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1. 企画の背景 

  

「公益財団法人ちばの WA 地域づくり基金」は、市民による参加・協働型の地域づくりを目

指して、意思ある寄付を寄付プログラムやチャリティプログラムを通じて地域活動に届ける

活動を支援している。「ちばの WA」の寄付プログラムでは、自分が寄付したお金がどこでど

のように使われているのかが見えやすい情報が提供されていて、さまざまな方法で寄付がで

きるような仕組みになっている。2013 年９月に専務理事 事務局長 志村はるみさんに演習の

授業に来ていただいて、ちばの WA の活動内容や問題点についてのお話を伺った。広く一般に、

「ちばの WA」が知られているとは言えないこと、運営する人員や資金が不足ということ、

まだ歴史の浅い団体であることなど、また、運営にかかわる人の年齢層が高く、若い年齢層

に対して、基金の活動内容を知ってもらう、活動に参加してもらう、実際に寄付をしてもら

うためのマーケティングの戦略が立てにくいということも問題点であることがわかった。 

 私たちには、前期に学んだマーケティングの知識を使って、学生の視点から、若年層に対して「ち

ばの WA」の活動を知ってもらうこと、寄付に気軽に参加してもらう方策を考えることを期待された。 

 

2. 企画の意図・目的 

  

志村さんのお話とインターネットでの調査から、以下のような課題を設定した。 

◆ 課題： 

・事業指定助成プログラム（第一期採択事業8団体）のそれぞれの申請額を達成する（寄付金を集め

る=マーケティング）ための方策を考える。 

・ちばの WA の活動を広く知ってもらう（=マーケティング）。 

◆ 学生参加に特に期待されること 

前期に学んだマーケティングの知識を使って「ちばの WA」自体、あるいは各事業活動の申請額

達成のための寄付金募集のマーケティング・アイディアを発案する。 

・ 学生ならでは視点とアイディアの提案が望まれる。 

・ 寄付金募集プロジェクト＝マーケティングの企画（企画書の作成）から提案（プレゼン）、実現可

能であれば実施までの一連の流れを経験する 

・ 地域社会の人々とのかかわりから、地域への貢献活動について学ぶ 
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3. 顧客分析・市場調査 

 

＊予備調査：「寄付することへの学生の意識」 

「ちばの WA」のマーケティング・アイディアを提案するための予備調査として、KUIS の学

生６名への聞き取り調査（予備調査）を行った。以下、調査結果まとめである。 

 

◆調査結果 

2013 年 11 月、「寄付すること」に対して、KUIS 生 6 名に対して聞き取り調査を行った。 

「寄付」についてどのように感じているかについて、自由に回答してもらった。 

・寄付は「良いこと」だと思っている 

・お金の使い道がわからない団体には寄付したくない(＝明確であれば寄付したい) 

・寄付している自分について「ただの偽善者なんて思われてしまうかも」という不安 

・「ポジティブすぎる寄付への催促」をしている団体には寄付しづらい 

    ＝路上で大声を張り上げて寄付のお願いをしている団体 

・自分の寄付したお金で何が良くなったのかということが知りたい(＝使い道を明確にしてほ

しい) 

 

 予備調査の結果から、学生たちにも寄付への関心があり、寄付に対する意識は高いという

ことが伺えた。しかし、お金の使い道については「使い道が分からなければ寄付したくない」

という回答があった。震災時に寄付を集めていたところ、被災地ではない場所でお金が使わ

れていたというニュースに対する不安を感じている学生が多いことがわかった。寄付の使途

についての透明性が重要であることがわかる。使途については、ちばの WA は、寄付したい

団体・プロジェクトに対して寄付するという仕組みが作られていて、情報開示が Web 上でも

適切に行われている。しかし、学生がちばの WA の事業活動を知ることができる Web サイト

へアクセスするまでに至るのがむずかしい。 

 また、押しつけがましい寄付、例えば、路上で大声を張り上げている団体などへの寄付は

敬遠される傾向があった。寄付は「誰もが、そうしたいと思ったときに」できるものでなけ

ればならない。ちばの WA では、こうした「寄付したい思い」を汲み取るためのしくみがす

でに完成されている。（自分で寄付先を選び、自分のタイミングで寄付できる。）気軽に、自

然に寄付ができるようなしくみを作る必要がある。 
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＊SWOT 分析 

 「ちばの WA」について、強み・弱み(内的要因)、機会・脅威(外的要因)の観点から分析し

た。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『機会』 

・震災以降、人々の意識に「寄付」と

いうものが表れるようになってきた。 

・神田外語大学生（KUIS 生）と協働 

できる（ボランティア活動への参加意 

識が高い）。 

『強み』 

・新しい仕組みである。 

・「寄付」という目的が明確である。

・情報提供・開示が適切。 

・千葉という地域性がある。 

・認可の下りた団体である(社会的な

信頼)。 

・「寄付をしたい」と思う人々に対し

て、その機会を提供する。 

『弱み』 

・知名度が低い。 

・運営に関して人数不足である。 

・運営資金が不足していること。 

・設立から間も無く若い団体である。 

・HP へのアクセスに至るのがむずかし

い。 

『脅威』 

・他団体の不正な動きによって「寄付

を受け付けている団体」というだけで

マイナスになる可能性がある。 

・何となく「寄付しにくい」というイ

メージ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

プ
ラ
ス
面<

--------------------------->

マ
イ
ナ
ス
面 

     内的要因＜---------------------------------------------＞外的要因

・SWOT 分析の結果、千葉にあるという地域性から KUIS 生に親しみを持ち易いと考えられ、協働体

制を作り易い。 

・外国語大学の学生である KUIS 生は海外を含め、さまざまなボランティア活動、支援活動に積極的

に参加している（データがあれば）ため、学生の間で、社会貢献活動に対する参加意識は高いと

考えられる。特に、東日本大震災の後、そのような活動への関心が高まっている。 

・ 運営資金と人手を出来る限り少なく抑える必要がある。 

 

SWOT 分析と調査結果から、KUIS 生が気軽に参加することができ、ちばの WA の Web サ

イトを閲覧する、活動を知ってもらう、プロジェクトへの寄付を促すためのポイントは以下

の通りである。 

 

・気軽に参加、寄付ができる。 
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・ちばの WA を知ってもらう。 

・運営資金を出来るだけ抑える。 

 

＊本調査 

 私たちはこの企画を進め、具体的なプランを作成するにあたり、2 つの仮説を立てた。 

① KUIS 生は、寄付に対する意識が高い。 

→神田外語大学では、学食で Table for Two を導入していたり、海外に学校を建てること

を目的としたサークルが活発に活動したりしているため。 

② KUIS 生(大学生)は Facebook を利用して、記事や写真を共有する機会が多い。 

→サークル活動やイベントに頻繁に参加することが多い大学生は、そのときに撮影した写

真や、感じたことを Facebook に投稿することが多いと考えたため。 

 

これらの仮説を検証するために、KUIS 生 80 人を対象にアンケート調査を実施した。以下、

集計結果を示す。 

 

yes, 63, 79%

17人, 21%

無回答, 0, 0%

Q1.これまでに何らかの機会で寄付（金銭、物品など）をしたことがあり

ますか?

yes

no

無回答

 

 

80 人中 63 人の学生が、今までに何らかの形で寄付をしたことがあるという結果だった。

その寄付の内容は、東日本大震災の際に街頭やコンビニで募金した、Table for Two、小学生の

ときに赤い羽根募金に協力したという意見が多かった。 
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Facebookに登録している学生は、80 人中 70 人という結果だった。そして、写真や記事をど

れくらいの頻度でFacebookに投稿しているか・また、写真や記事を閲覧しているかきいたと

ころ、以下のような結果になった。 

 

 

投稿に関しては、何かイベントがあったときのみ、Facebook に写真や記事を投稿するとい

う意見が最も多かった。 
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 Facebook から発信する内容は、「イベントの告知」と「サークル・グループの紹介」という回答

が多かった。 

 

 
閲覧に関しては毎日 Facebook を閲覧しているという人が大半を占めた。 

 

 

 

 

 

 

6 
 



4. 企画コンセプト 

 

企画タイトル「ちばの WA with You」 

 

＊提案したい企画： 寄付をした人の写真をちばの WA の Facebook に掲載する 

  

寄付をした人にとって、「自分はこの団体に寄付をした」「自分の寄付がこのように役立っ

ている」という実感・満足感を持ってもらうことも重要であると考える（次の寄付につなが

る可能性としても）。寄付という文化がより身近なものになるように、（任意で）寄付者の写

真をホームページに掲載し、「自分がその中にいること」を確かめてもらう。 

  

＜提案したい企画の内容＞ 

・「学生たちに宣伝の場」を提供する。 

・寄付をした人の写真をホームページに掲載する。 

・１枚の写真ごとに 100 円を「宣伝費」として徴収する。この 100 円が全額寄付となる。 

 写真を掲載するホームページは、ちばの WA の facebook のページを利用し、そこにちばの

WA のホームページをリンクする。つまり、ちばの WA の facebook のページは学生、ちば

の WA、双方にとって「宣伝の場」となる。 

 

＜上記の企画の細かい実施方法＞ 

1) 簡単なブースを作る。（ここが撮影場所になる） 

2) 事前に配ってあるビラに添付してある申込み書に「団体名（個人名）」「記載したい一言メ

ッセージ（宣伝メッセージ）」を記入の上、提出してもらう。（*1） 

3) 募金箱に宣伝費としての 100 円を入れてもらう。(*2) 

4) ゼミ生の IPhone もしくはスマートフォンで写真撮影する。 

5) 撮影後、「ちばの WA」の facebook ページの URL を記載した紙を、お礼の一言を添えて学

生に渡す。（*3） 

6) その日のすべての撮影が終わったら、なるべく早い段階でゼミ生が「ちばの WA」の

facebook のページに投稿する。 

 

*1 撮影の際、事前に配ってあるビラを持っていない学生が企画に参加してくれる可能性

も充分考えられるため、予備のビラを用意しておき、その場で記入してもらう。 

*2 募金箱にお金を入れてもらうことで、ただ広告費として 100 円を支払うのではなく、

「寄付をしている」という意識をもってもらう。 

*3 杉並区の「寄付文化に関する意識調査について」のアンケートを基に事前調査を行っ

たところ、寄付に対するお礼について、“お礼状があるとうれしい”と回答した人が全体の
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48.4％を占めていることが分かったため。 

 

＜記載する内容＞ 

・ある特定の団体や個人に対する誹謗中傷など、ホームページを見ている人の気分を害さな

いものであれば、基本的には学生の自由である。 

投稿可能な記載内容の例は、友人へのメッセージ、団体の活動内容、サークルや個人の紹

介、イベントの告知など。また、投稿可能かそうでないかの判断は、ゼミ生によってなさ

れる。 

 

＜企画の実施期間・時間帯＞ 

・具体的な実施期間については検討中 

・時間帯は、たくさんの学生が集まると想定される、昼休み時。もしくはゆっくり時間がとれる

放課後。(四限終了後) 

 

＜寄付金について＞ 

・募金箱の保管場所は澁谷先生のオフィスとすることで、寄付金の盗難や紛失を防ぐ。 

・この企画が終了したら、寄付金をすべてまとめてゼミ生がちばの WA のオフィスに直接持って

いく。 

 

*写真の撮影や写真・メッセージの投稿からお金の管理まで、この企画の運営はすべてゼミ生が行

う。 

 

 

5. プロモーション活動 

 

私たちはこの企画をより多くの学生に興味を持ってもらい、参加してくれるように三つのプロモ

ーション活動を行う。一つ目は SNS サイトでちばの WA のページをシェアする。二つ目は口コミ

によって広める。三つ目はポスターとビラによって広める。 

 

1) SNS サイトでシェア 

 ほとんどの学生は FACEBOOK や TWITTER、LINE といった SNS に登録をしており、SNS サイ

ト上でコミュニケーションを行うなどをしている。そして時間や場所を問わずいつでも見るこ

とができるので、広告としての場所として活用できる。SＮＳサイト上でちばの WA のページを

シェアすることで友達がそのページを見ることができ、その友達がちばの WA に興味を持ちペ

ージをシェアすることによって、その友達の友達まで広がる。このプロモーションは費用が掛

からず、不特定多数の人に見てもらうことができる。 
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2) 口コミによる宣伝 

クラスの友達やサークルの友達などに私たちが行っている活動を教えて、興味を持ってもら

う。友達同士であれば気軽に話すことができ、SNS サイトでのシェアのように友達から友達

へと広がっていくこともある。さらに友達同士あれば気軽に意見を聞くことができ、その後

の参考にもなる。 

 

3) ポスターとビラによる宣伝 

ポスターやビラには文章だけにはせず、一目で私たちが行っている活動を分かるように写真

で申込みの方法を説明する。ビラについてもポスターと同様に写真で説明をする。文章によ

る説明を最低限にし、写真で説明をすることでインパクトが増す。ポスターを掲示する場所

は神田外語大学の二階の一号館と四号館をつなぐ通路と四号館の一階である。この一号館と

四号館をつなぐ通路は集団で通る学生よりも一人や二人など少数で通る学生が多く、気軽に

立ち止まってサークルのポスターや広告を見ることができる。四号館の一階は人通りが多い

ので、不特定多数の人に見てもらうことが出きる。ビラもポスターと同様にできるだけ多く

の人に見てもらうことが重要なので、主に学生が一番集まる場所である昼休みの四号館ラパ

ス前で行う。 

 

 

＜これまでの活動＞ 

11 月 2 週目…企画の確認、スケジュール等の詳細調整 

11 月 3 週目…企画の詳細確定 

11 月 4 週目…寄付に関する意識調査のアンケート作成 

12 月 1 週目・２週目…アンケートの実施・集計、プレゼン準備 

1 月 9 日…プレゼン予行練習 

1 月 16 日…プレゼン実施 

 


