＡＦが寄付者が

指定した団体の口座へ振り込んでくれるというものである。 

だれだって身内に寄付をするのなら抵抗はない。ならばこのあり方をもっと活

用すればいい。要は、それぞれが身内にしかあげないという気持をどう社会化さ

せるか、である。 

ある地区の老人会が自分たちの集会場が欲しいと、仲間内で募金活動を始めた

が、それだけでは資金が足りない。これを知った共同募金会が、今まで集めた寄

付を一旦、募金会に寄付をしなさい、と指示した。一方で、集会場がほしいとい

う配分申請を出すこと、と。こうして彼らは無事、集会場を募金会の配分のおか

げで建てることができた。自分たちの集会場というのを、皆が利用できる集会所

に転換し、募金活動も共同募金の一環への協力という形に変えた。これが｢社会

化｣というあり方である。 

   

⑹運動の全プロセスに関与させる 

 最も効果的なのが、寄付者に何らかの方法で、募金活動の全プロセスに関与さ

せることだろう。これで最高に参加欲求が充足される。 

鹿児島県のある企業で歳末たすけあいのための職域募金が行われていると聞

いて、以前、取材に伺ったことがある。従業員一人あたり千五百円という高額募

金なので、その方法を知りたくなったのだ。行ってみて驚いたのは、彼らは特別

変わった募金技術を駆使していたわけではなかった。他の職域募金と同じように、

庶務課あたりが音頭をとって、各課から募金担当者を選出してもらい、それらの

人たちによって一定の期間に課内募金を行う。ただそれだけのことであった。 

 しかし、それにしては募金額が多すぎる。さらに聞いていくと、一つ分かった

ことがある。従業員に「配分」という分野に深く関わらせているのだ。まず配分

先を決める時にも、従業員に案を出させる。例えば、ウチの寝たきりの祖母に取

り替えようのマットレスが欲しい、などと。 

また、寄付が集まると、決められた配分品を購入して、一、二週間、工場の一

角に展示する。例えば地域の寝たきり高齢者にマットレスを配分するとなれば、

何十人分かのマットレスが工場にうず高く積まれることになる。そして次は配分
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だ。従業員が手分けして寝たきり高齢者宅を訪れる。ああ、こんな生活をしてい

たのかと、そこで対象者の生活状況が分かる。マットレスをもらうことで、どの

ように助かるのかも分かる。高齢者からの感謝の手紙も工場で展示される。こう

してまた来年がんばろうという気持が湧いてくる。 

 ご覧のように、募金組織作りから目標額の決定、配分案の募集、募金活動、配

分品の購入と贈呈、結果報告のすべてに、従業員が何らかの関わりをしている。

ほとんど寄付者と協力者と募金者の三者が一体化した仕組みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<第４章> 

見見返返りりをを用用意意ししててああるるかか？？  
 

 寄付行為が何らかの形で寄付者にも利益がある場合に、寄付意欲を喚起するの

は当然だが、問題はその場合の寄付行為は真に寄付者の善意に基づいてなされて

いるのかどうか、だ。 

 ただ、人間の行為はそんなに単純ではない。宝クジ方式の募金も、寄付者はた

だ「当選」のことばかり夢見て応募するというのは、人間を信頼していない考え

である。実際にはそのような「当たり」を期待しながら、一方ではその「募金運

動」に協力したいという気持ちもきちんとあるのだ。 

 

担当者の選定 

目標額の決定 
配分案を募集 

各課で 

募金活動 

配分品の 

購入・展示 

手分けして 

配分品の贈呈 
礼状を展示 

職場で 

結果報告 
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⑴「あなたの名前を残してあげます」 

「私が寄付した」という事実が、何らかの形で刻印されれ

ばうれしい、という気持ちは、どんな寄付者にもある。そ

れによって自分の寄付行為の「純粋性」が目減りするかど

うか、などと考える以前に、ほとんど本能的なものとして、

私たちはそういう願望を抱いている。 

 神社に行けば、その願いが何百年という時代を超え

たものであることが分かるだろう。石段の脇の、境内

のあちこちのモノに刻まれた寄進者の名前。おそらく

は永久に消えることはないその一つ一つの名前に、人

間の執念が匂ってくるかと言われれば、それほどでも

ない。寄付対象一単位と寄付者をペアにして、両者を

（名前を刻印することで）しっかりと結びつけてあげましょうということである。

それによって寄付者は寄付行為そのものだけで、この運動（事業）に参加したと

いう実感を持てる。 

 

⑵寄付の一部が戻ってくる 

 利益誘導型と言えば、実際に寄付者にも金銭的な利益があるという方法もある。

チャリティー・オークションというやり方がある。自分の持ち物をオークション

にかけて売ってもらう。それが売れたら、自分がつけた値段と売価の差額を寄付

するのである。だから自分のつけた値段の分は自分に戻る。販売行為の副産物を

寄付しましょうというわけだ。 

 実際にこの募金を職場やデパートでやっているのを見ると、一般に普及してい

る「いらないものを提供してバザーにかける」方法よりは、様々な利点がある。

まず、品物の質がいい。ある職場で実施した時は「自分の命の次に大事な物を持

ってくるように」というのが主催者の指示で、ある釣り好きの人は買ったばかり

のクーラーを涙を飲んで差し出したという。 

 

 

「あなたも城主になれる」（熊本城） 

寄付者の名簿が天守閣に掲出されている 
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⑶寄付のお礼に「素敵な記念品をさしあげます」 

 アメリカの共同募金会には、通常の配分の業務を担

当する部署の他に、「ユナイテッド・ウェイ・アット・

ワーク」という部署があるようだ（「ユナイテッド・ウ

ェイ」は「共同募金」の意味）。 

 彼らが携帯している小冊子の冒頭には、「あなたは共

同募金に協力されました。さあ、今度はわれわれがお返しをする番です」という

ようなことが書かれてある。寄付者にわれわれはこんなサービスを差し上げます

という、そのサービスの一覧の冊子だったのである。そこには、二百項目にわた

るサービスが並んでいて、いずれも無料か、破格に安い費用で受けられるように

なっている。家庭内の様々な問題や精神衛生面のカウンセリング、健康診断など

に応じているようだ。共同募金の配分を受けている施設や団体を説得して、これ

だけのサービスを整えたらしい。まさに「ギブ・アンド・テイク」の発想である。 

 アメリカの法人募金で感心したのは、募金会が企業の職員研修を引き受けたり、

どうしたら企業収益を増加させられるかといったアドバイスや経営診断をする

材料も用意してあることだ。高額の寄付を確保するには、これぐらいのサービス

が必要なのだなと、納得させられた。 

 

⑷「商売をする」―寄付者の欲しい物と引換えに 

「売れる広告ポスター」が話題になったことがある。広告ポスターというものは、

もともと売るためのものではないのだが、その質が高くなるにしたがい、芸術品

としても価値が出てきたのである。特にタレントの写真が等身大で載っていれば、

ファンが飛びついてくるのは当たり前だ。そうやって、意図的にポスターを売る

ことで、話題づくりをしてしまおうという広報戦術も使われるようになった。 

 この手法を単なる企業の宣伝として使うだけでなく、募金運動にも応用できな

いかと、反核団体が一流デザイナーやイラストレーター等に協力してもらって反

核ポスターを製作し、それを売って資金確保をするといった動きが出てきている。 

 

⑸寄付者に配分すれば、有難味が分かる 

ダラス募金会のホームページにある｢アット・ワーク｣の紹介 
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 寄付者自身から配分ニーズを出してもらってもいい。それが充分、配分を受け

るに値するものであれば、実際にその人たちに配分されてもいいのだ。このよう

に配分と寄付が複雑に交差しているのが本来のあり方なのかも知れないし、そこ

にこそ寄付意欲を刺激する要素が含まれているとも言えよう。 

 ある優秀な募金実績を上げている某町に新しく団地ができた。はじめから寄付

する気がない、という難地区であった。そこで担当者は、当分はそこで募金をせ

ず、まず配分をすることにした。団地だから、子どもの遊び場はいくらあっても

いいし、遊具は確かに不足している。遊び場の整備費を配分し、翌年も、同様に

募金は遠慮して、配分だけをした。その翌年、さすがに団地住民の中から「寄付

に応じよう」という声が上がったが、まだまだと募金会は断った。その翌年、そ

ろそろいただきましょうかと言ったら、予想外の高額寄付が得られたという。作

戦は大成功だ。 

 寄付意欲のない地区や人々に対して募金を求める場合、まず配分をすることに

よって、募金の意義を理解させてから、徐々に募金を始めるという逆の方法をと

った方がいいのだ。 

 

<第５章> 

柔柔ららかかなな強強制制ででああるるかか？？  
 

 日本人が説得行為に敏感だからといって、また強制という行為に批判的である

からといって、押しつけがましいやり方を極力避けようとするのは必ずしも正し

いあり方とは言えない。 

 日本人の「参加」の概念は、欧米などと少し違っている。要するに自分からす

すんである運動に関わっていくというタイプではない。むしろ相手からいろいろ

説得されて、それではと、一見しぶしぶ腰を上げるのがわれわれの「参加」の仕

方である。「自発的」は「でしゃばり」とも言われ敬遠されやすい。「無作法」に

属するのだ。だから日本の場合は何を勧めるにも、主催者側からのある程度の強
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制が不可欠なのだ。ただ、その「ほどよい強制」の加減が難しい。相手のメンツ

を潰さず、しかしこれではもう腰を上げねば仕方がないと思うような状況に持っ

ていくのがコツだ。 

 

⑴「お上」の威光を利用する 

 現代的な募金活動を分析してみると、人々が気付かないやり方で上手に「強制」

を使いこなしている。 

 いろいろ言われながらも共同募金の運動が続いているのは、つまり国民の大部

分がこの運動に協力し続けているのは、この運動の権威のおかげなのだ。この場

合の権威とは、すなわち国という権威である。 

 お上のやっていることには、（陰ではいろいろ言っても）表立っては反対しな

いのがわれわれ日本人である。国が関わっていると知っただけでもう批判精神が

ゼロになってしまい、運動へ絶対的な信頼を寄せてしまう。すると、「ご協力お

願いします」と言っただけで応じてしまうのだ。権威の利用はこの場合、一種の

「見えない」強制に相当する。 

 

⑵人間関係のしがらみという「見えざる強制」 

「強制ならざる強制」の二番目は、「しがらみ募金」。隣近所のおつき合いで寄付

をするという場合、それは近隣関係を良好に保つために、半分は仕方なくなされ

るものだが、この「しがらみ」の圧力というものは、かなり強い力を持っている。

共同募金は、つきつめると隣組のしがらみをとことん利用した募金と言えるだろ

う。内心、不満はありながらも、それは口には出せない。組長さんが回ってきて

「よろしく」と言えばそれでＯＫなのだから、威力は絶大である。 

 職場でも、学校でも、日本のあらゆる集団の中でこの募金方法が使われている。

「しがらみ」というとマイナスのイメージしかないような感じがするが、そんな

に単純ではない。「しがらみ」はお互いが安全を確保するための、たすけあいの

「きずな」でもある。寄付はそのための保険金のようなものだ。 

 

⑶社長が率先して寄付すれば仕方なく… 
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 ある職場で一人当たりかなり高額の寄付をしたというケースがあったので担

当者に募金方法を聞いてみたら、感心するほどいろいろな工夫を凝らしているこ

とがわかった。 

 Ａさんは毎月給料日とその翌日を職場での「募金の日」と決め、その日は社内

放送などで職員に協力を訴える。募金箱は手製のものだが、毎月色を塗り替えて

新鮮さを保とうとしている。これを休憩室などに置いておくのだが、わざわざ職

員の見ているところで社長にお札を（スローモーションで！）入れさせるなど、

「誘導」方式もちゃんと取り入れていた。 

 

⑷寄付競争を仕掛ける―「やつらに負けるな！」 

 寄付者の競争心を煽るという方法もある。あるスーパーで職員が考え出した職

場募金はこうだ。その店は６つの売り場に分かれていたので、６チームの募金競

争になった。 

 ①６つの募金箱を用意し、それをタイムカードのところに並べる。そしてそれ

ぞれ箱の後ろに大きな梅（同県の県花）の絵が貼ってある。この梅には６つの弁

があり、まだ何も塗っていない。競争開始だ。 

 ②１つの弁は半月分を指し、はじめの半月にその売り場の平均寄付額が百円を

超えると赤く塗ってよい。次の半月にまた平均寄付額が百円を超えると２枚目の

弁も塗れる、というふうにして、１０月から１２月までの共同募金期間をフルに

活用する。 

 ③売り場のリーダーだけが、途中までの寄付金の入り具合を調べる権利がある。

まだ少ないと思えばそれなりのＰＲ方法を考える。開票が始まったときの各党の

選挙対策本部を思い起こしていただきたい。当選者が出ると、その名前の上にバ

ラの花がつけられるだろう。あれと同じように、６つの弁が全部赤く染まったグ

ループから赤いバラがつけられる。 

 ④結局はすべてのグループにバラがつけられるのだが、競争も演出の仕方次第

では、非常に楽しくなるという利点がある。（しかし逆に演出次第では、単に寄

付額を競うという、悪い募金の見本みたいになってしまう恐れもあるから、気を

つけねばならない。） 
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<第６章> 

負負担担をを感感じじささせせなないいかか？？  
 

 募金の仕方によっては、妙にたくさん取られたような気

がするし、逆にたいした負担はなかったような気がするも

のである。寄付者にほとんど負担感を抱かせないような募

金方法があるならば、それも一つの効果的なテクニックと

言えるだろう。寄付者をペテンにかけるテクニックを伝授

しているような錯覚に陥るが、そのペテンはじつは、寄付

者自身も望んでいることなのである。 

 評論家の山本夏彦氏が間接税に言及して、同じ間接税を採用するなら、ホテル

の勘定のようにトータルの上に乗せるのでなく、酒税のように定価の中に入れて

しまえばいいと言っていた。「（そうやれば）誰も気がつきはしない。気がついて

も、文句は言わない。大衆はだまされる存在である。政治家はうまくだましてく

れればいい」。 

 

⑴「ご恩返しのチャンスです」 

 在宅サービスを熱心に実施している市町村では、香典返しを社会福祉に寄付す

るというケースが多いという。サービスを受けた感謝の気持ちがそうさせるのだ。

注目すべきは、この香典返し、ないしは遺産の分配の際に「社会福祉への寄付」

という言葉が市民の念頭に浮かぶという点である。こういう時に人は、強い寄付

意欲を持つ。その場合の寄付額は日本人にしては破格のものだが、負担感は少な

い。 

 

⑵結婚・誕生・初給料―幸せのおすそわけの機会 

 健康な赤ちゃんを産んだ母親が、その幸福感を障害のある子に分け与えようと

スタートした日本母性保護医協会の「おぎゃー献金」は数十年続いている。各種

購入した商品に寄付が含まれている（朝日新聞） 
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募金団体が市役所の住民課などの窓口に募金箱を置いているのも、同じ発想から

出たアイデアなのだろう。 

 人間が「しあわせ」を感じる場面といえば、この他にも結婚披露宴などもそう

であるし、予想もしていなかったお金が転がりこんだ時もこれにあたる。宝クジ

に当たったから、競馬で当てたから、退職金が入ったから、その一部を寄付しま

すというケースもよく出てくる。 

 三和銀行が首都圏の企業に入社した新入社員二千人に行った調査で、「初めて

の給料が出たら何かプレゼントを買おうと予定している」と答えたのは、なんと

７４，１％だったという。相手は母親、父親、兄弟、祖母、恋人、お世話になっ

た人、友人の順。給料の一割程度をあてる、とのこと。この機会を逃すテはない。

財団法人日本自然保護協会は、「二人で自然保護の芽を育てていきませんか」と、

結婚式を挙げるカップルに寄付を呼びかけた。名付けて「ウェディング・プラン」。 

 

⑶チリも積もれば…「小銭募金」の効用 

 共同募金の、特に戸別募金の集計現場にいて気がついたのだが、普通、世帯平

均額が三百～五百円程度なのに、たまに二千円や三千円の寄付をしてくる家庭が

ある。そういう場合は、小銭を一年間貯めて持参したというケースが多い。本人

はじつはそんなに貯まっているとは思わなかったのに、数えてみたら意外な高額

になっていてびっくりした、と言う。毎日その箱に入れているお金は一円玉や十

円玉で、百円玉を入れることなどはめったにない。だから負担感はゼロに近い。 

 アメリカの寄付の方法は「分割払い」である。お金を出すという行為を何回に

も分けることにより、寄付の負担感を少しでも減らそうと意図している。 

 同国での職域募金は、企業にあらかじめ職員を一ヶ所に集めておいてもらい、

そこに企業から｢借り受けた｣奉仕者（ローンド・エ

グゼクティブ）と言う）が乗り込んでいって３０分

ほど趣旨説明をした後、寄付申込書を配る、という

やり方をとっている。職員はこの寄付申込書に、た

とえば毎週の給料から何ドルを払うというように

記入する。大部分が給料からの天引き制だ。 
（コロンビア・ウイラメット募金会） 

｢ローンド・エグゼクティブ｣の紹介 
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 視覚障害者のために一人コーヒー１杯分の好意を持ち寄ろうと、全国の自動車

ディーラー約２千社が加盟する日本自動車販売協会連合会が募金活動を行った

ことがある。協会傘下のディーラーの従業員約３５万人を対象に、一人コーヒー

１杯分（300円）の募金を呼びかけ、これをもとに５３匹の盲導犬の育成を目指

す。相模原市のＹさんはユニークな寄付活動を行った。１日１円の勘定で、自分

の生きた日数分の金額を誕生日に寄付するというものだ。これで３万円を超える

額になる。 

 

⑷給料の端数など―あっても邪魔な（？）お金 

 毎月もらう給料袋の中の端数は、もらう側からすれば、割とどうでもいいよう

なお金である。何十万円と一緒になっていると、十円玉や百円玉はむしろ邪魔物

にさえ見えてくるから不思議である。この給料の端数を寄付に回そうという運動

が東京都職員組合連合会で展開されたことがある。都職員の給与日の１５日に給

与の端数を出し合おうというもので、そのために特製の「連帯の箱」１万３千個

を都庁内の各課、区役所、各小学校、都立病院などに配った。 

 寄付者の定期預金から、毎年その利息分が寄付として自動的に募金推進団体の

口座に振り込まれれば、寄付者も募金推進側もまことに好都合である。ある町で、

民生委員が中心になって「福祉友愛貯金」というのをしたことがある。民生委員

が各戸をまわり、一口一万円としてそれぞれの金融機関に定期預金を設定、その

利息を自動的に「福祉口座」に振り込んでもらうように要請した。数年で約400

戸、1,350万円に達したが、利息は一口で550円、74万 5,550円が毎年「福祉口

座」に振り込まれることとなった。 

小額を寄付してもらいながら、その小額な寄付金を募金推進側で大きく育てて

から使うという方法もある。「福祉友愛貯金」も、集まった寄付金のうち何割か

を基金にし、中期国債ファンドなど利率の高い商品に投資して、もっと太らせて

から使うという計画も立てているとのことであった。 

 

⑸物品なら寄付しやすい―企業の事情 

■「社内募金で自社の製品を買い、それを寄付」 
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 現金ではなく物品なら寄付しやすい、ということも

ある。ある大企業では職場募金をして集まったお金で

自社の製品を（超特価で）買い、その物品を施設など

に寄付するという方法をとっている。寄付が集まった

ところで、対象施設に自社製品の一覧を示し、どれが

ほしいかを選ばせるのだから、施設にとってもそう不

満ではないだろう。これなら会社は何の損もしないばかりか、自社製品が「売れ

る」わけだから、こんなにいい話はない。アメリカには「ＧＩＦＴＳ ＩＮ Ｋ

ＩＮＤＳ（物品寄付）ＩＮＴＥＲＮＡＴＯＮＡＬ」という組織があって現物募集、

いわば「募品」を積極的にやっている（写真）。 

 まず地域内の福祉施設・団体に希望の品物のリストを出させる。そのリストを

あらかじめ地域内の各企業に「こういうものを福祉施設・団体で必要としていま

す」と言って送っておく。それが届いた頃、ボランティアたちが企業まわりをし

て具体的な要請活動を展開するのである。このようにして、ある地区募金会では、

４ヶ月間に計算機１５台、タイプライター４０台、椅子百脚、机８０脚、キャビ

ネット３０台など、計300点にのぼる物品の寄贈を受けたという。 

 不要なものをいただく分には、たいして抵抗がない。「リサイクル運動市民の

会」では、中元、歳暮シーズンの贈答品に的を絞ったリサイクルを行った。消費

者が持ち寄った不要な贈答品をスーパーや百貨店の一角で販売し、販売代金を、

現金ないし商品券の形で消費者に返すという仕組みだ。リサイクルブームには企

業も便乗している。たとえばヤマト運輸の子会社、ヤマトホームサービスは、家

庭内の不用品の再生・販売を実験的に実施したという。引越しに伴って出る家具

や家電などの不用品を回収し、技術者、職人に再生させた上で販売するというも

のだ。 

 政財界の婦人や芸能人、着道楽の奥さんたちの衣裳部屋にあふれるブランド物

の高級服を預かって仲介し、安く販売する高級古着屋も人気を集めている。 

 

⑹金銭でなく労力を「寄付」 

 寄付をいただくということは、必ずしもお金をいただくこととは限らない。例



 27 

えば福祉施設にしても、最終的に欲しいのはお金というよりも、なんらかの物や

技術ではないか。としたら、別にお金だけが「募金」の対象ではないはずである。 

 例えば、福祉施設を建てたい、そのためにお金が欲しいとしても、そのお金で

労賃を払い、材料費を払うわけだろう。それなら、だれかが施設を建てるための

技術や労働を無償で提供したとしたら、それも一種の寄付に相当すると言っても

いい。技術の寄付である。また、その建物の建材を寄贈してくれたとしたら、材

料の寄付となる。完成品だけが「寄贈」とは限らないのだ。そのような寄付があ

った場合、それを金額に換算して受け入れるという方法もある。「あなたは○○

円相当の寄付をなさいました」と認定するのだ。 

 

⑺日常生活の中に寄付行為をインプット 

 旧ＮＴＴの広告で「カエルコール」というのがあった。要するに、会社から帰

るときに「今から帰るよ」と家に電話を一本入れさせようという作戦である。一

時期、このコマーシャルがテレビにも新聞にも、電車の吊り革広告にも出てきて、

うんざりするほどだったが、このＮＴＴの作戦は成功し、サラリーマンたちに、

会社から帰るときに家に電話をするという習慣を定着させたと言われる。寄付も

このように「習慣」にさせてしまえばいいのだ。 

ある婦人雑誌が、付録につけている家計簿の中に「寄付」という項目を設けた

と聞いた。たしかに、そういう項目の中に、社会活動に類するものがないという

のはおかしい。もっと発展して、「寄付手帳」というのを作ったらどうか。寄付

だけでは生臭ければ、「社会活動（参加）手帳」だ。たいていの主婦はボランテ

ィア活動とまではいかなくても、なんらかの趣味活動グループに入ったり、婦人

会などの組織にも入っているだろう。それも「社会活動」に入る。活動計画や記

録をつける習慣をつけさせれば、日本人ももっとボランティア好きになるのでな

いか。そして、その中に「寄付」というページも設けるのだ。どういう対象があ

り得るか。どこへ寄付金を持っていけばいいか。どういう寄付金の捻出の仕方が

あるか。家庭内でチャリティー・イベントをするとしたら、どんなアイデアがあ

るか、などがその手帳には記しておく。 

そうやって、毎月わが家でどのようなボランティア活動に取り組み、どんな寄
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付をしたかを、きちんと記録していけば、これも素晴らしい家族の記録になるの

ではないか。 

 

<終章> 

「「募募金金」」をを超超ええてて  
 

⑴年間平均２０万円も寄付をするアメリカ人。桁が違う！ 

 日本という国にいかに「寄付の文化」が育っていないかは、アメリカの寄付事

情を見れば一目瞭然だ。あちらの国民がどれぐらい寄付をしているのか調べてみ

たら、唖然としてしまった。彼らは平均で（税引き前の）収入の３．１％を寄付

していた。世帯平均の１年間の寄付額は 1,620 ドル。日本円にして 21万 600 円

（一ドル 130 円として）。一日４ドル（520 円）だと。ということは、私たちが

おおよそ「１年間で」赤い羽根に寄付している額を、アメリカ人は「１日ごと」

に寄付している計算になる。 

 それでもアメリカのチャリティ関係者は満足していない。クリスチャンが毎週、

教会に行くたびに、その週の給料の１０％を寄付するという「伝統」からすれば、

あまりに低すぎるというのだ。彼らが国民に求めているのは「せめて収入の５％

を」である。その根拠にこういう数字を提示している。年収１万ドル（130万円）

以下の人たちは、その年収の５．２％を寄付しており、これはそれ以上に高額の

収入を得ている人たちより高い割合なのだと。最も貧しい人たちが、（対収入で

見たとき）最も高率の寄付をしているというのである。 

 これほどの額の寄付金を国民から支出させるには、よほど巧みな募金・広報戦

術を駆使しているのかとみると、そうではない。例えばアメリカの共同募金会の

使途明示状況を調べると、日本と同じように、医療関係にいくら、といった、特

に目新しいということもない項目が並んでいる。 

 むこうの職域募金は、同じ勤労者をボランティアとして他の職場に派遣する方



 29 

法をとっている（ローンド・エグゼクティブという）。あるいは同じ職場で募金

組織を作るケースもある。彼らが（募金ボランティアとして）他の職場に出向い

て、あるいは自分の職場で、集まっている人たちに募金の主旨を説明し、寄付申

込書に記入させるためのマニュアルがあるが、これまたなんともぶっきらぼうな

やり方である。募金リーダーや会社側関係者の挨拶に２分、ローンド・エグゼク

ティブによる共同募金の説明に１０分、キャンペーンビデオの放映に５分、寄付

の勧誘に２分、閉会の辞に１分。占めて２０分。これで前述のような高額の寄付

申し込みを職場の人たちがするというのだから驚きだ。 

 日本とちょっと違うのは、本文でも紹介したように、配分を受けた機関・団体

から寄付者への「お返し」を募っているとか、物品寄付も併せて扱っている程度

である。 

 要するに、本誌で示したような特別なテクニックを使わなくても、アメリカ人

は年間２０万円ぐらいの寄付はしているということなのだ。額で比較すれば、日

本人は寄付らしい寄付はまだしていないとみるべきである。 

 

⑵改めて寄付をする側から考え直してみよう 

 赤い羽根の募金は終戦直後、アメリカの方式をそのまま導入した。もともと寄

付の文化がない国に、桁違いの寄付をする国で使われている「ぶっきらぼうな募

金」手法をストレートに取り入れたのだから、かなり無理がある。問題は、募金

を進める側の発想で募金システムを作ってしまうことである。募金機関が募金活

動の全体を担う。福祉施設や団体は配分を受ける。国民は寄付をすればいい。第

三者募金と言うのだろうが、アメリカ人はともかく日本人が、これで「はいそう

ですか」と納得するはずがない。国民性を頭に入れて、もう一度作戦を練り直す

必要がある。まだ寄付という文化に馴染んでいない人が、どうすれば寄付をした

くなるのか。人間と寄付行為に関する原点にまで戻ってみるのである。 

国民一人ひとりは生身の人間である。「あなたはただ寄付をすればいい。それ

をこちらで適切に配分してあげますから心配ご無用」などと言われても、気持ち

の方がついていけない。そんなに配分対象を知りたければ、インターネットで調

べれば出てきますよ、ではとてもその気持になれない。寄付者は｢感動｣したがっ
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ている。対象に「共感」したがっている。他人事ならざる気持にさせてくれと言

っているのだ。 

あらためて「寄付をする側」から募金という営みを作り直さなければならない。

それが本誌の最も重要な主旨である。寄付者は｢私が寄付をしたくなるようにさ

せてくれ｣と言っている。そのためにどうするか。 

共感し、感動できる対象を提示してくれ。運動に参加させてくれ。見返りがも

らえたら、とも思う。負担感がなければ寄付をするぞ、とも言っている。そのよ

うに、徹底的に寄付者の気持に寄り添って募金方法を考える。そのための細かな

方法を本誌で取り上げてある。 

 

⑶募金の原点はやはり当事者募金だった 

 そうなると、前述の｢第三者募金｣は、募金を推進する側から作り上げたシステ

ムの極致みたいなものだとわかる。募金機関の影に寄付の対象が隠れれば隠れる

ほど、寄付意欲は減退する。当然のことである。寄付者は自分の親しい人に寄付

したい。その人が募金活動をしていればお金を出す。その対象にインパクトがあ

れば、たった一人の当事者による募金活動で200億円が数日のうちに集まってし

まう。募金の原点はやはり当事者募金なのだ。 

それぞれが必要と感じている福祉をするために、あるいは自分の福祉のために

必要なお金を自力の募金活動で確保しようとする。その個々の当事者募金活動を

一斉に地域全体で実施する。どの募金が寄付者にアピールするかは、対象の魅力

と募金者のテクニック次第だ。そういう競争を展開しながら、一方でお互いが若

干、他の募金者のためにも「おすそわけ」する。それぞれの個人的な営みを地域

規模の募金運動の中で｢社会化｣させてあげるのだ。 

それぞれの小地域での、住民による助け合い活動に必要なお金を、同じ小地域

内の人たちの善意にすがって確保しようとする。自分が出したお金が、自分の地

域の福祉を豊かにする、という意識が育っていくと、それがそのまま助け合いの

心の育ちに繋がっていく。その場合の｢地域｣をもっともっと狭くしなければなら

ない。都道府県や市町村、あるいは小学校区のいずれもが「自分たち｣という意

識を生むには広すぎるのだ。その圏域が狭いほど、寄付者に「自分たち」という
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意識が育ってくる。 

 

⑷募金は｢商品｣のないビジネス？ 

 寄付者の側に立てば、こんな言い方も失礼だと

いうことが分かる。｢このプロジェクトの実現には

○○万円かかります。皆様、応分のご寄付を！｣。

寄付者は対象に共感したい。だからそういう仕掛

けを作って欲しい、と願っている。ならばどうす

るか。寄付の対象を細切れにして、その一単位と

寄付者一人ひとりをペアで結んであげる。これぐらいの知恵は使わねばなるまい。 

駅前に点字ブロックを敷設したい、それには全部でウン百万円かかりますから

ご寄付を、ではなくて、そのブロック１個についてウン千円かかります、その１

個を買ってください。そうしたらそこにあなたの名前を彫り込みます。あなたの

点字ブロックを大事に管理してください、などと言えばどうか。そうしたら、と

きどき｢自分の｣ブロックを見に行くかもしれない。摩滅してきたら、｢このお金

で買い換えてください｣なんて言ってくるかもしれない。 

施設の増築にウン十万円かかりますから応分の寄付を、ではなくて、その増築

の費用を細かく分けて、その一単位に呼応するように仕組む。｢この部分はもう

売却済みです。残りはこの部分です｣なんて書いてあったら、｢それじゃ、あの部

分は俺が埋めよう｣などという気になるかもしれない。 

募金もある種の｢商売｣だなと、つくづく思う。どれだけ相手が乗ってくるか、

どういう仕掛けにしたらお金を出そうとするのか、へんな言い方だが「商品がな

い商売」みたいなものなのだ。 

 

⑸「募金」という領域の境界を出たり入ったりしながら 

 次の図にあるように、例えば「見返りのある募金」を突き詰めていくと、ほと

んど｢ビジネス｣に行き着く。純粋な寄付と消費行為という両極端の間のどこかに、

よい募金が潜んでいるのだ。同じようにして、「参加の可能な募金」を発展させ

ていくと、最後は｢ボランティア｣に到達する。その間のどこかに、良い募金のあ

東京都の｢マイツリー募金｣。街路樹を「購入」してもらい、 

これに各自のメッセージを記してもらう。（ＮＨＫ） 
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り方が潜んでいる。｢強制｣を突き詰めると｢税金｣になる。その他にも、寄付の中

味を自由に考えてみたら、なにもお金とは限らない。お金は出せないが物品なら

出せるという人もいる。労力ならいくらでも出せるよという人もいるだろう。な

らばその労力をお金に換算したらどうか。 

 要は一人ひとりからいかに自発的に、そしてより大きな善意を引き出すか、そ

れによってこちらの金銭的必要を充足させるかである。その金銭だって、福祉施

設が最終的に求めているのは貨幣ではない。例えば施設増築の費用だろう。なら

ばそのための材料とか労力を細かく分解して、そのいずれかを出せれば、それも

寄付になる。大工さんが、建築のための労力を提供したら、それを金銭に換算し

て｢寄付をした｣とみなすこともできるのだ。このようにして、寄付の周辺領域を

出たり入ったりしながら、結果として国民がお金を出すように仕向けるベストの

方法を考え出す必要があるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■あとがき■ 

「「テテリリーー・・フフォォッッククスス」」ののそそのの後後  
 

あの「テリー・フォックス」が生きていた。カナダ国民の「心を熱く」した青

年、テリー・フォックス。その熱が３０年たった今も、しかもカナダから遠く離

れた日本にも伝わり続けていた。彼が２００億円という巨額の寄付金を「基金」

見返り ビジネス 

強制 税金 

参加 ボランティア 

お金 物品・労力 
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へ遺したその頃、私は共同募金会で働いていた。当時の共同募金の総額が２００

数十億円だったから、彼は同額をたった１人で獲得してしまったのである。寄付

者の「心を熱く」することが、いかに大きな成果をもたらすかを、彼は証明して

みせた。「心を熱く」したのは、彼が寄付対象の当事者だったことだ。「僕のよう

なガン患者を救うための基金にご寄付を！」―当事者自らが訴える募金こそが寄

付者の心を揺り動かすのだと、彼は立証したのだ。 

あれから３０年、試しにとインターネットで検索してみたら、「テリーフォッ

クス・ラン」というイベントが日本でも行われていることがわかった。コース沿

いに設置された募金箱への寄付や参加費が寄付金になるのだが、彼の与えた「感

動」が、今でも、海を渡った日本でもまだ冷めていないことに、改めて驚かされ

た。 

現在でも、カナダで彼を知らない人はいないと言われるほどで、国のあちこち

の道路、公園、学校やロッキー山脈の山頂にまで彼の名が冠せられている。母の

ベティー・フォックスさん（７２才）も、各地で行われるチャリティーマラソン

「テリー・フォックス・ラン」や、その他のイベントにたびたび顔を出しており、

広く知られている。2010 年、カナダで開催されたバンクーバー冬季オリンピッ

クの開会式では、ベティーさんがカナダを象徴する８人のうちの１人として、オ

リンピック旗を手に入場したが、これは自国開催のオリンピックに際して持ち上

がったキャンペーン企画、「バンクーバーオリンピックの最終聖火ランナーにテ

リー・フォックスの母を！」によるものだった。大会直前１２万人に膨れ上がっ

た支援者が、組織委員会へこのアイデアを訴えかけ続け、最終的にベティーさん

はオリンピック旗の持ち手として登場した。 

じつは国内では、最新のＣＧ技術によって蘇ったテリーがスタジアムを走り抜

け、聖火台に点灯するのではないかとの噂で持ちきりだったという。だからこの

結末に落胆した人も多かったそうだが、それでも、母・ベティーさんは「カナダ

の象徴」として立派にオリンピック旗の持ち手となり、父・ロリーさんも聖火リ

レーの最終日に登場し、次のランナーへと聖火をつないだ。 

死後３０年を経た現在も、彼の存在は世代を問わずカナダ国民の中に深く根付

いており、人々に与えた影響は計り知れない。ガンの研究基金への寄付金を募る
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「テリー・フォックス・ラン」は、日本を含め世界各地で行われており、最近で

もインドのムンバイでは７千人が参加、「カナダのガンジー」の名の元にたくさ

んの寄付金が集まった。このイベントにより集まった寄付金は、全世界で合計

500 億円に上っているということである。 

 

 

 

 

 

 

ベティー・フォックスさん（ＣＴＶサイトより） 

バンクーバーオリンピック・開会式での 


