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－市民のチカラを育てる・集める・つなぐ・広げる－

1.目的

市民自らが地域課題の解決にむけて活動する「市民主体のまちづ
くり」を推進し、市民主体のまちづくり活動を行う団体を支援し、成
熟した市民社会をつくることを目指します。

2. 事業（年間事業費：約3,000万）

・相談事業・ＮＰＯの支援事業（マネジメントセミナー、講師派遣）

・地域づくりのためのコーディネート事業（企業、行政との協働）

・広報事業（情報発信と情報交換の「場」づくり）

・福島県ふるさと・きずな維持・再生支援事業

・浪江町千葉県駐在支援事業

・四街道市みんなで地域づくりセンター運営事業

3. 組織：会員個人97名、52団体

役員14名、スタッフ12名
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ＮＰＯ支援から、地域づくり支援に

 団体を支援するだけでは・・・・・

 行政との協働をすすめるだけでは・・・・・

ニーズ、活動の対象が変化

 地域づくりのコーディネート、ファシリテーター

地縁組織、企業・事業者と出会い情報交換、交流、相談

つなぎ役、資源の掘り起し

 リアル地域・地元 検見川で、交流拠点オープン！
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2014/9/21オープン 学びと遊びのホッとスペース「おおなみ こなみ」
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活動趣旨

主な活動

火曜日～土曜日 10：00～16：30 オープン

交流スペースの提供
子どもコーナー

「おやこカフェけみがわ」
楽しく学ぶ「ミニ講座」
福祉事業所の物品販売
 リサイクル衣料品の販売
生協の移動販売

「多様な世代が交流し、そ
れぞれが持つ能力を活用
し合うことで困難を解決す
ること」を目的に、千葉市
花見川区検見川町に地域
交流拠点を開設。

連絡先

千葉市花見川区検見川町3丁目159‐2
TEL 070-2157-1673
E-mail ohnamikonami2014@gmail.com



2014/9/21オープン 学びと遊びのホッとスペース
「おおなみ こなみ」の連携について

地縁関係
近隣住民・・・物品寄付（絵本、おもちゃ）
商店会・・・地域まつりの参加、講師（味噌づくり、利き酒等）、アドバイス
区社協・・・地域情報の提供、交換
社協地区部会・・地域情報の交換、場所の活用
小学校・・・案内ニュースの配布、情報交換
自治会等・・案内ニュースの回覧

地域外団体
NPO法人ドロップス（千葉大学）・・・HP作成、ワークショップ
生協・・・・週1回 販売車
㈱プロシード・ジャパン・・・学生ボランティアの派遣、子どもプログラム
千葉市内子育てネットワーク・・・親子遊び、ママケアプログラム
県内福祉事業所 10団体・・・・・菓子類、ジャム、味噌、小物の物品



千葉県初、市民立の財団

 個人171名25法人からの寄付（300万円）により
設立

千葉県初、市民立の公益財団2013年

 NPOクラブ中間支援組織13年の実績

 基金の運営：2000年～2011年 延べ72団体に
総額17,801,765円を助成（一歩くん基金）

 2008年千葉県「民が民を支える地域資源循環
システムモデル事業」受託実施 「ひと・もの・資
金・情報」の循環に取り組む

※全国の市民コミュニティ財団
（公財）京都地域創造基金、（公財）みらいファンド沖縄、

（一財）地域創造基金みやぎ、（公財）あいちコミュニティ財団、

（公財）わかやま地元力応援基金、（公財）みんなでつくる財団

おかやま、（公財）ひょうごコミュニティ財団
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ちばのＷＡ地域づくり基金 概要

 2012年5月11日 一般財団法人設立

 2013年4月1日 公益認定

7月4日 寄付金の税額控除対象の証明取得

 役員：評議員10名、理事15名、監事2名
 理事長：関谷昇（千葉大学法政経学部）

 2014年9月までの寄付総額：1,200万円/709件
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実績・成果を社会に発信
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冠ファンド

「生活クラブ虹の街エッコロ福祉基金」
2014年助成 11/10〆切

 生活クラブ生協千葉の冠ファンド

 テーマ：高齢者・障がい者・次世代育成・生活困窮者

が暮らしやすい社会づくり事業、調査・研究事業

 総額200万円 1団体上限30万円で助成

 寄付者の意向に沿ったプログラム
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冠ファンド
「生活クラブ虹の街エッコロ福祉基金」2013
助成先：6団体

 ＮＰＯ法人おやこカフェ（千葉市）「ちいさな翼プロジェクト」
劇団人の森ケチャップ（松戸市）

「第12回公演『走れ！音楽列車〜うたごえは七色のけむり〜』」
 ＮＰＯ法人障害児・者エンジョイサポートぶるーむ（柏市）

「障がい児トーンチャイムサークルの楽器購入」
 ＮＰＯ法人みんなの広場・風（我孫子市）「キッチンスペースの環境整備事業」
 ＮＰＯ法人ちばMDエコネット（船橋市）

「映像で伝える〜障がい者の働く姿とユニバーサル就労の可能性〜」
 ＮＰＯ法人たからばこ（南房総市）

「地域で広げよう子育ての輪！
〜気になる子、そして全ての子を温かく支え育む地域づくり事業〜」

 ＮＰＯ法人ＮＰＯ Ｂ-Ｎｅｔ子どもセンター（酒々井町）「Ｂ-Ｎｅｔ子ども教室アッタくん」
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市民コミュニティ財団の強みと特徴

「役に立ちたい」「寄付」の受け皿となる多様な
プログラムを提供

地域課題・ニーズに沿ったプログラムの開発

マイノリティ（社会的少数者）への支援

「寄付」と言わない寄付＝「持ち寄り支えあう」
を日常化するしくみ

寄付者と助成先の見える関係づくりから

地域づくりに関わる市民、参加者の拡大
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情報公開・認証のしくみ

団体情報データベース「ちばＮＰＯ情報館」
によるＮＰＯの情報開示を促進

ＮＰＯが「出したい情報」より
支援者が「知りたい情報」を公開

ブログ・facebookページなどを
使った情報発信

→「見える化」による信頼の獲得
公益ポータルサイトちばのWA!「ちばNPO情報館」
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寄付者の意思を反映できるオリジナルプログラムを生み出し、公益性・信頼性の

高いＮＰＯ・市民活動へ届け、その活動を支援する。

＊寄付は税制優遇の対象

 事業指定プログラム―財団と採択団体が一緒に寄付を集める資金調達サポート

プログラム。寄付者は応援したい事業を選んで寄付。

 テーマ・地域型基金―応援したいテーマ・地域基金を選んで寄付。

集まった原資をもとに助成

 冠ファンド―50万円以上の寄付について、寄付者オリジナルの助成プログラムを

つくることができる

 資源仲介事業―市民活動に役立ててほしい物品、人材などを仲介

事業内容―寄付と助成・仲介プログラム
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事業指定プログラム
第１期：7事業 ：助成先/寄付総額：2,629,170円（2013/7月～2014/3月）
 病気と向き合う子どもが笑顔になる贈り物事業（ＮＰＯ法人子ども劇場千葉県センター）272,019円
 長作に「明日の種」をまく～障がい者と地域の人々をつなぐ畑再生プロジェクト～

（企業組合あしたね 障害福祉サービス事業所「明日の種」）／86,464円
 児童養護施設を退所する子どもたちの自立を支える「はばたき基金」（はぐくみの杜を支える会）

/1,740,798円
 外国人の子どもたちの学びを支援する事業（認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会）

／278,165円
 電話でつながるこころの居場所チャイルドライン千葉（ＮＰＯ法人子ども劇場千葉県センター） ／155,774円
 印旛沼イメージソング「HomeTown」プロジェクト写真コンテスト開催事業

（印旛沼イメージソング「HomeTown」プロジェクト実行委員会）／22,600円
 谷津田再生と湧き水・周辺山林整備で「いい場所づくり」（ＮＰＯ法人バランス21） ／73,350円

第２期：5事業寄付募集総額：3,108,000円（2014/4月～2015/3月）

 アレルギーを持つ親子が安心して外食できる「ノンアレカフェ」開催事業 ７８０,０００円
（ＮＰＯ法人千葉アレルギーネットワーク）

 病気と向き合う子どもが笑顔になる贈り物事業 （ＮＰＯ法人子ども劇場千葉県センター）648,000円
 長作に「明日の種」をまく畑再生プロジェクト2014

（企業組合あしたね 障害福祉サービス事業所「明日の種」）120,000円
 児童養護施設を退所する子どもたちの自立を支える「はばたき基金」（はぐくみの杜を支える会）1,200,000円
 外国人の子どもたちの学びを支援する事業（認定ＮＰＯ法人外国人の子どものための勉強会）360,000円
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テーマ型基金
「困難を抱える子どもの今と未来を支える基金」

 設置目的

いじめや児童虐待、ネグレクト（育児放棄）、子どもの貧
困…残念なことに、このような状況に置かれる子どもが

日々増えているという現実があります。社会が豊かになる
一方で、親の収入格差が子どもの教育格差につながり、
高校や大学への進学をあきらめる子どもがたくさんいます。
すべての子どもたちが夢をあきらめずに将来を選択できる
社会にするために、その子どもたちを支援する活動が必要
です。その活動を支え、広げるために、みんなで寄付を集
める仕組みとして「困難を抱える子どもの今と未来を支え
る基金」を設置しました。
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「困難を抱える子どもの今と未来を支える基金」
の概要

 寄付募集総額：100万円 10月現在：121,481円
 集まった寄付金は、次のような活動に使われます。

（第１回助成は2015年3月を予定）

例えば

 生活困難家庭の子どもの学習支援活動

 ひとり親家庭、在住外国人家庭など、孤立に陥りがちな
子どもを支援する活動

 地域ぐるみで子どもの居場所づくり、相談などを行う活
動など

16



事業内容―チャリティプログラム企画・実施

「思い」を地域社会に活かす様々な寄付のカタチ

• 寄付つき商品開発 （Tシャツ「困難を抱える子ども・・・・・」）

• 募金箱の設置

• チャリティイベントの開催（コンサート、パーティ等）

• 支援金自販機の設置
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「カンパイ！」で地域貢献 地域展開型チャリティ

カンパイチャリティキャンペーン
 飲食店×お客様×ちばのWA地域づくり基金

＜メニュー例＞チャリティおつまみセット（400円）→20円寄付
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実績・成果を社会に発信
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