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第 8 回「がんと就労」勉強会
日時： 平成 23 年 11 月 9 日（水）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：主婦会館プラザエフ 4 階会議室「シャトレ」（JR 四ッ谷駅麹町口から徒歩 1 分）
会場アクセス　http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html

第 8 回勉強会は、財団法人主婦会館と本研究班の共催で開催いたしました。

「がんと就労」勉強会について

この勉強会は、厚生労働省がん臨床研究事業（Ｈ22－がん臨床－一般－008）
「働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研究」班
の活動の一環として、隔月で開催されております。
オープン参加ですので、どのようなお立場の方でもご参加いただけます。がんと就
労について、さまざまな視点から広く話し合うフォーラムづくりを目指しています。
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第一部 

　キンバリー・フォーサイス・フェリスさんのプロフィール

　小児がんで亡くなったタイラー・フェリスの母で、小児がん患者支援
活動を行うために東京で設立されたタイラー基金の理事長。夫のマーク
とともに、活動の企画・運営に従事。
　夫妻の長男タイラーは、生後 1 ヵ月にも満たない時に急性リンパ性白
血病と診断され、2 歳を目前にして旅立った。マークとキム夫妻は、タイ
ラーを失った悲しみの中、つらい闘病生活にも笑顔を絶やさなかった小
さなタイラーがいかに勇気にあふれていたかに気づき、自分たちのつら
い経験が、苦しみを背負っている小児がん患者の子どもたちとその家族
のためにポジティブに役立つにちがいないと考え、基金を設立した。
　日本の医療レベルは世界で最も進んだものであるが、患者のサポート
という面ではまだ立ち遅れている部分もある。タイラー基金は、日本に
おける患者のサポートを問い直し、告知から治療、退院後までを全面的
にサポートするシステムを整えたいと活動している。

1987 年　米国 ヴァージニア大学教養学部 数学専攻卒業
1989 年　  同   技術・応用科学学部修了 理学修士
1990 年　来日

　キンバリー・フォーサイス・フェリス
Kimberly  Forsythe-Ferr is

タイラー基金　理事長

（通訳）内田スミス あゆみ

非営利支援団体の資金調達と効果的な運営について
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スライド 1 スライド 2

はじめに ― 喪失の悲しみをポジティブに変えるために

　本日、日本語でスピーチできずたいへん申し訳ございませんが、英語でやらせていただきます。本日は

まずタイラー基金（The Tyler Foundation）の歴史に触れ、どうして基金を設立し、現在どのような状況に

あるかをお話ししたいと思っています。

　幸い、現在タイラー基金はうまく軌道に乗っています。その成功の理由である日米のチャリティに関す

る考え方のちがいや、アメリカあるいは西欧的なアプローチについて述べ、あわせて、どうやって成功に

導くことができたか、われわれが現在どうやって資金調達しているかを具体的にお話ししたいと思います。

　タイラー基金が設立された理由は、私の息子タイラーの美しい笑顔と彼の闘病経験に拠るものでした。

写真（スライド1）の子どもは娘のタリーとタイラーの2人の写真で、タリーは当時2歳半でしたが、今、彼女

も11歳になりました。タイラーは生まれて1ヵ月後に白血病であることがわかりました。それも非常にむず

かしい状態でした。この写真はちょうど彼が生後5ヵ月になった時の写真です。

　タイラーは残念ながら2歳を目前に亡くなりました。夫のマーク・フェリスと私は、この受け入れがたい

現実・子どもを亡くしたという悲しみを肯定的な、ポジティブなかたちに変えていこうということで、ひとつ

の組織を創りあげることを考え、そしてそれは非常に強い確信に変っていきました。

　タイラー基金は日本では非常に珍しいと言われることが多いのですが、われわれのような活動はアメ

リカ、オーストラリア、ヨーロッパではけっして珍しいものではありません。どのような主要都市でもタイラ

ー基金のような組織は必ず1つはあると思います。われわれの日本での挑戦は、日本ではまだ珍しいと言

われている、小児がん患者およびその家族の支援が、標準的な、当たり前のものだと定義されるような活

動になっていくように頑張っています。

小児がん治療とサポートのあるべき姿とタイラー基金の主たる活動

　会場におられるみなさまは小児がんおよびその問題についてよくご存じだと思いますが、一般的には、

日本の方がたに小児がん患者の話をすると「どうして支援活動が必要なの？」と言われることが多いです。

したがって私は小児がん患者を取り巻く問題をみなさんにわかってもらうことを主体として活動を続けて

います。
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小児がんは日本では、子どもたちが亡くなるいちばんの理由ですし、多くの先進国では事故などに続いて

子どもが亡くなる主要原因になっています（スライド2）。日本ではほぼ3時間ごとに1人、新しく小児がん

患者と診断される子どもが生まれています。

　日本の小児がんに対する治療には、他の国とはちがうところがあると思います。そのひとつは国民皆保

険ということで、病院での治療が長期にわたっても保険があるという安心感から、治療費に対する不安が、

他の国と較べるとそれほどありません。

　日本の主たる特徴は、小児がん患者が入院治療で治療を受けているという点です。私の子どものタイ

ラーのケースで言うなら、ほとんど2年間を病院での入院で過しました。これが欧米の場合は、可能なかぎ

り外来治療でがん治療を進めています。

　この入院治療が小児がん患者本人、また家族にとっては大きなストレスになります。私の場合は、2年

間はほぼ毎日、病院に通うことになり、これは私にとって新しい「仕事」となっていきました。家族だけでは

なく、これは病児本人にとっても大きなストレスになります。家族や友だちから引き離され、また非常に怖

い治療を受け、痛みに耐え、すべてから隔離されてしまうというのは非常に大きなストレスです。またそれ

はそれを見守る家族にとっても非常に強いストレスです。

　そこでタイラー基金のいちばん主たる活動としては、病院に入院している子どもたちが、自我をしっか

り持てるように、そして治療に臨めるようにカウンセリング・教育・サポートなどさまざまな支援を行なっ

ていきます（スライド3）。

　2つめは医療チームへのレベル向上のお手伝いをすることです（スライド4）。タイラー基金自体が臨床

心理士を派遣したり、以前は医師も派遣していました。そうやって医療チームへのレベル向上のお手伝い

をしてきました。

　またあまり注目されていませんが、小児がん患者の多くが、無事に病気が完治しても、その後、社会に

戻っていく過程でさまざまなチャレンジと向き合います。そこで私たちはそこに対する支援を行なってい

ます。そこには社会的なタブーがあり、家族にとってもいろいろな問題を抱えますが、子どもたちが普通の

生活にスムーズに戻っていけるように長期的な支援をしています（スライド５）。
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シャイン・オン! プログラム（Shine On! Programs）とは

　これからは具体的に「シャイン・オン!プログラム（Shine On! Programs）」、輝く子どもたち＝子どもた

ちが輝くように！という名前でわれわれが行なっているプログラムをご紹介していきます。子どもたちに力

を与え、医療スタッフをサポートし、家族を支援し、といった具体的なプログラムを今からご紹介していき

ます。

シャイン・オン！ カウンセリング＆サポート・プログラム

 これは私自身の経験からなのですが、実際に子どもが入院すると、医療者とくにお医者様は非常に忙し

そう、看護師さんたちも忙しそう、他のお母さんたちも忙しそう、そして病児を抱えるお母さんが話す相手

がいません。そのストレスの大きさを私自身が経験しています。

 それからとても重要なことなのですが、母親が大きなストレスを抱えるとそのストレスは子どもに伝承し

てしまいます。

 タイラー基金では2人の臨床心理士を派遣しています（スライド6）。1名は国立成育医療研究センター、

もう1名は大阪市立総合医療センターです。それぞれの心理士がすべての入院患者のベッドサイドに行

ってカウンセリングを行ない、さらにお母さんたちのサポートグループとして、お母さんたちと話し合いを

持ち、定期的に教育あるいは研修というかたちの勉強会を家族のために行うようにしています。

　1ヵ月に約200人の病児がこのプログラムに参加し、カウンセリングや支援を受けています。

シャイン・オン！ ハウス

　私どもが提供しているもうひとつのプログラムが「シャイン・オン！ハウス」です（スライド7）。これは国

立成育医療センターの近くに借りている家です。ラウンジがあり、緊急に宿泊ができるような施設として

整えられています。また病児の姉妹や兄弟が、母親が病院に行っている間に保育をしてもらえたり、病院

で看病しているお母さんが疲れている時にハウスに来てラウンジでリラックスしたり、病院の雰囲気から

一時的に離れることができたり、お茶を飲むことができます。

　また突然、入院しているお子さんの容態が変わって、急にICUに入ることになったり、あるいは手術をす
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るようになったりという場合に、遠方から来ている家族の方が、シャイン・オン！ハウスに緊急に宿泊でき

るような設備も整っています。したがって急に宿泊するためにホテルを探すようなこともしなくてすむよ

うになっています。

シャイン・オン！ セラピードッグ・プログラム

もうひとつのプログラムは「シャイン・オン！ セラピードッグ・プログラム」というものです（スライド8）。今

は、日本でも多くの病院がイヌの訪問を受けるようになっていますが、非常に短い時間で、たとえば1週間

に1時間だけイヌがロビーに来るだけです。それが、タイラー基金が提供している施設犬のベイリー

(Bailey)は静岡県立こども病院で毎日、子どもたちに笑顔を振りまいています。

　今から実際にベイリーの活躍のようすをムービーでご覧いただきますが、私どもタイラー基金から派

遣している小児専門看護師の森田優子さんが、実際にハワイでベイリーのハンドルの研修を受けてきて

います。そこで、小児病棟だけではなく ICUや手術室など特別な場所にも入っていけるような高度な訓練

を受けたベイリーとハンドラーの森田さんが静岡県立こども病院に滞在しています。

＜ベイリーの活動紹介ビデオ-＞  Copyright © The Tyler Foundation, 2011

ハンドラーの森田優子さん（タイラー基金）談

（要旨）

　ベイリーは子どもが好きです。大人だけのところに子どもが入ってくるとその子のところに寄っていこう

とするほど本当に子どもが好きです。

　ベイリーが静岡に来て１年になります。ベイリーが頑張れるのは、もちろん私も愛情をかけていますが、

病院のスタッフの人と個人的な関係ができているからでもあります。大好きなスタッフの人がたくさんい

るので頑張れるのだと思います。

　病院の中を歩いているといつも尻尾を振っていて、楽しい時、リラックスしている時の尻尾の振り方を

しているので、本当に楽しんでやってくれているのだなと思います。

　ベイリーは各病棟を回って患者さんのところを訪問しています。ただそれだけではなく治療面にも非



第一部　　非営利支援団体の資金調達と効果的な運営について

スライド 9

がんと就労　第八回勉強会報告書6

常に関わるイヌです。たとえば放射線の照射に行きたくないという子どもがいれば、ベイリーといっしょに

行こうと言うと、行ってくれたとか、検査を受けるのが嫌だと言っていた子がベイリーといっしょなら行っ

てくれるとか、ただ触れ合うだけではなく治療というところにも大きく関わるのが仕事のイヌです。

　効果はあります。笑わなかった子どもが笑いますし、どれほど看護師さんが頑張って工夫をして薬を飲

ませようとしても嫌がっていた子どもが、ベイリーが来ただけで飲んだりしますし、検査を嫌がっていた子

どももベイリーが行けば検査を受けます。本当に効果は絶大だと思っています。

　ベイリーが入り始めてから廊下に出てくるようになり、同じ病棟の中に友だちができるようになった子

どもがいます。その子は痛みを伴う大きな治療をしなければいけない時にベイリーがいればやると言っ

てくれてやることができたことがあります。また状態が悪くなって集中治療室に入ったことがあったので

すが、その時も、つらい中でもベイリーの話をすると笑ってくれたり、ベイリーに会うために頑張ると言っ

てくれて乗り越えて戻ってきてくれた子がいます。

　静岡でこれだけ効果があるので、つらい思いをして入院しているのは静岡の子どもたちだけではない

ので日本中の子どもたちの病院に派遣できたらいいと思っています。

施設犬トレーナーハンドラーのモウ・マウラーさん（ハワイ、自立のための介助犬協会＜HCI＞理事長）談

（要旨）

　東京の小児病院で働いていた森田さんが、私たちの病院（カピオラニ病院）に来られて、ベイリーのハ

ンドラーとなるために必要なことをすべて学ばれました。ベイリーには日本語も教えてあります。ベイリー

は施設犬としての仕事が大好きで、自分から喜んでやります。ベイリーに会いたいために病院に来る子ど

もたちもいます。まだフルタイムで働いている施設犬はそう多くありません。この施設犬による治療の可

能性は非常に大きいので、静岡だけではなくぜひ日本全国にも広められたらと考えています。

　ちょうど３日前にベイリーに関する本が出版されました（『ベイリー、大好き セラピードッグと小児病院

の子どもたち』岩貞るみこ（著）、澤井秀夫（写真）、2011年11月、小学館発行）。美しい写真とベイリーの活

躍が書かれているので、ぜひ手にとってご覧ください。

シャイン・オン！　ビーズ・オブ・カレッジ・プログラ

ム

　次は「シャイン・オン！ ビーズ・オブ・カレッジ・プ

ログラム」というものです（スライド9）。日本でも今

は14病院で展開しています。1つのビーズに1つの

目標達成という意味が込められています。実際に

セットも持ってきましたので後ほどご覧ください。

　このプログラムに参加した小児がんの患者さん

は、カードを渡されます。それぞれのビーズには色
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が付いているのですが、その色にはそれぞれ意味があります。たとえば放射線治療の場合は緑のビーズ

といったようにそれぞれの治療に対してどのビーズが与えられるかが決っていて、そのどれをめざすかと

いうことです。

　ビーズそのものはゴールというよりは、子どもたち自身が物語をつくっていく過程になります。だいた

い1人で800個ぐらいのビーズを使っています。

シャイン・オン！ クリニック

次のプログラムが「シャイン・オン！ クリニック」です（スライド10）。このクリニックの運営費はタイラー基

金が出しています。クリニックは生育医療センター内にあります。タイラー基金から給料を支払って専門

の看護師を置いており、その看護師が小児外来のがん患者をみています。

　子どもたちが病院に行くといつも同じ看護師さんと会います。そこで子どもたちと看護師さんたちの間

に特別な関係が生まれていきます。

シャイン・オン！ ニコニコ大使プログラム

　タイラー基金本来の小児がん患者と共闘するということからは、多少角度が変りますが、東北の大震災

を受けて、タイラー基金としては小児がんの子ども

たちの支援をしてきた実績から、自分たちでできる

ことがあるのではないかということで、エンタテイ

ナーやさまざまなプログラムを東北地方の子ども

たち5,000人に対して行なっています（スライド

11）。

タイラー基金設立の経緯と組織運営について

　それではタイラー基金の歴史について簡単にご



第一部　　非営利支援団体の資金調達と効果的な運営について

スライド 13

がんと就労　第八回勉強会報告書8

説明させてください。私どもは2006年に日本で非営利団体として認定を受けました。2006年にわれわれ

が行なっていたプログラムは、1つだけで、それが先述した成育医療センターでの「シャイン・オン！　カウ

ンセリング＆サポート・プログラム」というものです（スライド12）。これは私の息子のタイラーが入院して

いたという経緯もありここからスタートしました。

　それから6年間たち2011年1月現在で、実際のプログラムは20で、それを提供している病院数も20とな

っています。年間予算は、プログラムに対して7,000万円となっています（スライド13）。

　多くの方は、私たちが短い時間でこれだけの実績を挙げてきたことに驚かれますが、そこには私と私の

夫に非常に強い情熱があったということが大きな要因だと思います。

　私たちを動かしているいちばん大きなものはパッション（情熱）です（スライド14）。非営利事業だけで

はなく、仕事でもなんでもそうです。とにかく自分が情熱を持たなければやれないということ、そうして疲

れていたり、いらいらしてはできません。さらに私自身が常に息子タイラーのことを考えていたということ

が、たいへん大きな動機になっていると思います。

　誰もがそのような特別な事情を持つわけではないので、どのような力強い情熱を持つかということは

ケースバイケースになると思いますが、2つめには、われわれは非常に明確な目的意識を持っていたとい

うことがあります。

　とくにわれわれが力を入れているのは、すべてのプログラムに関して細かな評価を行なっているという

ことです。それは実際にプログラムに参加してくださったご家族の方、医療者の方、そして患者ご本人様

に、そのプログラムがどうであったか、参加してよかったのか、改善すべき点はなかったのか、コスト面か

ら見て、費用対効果がきちんと得られていたのかどうかということも非常に細かくチェックしています。

　そして私たち（私と夫マーク）は明確に役割分担をしています。私（キム）はずっと病院にいて、病児の母

という立場にありましたので、そのニーズを非常によくわかっていますから、具体的なプログラムの提案

ができます。

一方、夫のマークは、実際に事業を運営していた人間ですから、事業の経営面の部分であるとか、資金調

達の方法に対して精通しています。し

たがって2人の間で役割を分担して

います。

　私、キムは22年間日本に滞在して

います。夫のマークは20年間、日本に

滞在しています。マークは仕事のほと

んどが起業家で、新しいビジネスを

常に手がけていました。彼はもともと

法律のバックグランドを持っています。

出身の南アフリカ共和国では弁護士

の資格も持っていましたので、ビジネ
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スに関するスキルを有しています。

　今回ここで非常に強調したいことは、私の情熱がいくら強いものであっても、組織はビジネスのように

経営していかないとうまくいかないということ、非営利であってもビジネスという視点を持って組織を運

営していくことが大事だと思っています（スライド15）。

　私たちは企業ではないので営利は求めていません。営利は出ませんが、帳簿は正確につけますし、す

べてのことに対して責任を持ちます。経理、給与の支払い、プログラムの戦略的企画など経営全般に対し

て非常に積極的に行なっています。

　それから本日いらっしゃっているみなさんにはお使いになれないツールかもしれませんが、私と私の

夫が外国人であるということが、日本の社会では非常に有利に働いています。たとえば日本の大病院に行

った時に、院長先生に会わせてくださいと言った場合、私自身が外国人でアメリカの事情をよく知ってい

ますと言うと比較的簡単に院長先生にお会いすることができます。しかしもし私の国籍が日本であったの

なら、それほど簡単にいくとは思いません。

　英語圏の都市を回る時は、まったく初めての場所でも、私は日本でNPOを運営している者ですと言うと、

どこの病院でも多くは訪問を歓迎してくれて、病院の中を見せてくれます。

　私どもは東京に20年以上住んでいますが、そのことによって外資系の経営者にアクセスすることが非

常に簡単にできます。非常にいいネットワークに自分自身が身を置いていると思います。

　タイラー基金がこれだけうまくいっているということには、われわれが非常に恵まれた環境にあるから

ということは否めません。しかしこれらのものがあっても、それに見合う情熱と細かな計画がなければわ

れわれのプログラムはうまくいかないと思います。

日本とアメリカの考え方のちがい

　私自身が感じる、日本とアメリカのちがいをこれからお話しさせていただきますが、私はスペシャリス

トではありませんし、これはあくまでも個人の見解としてお話しさていただきますので、上からの目線で

お話しするわけではないので、その点をどうぞご了承ください。比較として非常にわかりやすいので私の

出身国であるアメリカを使わせていただきます。
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　アメリカ自身はチャリティということに関しては長い歴史があります。40～50年かけてチャリティという

ものを育んできました（スライド16）。アメリカ人は政府や社会の組織だけにすべてを委ねてもものごと

がうまくいかないということを、歴史を介して知っています。したがって自然の成り行きの中でチャリティ

が育ってきています。非営利団体やチャリティグループがあることで社会がうまくいくということをわれわ

れは体感してきています。

　アメリカと日本のちがいなのですが、アメリカ人としてはチャリティを支援したり、チャリティ活動を行

なうことはけっして恥ずかしいことではなく、むしろ誇らしいことです。みなさん堂々と自分の考えを持っ

てチャリティ活動をしていますが、日本には少しそういう傾向がないように思っています。

　これはおそらく日本の方も同じように感じてくださると思いますが、とくにアメリカでは富裕層の方が、

これだけの富を得ている者は、少し社会に還元しなければいけないという責任や義務を感じていること

が多いと思います。

　ひとつの例なのですが、アップル社のスティーブ・ジョブズが亡くなった時にメディアでいちばん大きく

取りざたされたのは、マイクロソフト社のビル・ゲーツとスティーブ・ジョブズを較べて、この2人はどれだ

けチャリティに貢献したかということです。　実際にはビル・ゲーツの方が多く貢献しているという数字が

出ていて、スティーブは何をしていたのかという論調が見えるところが、これが正しいかどうかということ

ではなく、アメリカというのは、成功者は社会に還元しなければいけないというものの見方をする文化が

あるという一例だと思います。

　アメリカには、今、少なくとも100万以上の登録された非営利団体があると思われます。

　日本でこうしたNPOやチャリティの概念が育ってこなかった背景は、逆に日本のよさでもあります。日本

の政府がしっかり機能しており、また地方のコミュニティがしっかり成熟していて、お互いを助け合う社会

性があったから、逆にこうした小さなチャリティの必要がなかったのかもしれません（スライド17）。

　今までの日本はNPOに頼らなくてもいい社会だったのですが、近年、経済的変化や日本の高齢化問題、

東日本大震災などを受けて、日本社会は大きく変わってきています。逆にこれからの日本はNPOやチャリ

ティが必要な社会に変っていくのではないかと思います。現在登録されている日本のNPOは4万ですが、

今後もこの数は増えていくのではないかと思っています。

スライド 16 スライド 17
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　誤解してほしくはないのですが、私は日本の方がチャリティの気持ちがないとか、人を助けたくないと

思っているわけではなく、日本の方も国際的視点に立ち、いろいろな人を助けたいという思いがあると信

じています。

　日本とアメリカの大きなちがいということで、私が感じるもうひとつの点は、アメリカは国内のホームレ

スの問題や虐待を受けている女性の問題など、自分の身近なところから手を差し伸べていこうという動き

がありますが、日本の社会はどちらかと言うと援助というと海外の貧しい国のことをみなさんが思い、海

外への支援というところから、自分たちから遠いところから支援を始める傾向があるように思います（スラ

イド18）。

　格差社会が始まる前の日本であれば、日本国内は非常に均一化しているので、日本から海外に対して

援助を考えるということはあったのかもしれませんが、現在の日本は非常に経済格差も広がっていますし、

国内にさまざまな問題があるので、今の日本に人々は国内に目を向ける時期がきているのではないかと

思っています。

　これは日本の国民性ではないかと思うのですが、実際にチャリティを行なう時になっても、わりに大き

な団体、たとえば日本赤十字社のように団体として大きなところが安心だ、大きいところなら任せられると

思うようです。これはたとえばビジネスをする時に小さな企業とやるよりも、大企業とやった方が信頼で

きると考えるように、どうしても大きなものに対しては信頼を置けるが、小さなものにはなかなか信用が

置けないという発想があるように思えます（スライド19）。

　たしかに日本赤十字社のように大きな組織はすばらしい力を持っていて、実際に東北の大震災のケー

スでもすぐに行動に移ってくれて大きな支援活動を始めています。しかし時間がたてばたつほど、各地域

の細かなニーズに対して応えられるような動きができるのは、どちらかと言うと日本の小さなNPOの方が

非常に柔軟に動いてくれていて、大きなNPOのよさと同時に小さなNPOの柔軟に動くすばらしさもあり、

両方必要だと私は考えています。

　したがってみなさんの中に小さな患者会やNPOを運営されている方がいらしたら、日本という社会は

欧米に較べて小さな組織が非常に動きづらい環境であることがおわかりだと思います。したがってより一

生懸命に活動していかないとなかなかむずかしいということも考えられると思います（スライド20）。

スライド 18 スライド 19



第一部　　非営利支援団体の資金調達と効果的な運営について

がんと就労　第八回勉強会報告書12

　私の個人的経験なのですが、私が所属していた組織で、日本国内の小さなNPOを評価して、そのNPO

に対して資金調達をするというプログラムの評価委員をしていたことがあります。そこでは約20ぐらいの

グループの評価をしてきました。日本のNPOと同じような海外のNPOを比較した場合、残念ですが、私が

実際に会ってインタビューをした日本のNPOの方は、うまく組織の中を運営していないという印象を受け

ました。

　その多くに共通しているのが予算取りです。毎年、毎年の予算がギリギリで、1年間十分にやっていける

だけの予算があるかないかという状況で組織運営をしているところが多い。たとえば今年100万円の予

算がつけば、5人の子どもたちをスキーのプログラムに連れて行ってあげられるのだが、もし100万円が

下りなければ、このプログラムは今年は実行できませんというような、その場、その場でプログラムの実

施の判断をしていかなければならないような経済状態の組織が多くみられました。

　中にはすばらしい目的を持ったNPOの方もいらっしゃいました。子どもたちの家を運営されている方、

虐待されている女性を守る家を運営されている方、ホームレスを支援する方がたもいたのですが、それ

を運営している組織の方が、社会の辺境に追いやられていて、非常に困惑をしながらより弱者を助けてい

るので、資金を調達する立場の私からみると、助けようとする側も非常に苦しいという状況が、たいへん

痛々しいものがありました。

　私が資金調達をする意思決定のグループにいた時に非常に残念に思ったのは、とても情熱があり、す

ばらしいプログラムを運営している方がたが、自分たちで自分たちの組織をどう運営していいのかわかっ

ていない、あるいは困っているという状況を見て、どうしてあげればいいのか非常に困惑してしまった経

験をしたことがあります。

　実際に私自身がNPOを運営し、そのむずかしさを痛感し、日本のNPOの多くの方たちと出会って、その

運営のむずかしさを克服するためにはどのようなことが必要なのか、現在リストアップしています。ひと

つはNPOを会社の運営と同じように考えるということです（スライド21）。

　非常に危険なのは、たとえば資金調達で、ある一定のところから資金が下りてくることが当たり前のこ

とと期待していると、それが続かなくなる場合があります。実際に私自身がアメリカの女性のグループとし

て日本のNPOに資金を提供している時に、10年、15年ともらって当たり前という態度で申請してくるか方

スライド 20 スライド 21
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がたがいましたが、突然打ち切られるということもありますし、資金がきて当たり前という態度は非常に

危険だと思いました。

　そこで組織として自分たちの活動を常に数字化する必要があると思うのです。自分たちが社会的責任

をどうとっているのかということを数字にして自分たちが評価し、また第三者に開示できるような準備を

していく必要があると思います。

　アメリカの例を出させていただきますが、チャリティ・ナビゲーターというウェブサイトがありまして、こ

こでは実際に自分がNPO組織をどのように運営しているかを自分で評価することができます。そこでは自

分たちがどの程度の予算の中から事務費にどれだけ取られているのか、あるいは具体的に、プログラム

に純粋に使われているのはどのくらいであるかというように、自分たちで自分たちの活動を振り返ること

ができます。アメリカのNPOの運営者の間で言われていることは、予算の内の70％が純粋に活動プログ

ラムに注がれ、残りの30％が運営費であるということが指標だということです。プログラムに注がれる資

金が少なくなると非常に恥ずかしいことだという意識をみんなが持っていて、経費をうまく活用していま

す。

　このように「見える化」がされているので、実際に寄付をする側も、寄付をする際にはどこのチャリティ

が非常に効率よく予算を使っているか、プログラムには何％ぐらい資金を使っているかが見えます。した

がってNPO側も非常に多くのプレッシャーを持って、他の競合する団体に寄付金が流れないように、自分

たちの存在意義を確かなものとさせるためにも、こうしたことを徹底しています。

　われわれのようなNPOにとって非常に重要だと思われるのは、活動資金と支出の透明性です。どのよう

な方がタイラー基金にやってきて、あなたは実際にスタッフにいくら払っているのですか、このプログラ

ムにはいくらかかっているのですかというような質問をされても、それに明確に答えられるように、資金

の使い道をしっかりと説明できるような準備ができていることがだいじだと思います。

　この活動と支出の透明性は、そのままその活動をしている人間たちの透明性にもつながるところがあ

ります。たとえばタイラー基金を運営している私と夫のマークは、自分たちが市民モデルとしてみなさん

に見てもらえるように自分たちのあり方にも気をつかっています。先日、タイラー基金は7千万円も集めて

いるので、さぞやキムさんもマークさんも自分たちにたくさんの給料を払っているのではないかと言わ

れました。しかし私たちはタイラー基金から1円も給料をもらっていません。そういうことができるという

のも、われわれが非常に恵まれた環境にあるからということもありますが、ここでお話しておきたいこと

は、組織を運営する側は、その組織の中身も大切ですが、運営するメンバー一人ひとりが自分に対して自

信を持ち、他の人のモデルとなるような市民であるかどうかということもだいじなことだと思っています。

　ひとつ誤解のないように説明させていただきますが、アメリカの大きなチャリティの理事は、それに見

合った十分な給与を受けています。それだけチャリティを運営するということは、大きな責任と多大な仕

事があるからです。たまたま私とマークに関しては、タイラー基金を運営するにあたって、自分たちが給料

を受けないかたちで運営したいという自分たちなりの哲学がありましたので、そうしたかたちをとってい

ますが、欧米のチャリティ組織の多くの理事は、それに見合った十分な給料を受けていますので、そのと
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ころは説明させてください。

どのように資金を調達するか？－お願いをする

　それでは実際にどのようにわれわれが資金を調達しているかですが、これは簡単なことではなく、ここ

がいちばんむずかしく、われわれもいちばん頭をいためているところです。ただ非常に簡単なことでもあ

ります。どうするかと言えば「お金をください」と言います（スライド22）。

　まず潜在的な寄付者になる方を探し出します。どうやってやるかと言いますと、企業名簿でもあります

し、個人でもあります。また大学卒業名簿などの同窓会名簿、あるいはネットワークを使った友人の友人

の友人というようなかたちで人々をリストアップしていきます。

　潜在的な寄付予定者をリストアップした後、その方々をカテゴリーに分けていきます。たとえば会社の

経営者、役員、専業主婦、中には学生というカテゴリーもつくります。こうしてそれぞれのカテゴリーに分

けた後に、それぞれのカテゴリーに合ったプログラム、アプローチの仕方を見極めます。寄付をした場合、

彼らは何を望み、寄付の代わりに何を期待するかということも細かく分類していきます。

　それぞれの寄付者が必要としているものは異なっています（スライド23）。たとえばまったく見返りを望

ます、寄付をするだけという方もいます。その方はお金を出すだけで十分に満足をします。その一方で、

寄付をすることによってタイラー基金とつながりたいという希望を持たれる方もいます。定期的に寄付を

したり、定期的にボランティア活動をしたり、タイラー基金の一員になるように、タイラー基金とそういう

関係を持ちたいがために寄付をされる方もいます。

　企業でもお金だけを出してその後いっさいの対応を求めない企業もあります。しかし多くの企業は、寄

付をしたことによって、逆に自分たちのことをPRしてほしいという見返りを求めることが多くあります。し

たがって企業の場合は、逆に私たちの方からPRができるプログラムを用意して提案をしていきます。たと

えばタイラー基金のウェブサイトに企業のバナーを載せたり、タイラー基金のパンフレットに企業の名前

を載せたり、イベントに協賛で入ってもらったり、企業の方から人材育成ということで、従業員をボランテ

ィアとして送りたいという時の受け入れ先になったりします。そうしたことをわれわれの方で用意して提

案していきます。したがってすべての企業が本当に純粋にお金だけを落としてくれればいいのですが、ビ

スライド 23スライド 22
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ジネスとして考えた場合は、彼らが何を見返りとして期待しているかということを、ビジネスとして割り切

って提案していくこともだいじになってくると思います。ビジネスのように数字として割り切って、100の企

業にアプローチして、結果的に5つの企業しか返ってこなくても、5つの企業が寄付金を落としてくれるな

らそれは成功と考えるのがいいとわれわれは思っています。

　寄付をお願いする、この資金調達の活動もまさにビジネスのセールス活動と同じです（スライド24）。

まず寄付をしてもらいたい人の前に出て行き、どうして寄付をお願いするのかを説明し、寄付をすること

で得られる利点を説明します。

　日本の団体で、よく、非常に恐縮して資金調達に行かれる方がいますが、まったく腰を低くしていく必要

はないと思います。堂々と自分たちがやっていることを説明し、逆にこれほどすばらしい活動に企業が参

加できるということはすばらしいことではないですか、という提案のかたちをとってもまったく問題がな

いと思います。

　また日本ではなじみがないかもしれませんが、われわれは西洋的なコンセプトにもとづいたガラ

（gala）、非常に高級感にあふれるパーティ、お祭りのことですが、そういうものを開催しています（スライ

ド25）。よく日本のNPOの方からお子さんを亡くしたあなた方が、こんなに派手で、大規模な、楽しいパー

ティをするのは、少しどうなのかという声をいただくことがありますが、われわれがめざしているものは社

会を変えていき、自分たちが信じていることを堂々と前向きに行なっていくのですから、こうしたアプロー

チも十分、あり得ることだと思っています。

　1つのガライベント・祭典をすることによってだいたい3,000～3,500万円の収益があがります。ガラと

いうパーティに参加していただくには、参加チケットが1人3万円となります。さらに各企業がいろいろな

プレゼントを提供してくれるのですが、たとえば航空会社は無料航空券、有名ホテルの無料宿泊券などを

提供してくれるので、それをパッケージにして100万円単位で販売したりもします。

　こういうパーティの中で、私は必ずタイラー基金の趣旨、プログラムを説明しています。みなさんにお支

払いいただくゲーム参加費などが、具体的に、詳しく、タイラー基金にどのような貢献に変っていくのかと

いうことを説明します。たとえば100万円お支払いただくと、先ほどのビーズプログラムが1病院で1年間

継続することができます。そうすると自分がゲームに参加することが非常に大きな意味を持ってくるのだ

スライド 24
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ということを理解してもらえます。

　さまざまな小さなイベントも行なっています。ワインパーティを行なったり、スポンサーグッズを販売し

たり、スポーツイベントをしたりしています（スライド26）。われわれは必ず、そのひとつひとつのイベント

の中でタイラー基金の趣旨やプログラムの内容を説明していき、みなさんの参加を呼びかけ、参加するこ

とでタイラー基金に貢献してくださっているということを理解してもらいます。

　小児がんというとどうしてもみなさんは、悲しみ、苦しみ、つらさという暗いイメージをお持ちですが、

私としては小児がんの楽しいイメージの中でみなさんに希望を持っていただきたいと思っています。小

児がんを考える時に、楽しいイベントに出会って、小児がんに出会っていただきたい。悲しいできごとを

ポジティブなものに変えていくためにも、このような明るいプログラムを続けています。

　日本の団体のみなさまがよくやられている会員制のメンバーシップで、年会費1万円という方法ももち

ろん採り入れています（スライド27）。これがすばらしいのは継続的で長期にわたってご支援をいただき、

関係ができることです。

　そうした継続的なプログラムに加えて、われわれは常に新しい、今までのどのチャリティでもやってこ

なかったようなプログラムを考えています。その内の1つなのですが、今回「シャイン・オン! ソングス」とい

う音楽CDをリリースすることになりました。私の夫は、自身で作曲をすることもあり、そういう関係でさま

ざまな音楽関係者と出会うこともできました。このCDにはジョン・レノンの息子さんのジュリアン・レノン

も参加してくれたり、レゲエで有名なマキシンが参加してくれたりしています。非常に著名なミュージシャ

ンが参加してくれてCDが完成しました。

　ところで私の夫がどうやってこういう著名な音楽家と出会えたか、みなさんなぜかわかりますか。彼は

面識もないこれら著名人のマネージャーに直接、電話をかけたり、会いに行ったり、メールをしたりして、

私は日本の小児がんの患者を支援している団体の者ですが、あなたは絶対にこれに参加しなければい

けない、非常にすばらしい機会だからぜひ考えてくださいというように直接交渉をしました。

　われわれのモデルと言いますか、われわれが常に心がけているのは、非常に大胆に、堂々と行なってい

るということです（スライド28）。いちばん最初に私がイヌを連れて行くということを言った時に、院長先

生は私が気が変になったと思ったようです。そこで私は実際にベイリーをここの病院に連れてきて1週間

スライド 27スライド 26
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だけとにかく彼を滞在させてください、その後であなたが気に入らなければもう二度とこの話はしません

ということで、半ば無理矢理にベイリーを連れてきて病院に滞在しました。最初に院長先生は、ベイリー

がそんなにおとなしく従順に小児科病棟に来るとは思っていなかったのですが、非常に高度に訓練され

たイヌは見事に1週間、病院に滞在をして、医療スタッフ全員が非常に感銘を受けて、ぜひうちの病院へ

来てくださいということになりました。もし私が最初に院長先生に会った時に、そこで大胆に、ずうずうし

く前に出なかったら、このプログラムは前に進まなかったと思います。

　われわれがいかにポジティブに、そしてクリエイティブに活動してきたかということは今までお話しし

てきましたが、いちばんだいじなのはこれらのプログラムを継続可能にすることです。資金に関しても一

時的にではなく、毎年、毎年、同額以上の資金を集めることができるように持続していくことが重要だと思

っています。継続を可能にするには常に計画を考え、実行し、そして必ず振り返り、評価するということを

　細かくやっていくことが、長く継続する鍵だと思っています。

　以上となります。ありがとうございました。

スライド 28
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タイラー基金のスタッフ・ボランティアについて　　　

高橋（司会）　これだけの情報量のプレゼンテーションを時間内に収めていただき、有り難うございます。

前半はタイラー基金の活動について詳しく説明していただきました。後半は基金の運営、いかにファンド

レイジングをするかについて、その理念から具体的なところまで詳細にお話しいただきました。どういう

ところからでもけっこうですので、ご質問をお願いします。簡潔に、手短に、英語に訳しやすくお願いしま

す。

会場発言A　患者会を運営しております。2つあります。ひとつは、タイラー基金の運営スタッフは何人ぐ

らいで、それぞれどういう役割を持たせて組織を運営しているかです。もうひとつは、国立成育医療セン

ターの中にある「シャイン・オン！クリニック」ですが、そのクリニックと成育医療センターの役割分担はど

のようになっているのでしょうか。

キンバリー・フォーサイス・フェリス（以下、キンバリー）　1名のフルタイムのアドミニストレーター（事務職

員）がいます。また夫とは別に1名の資金調達を専門とする者がフルタイムでいます。フルタイムでもう1

名、ビーズ・オブ・カレッジの担当者がいます。あと2名います。1人が企業を専門にしたスタッフで、もう1

名が先ほど紹介したCDなどの販売品を扱ったり、イベントを専門とするスタッフです。

　それからセラピードッグのハンドラーをしている森田優子さんが静岡県立子ども病院にフルタイムで

いて、これはタイラー基金のスタッフです。また2名の臨床心理士をタイラー基金から派遣しています。

　「シャイン・オン！クリニック」の専門看護師のサラリーはタイラー基金が払っていますが、彼女はタイラ

ー基金に所属しているという位置づけではありません。「シャイン・オン！ハウス」で保育士をしてくださる

方も1名、フルタイムです。

　「シャイン・オン！クリニック」に対しては、実は成育の方からアプローチがあったので非常に運営しやす

かったのですが、アイディアはあって、場所もあるけれども、予算がないということであったので、そうであ

れば看護師のサラリーをタイラー基金の方が払い、実際のロケーション、場所の提供は、病院の方から受

けているというのが現状です。

高橋　今のご質問に関連しますが、ボランティアは何人ぐらいいらっしゃるのですか。

キンバリー　ボランティアはイベントの時に必要になっていまして、1つの大きな、ガラのようなパーティ

では10人から20人ぐらいのボランティアが必要になります。1人の病児をサポートするのに「シャイン・オ

ン！イングリッシュ」という英会話を練習するプログラムには、インターナショナルスクールに通っている

バイリンガルの高校生たちが10～20人ぐらい参加してくれています。

　日々の業務に関しては、ボランティアはあまり適していないと思います。と言いますのは、ボランティア

の人は、やはり給料が出ているわけではないので、自分の都合が悪くなると来なくなったり、仕事を完結

しなかったり、責任を持てないというところがあるので、日々の業務に関してはボランティアを入れており

ません。

　ボランティアですが、大学生は今までは非常に有効なボランティアとして活躍してくれました。とくに夏

休みの期間中に事務所に来てくれたり、フェイスブックをうまく活用してくれたり、ツイッターを使いこな
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してくれたりします。一般市民の方のボランティアは、やや使うのもむずかしいという実感があります。

高橋　ありがとうございます。他にご質問いかがですか。

入院児に対するカウンセリングの実際

会場発言B　大学院生です。Improving quality of lifeのためのプログラムについてですが、具体的にど

のように行なわれているのでしょうか。予約であるとか、お一人の時間、気をつけていることとかですが。

高橋　生活の質の向上のためのプログラムは具体的にどのように実施されているか、ということですね？

会場発言B　入院児に対するカウンセリングが具体的にどのように行なわれているかです。

キンバリー　実際に予約とか、心理士と会う時間をとるために入院患者さんが苦労するようなことはいっ

さいないようになっています。そこがこのプログラムのマジックです。とにかく心理士が常駐しているとい

うことで、常に小児がん病棟を回っているので、すべての患者さんに必ず彼女と話をする時間があります。

また外来患者さんが心理士さんとお話をしたい時には、看護師さんから電話があり、30分ほどがん病棟

から離れて外来患者さんのカウンセリングをしてまた戻ってくるということでやっています。今まで話せな

かったということでがっかりされたという例はありません。

　さまざまなことが心理士が常駐することによって可能となります。たとえば手術や新しい治療に対して

非常に緊張している病児に対しては、実際にいっしょに遊んで心を和ませてあげるというプレイセラピー

を行なったり、お子さんのお母さんが不安になってきて心理士さんとお話をしたい時には、特別に頼まれ

た時間を空けたりします。また心理士さん自身が常にすべてのお子さんをチェックしているので、逆に彼

女の方から気がついて、今日はこの子に少しお声がけをしようということもあります。待っているだけでは

なく心理士の方からアプローチできるような環境が整っているということです。

　それから実際に日々のコンタクトで気になったことを常に担当医や担当医療者に伝えることができる

というシステムも、今は順調に行なわれています。

高橋　活動の中で注意している点はいかがですか。

キンバリー　杞憂と言いますか、とくにこちらで気をつけなければいけないことはありません。やはりプロ

の心理士で、非常に熟知していて、実際にトレーニングした上で子どもたちに会っていますが、そこではこ

ちらが心配するようなことは起きていませんし、実際にそういうようなことはないと思います。

　ただひとつ実際に私たちが学んだケースがあります。「ビーズ・オブ・カレッジ」のプログラムのカード

には「がん」という言葉がプリントされているのですが、「がん」という言葉が普通に病院の中で使って問

題がない病棟もありますが、病院によっては保護者や病児のお子さん本人に対して「がん」や「腫瘍」とい

う言葉を使うのがタブーになっている病院があり、そこでわれわれがこのカードを配って、その文字が出

てきて問題になったことがありました。

高橋　ありがとうございました。その他にいかがですか。

会場発言C　今のことに関連して、カウンセラーの方はどのくらいの患者さんを受け持っておられるので

すか。
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キンバリー　今は2つの病院に心理士を派遣しているのですが、どちらも入院患者は25名ぐらいです。外

来に関してはバラツキがあるのですが、40～70名ぐらいですから、平均して2病院を合わせて100名ぐら

いを２人の心理士でカバーしている感じだと思います。

タイラー基金の歩みの根底にあるもの

会場発言D　実は私自身が患者という立場と元医療者という立場で本日は参加させていただきました。

現在、治療を継続しながら患者さんの就労を支援する団体を立ち上げようと思い、いろいろと模索中です。

タイラー基金さんは、お話をうかがっているかぎり、とてもしっかりした団体で活動内容も充実しているの

ですが、ここまでになるまでにどのような手順、プロセスを踏まれてきたのかということをぜひ教えてくだ

さい。

キンバリー　このタイラー基金のいちばんの根底になっているものは、やはり私自身が２年間、自分の息

子の治療のために母親の立場で病院に通いつめていたということです。その時に自分がほしかったもの

が非常に多くありました。その時に他のお母さんたちの声も聞き、他のお母さんたちが求めているものも

よくわかりました。またお子さんたちが何を求めているかということも毎日、2年間見続けてきたこと、そ

れらがその必要性というものを自分の中で育てました。

　そしてやはりいちばん大きく自分を突き動かしているのは情熱だと思います。

　私たちを突き動かしているもののもうひとつは、実際にプログラムに参加したご家族や病児の方です。

中には残念ながら亡くなったお子さんたちもいますが、その遺児のご家族も含めてタイラー基金に戻っ

てきてくれて、当時は本当に支えられたということで、われわれと思いを共有してくれ、共感してくれると

いうことが、われわれの支援となっていると思います。

　たとえば、先ほどご紹介したベイリーの本が小学館から出されていますが、実は成育医療センターで、

残念ながら小児がんのお子さんは亡くなられたのですが、そのお母さんが小学館に勤めておられて、タ

イラー基金が自分たちに非常にいろいろなものを残してくれたので、なんとかこの活動を広く世の中に

広めたいということで、彼女が企画書を小学館の方で出して通り、ベイリーの本が完成したという経緯が

あります。

会場発言D　いろいろと専門性のある方がおられると思いますが、そういうスタッフはどのように集めら

れたのでしょうか。

キンバリー　2人の心理士に関しては実際に成育医療センター、また大阪市立こども病院の医療者、医師

の方がたから紹介をいただいた方と、日本にある心理士の会があり、そちらに問い合わせたらして何名

か紹介してくださったので、その中で実際に面接をして２名を決めさせていただきました。それ以外の医

療スタッフに関しては、われわれが実際に活動をともにしている中で知り合った医療者の方から推薦を

いただき、その中から選ぶようにしています。
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通常の生活に戻るための支援

会場発言E　退院後、学校に戻られる子どもたちに対してどのようなプロセスで支援をしていかれますか。

キンバリー　実際に私もこの活動をするまで病後の、退院した後のお子さんの支援はどれほどむずかし

いものかということは知りませんでした。多くの人は退院すると「ああ、治ってよかった」と思われますが、

1年とか2年、実際に自分がいた学校や社会から隔離されていた子どもたちが元の状態で生活を始めるこ

とは非常にむずかしいことです。それに対してわれわれは2人の心理士、外来の看護師などを通して支援

をしています。

　子どもたちには病気が治っても後遺症であったり、成長後、たとえば妊娠ができるかどうかといった多

くの問題を抱えている子どもも多くいます。その気持ちと肉体的な両面に対して支援を続けています。

　非常に残念なケースですが、ぶじ小児がんを克服して学校に戻った生徒さんに対して、所属の学校が、

がんを経験したお子さんは十分な学力がないから入らないでくれと言われたケースがありました。そこ

でタイラー基金としてはそうしたことがないように、退院したお子さんたちの学力を評価して、第三者機

関から見て十分な学力がある、成長に何の問題もないということを提示し、お子さんたちがスムーズに社

会に戻っていけるような手助けもしています。

　アメリカでも80～90の病院が、先ほど紹介した「ビーズ・オブ・カレッジ」というプログラムを導入して

います。小児がんを克服したお子さんも、たとえば放射線治療などによって髪の毛が抜けてしまい、外見

が変わって学校に戻っていく子がいます。その多くは、自分が作ったビーズを胸にかけて、私はこのように

髪の毛が少なくても、これほどむずかしい治療を終えて、堂々と今ここに還ってき手いるからということで、

学校に行き始めています。そういう意味でも「ビーズ・オブ・カレッジ」というのは、子どもたちに自信を取

り戻させ、世界に戻っていく後押しをしているように感じています。

寄付金の特徴と集めるための障害

高橋　ありがとうございました。運営についてお伺いします。外資系の会社からの寄付が比較的多いと思

いますが、日本の企業からはいかがでしょうか。

キンバリー　6年間の活動をしてきて私どもに献金してくださった純粋な日本企業は2社だけです。98％

はいわゆる外資系企業です。これには理由があります。外資系企業の多くはCSR（corporate social resp-

onsibility：企業の社会的責任）が予算に組まれていて、企業たるものその予算を十分に確保して使わな

くてはいけないというミッションのもとに経営されています。そうした企業文化というところがいちばん大

きなちがいかと思っています。

　実際に私どもに寄付をしてくれた日本の2企業に関しても、話をしてから意思決定ができるまで3ヵ月間、

かなり社内で考えていたようです。これらの経験をもとに考えると、日本の企業は寄付をするということが

社風の中にありません。そういう発想が十分に育っていないように思います。われわれが日本の企業にア

プローチする時は、日本の企業を教育するという思いで行き、それがどうして企業に対してメリットがある

のか、ここで50万円の献金をしてくれることが、企業にとってもいいPRになるというところをしっかり示し
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て、企業に寄付をする文化を根づかせるということも自分たちの中ではミッションとして採り入れていま

す。

高橋　ありがとうございました。勉強になります。

病院へのアプローチは？

会場発言F　医師をしています。あなたにお会いしたくて今日はここに来ました。ひとつ聞きたいことがあ

ります。病院というのは、外から何かを入れたりする変化が非常にむずかしいところなのですが、どうやっ

て病院の中に入ったのでしょうか。どれぐらいの時間がかかり、何がいちばん大変でしたか。

キンバリー　とても官僚的で非常にむずかしい側面もありました。それほど簡単なことではありませんで

した。何が実現を可能にしたかと言いますと、私たちが出会った医師の力だと思います。その先生が非常

に押してくださったということがひとつと、非常に小さなことから始めました。その小さなことをひとつひ

とつ積み重ねていくことでなんとか実現することができたと思います。

高橋　ありがとうございました。

認定NPOと公的資金獲得のむずかしさ

会場発言G　実は私どももNPO法人を、先月やっと、6ヵ月かかって立ち上げました。小児がんの子どもた

ちで合併症がある人には就労の場がないので、就労施設をつくる団体です。外資系の企業は社会貢献を

する予算枠を持っていると言われましたが、実は日本の企業でもけっこう持っています。ところがNPO法

人の中でも認定NPO をとったところでないと税金の控除がないのでなかなか寄付をしてもらえませんし、

会員にもなってもらえません。日本の法人税はアメリカに較べるとかなり高いのです。したがって税金の

控除を受けることができれば寄付をくださるというのがほとんどの日本の企業です。私達のNPOはでき

たばかりで、本日もあるところで援助をいただいてきましたが、結局、経費で落ちないとポケットマネーで

出すしかなくなります。そのへんが日本のNPOはお金が集めにくいというところです。

　それから認定NPOをとる基準ですが、今までの法律では、発足から2年以上たち、なおかつある一定の

ラインに達したと認められたものという条件があったのですが、それは今回の法改正でなくなりました。

立ち上げてすぐでも基準を満たしていれば認定が取れるように変りましたので、認定さえとればどこの

NPOでも寄付は集めやすいと思います。タイラー基金さんは認定NPOになられているのでしょうか。

キンバリー　認定NPOを取得するプロセスにあります。あと3ヵ月ほどでとれるのではないかと思います。 

認定NPOではない状態で日本の企業から寄付を受けたということになります。

会場発言G　認定NPOになるともっと寄付が集まると思いますので頑張ってください。私たちも頑張りま

す。

高橋　最後の質問をお受けしたいと思います。

会場発言H　名古屋で病理医をやっています。私たちも認定NPOになろうとしていますが、県とか対がん

協会などの公的資金があります。またファイザーとか、愛知県なのでモリコロ基金というものがあり、それ
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だと100万円とか1,000万円というものもありますが、そういうものだと使用にあたってオブリゲーション

（制限）があり、かなりつらい状況です。そういう公的補助金をどのようにとられているか教えていただき

たいのですが。

キンバリー　タイラー基金としてまさにそれが理由で公的なものは受けず、私的なもので資金集めをし

ています。言われたようにいろいろなオブリゲーションが付いてしまい、足かせになってしまうからです。

高橋　ありがとうございます。たいへん勉強になった2時間でした。活動の資金集めの話をすると、必ず

「日本と海外の文化がちがうのだ」という文化論になってしまい、話がそこから先に進まないことがあるの

ですが、実は違うのではないかと思います。戦略次第で突破口はいくらでもあるのではないかと以前から

ずっと思っていたのですが、本日の話を伺い、改めてそう感じました。とても具体的なお話を伺えて今日

はよかったです。

　それから、私は逐次通訳の方が入るイベントに行くと、何かモヤモヤとした欲求不満を抱えて家に帰る

ことが多いのですが、今日のように、これほどスムーズに情報が流れてみんなが理解できたイベントは、

そう多くはないと思います。キムさん、通訳をしてくださった内田スミスあゆみさん、今日はどうもありが

とうございました。（拍手）


