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２０１５年度事業報告書

第 １．現況及び概要
１．事業内容
(1) 目 的
国利民福を希求し民を主体とした公益の増進を牽引する見地から、国内外において、海
洋・船舶に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与
することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて社会福祉・教育・文化・観光・
体育その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。
(2) 業務の範囲
1） モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第２５条第１項の規定による交付
金の受け入れを行う。
2） 次に掲げる事業及びこれらの事業の振興を目的とする事業を助成することその他の次に
掲げる事業の振興を図るための事業の実施。
①

海洋・船舶に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業。

②

社会福祉・教育・文化・観光・体育その他の公益の増進を目的とする事業。

3） 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、
金融機関に対し、資金の貸付を行う。
２．所在地
東京都港区赤坂１丁目２番２号
ＴＥＬ：０３－６２２９－５１１１
３．基本財産の額（円）
２０１５年度

２０１４年度

増 減

28,804,040,595

28,816,180,057

▲12,139,462

（政府からの出捐金はなし）
４．役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
第２. 管理業務 の １．役員、評議員及びアドバイザリー会議委員の選任 を参照
５．職員の定数及び前事業年度からの増減
第２. 管理業務 の ３．事務局 を参照
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６．沿 革
１９５１年６月、モーターボートの製造に関する事業の振興、海事思想の普及宣伝と観光事
業の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関する
法律としてモーターボート競走法が制定された。
同年１１月には、競走の公正かつ円滑な実施を図ることを目的として社団法人全国モーター
ボート競走会連合会（以下「連合会」という。）が設立され、１９５４年からは売上金の３％
を国庫に納付していたものが、連合会に納入されることに改められ、モーターボート等の製造
事業の振興等のための貸付及び補助に使用されることになった。
更に、１９５７年の法改正により連合会納入金制度は同法に取り入れられ、振興事業の対象
に、モーターボートのみならず、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止
事業も加えられた。
１９５９年の法改正では、振興事業の範囲が造船事業にまで拡大され、このような業務の拡
大に対処するため、これまで連合会が行ってきた振興事業のうち、貸付を除く造船関係事業の
振興並びに海難防止事業の振興を担当する機関として、新たに財団法人日本船舶工業振興会が
設立された。
１９６２年の法改正により、同年１０月、財団法人日本船舶振興会（以下「財団」という。）
が設立され、それまで日本船舶工業振興会及び連合会が行ってきた振興事業を継承し、造船関
係事業、海難防止に関する事業及び海事思想の普及に関する事業、観光に関する事業のほか、
新たに体育、文教、社会福祉その他の公益に関する事業の振興に関する業務を行うことになっ
た。
２００７年の法改正により、同年４月からは施行者の収益悪化改善のため物価水準に合わせ、
財団への交付金率を見直し、売上げの低い施行者の負担軽減を図った。さらに、同年１０月１
日から「船舶等振興機関」として国土交通大臣の指定を受け業務を開始した。
２０１１年３月２８日には公益財団法人としての認定を受け、４月１日からは公益財団法人
日本財団と名称を変更し、新制度に基づく公益財団法人として事業を行うこととなった。同年
３月の東日本大震災発生時には、日本財団はいち早く被災者への緊急支援を行い、その支援活
動に対し多額の寄付が寄せられた。
２０１３年度には、東日本大震災を契機に造船業等復興支援事業を復興庁並びに国土交通省
より補助金の交付を受けて実施した。更には、復興庁より「新しい東北」の実現に向けた復興
人材プラットフォーム構築事業の業務委託を受け実施した。また、外務省より、ミャンマー少
数民族武装勢力支配地域における紛争の影響を受けた人々の生活向上のための事業を日本 NGO
連携無償資金協力制度の補助金を受け実施するなど、初めて船舶等振興業務以外の業務を実施
した。
２０１５年には適切な助成先がいない社会課題を解決するために、日本財団自らが事業を実
施し、助成事業としていくため、新たに国土交通大臣の認可を得て「社会変革推進事業」を開
始した。
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７．設置に係る根拠法及び行政庁
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）
内閣府
８．船舶等振興機関指定に係る根拠法及び監督官庁
モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）
国土交通省
＜別掲＞

活動理念
痛みも、希望も、未来も、共に。
Share the pain. Share the hope. Share the future.
一つの地球に生きる、一つの家族として。
人の痛みや苦しみを誰もが共にし、
「みんなが、みんなを支える社会」を日本財団はめざします。
市民。企業。NPO。政府。国際機関。
世界中のあらゆるネットワークに働きかけます。
知識・経験・人材をつなぎ、
ひとりひとりが自分にできることで社会を変える、
ソーシャルイノベーションの輪をひろげていきます。
ソーシャルイノベーションの輪をひろげていきます。
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第 ２．管 理 業 務
１．役員、評議員及びのアドバイザリー会議委員の選任
本年度における役員（理事及び監事）及び評議員の選任については、次のとおりである。
(1) 役 員
本年度の定時評議員会をもって全役員１０名（うち理事７名、監事３名）が任期満了を迎
えることから、第１５回評議員会（２０１５年５月１５日開催）にて次期役員の選任につい
て審議され、理事の全７名並びに金子明氏及び吉田博氏、大藪卓也氏が再任され、新たに森
祐次氏が理事に選任された。
次いで、理事においては選任にかかる理事会（第１５回評議員会閉会後同日開催）にて、
会長に笹川陽平氏、理事長に尾形武寿氏、常務理事に大野修一氏、田南立也氏、前田晃氏、
佐藤英夫氏、海野光行氏、森祐次氏が選定され、監事においては第１９回監事会（第１５回
評議員会閉会後同日開催）にて、常勤監事に金子明氏が選定された。
これを受け、同年６月８日付ＮＦ４４９１６号にて国土交通大臣に対し認可申請を行い、
同年６月１８日付にて認可を得、同年８月１３日付電子申請にて内閣総理大臣あてに報告し
た。
この結果、２０１６年３月３１日現在における役員は、理事８名（うち会長１名、理事長
１名、常務理事６名）、監事３名（うち常勤１名）である。
＜別添(1)役員名簿参照＞
(2) 評議員
本年度の定時評議員会をもって全評議員７名が任期満了を迎えることから、評議員選任委
員会（２０１５年６月１９日開催）にて次期評議員の選任について審議され、河村幹夫氏、
下村のぶ子氏、田久保忠衛氏、千野境子氏、波多野茂丸氏、屋山太郎氏、渡部昇一氏７名が
選任された。
それに伴い、同年２０１５年８月１３日付電子申請にて内閣総理大臣あてに評議員の構成
員の変更を報告した。
この結果、２０１６年３月３１日現在における評議員は７名である。
＜別表(2)評議員名簿参照＞
(3) アドバイザリー会議委員
① ２０１５年３月３１日付をもってマリ・クリスティーヌ氏が任期満了に伴い退任した。
② ２０１５年７月１８日をもってアドバイザリー会議委員４名が任期満了を迎えること
から、第１５９回理事会（同年７月１４日開催）にて次期アドバイザリー会議委員の
選任について審議され、角田克氏、杉良太郎氏、玉木研二氏、中瀬ゆかり氏が同年７
月１８日付で再任された。
③ 第１６２回理事会（２０１５年９月１日開催）にてアドバイザリー会議委員の選任に
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ついて審議され、新たに垣内俊哉氏が選任された。
この結果、２０１６年３月３１日現在におけるアドバイザリー会議委員は５名である。
＜別表(3)ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議委員名簿参照＞

２．会 議
(1) 理事会
本年度における理事会は、次のとおり第１４８回から第１８３回までの３６回を開催した。
1) 第１４８回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年４月７日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 社会変革推進業務（推進事業）の決定について
第３号議案 2015 年度福祉車両の価格について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１
報告事項２
報告事項３

社会福祉施設等の改造・修繕等に関する助成事業の募集について
ミャンマー平和構築支援事業に係る要人の来日について
海外出張報告について

2）第１４９回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年４月１５日（水）午後３時３０分

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 年度内募集事業の決定について
第３号議案 修繕事業の決定について
第４号議案 協力援助事業の決定について
第５号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第６号議案 造船業等復興支援事業費補助事業の決定について（船舶等振興業務以外
の業務）
第７号議案 2015 年度新聞広告の入札について
第８号議案 土地・建物寄付における寄付契約締結及び特定寄付金の受入れについて
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 随意契約の締結について（１月～３月）
報告事項２ 簿記資格 取得状況について
報告事項３ ソーシャル・インパクト・ボンド（ＳＩＢ）推進に関する横須賀市との
協働について
報告事項４ 海外出張報告について
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3）第１５０回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年４月２１日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 第１４９回理事会における指摘事項に対する対応について
報告事項２ 海外出張報告について
4）第１５１回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年４月３０日（木）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 ＰＣ更新に係る固定資産の取得及び同予定価格設定の委任について
第５号議案 2014 年度管理費支出の予算変更について
第６号議案 第 15 回評議員会の議事次第及び各部発表について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
5）第１５２回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年５月１３日（水）午前９時３０分

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 第 15 回評議員会の提出議案について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 2015 年度新聞広告競争入札結果について
報告事項２ 2015 年度福祉車両助成事業の募集開始について
報告事項３ 海外出張報告について
6）第１５３回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年５月１５日（金）午後３時１０分

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第３号議案 年度内募集事業の決定について
第４号議案 造船業等復興支援事業費補助の決定について（船舶等振興業務以外の業
務）
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第５号議案 土地・建物寄付における特定寄付金の受入れに係る固定資産の取得につ
いて
第６号議案 2015 年度事業計画及び収支予算の変更について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
7）第１５４回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年５月２５日（月）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 年度内募集事業の決定について
第５号議案 2014 年度事業報告書について
第６号議案 2014 年度決算書について
第７号議案 チームの設置及びチーム編成について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
8）第１５５回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月２日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 年度内事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 ２号交付金事業の取り消しについて
第５号議案 第 14 回アドバイザリー会議及び第 16 回評議員会の議事次第について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 特定基金の一部取崩及び目的変更並び総合等について
報告事項２ 海外出張報告について
9）第１５６回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月１５日（月）午前９時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 年度内事業の決定について
第３号議案 協力援助事業の決定について
第４号議案 造船関係事業第１回運転資金貸付について
第５号議案 預保納付金支援事業助成金の交付決定の取り消しについて
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第６号議案 預保納付金支援事業における奨学金の返済猶予について
第７号議案 評議員選任委員会の開催及び委員の選任について
第８号議案 評議員候補者の推薦について
第９号議案 第 14 回アドバイザリー会議及び第 16 回評議員会における活動紹介につ
いて
第１０号議案 第 14 回アドバイザリー会議及び第 16 回評議員会の提出議案について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
10）第１５７回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月２４日（水）午後４時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 会長及び理事長並びに常務理事の選定について
第３号議案 常勤理事の報酬額の決定について
第４号議案 チームの設置及びチーム編成について
11）第１５８回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月３０日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第３号議案 年度内募集事業の決定について
第４号議案 まごころ奨学金貸与者の決定について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海洋開発人材育成推進事業に係る団体公募への申請について
報告事項２ 海外出張報告について
12）第１５９回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年７月１４日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第３号議案 年度内募集事業の決定について
第４号議案 １号交付金に係る助成金の交付決定の一部取り消しについて
第５号議案 修繕事業の決定について
第６号議案 「日本財団ビル壁面大型映像装置調達」に関する一般競争入札実施につ
いて
第７号議案 アドバイザリー委員の選任について
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第８号議案 チーム名の変更及びチーム編成について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 随意契約の締結について（４月～６月）
13）第１６０回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年７月２１日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 年度内事業の決定について
第３号議案 協力援助事業の決定について
第４号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第５号議案 会計監査人の報酬額の決定について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張の報告について
14）第１６１回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年７月２８日（火）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
第２号議案 造船関係事業 資金貸付について
第３号議案 年度内事業の決定について
第４号議案 海洋開発人材育成推進事業に係る公募事業の実施について（船舶等振興
業務以外の業務）
第５号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第６号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第７号議案

寄付文化醸成業務における返還条件を付した寄付金事業の決定に関す
る規則の制定について

第８号議案 寄付金事業（返還条項付事業）の決定について
第９号議案 土地・建物寄付における特定寄付金の受入れに係る固定資産の受入方法
の変更について
第１０号議案 事業計画及び収支予算の変更について
第１１号議案 チーム編成について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 第 2 回日緬将官級交流プログラムの費用について
報告事項２ 海外出張の報告について
15）第１６２回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年９月１日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
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第２号議案 寄付金事業（自主事業）の決定について
第３号議案 年度内事業の決定について
第４号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第５号議案 2016 年度助成基準について
第６号議案 特定寄付金の募集及び受入れに係る基金の設立について
第７号議案 第 15 回アドバイザリー会議及び第 17 回評議員会における活動紹介及び
議事次第について
第８号議案 第 15 回アドバイザリー会議及び第 17 回評議員会の提出議案について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 造船復興みらい基金 一部国庫返納について
報告事項２ 海外出張の報告について
16）第１６３回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年９月１７日（木）午後３時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 「語り場」について
報告事項２ 2016 年度予算編成スケジュール（案）について
報告事項３ 東日本大震災被災地視察研修の実施について
報告事項４ 簿記資格取得状況について
報告事項５ 海外出張報告について
17）第１６４回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年９月１８日（金）

(ﾛ) 表決方法：

電磁的記録による表決

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内事業の決定について
第２号議案 修繕事業の決定について
第３号議案 協力援助事業の決定について
第４号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第５号議案 造船業等復興支援事業費補助事業の一部変更について（船舶等振興業務
以外の業務）
第６号議案 預保納付金支援事業・2016 年奨学金貸与事業・助成金交付事業の募集に
ついて
第７号議案 2016 年度助成基準について
第８号議案 平成 27 年台風 18 号豪雨水害に関する事業の決定方法について
第９号議案 協力援助事業の決定について（平成 27 年台風 18 号豪雨水害）
18）第１６５回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１０月１日（木）午前１０時
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(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ ＴＯＥＩＣ750 点 取得状況について
報告事項２

公式サイト等アクセス状況／公式サイト一部リニューアルの状況につ
いて

報告事項３ ソーシャル・インパクト・ボンドの推進・導入に向けた子ども・子育て
支援推進調査研究事業に係る企画競争への提案書提出について（船舶等
振興業務以外の業務）
報告事項４ 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における支援・活動状況について
報告事項５ 海外出張報告について
19）第１６６回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１０月１６日（金）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 修繕事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 日本財団を考える日について
報告事項２ 日本財団国際フェローシップ 2016 年度派遣フェロー合格者の決定につ
いて
報告事項３ 海外出張報告について
20）第１６７回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１０月２７日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 協力援助事業の決定について（平成 27 年台風 18 号豪雨水害）
第２号議案 外務省「日本 NGO 連携無償資金協力」補助金贈与契約締結について（船
舶等振興業務以外の業務）
第３号議案 収支予算の変更について
第４号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 随意契約の締結について（７月～９月）
報告事項２ １～３等級 2015 年度上期評価スケジュール
報告事項３ 海外出張報告について
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21）第１６８回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１１月１０日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 造船関係事業 第２回運転資金貸付について
第３号議案 2 号交付金に係る助成金の交付決定の取消について
第４号議案 第 16 回アドバイザリー会議及び第 18 回評議員会の議事次第について
第５号議案 第 16 回アドバイザリー会議におけるディスカッションテーマ及び第 18
回評議員会における活動紹介について
第６号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
22）第１６９回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１１月１７日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 修繕事業の決定について
第３号議案 協力援助事業の決定について
第４号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第５号議案 寄付文化醸成業務規程に基づく国土交通省への検証結果報告について
第６号議案 造船業等復興支援事業費補助事業の一部変更について（船舶等振興業務
以外の業務）
第７号議案 まごころ奨学金貸与者の決定について
第８号議案 2015 年 9 月 17 日理事会承認済み NF2015046268 号契約の取り止めについ
て
第９号議案 事業計画及び収支予算の変更について（船舶等振興業務以外の業務）
第１０号議案 第 16 回アドバイザリー会議及び第 18 回評議員会の議事次第について
第１１号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第１２号議案

ソーシャル･インパクト･ボンドの推進に向けた厚生労働省による
調査研究事業の受託について（船舶等振興業務以外の業務）

第１３号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 鳥取県×日本財団共同プロジェクト全体像について
報告事項２ 海外出張報告について
23）第１７０回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月１日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
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第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 2016 年度事業計画及び収支予算作成の基本方針について【第 16 回アド
バイザリー会議及び第 18 回評議員会 報告事項】
第４号議案 2016 年度助成事業の審査方針について【第 16 回アドバイザリー会議及
び第 18 回評議員会 報告事項】
第５号議案 第 16 回アドバイザリー会議及び第 18 回評議員会の提出議案について
第６号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第７号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 2014 年度未収金の過剰計上に係る役職員の処分について
報告事項２ 公式サイト及び SNS 関係の定例報告（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部）
報告事項３ 2016 年度助成事業申請状況について
報告事項４ 海外出張報告について
24）第１７１回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月１０日（木）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 年始休暇に伴う会長・理事長説明日程の変更について
報告事項２ ボストンキャリアフォーラム 2015 における採用活動について
25）第１７２回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月１５日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 2013 年度 1 号交付金に係る助成金の交付決定の取り消しについて
第２号議案 外務省「日本 NGO 連携無償資金協力」事業の申請について（船舶等振興
業務以外の業務）
第３号議案 「日本財団スポーツ・文化・ワールド基金（仮）」の設置について
第４号議案 2016 年度事業計画及び収支予算作成の基本方針について
第５号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
26）第１７３回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月２１日（月）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
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第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 管理費小科目間の流用ついて
第５号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第６号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 「ベルズ原宿」の寄付契約締結について
報告事項２ 海外出張報告について
27）第１７４回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年１月５日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 第 17 回アドバイザリー会議の議事次第について
第２号議案 第 17 回アドバイザリー会議におけるディスカッションテーマについて
第３号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 11/17 理事会にて決裁済みの随契に係る報告について
報告事項２ 海外出張報告について
28）第１７５回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年１月１５日（金）午前９時３０分

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 ミャンマーＮＬＤ経済委員会招聘（2016 年 1 月 12 日決裁 NF2015048173
号）に係る契約について
第４号議案 「助成金の交付の決定の取消」の可否に係る経過報告及び今後の対応に
ついて
第５号議案 規程等記載事項の一部改正について
第６号議案 第 17 回アドバイザリー会議の提出議案について
第７号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 随意契約の締結について（１０月～１２月）
報告事項２ 公式サイト及び SNS 関係の定例報告について
報告事項３ 海外出張報告について
29）第１７６回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年２月１日（月）午後３時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室
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(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 第 19 回評議員会の議事次第について
第５号議案 第 19 回評議員会における活動紹介について
第６号議案 2016 年度評価対象事業及び外部評価者の選定について
第７号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
30）第１７７回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年２月９日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 造船関係事業資金貸付について
第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 預保納付金事業の決定について
第４号議案 まごころ奨学金貸与者の決定について
第５号議案 ハンセン病対策事業（資料館運営等委託分）について
第６号議案 第 19 回評議員会の提出議案について
第７号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第８号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
31）第１７８回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年２月２２日（月）午後３時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 2 号交付金に係る助成金の交付決定の取り消しについて
第２号議案 第 19 回評議員会の提出議案について
第３号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 日本財団ブランディングプロジェクトに関する推進体制について
報告事項２ 海外出張報告について
32）第１７９回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年２月２５日（木）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
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第２号議案 協力援助事業の決定について
第３号議案 寄付金事業（支援事業）の決定について
第４号議案 2015 年度社会変革推進事業「日本財団国際フェローシップ」の予算総額
変更について
第５号議案 2015 年度社会変革推進事業の事業費の増額に係る承認申請について
第６号議案 特定寄付金の募集及び受け入れに係る基金の設置について
第７号議案 2016 年度事業計画及び収支予算について
第８号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 外務省「日本 NGO 連携無償資金協力」補助金贈与契約締結について
報告事項２ 公式サイト及び SNS 関係の定例報告について
報告事項３ 海外出張報告について
33）第１８０回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年３月１日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 協力援助事業の決定について
第２号議案 2016 年度協力援助事業の決定について
第３号議案 社会変革推進事業（推進事業）の決定について
第４号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 海外出張報告について
34）第１８１回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年３月１５日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 造船業等復興支援事業費補助の決定について（船舶等振興業務以外の業
務）
第３号議案

海洋開発人材育成推進事業に係る公募事業の応募について(船舶等振興
業務以外の業務）

第４号議案 収支予算の変更について
第５号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 2015 年度事業評価報告会の実施について
報告事項２ 海外出張報告について
35）第１８２回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年３月２２日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室
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(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 協力援助事業の決定について
第２号議案 2016 年度社会変革推進事業（推進事業）の決定について
第３号議案 外務省「日本 NGO 連携無償資金協力」事業に係る建造物の資材調達及び
建設、施工管理等の発注方法について（船舶等振興業務以外の業務）
第４号議案 国内転勤者規則の制定及び規程等記載事項の改正について
第５号議案 職員退職給付特別加算金の支給に関する達の一部改正について
第６号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第７号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 国内新卒採用（2017 年 3 月卒）日程報告について
報告事項２ 海外出張報告について
36）第１８３回理事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年３月２９日（火）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 議決事項：
第１号議案 年度内募集事業の決定について
第２号議案 2016 年度社会変革推進事業（推進事業）の決定について
第３号議案 国立ハンセン病資料館契約関係について
第４号議案 2016 年度事業計画及び収支予算の変更について
第５号議案 チームの設置及びチーム編成について
第６号議案 寄付金事業（自主事業）の実施について
第７号議案 随意契約の締結について
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ 2015 年度事業評価の報告について
報告事項２ 広報戦略について
報告事項３ 海外出張報告について

(2) 評議員会
２０１５年度における評議員会は、次のとおり第１５回から第１９回までの５回を開催し
た。
1）第１５回評議員会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年５月１５日（金）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 活動紹介：
①岩手県水産高校共同実習船の配備を中心とした海洋分野における復興と支援事業
②「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等支援事業
③第３回国連防災会議におけるアクセシビリティーの確保と障害者の参加支援
(ﾆ) 審議事項：
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審議事項１ 理事及び監事の選任に関する件
(ﾎ) 報告事項：
報告事項１ ２０１４・２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項２ その他
2）第１６回評議員会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月２４日（水）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 活動紹介：
① にっぽん文楽プロジェクト
② パラオ共和国の海上保安能力強化支援と「21 世紀における日本-パラオ海洋アライ
アンス」に関する覚書締結
③ 国連障害者権利条約第８回締約国会議に於けるイベントの開催
④ パラリンピック・ムーブメントの推進
(ﾆ)報告事項：
報告事項１ ２０１４年度事業報告書に関する件
報告事項２ ２０１４年度決算書に関する件
報告事項３ ２０１４年度事業評価結果に関する件（後期）
報告事項４ ２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項５ 評議員選任委員会の開催に関する件他
(ﾎ) 審議事項：
審議事項１ 会計監査人の選任に関する件
3）第１７回評議員会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年９月１７日（木）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ ２０１４年度・２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項２

２０１６年度におけるモーターボート競走法第４５条第１項第２号及
び第４号に掲げる事業の助成の基準に関する件

報告事項３ その他
(ﾆ) 活動紹介：
①「海でつながる」プロジェクト
②日本ベンチャー・フィランソロピー基金投融資事業
③職親プロジェクト
④ハンセン病と人権
⑤フィリピン残留日本人 2 世の国籍回復支援
4）第１８回評議員会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月９日（水）午後４時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
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報告事項１ ２０１６年度事業計画及び収支予算作成の基本方針に関する件
報告事項２ ２０１６年度助成事業の審査方針に関する件
報告事項３ ２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項４ その他
(ﾆ) 活動紹介：
①国際海事賞の受賞及び海洋分野の人材育成について
②パラ駅伝 in TOKYO 2015
③難病の子どもと家族を支えるプログラム
④奨学金事業（国際フェローシップ / アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター
日本財団フェローシップ / 英国における日本研究奨学金プロジェクト）
⑤ミャンマー平和構築支援事業
5）第１９回評議員会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年２月２４日（水）午前１１時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ ２０１６年度事業計画及び収支予算に関する件
報告事項２ ２０１６年度評価対象事業及び外部評価者の選定に関する件
報告事項３ ２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項４ その他
(ﾆ) 活動紹介：
①海の世界の人づくり事業（海洋観測研究者の育成とネットワーク構築）
②子どもの貧困の社会的損失推計
③障害者就労支援事業と就労支援フォーラム NIPPON2015
④グローバル・アピール 2016
⑤カンボジアにおける教育の質向上事業

(3) アドバイザリー会議
２０１５年度におけるアドバイザリー会議は、次のとおり第１４回から第１７回までの４
回を開催した。
1）第１４回アドバイザリー会議
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月２２日（月）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 活動紹介：
①にっぽん文楽プロジェクト
②海洋分野における東日本大震災復興支援に関する取り組み
③国連障害者権利条約第 8 回締約国会議に於けるイベントの開催
④パラリンピック・ムーブメントの推進
(ﾆ) 報告事項：
報告事項１ ２０１４年度事業報告書に関する件
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報告事項２ ２０１４年度決算書に関する件
報告事項３ ２０１４年度事業評価結果に関する件（後期）
報告事項４ ２０１４年度・２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項５ その他
2）第１５回アドバイザリー会議
(ｲ) 開催日時：

２０１５年９月１６日（水）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ ２０１４年度・２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項２

２０１６年度におけるモーターボート競走法第４５条第１項第２号及
び第４号に掲げる事業の助成の基準に関する件

報告事項３ その他
(ﾆ) ディスカッション(テーマ)：
①職親(しょくしん)プロジェクト
②特別養子縁組の推進
③電話リレーサービス・モデルプロジェクト
3）第１６回アドバイザリー会議
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月７日（月）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ ２０１６年度事業計画及び収支予算作成の基本方針に関する件
報告事項２ ２０１６年度助成事業の審査方針に関する件
報告事項３ ２０１５年度年度内募集事業等の執行状況に関する件
報告事項４ その他
(ﾆ) ディスカッション(テーマ)：
①「海でつながるプロジェクト」の推進
②パラ駅伝 TOKYO in ２０１５
③難病の子どもと家族を支えるプログラム
④奨学金事業（国際フェローシップ / アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター
日本財団フェローシップ / 英国における日本研究奨学金プロジェクト）
4）第１７回アドバイザリー会議
(ｲ) 開催日時：

２０１６年１月２１日（木）午前１０時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル８階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ ２０１６年度助成事業計画原案に関する件
報告事項２ ２０１６年度評価対象事業及び外部評価者の選定に関する件
報告事項３ ２０１５年度年度内募集事業執行状況に関する件
報告事項４ その他
(ﾆ) ディスカッション(テーマ)：
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①子どもの貧困の社会的損失推計
②C project と就労支援フォーラム NIPPON2015
③フィリピン残留日本人 2 世の国籍回復支援
④海洋教育の普及推進について
⑤奨学金事業（国際フェローシップ / アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター
日本財団フェローシップ / 英国における日本研究奨学金プロジェクト）

(4) 監事会
２０１５年度における監事会は、次のとおり第１９回及び第２３回の５回を開催した。
1）第１９回監事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年５月１５日（金）午後３時３０分

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 審議事項：
審議事項１ 常勤監事の選定（互選）に関する件
審議事項２ その他
2）第２０回監事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年６月２４日（水）午後５時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 審議事項：
審議事項１ 常勤監事の報酬額の決定に関する件
審議事項２ その他
3）第２１回監事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年８月２１日（金）午後４時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ 記者会見の実施について
報告事項２ 業務執行状況について(2015 年 1 月～3 月)
a. 第 14 回評議員会
b. 第 13 回アドバイザリー会議
c. 予算執行状況
報告事項３ 現・預金の実査結果について（2015 年 3 月末日）
(ﾆ) 審議事項：
審議事項１ 業務執行状況について（2015 年 4 月～6 月）
a. 第 15 回評議員会
b. 第 16 回評議員会
c. 第 14 回アドバイザリー会議
d.

予算執行状況

審議事項２ 財務状況について（2015 年 6 月末日）
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審議事項３ その他

4）第２２回監事会
(ｲ) 開催日時：

２０１５年１２月１７日（木）午後４時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ 現・預金の実査結果について（2015 年 9 月末日）
(ﾆ) 審議事項：
審議事項１ 業務執行状況について（2015 年 7 月～9 月））
a. 第 15 回アドバイザリー会議会
b. 第 17 回評議員会
c. 予算執行状況
審議事項２ 財務状況について（2015 年 9 月末日）
審議事項３ 2015 年 4 月～9 月（上半期分）の稟議書の確認実査について
審議事項４ その他
5）第２３回監事会
(ｲ) 開催日時：

２０１６年３月２４日（木）午後４時

(ﾛ) 開催場所：

日本財団ビル７階会議室

(ﾊ) 報告事項：
報告事項１ 現・預金の実査結果について（2015 年 12 月末日）
(ﾆ) 審議事項：
審議事項１ 業務執行状況について（2015 年 10 月～12 月）
a. 第 16 回アドバイザリー会議会
b. 第 18 回評議員会
c. 予算執行状況
審議事項２ 財務状況について（2015 年 12 月末日）
審議事項３ その他

３．事務局
(1) 機構
２０１６年３月３１日現在における事務局の機構は、７部（本部）である。
＜別表(4)事務局機構図参照＞
(2) 人員
２０１５年３月３１日現在における職員は９３名、嘱託は６２名であった。
２０１５年度内における採用者１２名、退職者２名、嘱託委嘱者７１名、委嘱を解除した嘱
託者７名により、２０１６年３月３１日現在における職員は１０３名、嘱託は６４名である。
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４．認可事項
認可事項

件数

(1)事業計画及び収支予算に関するもの（国土交通省）

２件

(2)船舶等振興業務規程に関するもの（国土交通省）

１件

(3)役員の選任に関するもの（国土交通省）

１件

計

４件

承認事項

件数

５．承認事項
(1)年度内募集分事業の決定に関するもの（国土交通省）
(2)助成金交付決定の取り消しに関するもの（国土交通省）

３１件
５件

(3)協力援助事業の決定に関するもの（国土交通省）

１０件

(4)寄付金事業（支援事業）の決定に関するもの（国土交通省）

１０件

(5)社会変革推進事業の実施に関するもの（国土交通省）

９件

(6)社会変革推進事業の事業費変更に関するもの（国土交通省）

１件

(7)達の改正に関するもの（国土交通省）

２件

計

６８件

届出事項

件数

６．届出事項
(1)事業報告書及び財務諸表の提出（国土交通省・内閣府）

１件

(2)助成事業の交付の決定に関する届出（国土交通省）

２件

(3)寄付金事業の決定に関する届出（国土交通省）

１件

(4)社会変革推進事業の実施に関する届出（国土交通省）

１件

(5)「国際フェローシップ」事業に係る事業費変更に関する届出（国土交通省）

１件

(6)寄付金事業の四半期計画（国土交通省）

４件

(7)寄付文化醸成業務検証に関する報告（国土交通省）

１件

(8)一般職員の昇給に関する報告（国土交通省）

１件

(9)チーム名称の設置及びチーム廃止に関する届出（国土交通省）

１件

(10)２０１６年度事業計画及び収支予算について（内閣府）

１件

計

１４件

７．船舶等振興業務以外の業務の実施に関する事項
船舶等振興業務以外の業務の実施に関する事項

件数

(1)造船業等復興支援資金の保有内容の変更に関する報告（国土交通省）

９件

(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する事項（内閣府）

２件

(3)一般競争（指名競争）参加資格に関する事項（全省庁統一資格審査事務処理
センター）
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１件

８．登記事項
登記事項
(1) 評議員の及び代表理事及び理事の重任並びに理事の就任並びに会計監査法
人及び監事の重任に伴う登記
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件数
１件

第 ３．事業の実施状況
１．船舶等振興業務
１．助成事業
(ｲ) 海洋船舶関係事業
造船及び造船関連工業に関する事業、海難防止に関する事業及び関係事業等の振興を図るため、次
の事業を実施した。
単位：円
2015年度
件数

金 額

2014年度
件数

金 額

2013年度
件数

金 額

2012年度
件数

金 額

①船 舶 関 係

37

2,556,145,000

36

2,207,568,000

42

1,989,158,000

47

1,968,886,000

②海難防止関係

25

3,128,400,000

26

891,537,000

29

908,677,000

31

820,443,000

165

4,751,420,000

70

6,411,584,000

92

6,243,071,000

98

5,857,268,000

227

10,435,965,000

132

9,510,689,000

163

9,140,906,000

176

8,646,597,000

③関係事業の振興
合 計

(ﾛ) 公益・福祉関係事業
観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため、次の事
業を実施した。
単位：円
2015年度
件数

金 額

2014年度
件数

金 額

2013年度
件数

金 額

2012年度
件数

金 額

①観

光

3

118,400,000

3

118,400,000

2

18,400,000

5

170,555,000

②体

育

13

592,274,000

11

587,402,000

12

548,709,000

13

1,022,047,000

③文

教

26

1,208,217,000

25

1,359,073,000

24

893,882,000

27

844,314,000

④社会福祉

2,393

5,199,383,000

2,612

4,891,956,000

2,184

4,446,741,000

2,079

3,691,124,000

⑤その他公益

49

1,100,910,000

56

986,904,000

57

2,229,899,000

68

1,232,261,000

⑥修

20

373,463,000

23

479,354,000

18

250,396,000

0

0

2,504

8,592,647,000

2,730

8,423,089,000

2,297

8,388,027,000

2,192

6,960,301,000

繕

合 計

２．協力援助事業（海外・国内）
海外向けには、世界の諸問題を根元から解決し、新たな価値観や文化を生み出すために不可欠な
「相互理解の促進と国際的ネットワークを構築する事業」、貧困、病苦を緩和し、貧しく社会的なハ
ンディを持つ人々が自立し、健やかな生活を送ることができる社会を目指す「ＢＨＮ（ベーシック・
ヒューマン・ニーズ）を充足する事業」を実施した。また、国内向けには自主的に組織された非営利
団体が行う、「海」「船」に関する調査研究や理解促進、保健福祉の増進、青少年の健全育成、環境
保全、伝統文化の継承、国際協力等に関するボランティア活動及びその他社会貢献のために特に必要
があると認める事業に対して、支援した。
単位：円
2015年度
件数
協力援助事業（海外・国内）

133

金 額
4,587,379,192

2014年度
件数

金 額

142

3,988,790,283
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2013年度
件数
154

金 額
5,128,828,531

2012年度
件数
163

金 額
4,005,042,147

３．情報公開事業
当財団の活動に関する透明性の向上と説明責任を果たすため、各種メディアを活用し、積極的な情
報発信に努めた。その結果、新聞やテレビ、雑誌など、メディアによる報道に結びつけることができ
た。公式ウェブサイトの一部リニューアルとアクセシビリティ対応を行うと共に、ブログやフェイス
ブックを中心にSNSなどの活用を図り、閲覧者の増加に努めた。加えてテレビCMの放送により、社会的
認知の向上とボートレース事業の理解促進に寄与した。
当財団は設立以来、ボートレースの交付金を基に、国内外の社会的弱者への支援や海洋・船舶分野
における技術開発・人材育成支援だけでなく、世界的なネットワークづくりに取り組んできた。
今後、多様かつ複雑化する社会課題の解決に向け、公益セクターとの協働に加え、企業などとの連
携を意識した広報展開を進め、ソーシャルイノベーションのハブ（社会変革の要）を目指す。
単位：円
2015年度
情報公開事業

2014年度

1,241,439,316

2013年度

1,032,668,889

2012年度

739,895,014

636,830,226

４．調査研究事業
造船及び造船関連工業、海難防止、観光、体育、その他公益に関する助成事業等の活性化・効率化
に資するため調査研究事業を実施した。
単位：円
2015年度
調査研究事業

2014年度

1,183,569,561

2013年度

1,486,190,214

2012年度

1,480,492,397

1,049,374,535

５．寄付文化醸成事業
わが国に寄付文化を醸成することを目的に、23基金のファンドレイジングを実施し、各基金に寄せら
れた寄付金により寄付金事業を実施した。
単位：円
2015年度
寄付文化醸成事業

2014年度

885,627,293

2013年度

2,117,233,267

2012年度

1,530,111,634

3,663,555,600

６．社会変革推進事業
適切な担い手が不在であり早急に取り組む必要のある社会課題に対して、補助事業化することを視野
に入れつつ、その解決のために、先駆的かつ波及効果の期待できる事業を、日本財団自らが実施し
た。
単位：円
2015年度
社会変革推進事業

2014年度

2013年度
-

668,952,538
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2012年度
-

-

７．貸付事業
(ｲ) 造船関係貸付事業
造船関係事業を営む者に、生産性の向上、近代化及び合理化に必要な設備資金並びに企業の体質改
善、経営の安定化、その他緊急を要する運転資金を融通するために、銀行その他の金融機関に対し、
資金の貸付を行った。
単位：円
2015年度
件数

金 額

2014年度
件数

金 額

2013年度
件数

金 額

2012年度
件数

金 額

設 備 資 金

22

6,978,100,000

21

9,195,400,000

26

7,552,500,000

26

7,190,000,000

運 転 資 金

192

23,448,000,000

220

26,106,800,000

251

27,974,500,000

270

31,858,900,000

計

214

30,426,100,000

241

35,302,200,000

277

35,527,000,000

296

39,048,900,000

貸 付 業 務
[ｲ]貸付業務委託費 ※1

5,995,500

6,403,740

6,755,058

6,216,000

[ﾛ]電算処理委託費等

6,750,543

6,066,046

6,793,286

6,287,960

12,746,043

12,469,786

13,548,344

12,503,960

計

※1 商工組合中央金庫に対し、貸付業務の一部を委託した。
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２．船舶等振興業務以外の業務
１．造船業等復興支援事業
東日本大震災で被災した造船関係事業者の本格復興支援を目的として、復興庁（国土交通省）の平成
25年度予算による復興補助金の交付を得て、2013年7月に当財団内に造船復興みらい基金（造船業等復
興支援基金）16,024,000,000円を造成。2015年度においては、宮城県気仙沼市などの造船関係事業者
に対し、2件8,419,363,976円の交付決定を行い、宮城県石巻市などの造船関係事業者に対し、3件
940,480,147円の補助金支払を行った。（精算払2件140,480,147円、概算払1件800,000,000円）
単位：円
2015年度
件数
支 払 補 助 金 ※1
事

業

金 額
3

2014年度
件数

940,480,147
（2件/8,419,363,976）

2013年度

金 額

件数
0

5

金 額
1

（2,654,305,994）

2012年度
件数

0
（251,910,146）

金 額
-

-

費

7,710,528

6,933,425

9,410,376

-

計

948,190,675

6,933,425

9,410,376

-

※1 補助金の支払は工事完了後のため、2013年度、2014年度とも交付決定のみで支払補助金額は0。
( ）内は交付決定額（増額変更含む）。

２．ミャンマー少数民族武装勢力支配地域における紛争の影響を受けた人々の生活向上のため事業
外務省の日本NGO連携無償資金協力制度の補助金を受け、ミャンマー政府との間で停戦合意を締結して
いる少数民族武装勢力の支配・影響の及ぶ地域に居住する紛争被害者の生活基盤向上を目指す事業を
2014年3月より開始し、食糧・生活基本物資支給等の人道・復興支援を実施した。
単位：円
2015年度
ミャンマー少数民族武装
勢力支配地域における紛争
の影響を受けた人々の生活
向上のための事業

件数

金 額
2

633,801,669

2014年度
件数

2013年度

金 額
7

件数

783,184,237

2012年度

金 額
7

件数

3,345,878

金 額
-

-

３．海洋開発技術者育成のための基盤整備及び関連調査並びに海外連携体制の構築事業
海洋開発技術者の育成を目的として、国土交通省より「海洋開発技術者育成のための基盤整備業務」
及び「海洋開発技術者育成のための海外連携体制構築のための調査」、内閣官房総合海洋政策本部事
務局より「海洋開発技術者育成のための公的機関等保有施設の有効活用に向けた調査」の計3事業を受
託・実施した。基盤整備業務では、カリキュラム・教材開発として「海洋開発産業概論」の作成を行
い、海外連携体制構築のための調査では、具体的な連携先大学を選定するに至った。また公的機関等
保有施設の有効活用に向けた調査では、ノルウェーでの先進事例調査や地球深部探査船「ちきゅう」
を用いた試行プログラムの実施を経て、公的機関等保有施設の活用スキームをまとめた。
単位：円
2015年度
海洋開発技術者育成のための
基盤整備及び関連調査並びに
海外連携体制の構築事業

2014年度

5,525,365

2013年度
-

2012年度
-

-

４．児童虐待防止のための官民連携に関する調査事業
本調査事業は厚生労働省から委託を受け、地域における子ども・子育て家庭への支援や児童虐待防止
に資する活動を行っている民間団体と行政（市区町村・児童相談所）との連携状況や課題を把握・分
析し、ソーシャル・インパクト・ボンドなど新たな官民連携手法を含め、児童虐待防止分野での官民
連携を推進するための施策の検討・導入に資することを目的として実施した。本目的を達成するた
め、調査票調査による事例収集、およびインタビュー調査による主要事例の分析を行った。
単位：円
2015年度
児童虐待防止のための官民連
携に関する調査事業

2014年度

9,990,937

2013年度
-

28

2012年度
-

-

３．収益事業
１．施設貸与事業
寄付者の意向を受けて、現状の賃貸事業を継続したままビルの寄付を受け入れ、営利目的で事業を行
う法人に貸与し、発生する収益を公益活動のために活用することを目的として実施する。今期はビル
の受入手続等を行った。
単位：円
2015年度
施設貸与事業

2014年度

1,248,755

2013年度
-

29

2012年度
-

-

第 ４．対処すべき課題
モーターボート競走法（以下「法」という。）に基づき、１９６２年に財団法人として設立さ
れて以来、モーターボート競走（以下「競走」という。）による交付金をもとに貸付事業、助成
事業等を実施してきた。
財団の財源の根幹である競走の売上は、業界関係者一丸となった特段の努力により、前年度に
比べ４．７％の増加となった。これに伴い当財団の交付金受入額は増加することとなるが、引き
続き資金を有効に活用し、財団運営の効率化を一層図るとともに、優先順位を持って事業を推進
していく。
また、造船業等復興支援事業等、船舶等振興業務以外の業務を実施する状況となっているが、
本来の船舶等振興業務に支障をきたすことのないよう、指定法人として、法の趣旨に沿って交付
金の使途の更なる透明化を図り、適正かつ効率的な運用による事業運営を行う。公益財団法人と
して法令遵守に務め、民の立場で公の仕事を補完し、より良い社会への変化を呼び起こす引き金
の役割を果たすことを使命ととらえ、社会が有機的に機能していくための触媒の役割を果たして
いく。
更に、２０１５年度には新たな特定業務として社会変革推進事業を開始した。これまでに加え、
多様・複雑な社会課題の中から、財団として取り組み、解決への道筋を切り開くことを目指し、
助成事業へ繋げることを目的に新規事業を創出し、船舶等振興業務の質の向上と活性化を図るも
のとする。
これらの課題への取り組みにより、日本財団は、人を、団体を、活動を結ぶことで、ソーシャ
ルイノベーションの輪をひろげ「みんなが、みんなを支える社会」をつくっていく。
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別表(1)

役

員

名

簿
２０１６年３月３１日 現在

役職名

会

氏

名

長

笹

川 陽 平

元 日本財団 理事長

理 事 長

尾

形 武 寿

元 日本財団 常務理事

常務理事

海

野 光 行

元 日本財団 海洋グループ長

常務理事

大

野 修 一

元 日本財団 国際部長

常務理事

佐

藤 英 夫

元 日本財団 国際協力グループ長

常務理事

田

南 立 也

元 日本財団 国際協力グループ長

常務理事

前 田

常務理事

森

晃

元 日本財団 経営企画グループ長

祐 次

元 日本財団 ソーシャルイノベーション本部
上席チームリーダー

監事（常勤）
監

事

監

事

金 子
大

明

元 日本財団 総務グループ長

藪 卓 也

吉 田

公認会計士

博

税 理 士

現在数 理事８名 監事３名 計１１名
（理事５名以上１０名以内 監事２名以上４名以内）

任期開始 ２０１５年６月２４日
任期満了 ２０１７年の定時評議員会の終結の時まで
（２０１６年度の決算に関する定時評議員会：２０１７年６月を予定）
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別表(2)

評

議

員

名

簿

２０１６年３月３１日現在
現在数 評議員７名（評議員５名以上１１名以内）

氏
河

村

名
幹

現
夫 多摩大学

下 村 の ぶ 子 (株)海竜社
田 久 保 忠 衛 杏林大学

職

任期開始

名誉教授

任期満了

２ ０ １ ５ 年 ６ 月 ２ ４ 日 ２０１９年度の定時評
議員会の終結の時まで
〃
〃

代表取締役社長

〃

〃

〃

〃

波 多 野 茂 丸 芦屋町長

〃

〃

屋

山

太

郎 政治評論家

〃

〃

渡

部

昇

一 上智大学

〃

〃

千

野

境

子 産経新聞社

名誉教授
客員論説委員

名誉教授
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別表(3)

ア ド バ イ ザ リ ー 会 議 委 員 名 簿
２０１６年３月３１日現在

氏
角

田

杉

玉

中

垣

名

克 朝日新聞

良

木

瀬

内

現

太

研

ゆ

か

俊

職

任期開始

社会部長

任期満了

2015 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 17 日

郎 日・ASEAN 特別大使
日本ベトナム特別大使

2015 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 17 日

二 毎日新聞
論説室専門編集委員

2015 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 17 日

り 新潮社

2015 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 17 日

出版部部長

哉 株式会社ミライロ
代表取締役社長

2015 年 9 月 1 日

2017 年 7 月 17 日

現在数 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議委員５名（ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ会議委員１５名以内）
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別表(4)

事

務

局

機

構

図
２０１６年３月３１日現在

・
・
・
・
・

総務部

企画チーム
ＢＰＲ推進チーム
秘書チーム
エグゼクティブコミュニケーションチーム

・経理チーム

経理部

・財務チーム

・
・
・
・

部
コミュニケーション部

事

務

総務チーム

ドネーション本部

メディアコミュニケーションチーム
ウェブマネジメントチーム
ブランドマネジメントチーム
アドバタイズメントチーム

・ ファンドレイジングチーム

グループ

局

監査部
・海洋基盤チーム
・貸付チーム
・国内事業審査チーム

審査本部

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部

職員現在数 １０３名
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海洋チーム
造船復興支援チーム
海洋開発人材育成推進チーム
国内事業開発チーム
特別事業運営チーム
国際ネットワークチーム
ミャンマー事業チーム(ヤンゴン駐在員事務所)
国際協力チーム
福祉特別事業チーム
ソーシャルイノベーション推進チーム

