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本件は 11 月 14 日（火）14：00、東京都内で記者発表会を
実施し、文部科学記者会にて資料配布を行っています。

2006 年 11 月 14 日

公益法人制度改革を控えたメセナ財団の意識を調査
―2006 年度「企業財団のメセナ活動実態調査」結果―

社団法人企業メセナ協議会（東京都千代田区、会長：福原義春）は、2006 年 8 月に全国のメセナ（芸
術文化支援）活動を行う企業財団・公益信託等 311 団体を対象※に活動実態を調査しました。過去
最多の 195 団体から回答があり（有効回答率 62.7％）
、メセナ活動総件数は 783 件、1 団体当たり
の平均活動件数は 4.0 件で、企業財団は、国や地域の芸術文化振興の重要な担い手であることが改
めてわかりました。
※事業内容に芸術文化（支援）活動を含む財団・公益信託を抽出。企業本体の出捐だけでなく企業オーナー個人が拠出している財団・
公益信託も含めた広義での定義を採用しています。

13 回目となる本調査では、2011 年に新制度への移行が決まった公益法人制度改革についての意識
調査を行いました。その結果、改革の影響については、
「方針や活動内容を見直すきっかけになる」
（28.2％）
、
「多様で柔軟な事業展開が可能になる」
（11.8％）との前向きな捉え方もある一方、
「事務
手続きが煩雑になる」
（25.6％）
、
「特にない」
（35.9％）との回答もあり、公益性の判断プロセスへの
懸念や、詳細未定・情報不足といった不安との声が寄せられました。

２００５年度活動実績

新制度移行後の望ましい法人形態については、
「公益財団法人」
（84.6％）
、
「一般財団法人」
（3.6％）、
「公益信託」
（2.1％＝すべて現公益信託からの回答）となり、
「合併」
「分割」
「NPO 法人」
「営利法
人（株式会社など）
」を選択する団体は 0％で、民間企業財団にとって公益性の確保、および現状維
持志向を裏付ける結果となりました。
おもな調査結果（企業関連の財団・公益信託 195 団体の回答）
資産総額

1 団体当たり平均 32 億 4,034 万円、中央値 10 億 1,130 万円

事業内容

「助成型」33.8％、
「事業型（施設運営含む）
」35.9％、
両方を行う「複合型」30.3％

団体ベース[N=195]

芸術分野
活動ベース[N=783]

「美術」48.0％、
「音楽」32.3％、
「伝統芸能」16.9％、
「文学」12.5％、
「演劇」12.1％ほか

1 件当たりの事業費 「100 万円未満」23.5％、
「100〜499 万円」34.1％、
「500〜999 万
活動ベース[N=590]
円」12.2％、
「1,000〜4,999 万円」23.4％、
「5,000 万円以上」6.8％

取り組み

基本方針

「基本方針を策定している」97.4％

事業目的・重視点

「地域文化の振興」61.0％、
「芸術文化の啓発・普及」59.5％、
「青
少年への芸術文化教育」35.4％、
「国際文化交流」32.8％ほか

【時事設問】親企業・関

「関係性を対外的にも積極的に明示」49.7％、
「企業活動と切り離
したイメージで展開」25.1％、「関連づけていない」13.3％

連企業との関係性

【本件に関するお問い合せ先】
社団法人企業メセナ協議会 調査担当：喜多、若林／広報担当：植村
TEL: 03-3213-3397

FAX: 03-3215-6222

E-mail: mecenat＠mecenat.or.jp

■社団法人 企業メセナ協議会とは
企業によるメセナ（芸術文化支援）活動の推進を目的とする民間企業の連合体として、1990 年 2 月に発足した公益法人。
主な事業として、企業の芸術文化支援についての、1.啓発・普及、2.情報集配、3.調査・研究、4.顕彰、5.国際交流、6.助成認定を行っている。会長・理事長：福原義春。
正会員 146 社、準会員 40 団体。（2006 年 11 月現在）

■2006 年度

企業財団調査

回答団体一覧（50 音順）

財団法人愛銀教育文化財団

財団法人三銀ふるさと文化財団

財団法人日本交通公社

財団法人赤澤記念財団

財団法人サントリー音楽財団

財団法人日本室内楽振興財団

財団法人朝日新聞文化財団

財団法人サントリー文化財団

財団法人日本生命財団

財団法人アサヒビール芸術文化財団

財団法人山陽特殊製鋼文化振興財団

財団法人日本テレビ放送網文化事業団

財団法人あさひ・ひむか文化財団

財団法人山陽放送学術文化財団

財団法人日本伝統文化振興財団

財団法人飛鳥保存財団

財団法人ジェイアール東海生涯学習財団

財団法人日本美術協会

財団法人アフィニス文化財団

公益信託 JA・岐阜県信連民俗文化財振興

財団法人日本ファッション協会

基金
財団法人荒井記念美術館

財団法人 JFE21 世紀財団

財団法人日本民芸館

財団法人阿波銀行学術・文化振興財団

財団法人四国民家博物館

財団法人根津美術館

財団法人井植記念会

財団法人司馬遼太郎記念財団

財団法人野間文化財団

財団法人池田記念財団

財団法人しまなみ文化振興財団

財団法人野村国際文化財団

財団法人池田 20 世紀美術館

財団法人十八銀行社会開発振興基金

財団法人野村文華財団

財団法人石川文化事業財団

財団法人十六地域振興財団

財団法人白鹿記念酒造博物館

財団法人泉美術館

財団法人松竹大谷図書館

財団法人博報児童教育振興会

財団法人逸翁美術館

財団法人松伯美術館

財団法人畠山記念館

財団法人出光美術館

財団法人常陽藝文センター

財団法人八十二文化財団

財団法人稲盛財団

財団法人新日鐵文化財団

財団法人八海山「白の世界」文化村

財団法人岩谷直治記念財団

財団法人親和銀行ふるさと振興基金

財団法人はまぎん産業文化振興財団

財団法人植野アジア芸術文化振興財団

財団法人末永文化振興財団

財団法人林原美術館

財団法人上原近代美術館

財団法人杉本美術館

財団法人阪急学園

財団法人上原仏教美術振興財団

財団法人スペイン舞踊振興マルワ財団

財団法人美育文化協会

財団法人ウッドワン美術館

財団法人住友財団

財団法人東日本鉄道文化財団

財団法人エネルギア文化・スポーツ財団

財団法人住友生命健康財団

財団法人美術工藝振興佐藤基金

公益信託愛媛出版文化賞基金

財団法人住友生命社会福祉事業団

財団法人日登美美術館

財団法人大分放送文化振興財団

財団法人駿府博物館

財団法人ひろしま美術館

財団法人大倉文化財団

財団法人静嘉堂

財団法人ひろしん文化財団

財団法人大桑教育文化振興財団

財団法人セゾン現代美術館

財団法人福岡文化財団

財団法人大阪日本民芸館

財団法人セゾン文化財団

財団法人福銀報公会

財団法人大谷教育文化振興財団

財団法人せとしん地域振興協力基金

財団法人ふくしん地域振興協力基金

財団法人大塚美術財団

財団法人芹沢・井上文学館

財団法人福武学術文化振興財団

財団法人大原美術館

財団法人泉屋博古館

財団法人福武教育振興財団

財団法人岡田文化財団

財団法人全国税理士共栄会文化財団

財団法人福武文化振興財団

財団法人音楽教育振興財団

公益信託そうしんまちづくり振興基金

財団法人古川会

財団法人花王芸術・科学財団

財団法人そごう美術館

財団法人平和堂財団

池田文庫

財団法人かがわ海外交流財団

財団法人ソニー音楽芸術振興会

財団法人ベルナール・ビュフェ美術館

財団法人かぎん文化財団

財団法人ダイキン工業現代美術振興財団

財団法人ポーラ伝統文化振興財団

財団法人鹿島美術財団

公益信託大成建設自然・歴史環境基金

財団法人ポーラ美術振興財団

財団法人角川文化振興財団

財団法人大同生命国際文化基金

財団法人北門信用金庫まちづくり基金

財団法人河北文化事業団

財団法人大和文化財団

財団法人北陸銀行奨学助成財団

財団法人上方文化芸能協会

公益信託タカシマヤ文化基金

財団法人北海信金地域振興基金

財団法人神野教育財団

財団法人タカヤ文化財団

財団法人前田記念工学振興財団

財団法人カメイ社会教育振興財団

財団法人竹中大工道具館

財団法人マツダ財団

財団法人北澤美術館

財団法人辰馬考古資料館

財団法人丸高歴史文化財団

財団法人北野生涯教育振興会

財団法人たましん地域文化財団

財団法人水野美術館

財団法人北野美術館

財団法人中信美術奨励基金

財団法人三井住友海上文化財団

財団法人吉備路文学館

財団法人彫刻の森美術館

財団法人三菱財団

財団法人京都服飾文化研究財団

財団法人敦井コレクション

財団法人三菱信託芸術文化財団

財団法人紀陽文化財団

財団法人出羽桜美術館

財団法人三菱 UFJ 環境財団

財団法人キリン福祉財団

財団法人天一美術文化財団

財団法人みなと銀行文化振興財団

財団法人近代美術振興協会

財団法人東京オペラシティ文化財団

財団法人明治村

財団法人熊本放送文化振興財団

財団法人道銀文化財団

財団法人明治安田ｸｵﾘﾃｨｵﾌﾞﾗｲﾌ文化財団

財団法人くわしん福祉文化協力基金

財団法人東芝国際交流財団

財団法人メトロ文化財団

財団法人げんでんふれあい茨城財団

財団法人東邦銀行文化財団

財団法人山形美術館

財団法人げんでんふれあい福井財団

財団法人遠山記念館

財団法人山種美術財団

財団法人ごうぎん島根文化振興財団

財団法人徳島銀行生涯学習振興財団

財団法人大和文化財保存会

財団法人ごうぎん鳥取文化振興財団

財団法人トヨタ財団

財団法人やまなみ文化基金

財団法人香雪美術館

財団法人直島福武美術館財団

財団法人ヤマハ音楽振興会

財団法人光文シエラザード文化財団

財団法人長島文化財団

財団法人ＵＦＪ信託文化財団

財団法人神戸新聞文化財団

財団法人中冨記念財団

財団法人ユニオン造形文化財団

財団法人国際言語文化振興財団

財団法人新潟日報美術振興財団

財団法人ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ文化教育事業財団

財団法人五島記念文化財団

財団法人西川文化財団

財団法人吉田秀雄記念事業財団

財団法人琴の浦温山荘園

財団法人西日本国際財団

財団法人よんでん文化振興財団

財団法人佐賀銀行文化財団

財団法人日航財団

財団法人ﾛｰﾑ ﾐｭｰｼﾞｯｸ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

財団法人佐藤国際文化育英財団

財団法人日商岩井国際交流財団

財団法人ローランド芸術文化振興財団

財団法人佐野美術館

財団法人ニッセイ文化振興財団

財団法人渡辺翁記念文化協会

