
Foundation Information（組織概要） 

Oita Foundation for Cooperative Society aims to enhance the peoples’ activities for 

common good, and also contribute to building a society which all the entities support the 

public interest.  

■「めじろん共創応援基金」は、行政、民間といった従来の制度的枠組みでは十分に対応しきれない新しい地域課題に

対し、公益活動を支援したいとする県民から必要な資金を募り、これをボランティア団体、ＮＰＯ法人、コミュニティ

団体等（ＮＰＯ等）の活動支援に活用することにより、県民主体での公益活動を強化するとともに、すべての主体が公

益を支える地域社会を創造することを目的とします。 

Name: Oita Foundation for Cooperative Society（おおいた共創基金） 

Establishment: January 11th, 2013 （平成 25年 1月 11日設立。同年 10月 1日公益） 

Accounting Period: April 1st to March 31st of the next year 

Representative Director: Ichiro Miura（代表理事 三浦逸朗） 

About Us（解説） 

The purpose of the Mejiron Foundation for a Better Society (the Mejiron Foundation) is 

to enhance activities of volunteer organizations, Non Profit Organizations, and 

community-based volunteer groups, for the betterment of the common good, and also 

contribute to building a society of which all entities support the public interest.  

The Mejiron Foundation is dedicated to solve community problems that public 

administration and private sectors are incapable of handling, by conducting support for 

NPOs and the like through collecting donations from the people of Oita.  

■基金の本旨は「民」から「民」への資金循環の運営であり、社会の余剰資金などを、それを必要とする活動や事業に

回していくことですが、並行して人材やノウハウの提供も行い、ＮＰＯ等の自立的な公益活動を支援します。さらに、

公益活動を積極的に推進するＮＰＯ等についての情報を県民や企業に向けて発信することで、相互の信頼感を高め、共

感の輪を広げる役割をも担います。「めじろん共創応援基金」への寄附行為は、県民主体の公益活動への支援を通じて県

民自らが地域課題に積極的に取り組むということであり、つまりは寄附者自身の社会貢献と言えます。そして、この支

援は誰にでもできるというところに大きな意味があります。県民が共に手を携えて新しい地域社会を創造していくため

の応援をすること、それが「めじろん共創応援基金」の目指すあり方です。 

http://www.mejiron.org/ 



Five plans（「めじろん共創応援基金」の 5つの柱） 

1.Financial Assistance Project（資金的活動基盤強化） 

The goal of financial assistance is to promote and increase the financial and operational 

independence of organizations which have been conducting voluntary grass-roots efforts 

in their respective communities.  The foundation has prepared two levels of programs, 

the first is “A challenging project proposal”, and the other is “Social business skills 

polishing project”.  Besides, designated grant programs can be prepared in some cases. 

■1.地域課題の解決に対する公益活動の企画をＮＰＯ等から公募し、優れた提案に対して助成という形で「資金的活動

基盤強化」を行います。 

2.Operational Assistance Project（運営的活動基盤強化） 

The foundation supports NPOs and the like to conduct intensified activities and 

independent operations, through management counseling and providing information. 

■2.ＮＰＯ等の中には、諸々の申請等について学びたいといった初歩段階にある団体も存在します。そうした日常的な

活動支援を目的とするのが、「運営的活動基盤強化」です。各種相談や専門家の派遣などを通じてＮＰＯ等を補佐し、Ｎ

ＰＯ等の活動についての県民への情報提供や交流会の開催等により、県民・企業の協力支援の礎を築く役割を果たす。 

3.Research and Study of Community Problems（地域課題の分析と研究） 

Community issues are potentially broad and varied.  The first priority is to find out 

peoples’ needs, gather information on what the problem is, and discover citizens who are 

having trouble. The foundation analyzes these community issues in cooperation with 

research institutions like universities.  Additionally, the marketability of an issue as a 

social business will also be examined.   Based on this analysis and research, the area 

about which the foundation will accept assistance requests for the Financial assistance 

project will be decided. 

■3.1資金強化２運営基盤強化への取り組みによる課題抽出に加え、学術機関等との連携や公開討論会による県民の声の

収集等をもとに、公益活動として取り組むべき課題や県民のニーズの掘り起こしをするのが「地域課題の分析と研究」

です。ここで抽出された地域課題をテーマとして、次年度以降の公益活動の企画を公募するという流れになる。 

4.Reinforcement of the Foundation（基金の強化事業） 

The aim of this project is informing companies and people in Oita about the Mejiron 

Foundation, gathering their opinions and ideas, and encouraging donations.  Also, 

activities to strengthen our financial foundations and personnel will be carried out, too. 

■4.以上のような事業を継続的に発展させていくためには、まず基金本体の財政基盤が盤石である必要があります。そ

のため、「基金の強化事業」として、基金自身の広報活動や資金調達のための取り組みを多様な形で実行していきます。 

5.Management of the Foundation. (経常的業務) 

The administrative functions are included in this service. 

■5.そして、この基金を支える運営母体である財団法人の運営および事務業務を行うのが「経常的業務」です。 

■これら 5つの事業を遂行し、大分県の寄附文化を醸成し、県民のための地域づくりを担う基金へと成長したい。 


