
一般社団法人全国レガシーギフト協会 2017年度事業報告 

2016 年 11 月に設立以降、日本ファンドレイジング協会及び全国コミュニティ財団協会を共同事

務局とし、(1)情報発信事業、(2)相談窓口事業、(3)人材育成事業、(4)普及啓発事業をサポート

している。 

 

全国の相談窓口：（設立時 14窓口から 2017年度 16窓口へ 太字が新規） 

公益財団法人 地域創造基金さなぶり  公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 

公益財団法人 ちばのＷＡ地域づくり基金 公益財団法人 佐賀未来創造基金 

認定 NPO法人 茨城 NPOセンター・コモンズ 公益財団法人 みらいファンド沖縄 

認定 NPO法人 長野県みらい基金 公益財団法人 パブリックリソース財団 

公益財団法人 ふじのくに未来財団 公益財団法人 日本財団 

公益財団法人 あいちコミュニティ財団 認定 NPO法人 日本ファンドレイジング協会 

公益財団法人 京都地域創造基金 認定 NPO法人 国際 NGO協力センター(JANIC) 

公益財団法人 ひょうごコミュニティ財団 公益財団法人 公益法人協会  

 

2017年度の事業は以下の通り。 

◼ 遺贈寄付の研究・知見の集約 

➢ 遺贈寄付ハンドブック改訂作業 

➢ 遺贈寄付についての知見集約と最新動向研究、関心層の巻き込みを目指し、2017年 12月

12日に「第 1回遺贈寄付推進員会」を実施。関口委員（特定非営利活動法人シーズ・市

民活動を支える制度をつくる会代表理事）より「みなし譲渡課税の税制改正」、ジブラル

タ生命保険株式会社様より「信託をかませずにできる生命保険による遺贈寄付」につ

いて説明いただき、ディスカッションを行った。 

◼ 遺贈寄付の相談者・現場 NPO、専門家の人材育成を行う 

➢ 全国 14ヶ所で NPO向け、専門家向け研修開催 

➢ 年間 4回（6月、8月、10月、12月）に相談窓口向け研修を開催 

 

事務局が調整した研修会は以下の通り。※は加盟団体外の団体が主催した研修。 

日時 主催団体/開催地 内容 講師 

（敬称略） 

7/7 ひょうごコミュニティ財団/ 

神戸市 

NPO向け研修 山北 

8/4 京都地域創造基金/京都市 遺贈寄付の使い道の情報発信  

10/11 京都地域創造基金/京都市 障がい者の親亡き後の生活を作るパー

トナーシップ構築 

江波・政策金

融公庫 

10/18 茨城 NPO センター・コモンズ

/水戸市 

士業向け：昨年県内のネットワーク組

織「会計支援茨城」のメンバーを中心

に遺贈相談を受けられる体制を作る。

脇坂 



信託以外のパートを脇坂と分担。 

11/14 みんなでつくる財団岡山/岡

山市 

士業向け研修 池田・大山 

11/17 茨城 NPO センター・コモンズ

/水戸市 

NPO向け研修：NPOが遺贈を受ける場合

の条件や手続きについて 

山北 

11/18 長野県みらい基金/松本市 NPO向け研修：NPO等市民団体への遺贈

による地域資金循環の認知。長野県み

らい基金登録団体へ声かけ。 

脇坂・木村 

11/22 ちばの WA 地域づくり基金/千

葉市 

士業向け研修：遺贈を取り巻く現状、

法務、実際の事例。 

樽本・山北 

11/22 ふじのくに未来財団/静岡市 昨年度から開催している自主勉強会※

全国レガシーギフト協会の公認研修で

はない 

地元の司法

書士、税理

士、行政書士 

11/23 ※ふくおか遺贈寄付フォーラ

ム実行委員会、福岡市社会福

祉協議会 

ふくおか遺贈寄付フォーラム 徳永 

12/5 全国レガシーギフト協会・

JFRA/東京 

NPO・士業向け研修。寄付月間公式企画

として実施 

樽本、脇坂、

齋藤、山北 

12/11 あいちコミュニティ財団/名

古屋市 

NPO向け・士業向け研修 樽本、脇坂、

齋藤、木村、

山北 

12/20 地域創造基金さなぶり/仙台 税理士向け研修 脇坂 

1/19 ふじのくに未来財団/静岡 NPO・士業向け研修 芝池、本郷、

山北 

1/22 みらいファンド沖縄/那覇市 NPO・士業向け研修 樽本、本郷、

齋藤、山北 

1/25 ちばの WA地域づくり基金 NPO向け研修 山北 

1/29 みんなでつくる財団岡山/岡

山市 

NPO向け研修 大山 

2/10 佐賀未来創造基金 NPO向け研修 山北 

2/17 ※やまぐち県民活動支援セン

ター 

NPOを取り巻く法律と税務 樽本、脇坂 

2/20 ※新潟 NPO協会 NPO向け研修 樽本 

3/2 地域創造基金さなぶり/盛岡

市 

弁護士向け（非公開） 樽本 

3/13 茨城 NPO センター・コモンズ

/水戸市 

いばらき終活フォーラム 山北、星野 

3/19 長野県みらい基金/長野市 士業向け 芝池、齋藤、

山北 



 

◼ 普及啓発への取り組み 

➢ 遺贈寄付普及啓発本として星野哲氏（立教大学社会デザイン研究所研究員）による「遺

贈寄付―最期のお金の活かし方」を幻冬舎より 2018 年 3 月 6 日に出版。出版にあたり、

クラウドファンディングを行い、122 名より 551,000 円のご寄付が集まる。寄付者への

謹呈作業は終了。公証役場等への発送作業は 2018年度に行う。 

➢ 全国レガシーギフト協会のパンフレットを作成。 

➢ いぞうの窓口（全国レガシーギフト協会ポータルサイト）の運営と Facebook等を通じた

情報発信。 

➢ 共催型普及啓発イベントを実施 

 2017年 9月 15日 記者向け慰労寄付勉強会（共催：国境なき医師団） 

 2017年 10月 30～11月 2日 「終活テラス」）（共催：国境なき医師団） 

 

◼ 協会の基盤強化への取り組み 

➢ 公益認定申請に向けて準備を行い、必要書類をまとめる。 

➢ 各相談窓口の情報管理フォーマットと統計情報統合化のフローについて、Salesforce活

用を念頭に置き、共有できる仕組みの構築に向け、過去の実績を入力。 

➢ 各加盟団体にて、情報提供候補団体をリスト化し、ピアチェックを行う。 

➢ 過去に遺贈寄付研修を行った士業の方々へ、協会の士業登録を奨励。2017年度、新規登

録者数は 6名で、2017年度末までの合計が 22名。 

 

◼ メディア掲載(8件 昨年度より 4件増) 

➢ 2016年 6発号 終活専門誌ソナエ：遺贈寄付特集。全国レガシーギフト協会といぞう寄

付の相談窓口を相談先として紹介。 

➢ 2017年 7月 27日 NHKくらし☆解説：遺贈寄付特集。協会を相談先として紹介。 

➢ 2017年 8月 25日 産経ニュース：NPOなどに寄付する「遺贈」のススメ 

➢ 2017年 9月 5日 NHKクローズアップ現代＋:遺贈寄付特集。鵜尾代表理事・樽本理事ス

タジオ出演。全国レガシーギフト協会と遺贈寄付の窓口を紹介。 

➢ 2017年 10月 10日 文芸春秋：遺贈寄付特集 

➢ 2017年 11月 2日 女性セブン：遺贈寄付特集 

➢ 2017年 12月 23日 日経新聞：「遺贈」－遺言で行先指定 第三者や社会貢献の団体に」 

➢ 2018年 3月 2日 週刊朝日：遺贈寄付特集 

 


