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　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。
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あなたのまちづくり	 163	 173	 5,825,800,000

みんなのいのち	 32	 38	 936,610,000	

子ども・若者の未来	 31	 33	 703,550,000	

豊かな文化	 20	 33	 2,633,050,000	

海の未来	 54	 107	 6,593,640,000	

合計	 300	 384	 16,692,650,000	

活動領域	 団体数	 事業件数	 助成金額

※延べ数：1つの団体の事業が、複数の活動領域に分かれていることがあるため、実際の団体数は295団体です。（ 2018年4月1日現在 ）
福祉車の普及、当年度に着手する必要のある事業、大規模災害への対応および海外で行う事業は、年度内に随時審査を行い決定します。

日本財団は上記の5領域に加え、人間の安全保障・世界の絆の2領域の事業に対しても
助成をしていく予定です。

（単位：円）

※

　2018年度事業計画一覧
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子どもやお年寄り、障害や病気を抱える人など、

私たちのまちには多様な人たちが暮らしています。

そしてそのなかには何らかのサポートを

必要としている人たちがいます。

震災以降、「 高齢者や障害者の方を支えたい 」

「 地域をもっと元気にしたい 」という声が

至る所から聞こえてくるようになりました。

一人ひとりが思い、考え、行動することで

社会は変わります。

私たちは、みんなが支え合うことで、

誰もが豊かに暮らせるまちづくりを応援します。

＞障害者のサポート

＞福祉車の普及

＞みんなで防犯

＞あなたのまちをもっと知る

＞防災林をつくる

あなたのまちづくり
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） 北海道バイリンガルろう教育を
推進する会 北海道 札幌市 バイリンガルろう教育の研究 1,000,000

（福） 千歳いずみ学園 北海道 千歳市 障害者支援施設（就労B・移行）の車両整備 4,690,000

（特） スマイルリング 北海道 中川郡
幕別町

児童養護施設出身児童の自活支援及び
地域連携拠点づくり 2,770,000

浜田ニュータウン町会 青森県 青森市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（特） ドリーム 青森県 三戸郡
階上町 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,560,000

（福） 太陽の丘福祉会 宮城県 仙台市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,840,000

（一社） 宮城県聴覚障害者福祉会 宮城県 仙台市 手話通訳指導者の育成 1,080,000

（一社） Ｓｔａｎｄ	ｆｏｒ	ｍｏｔｈｅｒｓ 福島県 郡山市 ママ（女性）のための地域拠点づくり 24,740,000

第２回全国手話言語市区長会
手話劇実行委員会 福島県 郡山市 手話劇祭の開催 1,600,000

南相馬地区防犯指導隊 福島県 南相馬市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,360,000

（福） こころん 福島県 西白河郡
泉崎村

障害者支援施設（就労継続A・B・移行）の
車両整備 1,080,000

土浦市桜ケ丘町町内会 茨城県 土浦市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,380,000

川原代ふれあい協議会 茨城県 龍ケ崎市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,500,000

（特） ほっとピア 茨城県 牛久市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,030,000

（一社） メリデン・ジャパン‐ファミリーワー
クプロジェクト 栃木県 那須郡

那須町 精神障害者家族まるごと支援の普及 5,140,000

（大） 群馬大学 群馬県 前橋市 学術手話通訳に対応した通訳者の養成 26,990,000

（福） 協栄会 群馬県 邑楽郡
大泉町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000

（福） 熊谷福祉の里 埼玉県 熊谷市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,290,000

地域防犯推進委員　安行支部
安行車両パトロール隊 埼玉県 草加市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

大宮台自治会 千葉県 千葉市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,380,000

（特） 地域精神保健福祉機構 千葉県 市川市

リカバリーフォーラム発信：ウエブサイトへの
展開とブロック別分科会の開催

9,620,000
ACT・アウトリーチ及び
共同意思決定システムの推進

（一社） 全国権利擁護支援ネットワーク 千葉県 船橋市 権利擁護支援従事者現任研修の開催 4,580,000

触手話研修会 千葉県 習志野市 ろう盲者の自主的な社会参加のための活動 800,000

（特） スマイルクラブ 千葉県 柏市 スポーツを通じて障がい児の自立を支援する
ボランティアの養成 970,000

（特） 自殺対策支援センターライフリンク 東京都 千代田区 いのち支える自殺対策プロジェクト 66,910,000

（一社） タバコ問題情報センター 東京都 千代田区 月刊「禁煙ジャーナル」の発行と関連する
禁煙推進事業 1,500,000

（一財） 地方債協会 東京都 千代田区

地方債の活用に関する環境整備

12,730,000地方債に関する調査研究

地方債に関する研修会・講演会の開催

あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 1 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 2 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） 日本ＡＳＬ協会 東京都 千代田区 日本財団聴覚障害者海外奨学金事業 61,200,000

（一社） 日本摂食障害協会 東京都 千代田区 摂食障害の治療環境支援と社会啓発活動 6,490,000

（一社） 若草プロジェクト 東京都 千代田区 生きづらさを抱える若年女性の支援体制の強化 11,120,000

信金中央金庫 東京都 中央区 わがまち基金プロジェクトの実施
（信金中央金庫）（第２期） 200,000,000

（一財） 地方自治研究機構 東京都 中央区

地方公共団体が対応を迫られている課題に関する
調査研究（共同調査）

22,240,000地方自治の研究に関する環境整備

人口減少・少子高齢化社会における持続可能な
地方行財政運営に関する調査研究

（特） エッジ 東京都 港区 教員および支援者向けオンライン授業
（発達障害支援）の普及 5,810,000

（特） ＣＡＮＰＡＮセンター 東京都 港区

ITを活用した公益活動情報の提供に関する
調査研究

142,340,000
スマホアプリを活用したバリアフリー情報の
収集・発信

（公社） 銀鈴会 東京都 港区 食道発声法等の代替音声巡回指導研修会 2,430,000

（一財） 社会的投資推進財団 東京都 港区 社会的投資市場の構築を目的とした
投融資のモデル開発・実践及び調査研究 300,000,000

（一社） 全国レガシーギフト協会 東京都 港区 遺贈寄付普及啓発事業 4,720,000

（一社） 地域・人材共創機構 東京都 港区 地域課題解決を担う人材の
流動化・育成・マッチングおよびその周知啓発 54,560,000

（公財） 東京財団政策研究所 東京都 港区 政策研究に係る環境構築(公益) 140,000,000

（公財） 日本財団パラリンピック
サポートセンター 東京都 港区 パラリンピックサポート事業の推進 2,060,000,000

（公社） 日本観光振興協会 東京都 港区
日本の観光振興に関する環境整備

18,400,000
観光総合調査

（一社） 日本発達障害ネットワーク 東京都 港区 JDDnetセンター　発達障害のためのCenter
of　Center機能の更なる発展・充実強化 3,410,000

（特） 日本ファンドレイジング協会 東京都 港区 コレクティブ・インパクトによる
社会課題解決手法の展開支援事業 11,220,000

（一社） Ｎｅｘｔ	Ｃｏｍｍｏｎｓ	Ｌａｂ 東京都 港区 地方の産業創出及び人材流動化を促す
起業家等の共同体モデル構築及び全国展開 100,000,000

（一財） 非営利組織評価センター 東京都 港区 NPO法人・一般法人を対象とした組織基盤の
評価・認証制度の構築 50,320,000

（特） Ｌｉｇｈｔ	Ｒｉｎｇ． 東京都 港区 若者自殺うつ予防モデルの運用 16,080,000

（特） ＯＶＡ 東京都 新宿区 インターネットを活用した若者自殺対策 13,810,000

（一財） ＣＳＯネットワーク 東京都 新宿区 伴走評価エキスパート育成のための研修事業 15,800,000

（特） 若年認知症サポートセンター 東京都 新宿区 若年認知症家族会・支援者団体の
ネットワーク拡充及びフォーラムによる啓発 2,600,000

新宿区手をつなぐ親の会 東京都 新宿区 知的障害者本人向け
自己決定支援ハンドブックの作成 800,000

（一社） 全国地域生活支援機構 東京都 新宿区 成年後見利用促進に向けた中核機関設立運営支援 3,280,000
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あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 3 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（福） 全国盲ろう者協会 東京都 新宿区 アジアにおける盲ろう者団体ネットワークの構築 6,280,000

（一社） 全日本難聴者・中途失聴者団体
連合会 東京都 新宿区 電話利用における音声認識ソフトの調査 7,640,000

（一財） 全日本ろうあ連盟 東京都 新宿区
手話言語法制定の推進

28,630,000
電話リレーサービスの普及および啓発

（公財） 日本障害者リハビリテーション協会 東京都 新宿区 日本財団アジア太平洋障害者パートナーシップ 30,600,000

（公社） 日本精神保健福祉士協会 東京都 新宿区 成年後見制度における精神障害者の
意思決定支援に関するシンポジウム 2,300,000

（特） ReBit 東京都 新宿区 性的少数者および障害のある
性的少数者の就労に関する調査研究 2,560,000

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 国境を越えて移動する子ども、家族のための
相談援助 11,110,000

（特） ｍａｇｇｉｅ’ｓ	ｔｏｋｙｏ 東京都 江東区 がん患者等の自己決定を促す
相談支援プログラムの開発・実践 40,660,000

（一社） 全国高等教育障害学生支援協議会 東京都 目黒区 国内外の高等教育機関における
情報アクセシビリティの実態調査 9,750,000

（特） 手話教師センター 東京都 大田区 日本手話に特化した翻訳・通訳技術向上の支援 8,000,000

（特） 障害平等研修フォーラム 東京都 大田区 障害の社会的受容性向上のための研修 8,730,000

（特） シアター・アクセシビリティ・ネット
ワーク 東京都 世田谷区 舞台手話通訳者の養成 4,360,000

（学） 日本体育大学 東京都 世田谷区 パラアスリート奨学金制度 150,000,000

（特） アーツイニシアティヴトウキョウ[Ａ
ＩＴ/エイト] 東京都 渋谷区

学習機会が限られた子どもたちとアーティストの
思考を結ぶ、アートを軸にした学びと
人材育成プログラムの実施

6,710,000

（特） 持続可能な環境共生林業を
実現する自伐型林業推進協会 東京都 渋谷区 山林の持続的分散経営形態「自伐型林業」による

雇用創出・耐災害化の推進 38,670,000

（公社） 東京聴覚障害者総合支援機構　 東京都 渋谷区 東京都における聴覚障害者への相談支援 3,200,000

（一社） 日本聴覚障害ソーシャルワーカー
協会 東京都 渋谷区 全国聴覚障害者相談支援 11,540,000

（特） 就労継続支援Ａ型事業所
全国協議会 東京都 豊島区 就労継続支援A型事業所活性化のための

フォーラムおよびセミナーの開催 7,870,000

（公社） 全国精神保健福祉会連合会 東京都 豊島区 精神障害者の家族支援 5,240,000

（特） アジアの障害者活動を支援する会 東京都 板橋区 ラオスにおけるろう者のエンパワメント及び
ラオスろう協会の強化 8,690,000

（特） 東京ソテリア 東京都 江戸川区 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,880,000

（特） 全国精神障害者地域生活支援
協議会 東京都 国分寺市 あみ全国大会の開催 5,020,000

リカバリーキャラバン隊 東京都 国分寺市 効果的な精神障害者の就労支援普及啓発 520,000

（学） 日本社会事業大学 東京都 清瀬市 聴覚障害者大学教育支援 46,860,000

（特） こまちぷらす 神奈川県 横浜市 地域の居場所づくりと他地域への展開 3,370,000

にじいろでＧＯ！ 神奈川県 横浜市 知的障がい当事者による権利擁護ワークショップ 400,000

（一社） ひきこもりUX会議 神奈川県 横浜市 「ひきこもり女子会」全国キャラバンの開催 7,920,000

相模台地区自治会連合会 神奈川県 相模原市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000
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あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 4 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

小坪交番連絡協議会 神奈川県 逗子市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,270,000

公所自治会 神奈川県 大和市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（一社） 日本意思決定支援ネットワーク 新潟県 佐渡市 日本型意思決定支援実践モデルの開発と普及 5,360,000

（特） がんとむきあう会 石川県 金沢市 がん患者等の自己決定を促す
相談支援プログラムの実践 3,430,000

（福） 花工房福祉会 長野県 長野市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,520,000

方県地区の安全を守る会 岐阜県 岐阜市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（特） 静岡県ボランティア協会 静岡県 静岡市 南海トラフ巨大地震等に備えた受援体制構築 4,550,000

（福） 静岡市社会福祉協議会 静岡県 静岡市 高齢者支援事業（訪問入浴）の車両整備 4,320,000

（福） 天竜厚生会 静岡県 浜松市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 5,000,000

（福） 共生会 静岡県 沼津市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,700,000

磐田市自治会連合会 静岡県 磐田市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,460,000

曽我地区まちづくり協議会 静岡県 掛川市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

楠西学区地域安全パトロール隊 愛知県 名古屋市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

震災がつなぐ全国ネットワーク 愛知県 名古屋市 日本国内における災害時緊急支援 15,100,000

高見学区連絡協議会 愛知県 名古屋市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

戸笠学区連絡協議会 愛知県 名古屋市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（福） 名古屋ライトハウス 愛知県 名古屋市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 5,000,000

箕輪町内会 愛知県 安城市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（一財） 地球子ども村 愛知県 小牧市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,930,000

（特） 高浜南部まちづくり協議会 愛知県 高浜市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,590,000

（福） 夢の郷 三重県 津市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 920,000

てい水まちづくり協議会 三重県 松阪市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,440,000

（特） あさがお 滋賀県 大津市 成年後見制度を必要とする障害者のための
法人後見 7,280,000

（福） 美輪湖の家大津 滋賀県 大津市 障害者支援施設（就労継続B・移行）の車両整備 3,200,000

認可地縁団体勝部自治会 滋賀県 守山市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

美松台安全連絡協議会 滋賀県 蒲生郡
竜王町 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,230,000

日本手話学会 京都府 京都市 日本手話学会の開催 500,000

（特） 大阪精神医療人権センター 大阪府 大阪市 精神科病院入院者への権利擁護活動の
様々な地域への拡充 6,640,000

（公社） 大阪聴力障害者協会 大阪府 大阪市 聴覚障害乳幼児の手話言語習得の場の提供 16,790,000

（特） つながりひろば 大阪府 大阪市 がん患者等の自己決定を促す
相談支援プログラムの啓発 2,160,000

（特） ＮＰＯかんなびの丘 大阪府 堺市 財産管理事業モデルの普及 1,560,000

（福） いずみ野福祉会 大阪府 岸和田市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,510,000
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あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 5 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構
国立民族学博物館

大阪府 吹田市 「日本財団助成手話言語学研究部門」の設置
及び手話言語学事業の推進 37,150,000

（一社） グッドネイバーズカンパニー 大阪府 高槻市 プレイフルな口腔機能向上プログラムの地域展開と
ケアリテラシー向上を目指したプログラムの実施 7,600,000

（特） 大阪精神障害者就労
支援ネットワーク 大阪府 茨木市 精神障害者の就労定着支援のこれからを語り合う

全国フォーラムの開催 12,530,000

古市校区青少年健全育成
連絡協議会 大阪府 羽曳野市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

東大阪市自治協議会
青色防犯パトロール隊 大阪府 東大阪市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,490,000

北須磨団地自治会 兵庫県 神戸市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,590,000

手話で語る心理臨床研究会 兵庫県 神戸市 ろう・難聴に特化したメンタルヘルスに関する
勉強会及び講習会の開催 400,000

（公社） ＮＥＸＴ	ＶＩＳＩＯＮ 兵庫県 神戸市 再生医療と連携したロービジョンケアの
モデルづくり 21,560,000

（公財） ひょうご震災記念
21世紀研究機構 兵庫県 神戸市 障害者インクルーシブ防災における

災害時ケアプランコーディネーター養成 14,420,000

（特） プラス・アーツ 兵庫県 神戸市
「 LIFE　IS　CREATIVE展　神戸モデル」
に基づく明るく健やかな高齢社会の実現に
向けた実践

2,820,000

（学） 関西学院大学 兵庫県 西宮市 関西学院大学手話言語研究センターの設置 26,050,000

西脇市青少年補導委員会 兵庫県 西脇市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（大） 兵庫教育大学 兵庫県 加東市 地域で学ぶ聴覚障害児のための手話指導 920,000

（特） ｃａｍｂｉｏ 兵庫県 多可郡
多可町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,480,000

福崎町商工会 兵庫県 神崎郡
福崎町 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,540,000

（福） 大地 奈良県 奈良市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 5,000,000

（一財） たんぽぽの家 奈良県 奈良市 デジタル技術を活用した障害者の
クリエイティブな仕事づくりの開発 10,080,000

平城地区自主防災・防犯会 奈良県 奈良市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,440,000

（福） 橿原市手をつなぐ育成会 奈良県 橿原市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

高取町防犯ボランティア
連絡協議会 奈良県 高市郡

高取町 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,490,000

（特） 絆 和歌山県 田辺市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 720,000

（特） 一歩の会 鳥取県 鳥取市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,030,000

手話パフォーマンス甲子園
実行委員会 鳥取県 鳥取市 手話パフォーマンス甲子園の開催 33,980,000

（一財） 地域・教育魅力化プラットフォーム 島根県 松江市 教育魅力化プラットフォーム 100,000,000

（特） あおぞら会 岡山県 岡山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,880,000

（福） あすなろ福祉会 岡山県 岡山市 リカバリーカレッジOKAYAMA 2,210,000

（一社） 全国コミュニティ財団協会 岡山県 岡山市 社会的投資時代の新水準に合致した
コミュニティ財団セクターの機能強化事業 49,490,000



10

団体数	 163
助成金額	 5,825,800,000
事業件数	 173

あなたのまちづくり　事業計画一覧 ［ 6 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（福） 共栄会 岡山県 津山市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,290,000

宇品西地区社会福祉協議会 広島県 広島市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（福） 優輝福祉会 広島県 庄原市 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 3,760,000

（特） 日本ペアレント・メンター研究会 徳島県 鳴門市 ペアレント・メンターの持続的な活動を支える
仕組みづくり 2,220,000

国分寺南部校区コミュニティ
協議会 香川県 高松市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,500,000

国分寺北部校区コミュニティ
協議会 香川県 高松市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,520,000

栗熊コミュニティ 香川県 丸亀市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,600,000

（特） イシュープラスデザイン 高知県 高岡郡
佐川町

地域を支える創造的人材を育成する
教育プログラムの実施 9,840,000

（一社） 友愛 福岡県 福岡市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,730,000

（一社） ＴＨＥ　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥＤ 福岡県 久留米市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,400,000

熊本県 熊本県 熊本市 熊本地震の復興支援に関する金融支援制度の
実施（第3期）（熊本県・事業再建支援） 500,000,000

（一財） 熊本県建築住宅センター 熊本県 熊本市 熊本地震の復興支援に関する金融支援制度の
実施（第3期）（熊本県・住宅再建支援） 398,000,000

熊本市 熊本県 熊本市 熊本城再建のための支援 500,000,000

（特） 夢・さぽーと 熊本県 宇城市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,550,000

（特） イノセント 大分県 大分市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,200,000

（特） 大分ＤＡＲＣ 大分県 大分市 DARC	de	WRAP（薬物依存回復のための
元気回復行動プラン）の普及 1,320,000

（福） 暁雲福祉会 大分県 大分市 障害者就労支援施設（グループホーム）の改修 15,840,000

福祉フォーラムｉｎ
別杵・速見実行委員会 大分県 大分市 別府市における障害者インクルーシブ防災 6,070,000

（福） 太陽の家 大分県 別府市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,200,000

津久見市防犯暴力絶滅対策協議会 大分県 津久見市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,560,000

（特） 宇佐市障がい者共同受注協議会 大分県 宇佐市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,520,000

（福） 萌葱の郷 大分県 豊後大野市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,790,000

（福） 恵仁会 鹿児島県 鹿屋市 高齢者支援事業（買い物支援・サロン）の車両整備 5,000,000

（特） 若あゆ作業所 鹿児島県 薩摩川内市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,800,000

（特） 愛訪会 鹿児島県 志布志市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,080,000
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＞セーフティネットを整える

＞ホスピスナースを育てる

＞被災地・被災者のサポート

生きている以上、人には必ず死が訪れます。

病気や事件・事故、そして自殺など、

命を亡くす原因は様々です。

私たちは、セーフティネットを充実させていくとともに、

人々が最期まで自分らしく生きられるように、

また残された人たちも前を向いて生きられるように、

かけがえのない人生をより良く生きるための

サポートをしていきます。

みんなのいのち
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） パンダハウスを育てる会 福島県 福島市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 23,820,000

（一社） 日本ＡＬＳ協会 東京都 千代田区 ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）等の
コミュニケーション支援体制の構築 7,100,000

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備 33,520,000

（公財） 笹川記念保健協力財団 東京都 港区

ハンセン病対策支援

609,890,000
ホスピス緩和ケア

ハンセン病対策等の保健医療・福祉向上に関する
環境整備

新規事業展開のための環境構築

（一財） ライフ・プランニング・センター 東京都 港区
健康増進に関する環境整備

38,540,000
ホスピス緩和ケアの研究と人材の育成

（一社） 生活困窮者自立支援
全国ネットワーク 東京都 新宿区 生活困窮者自立支援全国研究交流大会の開催 7,720,000

第42回日本死の臨床研究会
年次大会実行委員会 東京都 文京区 第42回日本死の臨床研究会年次大会の開催 1,000,000

（公財） がん研究会 東京都 江東区 がん幹細胞を対象とした
がん分子標的治療薬の開発 40,000,000

大学病院の緩和ケアを考える会
教育部会 東京都 品川区 医学生の緩和ケア教育のための

授業実践大会の開催 1,000,000

（特） 全国移動サービスネットワーク 東京都 世田谷区 訪問型サービスＤ等に関する調査研究および
創出支援 1,150,000

（特） Ｂｅｉｎｇ	ＡＬＩＶＥ	Ｊａｐａｎ 東京都 世田谷区 スポーツを通じた退院・復学支援モデルの実施 10,760,000

（公財） 日本訪問看護財団 東京都 渋谷区

訪問看護認定看護師アドバイザー派遣

13,450,000
医療的ケアが必要な小児の訪問看護実践力
向上のための研修2018

質の高い在宅看取りケア実践力向上のための
ELNEC‐J

（一社） 日本訪問看護認定看護師協議会 東京都 渋谷区 訪問看護認定看護師による自主的活動の強化 5,880,000

（一社） 日本筋ジストロフィー協会 東京都 豊島区 筋ジストロフィー患者・家族の自立支援・在宅支援 3,450,000

（一社） 全国医療通訳者協会 東京都 足立区 地域の実情に沿った医療通訳システム構築に
向けた実践ガイドの作成 1,880,000

（一社） 認知症フレンドリージャパン・
イニシアチブ 東京都 武蔵野市 認知症アクションガイドブック活用ワークショップ 1,560,000

（特） Ｓｍａｌｌ	Ｓｔｅｐ 神奈川県 横浜市 内部障害児の通園通学支援 860,000

（特） くるみ 富山県 高岡市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 2,980,000

（福） みまき福祉会 長野県 東御市 ケアポートの連携による高齢者ケアの推進
（スリーポートゆめ・ひと・つながり塾） 2,870,000

（一社） Ｐｅａｃｅ	Ｃｏ 岐阜県 羽島郡
岐南町

成人在宅医療者向け「小児在宅医療を始める
ための勉強会」及びテキスト作成 4,250,000

ホスピス研究会ＯＫＡＺＡＫＩ 愛知県 岡崎市 がん患者等の自己決定を促す相談支援のための
環境改善 960,000

（一社） こどものホスピスプロジェクト 大阪府 大阪市 TSURUMIこどもホスピスの広場運営と
ファンドレイジング強化のための推進 3,100,000

みんなのいのち　事業計画一覧 ［ 1 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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みんなのいのち　事業計画一覧 ［ 2 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

第23回日本緩和医療学会
学術大会 大阪府 大阪市 第23回日本緩和医療学会学術大会における

国際セッションの開催 1,000,000

（特） チャイルド・ケモ・ハウス 兵庫県 神戸市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 20,190,000

（特） 脳脊髄液減少症患者・
家族支援協会 和歌山県 和歌山市 第四期　脳脊髄液減少症の診断画像データベース

構築と小児への普及・啓発 1,210,000

（大） 鳥取大学
鳥取大学医学部附属病院 鳥取県 米子市 小児在宅ケア対応の専門人材の育成 29,150,000

つなぐプロジェクト 鳥取県 西伯郡
伯耆町 遠隔教育のサポート 5,510,000

（福） よしだ福祉会 島根県 雲南市 高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の
大規模修繕 39,750,000

（特） ポケットサポート 岡山県 岡山市 慢性疾病を抱える若者の就労啓発 570,000

（特） ラ・ファミリエ 愛媛県 松山市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の
モデルづくり 8,590,000

由布院アカデミア 福岡県 福岡市 緩和医療における心理職指導者養成プログラムの
開発・実践 1,000,000

（一社） 全国ホームホスピス協会 宮崎県 宮崎市 ホームホスピスの普及推進 13,900,000

団体数	 32
助成金額	 936,610,000
事業件数	 38
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＞学びのサポート

＞里親のサポート

＞子どものホスピス

＞学生ボランティア

家庭や家族をめぐる環境が複雑・多様化し、

学校などの教育現場ではいじめや不登校、

学級崩壊など多くの問題を抱えています。

こうした問題解決の全てを

家庭や学校にだけ任せるのではなく、

地域や社会も一緒になって子どもたちを

支えていく必要があります。

私たちは、次代を担う子どもや若者が

未来に希望を持って自らの目標に向かって

歩んでいける社会を目指し応援します。

子ども・若者の未来
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子ども・若者の未来　事業計画一覧 ［ 1 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称
（財）	 ：	財団法人
（一財）	：	一般財団法人
（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（福） 仙台キリスト教育児院 宮城県 仙台市 フォスタリングチェンジ・ファシリテーター
養成コースの開催 2,940,000

（一社） 日本ファミリーホーム協議会 群馬県 前橋市 ファミリーホーム専門研修の開催 1,400,000

（一社） 日本ボーイズタウンプログラム
振興機構 東京都 中央区 里親支援事業に関するシンポジウムの開催 6,450,000

（公財） 日本財団学生ボランティアセンター 東京都 港区 青少年の健全な育成のための
学生ボランティアの支援 134,680,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区 育てた苗を活用した植樹教育の実施 8,470,000

（特） Ｌｅａｒｎｉｎｇ	ｆｏｒ	Ａｌｌ 東京都 新宿区
子どもの貧困対策に係る事業基盤の構築

98,460,000
埼玉県戸田市における第三の居場所の運営（3年目）

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 社会福祉を基盤とする養子縁組相談援助 5,280,000

（大） 東京大学
先端科学技術研究センター 東京都 目黒区 異才発掘プロジェクト（ROCKET）に係る

基金設置 100,000,000

Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃａｒｅ	　Ｐｒｏｍｏｔ
ｉｏｎ	　Ｐｒｏｊｅｃｔ 東京都 目黒区 映画を通じた家庭養護の普及啓発 6,900,000

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃａｒｅ　
Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＩＦＣＡ）

東京都 渋谷区 社会的養護の当事者リーダーのネットワーク拡大 800,000

（一社） 共生社会推進プラットフォーム 東京都 渋谷区 家庭養護推進ネットワークによるフォーラム開催 7,640,000

（一社） にんしんＳＯＳ東京 東京都 中野区 妊娠ＳＯＳ相談窓口の運営 11,860,000

（公社） 青少年交友協会 東京都 豊島区 新宿ー青梅43ｋｍかち歩き大会の開催 3,650,000

絆の会 東京都 町田市 養子縁組で子どもを迎えた家族の交流 1,000,000

（一社） 全国妊娠ＳＯＳネットワーク 東京都 東久留米市 妊娠ＳＯＳ相談対応の強化 4,800,000

（福） 敬老園 長野県 上田市 子どもの家庭養育移行に向けた
乳児院多機能化プログラムの実施 15,880,000

（福） 大阪児童福祉事業協会
アフターケア事業部 大阪府 大阪市 児童養護施設等入所児童及び里親委託児童に

対する自立生活技術講習会 4,560,000

（公社） 家庭養護促進協会	大阪事務所 大阪府 大阪市 養親縁組の普及啓発と養子縁組家庭支援 1,410,000

（一社） ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ	ｆｏｒ
ｃｈｉｌｄｒｅｎ 大阪府 大阪市 子どもの貧困を解決する

サポートパッケージづくり事業 123,270,000

（特） ＨＥＬＬＯｌｉｆｅ 大阪府 大阪市 雇用のセーフティネット・ハローワークや若者支援
施策の価値拡充事業「ハローライフ構想」 40,390,000

（一社） Ｆａｃｅ	ｔｏ	ＦＵＫＵＳＨＩ 大阪府 大阪市 新卒採用を中心とした
福祉人材育成プログラムの実施 16,930,000

（一社） パーラメンタリーディベート
人財育成協会 大阪府 堺市 学校教育におけるパーラメンタリーディベートの

推進活動 6,240,000

（特） こうのとりのゆりかご	ｉｎ	関西 大阪府 箕面市 妊娠ＳＯＳ相談窓口の運営 7,360,000

（特） 子ども自立支援	スマイル 大阪府 藤井寺市 里親啓発事業「はぐくみＲｕｎフェスタ」の開催 800,000

（特） キーアセット 大阪府 東大阪市
包括的な里親支援事業の実施

19,950,000
川崎市養育里親リクルート

（福） 和歌山つくし会 和歌山県 和歌山市 フォスタリングチェンジ・ファシリテーター
養成コースの開催 3,210,000
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子ども・若者の未来　事業計画一覧 ［ 2 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称
（財）	 ：	財団法人
（一財）	：	一般財団法人
（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） こども・らぼ 鳥取県 鳥取市 鳥取県鳥取市における第三の居場所の運営 28,660,000

日本子ども虐待防止学会
第24回学術集会おかやま大会
実行委員会

岡山県 倉敷市 日本子ども虐待防止学会第24回学術集会
おかやま大会 4,000,000

（福） 尾道市社会福祉協議会 広島県 尾道市 広島県尾道市における第三の居場所（A）の運営（2年目） 25,850,000

（特） ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 里親家庭における養育の質の向上をめざす
プログラム開発 2,310,000

（特） 優里の会 熊本県 熊本市 里親制度の広報啓発と里親里子支援 8,400,000

団体数	 31
助成金額	 703,550,000
事業件数	 33
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＞芸術に親しむ

＞伝統芸能を引きつぐ

＞スポーツの普及と研究

＞若手科学者の研究サポート

全国各地の伝統・文化は、地域の人たちの

長年の努力によって継承されてきています。

しかし、少子、高齢、過疎が急速に進行する今、

それらの今後に大きな不安があります。

海外からも高い関心と評価を得ている

我が国の伝統・文化の価値を今改めて認識し、

先達が紡いできたこれらを守り育て、

子々孫々へ受け継いでいくことが

今の時代を生きる私たちに課せられた大きな務めです。

私たちは、これからも世界に誇れる、

豊かで美しい伝統・文化の灯をともし続けるため

支援を行っていきます。

豊かな文化
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（福） 安積愛育園 福島県 郡山市 全国の作品調査に向けた三館連携アーカイブ構築 5,030,000

（公財） 日中医学協会 東京都 千代田区
日中笹川医学協力プロジェクト

128,380,000
日中間の医学協力に関する環境整備

（一財） 日本財団	ＤＩＶＥＲＳＩＴＹ　ＩＮ	
ＴＨＥ　ＡＲＴＳ 東京都 千代田区

2020年国際障害者舞台芸術祭（仮称）の
開催準備

340,430,000
障害者の芸術活動に関わる展覧会等の運営
及び情報発信

（公財） 日本科学技術振興財団 東京都 千代田区 「光」を総合的に学習する巡回型展示物の制作 7,750,000

（一社） 日本ミャンマー協会 東京都 千代田区 日本とミャンマーとの官民学相互交流事業 24,000,000

（公財） 笹川スポーツ財団 東京都 港区

生涯スポーツの振興に関する環境整備

433,740,000スポーツ振興のための研究調査

スポーツ振興機関との連携

（公財） 日本音楽財団 東京都 港区
音楽文化振興・普及に関する環境整備

236,760,000
楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及

（公財） 日本吟剣詩舞振興会 東京都 港区

吟と舞の普及振興のための
全国吟剣詩舞道大会の開催

134,500,000吟と舞の普及振興のためのコンクールの開催

吟と舞の普及振興のための講習会の開催

吟と舞の普及振興のための調査研究及び情報発信

（一財） 日本財団ボランティア
サポートセンター 東京都 港区 スポーツボランティアサポートプロジェクトの実施 351,460,000

（公財） 日本太鼓財団 東京都 港区

日本太鼓文化の振興に関する環境整備

151,900,000日本太鼓文化の振興

海外における日本太鼓文化の振興

（一財） ニッポンドットコム 東京都 港区 国際相互理解促進のための多言語による
日本の社会情報の発信（公益） 249,000,000

（公財） 日本科学協会 東京都 港区

科学振興のための研究助成と研究交流（公益）

284,670,000日中未来共創プロジェクト（公益）

日本の科学振興等に関する環境整備(公益)

（公財） 日本ゲートボール連合 東京都 港区 ゲートボールの振興・普及 130,200,000

（特） 日本スポーツボランティア
ネットワーク 東京都 港区 スポーツボランティア団体のネットワーク拡充 67,250,000

（一財） にっぽん文楽プロジェクト 東京都 新宿区 「にっぽん文楽」公演の運営 8,890,000

（一財） 全日本剣道道場連盟 東京都 大田区
剣道の普及振興

61,300,000
剣道道場の普及振興に関する環境整備

豊かな文化　事業計画一覧 ［ 1 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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豊かな文化　事業計画一覧 ［ 2 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） 若狭美＆Ｂネット 福井県 三方上中郡
若狭町

熊川宿きらりアートミュージアムを拠点とする
芸術文化推進 5,500,000

（福） 松花苑 京都府 亀岡市 全国の作品調査に向けた三館連携アーカイブ構築 4,960,000

（公財） 全日本なぎなた連盟 兵庫県 伊丹市 全国中学生なぎなた大会の開催 3,440,000

（福） 創樹会 広島県 福山市 全国の作品調査に向けた三館連携アーカイブ構築 3,890,000

団体数	 20
助成金額	 2,633,050,000
事業件数	 33
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海は、私たちにとってかけがえのない存在です。

しかし今日、海洋汚染、生命や財産を奪う犯罪、

海が育んだ魚資源の減少など、海は様々な問題を抱えています。

これらを解決するためには、何よりも問題に取り組む人材が必要です。

また、海の未来に危機感を持って取り組んでいる人や組織があっても、

それらが効果的に結びつかなければ大きな力を

生み出すことはできません。

私たちは、海の未来を切り拓く人々を育てると共に、

人々や組織を結びつける基盤作りに取り組むことで、

次世代に豊かな海を引き継ぐことを目指します。

＞環境をまもる

＞海と身近にふれあう

＞海と船の研究

＞海の安全

＞海をささえる人づくり

海の未来
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（一社） 3710Ｌａｂ 宮城県 仙台市 「海・学び・ヒト」をテーマとした新時代の教育を
創造するためのプラットフォームの構築 11,570,000	

日本海洋法研究会 宮城県 仙台市 国家管轄権外区域の海洋生物多様性に関する
新しい海洋法形成の調査研究（第二期） 2,000,000	

（特） Ｐｒｏｊｅｃｔ	Ｓａｆｅ	Ｄｉｖｅ 千葉県 浦安市 ダイビング事故情報収集WEBサイトの運営
及び安全啓発活動 2,480,000	

（一社） 日本舶用機関整備協会 東京都 千代田区 舶用機関の整備技術向上のための人材養成 22,780,000	

（一社） 日本船舶品質管理協会 東京都 千代田区

品質管理の高度化に関する調査研究

107,560,000	
船用品等に関する法令研究及び情報提供

認定事業場の品質管理向上のための人材養成

船用品の品質向上に係る環境整備

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区

進水式見学会とものづくり体験講座の実施

129,890,000	
中小造船業界の活性化に係る環境整備

中小造船業への新しい生産管理手法の導入に
よる人材活用

中小造船所へのHSE導入実証

（公財） 海難審判・船舶事故調査協会 東京都 千代田区
海難審判扶助

37,200,000	
海難審判・船舶事故調査に係る環境整備

（公社） 日本水難救済会 東京都 千代田区

洋上救急支援活動の推進

65,290,000	救助出動報奨

海の遭難救助に係る環境整備

（一財） 運輸振興協会 東京都 千代田区 運輸の振興に係る環境整備 39,700,000	

（公財） 交通エコロジー・モビリティ財団 東京都 千代田区
海上交通バリアフリー施設整備推進

220,000,000	
交通バリアフリー情報提供システムの構築

（一社） 日本海事検定協会 東京都 中央区 危険物の海上運送に関する調査研究 8,560,000	

（公財） 海上保安協会 東京都 中央区 海上保安活動の推進に係る環境整備 29,000,000	

（一社） 日本海員掖済会 東京都 中央区 医療機器の整備 13,540,000	

（公財） 東京エムオウユウ事務局 東京都 港区
高船舶拘留率のブラックリスト国当局政策担当者
を招集したセミナー開催 38,000,000	
ポートステートコントロールの支援に係る環境整備

（一社） 日本船舶電装協会 東京都 港区
船舶の電気装備に関する技術指導等の実施

64,000,000	
船舶電装業の活性化に係る環境整備

（一社） 日本造船協力事業者団体連合会 東京都 港区

出張型労働災害リアル体験教育

113,360,000	

安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

造船協力事業者の労働環境向上等に係る
環境整備

女性、高齢者の潜在労働力活用による
造船協力事業者の人材確保

日本船舶輸出組合 東京都 港区 国際海事展への参加 29,570,000	

海の未来　事業計画一覧 ［ 1 ］
※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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海の未来　事業計画一覧 ［ 2 ］

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区

船舶関係工業標準化

894,170,000	

船舶産業の国際競争力強化に係る環境整備

無人運航ビジネスモデルの調査研究

船舶関係諸基準に関する調査研究

超高精度船体構造デジタルツインの研究開発

造船関連海外情報収集及び海外業務協力

（一社） 日本舶用工業会 東京都 港区

船用機械の技術開発等に係る環境整備

280,000,000	

舶用工業の海外海事展への参加・広報

新規需要開拓のための舶用工業セミナー

海生微生物を利用した船底防汚塗料の技術開発

ゲートラダーを使用した省エネ推進システムの
技術開発

“高効率・省エネ”ヘビーリフトクレーンの技術開発

貨物運搬船(自動車専用船、コンテナ船等)の
貨物が受ける振動・傾斜他記録データを
リアルタイム取得するシステムの技術開発

ＭＧＯ専焼エンジンの技術開発

内航船の安全性効率性を飛躍的に向上させる
先進的な船陸間通信システムの技術開発

（一社） ウォーターリスクマネジメント協会 東京都 港区

水上バイクを用いたレスキュー法の
公務救難機関への普及

31,120,000	
「シーバード」プロジェクトの推進及び
水上バイクレスキュー法の普及技術向上

（公社） 日本海難防止協会 東京都 港区

海事の国際的動向に関する調査研究

375,510,000	海上安全に関する国際情報収集活動

船舶の海難・海洋汚染防止に係る環境整備

（一財） エンジニアリング協会 東京都 港区 諸外国の海洋石油・天然ガス開発に係る
環境影響評価書調査・分析 9,160,000	

（特） 日本ライフセービング協会 東京都 港区
監視救助活動にかかる器材配備

24,980,000	ジュニアライフセービング教室の開催および
指導員養成プログラムの実施等

（公財） 日本科学協会 東京都 港区

日本の科学振興等に関する環境整備（海洋）

209,390,000	科学振興のための研究助成と研究交流（海洋）

日中未来共創プロジェクト（海洋）

（公財） 社会貢献支援財団 東京都 港区
海難救助等社会貢献者の表彰

163,000,000	
海難救助等社会貢献者の表彰に係る環境整備

（公財） 笹川平和財団 東京都 港区

北極ガバナンスの国際協力の研究

667,750,000	
海洋資源の保全・持続的利用に関する政策研究

海洋関連分野に係る国際協力推進

海の未来に向けたコミットメント

※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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海の未来　事業計画一覧 ［ 3 ］

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（公社） 日本モーターボート選手会 東京都 港区 勤労青少年水上スポーツセンターの運営 41,000,000	

（一財） ニッポンドットコム 東京都 港区 国際相互理解促進のための多言語による
日本の社会情報の発信（海洋） 249,000,000	

（一財） 運輸総合研究所 東京都 港区

交通分野へのサイバー攻撃に対する
セキュリティ人材育成に関する調査研究

583,180,000	
モバイル・ビッグデータの運輸部門における
国内実証とASEAN諸国展開調査

国内外の運輸総合研究に係る環境整備

海上保安能力向上支援における
日米協力に関する調査

（公財） ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団 東京都 港区

海洋性レクリエーション等の振興に係る環境整備

772,920,000	

地域活性化に向けた海洋センターの
新たな活用に関する調査研究

B&G全国サミット・全国教育長会議等の開催

海洋性レクリエーション指導員の養成と活用

海洋センター・クラブの活性化事業の推進

海洋センター・クラブにおける施設整備

海洋センターを活用した地域コミュニティの
再生に関するモデル事業の推進

（一社） 海洋産業研究会 東京都 港区 海洋産業構造及び規模に係る調査研究 4,230,000	

（公財） 東京財団政策研究所 東京都 港区 政策研究に係る環境構築(海洋) 60,000,000	

（一社） 日本先端科学技術教育
人材研究開発機構

東京都 新宿区 海底探査技術開発プロジェクトの実施
320,220,000	

東京都 新宿区 海洋技術の革新促進のための人材育成
（高等教育・若手研究者）

（学） 東洋大学 東京都 文京区 異分野を融合させた先端技術を用いた
競技用国産カヌーの開発 23,910,000	

（公財） 海と渚環境美化・油濁対策機構 東京都 文京区 漁場油濁防除清掃 5,400,000	

（大） お茶の水女子大学 東京都 文京区 内陸地域における海洋教育の実践
（日本財団海洋教育促進プログラム） 25,500,000	

（大） 東京大学 東京都 文京区
海洋国家日本を支える人材育成および海洋に
関わる重要課題の解決に向けた研究とその
社会発信（日本財団高度人材育成プログラム）

99,660,000	

（公財） 日本海事科学振興財団 東京都 品川区

海の学びミュージアムサポート

392,970,000	博物館の機能整備

海洋に関する科学知識の普及啓発に係る環境整備

（特） 海さくら 東京都 目黒区 海のごみ拾いの全国展開における基盤づくりと推進 51,670,000	

（一財） 日本水路協会 東京都 大田区
水路分野の国際的動向に関する調査研究

19,740,000	
水路分野の調査研究に係る環境整備

（特） 共存の森ネットワーク 東京都 世田谷区 キャリア教育サイトを通じた海洋教育の普及 11,000,000	

（一社） みうら学・海洋教育研究所 神奈川県 三浦市
小・中学校における体系的・永続的海洋教育
カリキュラムの開発と実践
（日本財団海洋教育促進プログラム）

11,200,000	

※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（一社） そっか 神奈川県 逗子市 「海のようちえん」を入口とした地域ぐるみの
子育てモデル 17,520,000	

（一社） 能登里海教育研究所 石川県 鳳珠郡
能登町

学校教育課程における海洋教育の普及推進と
指導者の育成
（日本財団海洋教育促進プログラム）

21,600,000	

（特） ホールアース研究所 静岡県 富士宮市 海洋体験活動を通してこども目線で紡ぐ
島の未来の海 1,250,000	

（特） パーソナルウォータークラフト
安全協会 静岡県 磐田市 シーバードプロジェクトの推進

(プロジェクトマネジメント事業) 13,060,000	

（一社） 伊勢志摩里海学舎 三重県 志摩市 渚の交番準備事業 12,000,000	

（公社） 玉野市観光協会 岡山県 玉野市 渚の交番準備事業 2,600,000	

（公財） 広島県セーリング連盟 広島県 広島市 共生社会に向けた障害者ヨットの活性化 47,180,000	

（一社） ＦＥＥＬ 山口県 下関市 渚の交番建設事業 119,000,000	

（特） コバルトブルー下関
ライフセービングクラブ 山口県 下関市 渚の交番準備事業 7,960,000	

（特） 黒潮実感センター 高知県 幡多郡
大月町

高知県宿毛市および幡多郡大月町における
海洋教育の普及啓発 8,430,000	

（公財） 九州運輸振興センター 福岡県 福岡市
九州圏の海運・流通の振興に係る環境整備

80,240,000	
九州圏における海運振興関連施設整備

（特） 日本青バイ隊 佐賀県 伊万里市 シーバードプロジェクトの推進	 1,620,000	

海の未来　事業計画一覧 ［ 4 ］

団体数	 54
助成金額	 6,593,640,000
事業件数	 107

※2018年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
※団体の法人格の略称　
	（財）	 ：	財団法人
	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人

	（社）	 ：	社団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人

	（福）	 ：	社会福祉法人
	（特）	 ：	特定非営利活動法人
	（独法）	：	独立行政法人
	（学）	 ：	学校法人
	（社医）	：	社会医療法人
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2018年度収支予算書	［ 1 ］2018年 4月1日から2019年 3月31日まで 公益財団法人　日本財団
(単位:千円）

科目
予算額 前年度予算額

増減　
１号関係 ２号関係 小計 他資金関係 合計 １号関係 ２号関係 小計 他資金関係 合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 40,375 36 ,636 77,011 0 77,011 45 ,255 44 ,973 90 ,228 0 90 ,228 ▲	13 ,217
　基本財産受取利息 40,375 36 ,636 77,011 0 77,011 45 ,255 44 ,973 90 ,228 0 90 ,228 ▲	13 ,217
特定資産運用益 34,134 5 ,066 39,200 248 39,448 40 ,438 5 ,201 45 ,639 500 46 ,139 ▲	6 ,691
　特定資産受取利息 34,134 5 ,066 39,200 248 39,448 40 ,438 5 ,201 45 ,639 500 46 ,139 ▲	6 ,691
受取交付金 23 ,213 ,014 21,301,338 44 ,514 ,352 0 44 ,514 ,352 21,886 ,751 18 ,870 ,892 40 ,757,643 0 40 ,757,643 3 ,756 ,709
　受取交付金振替額 23,213 ,014 21,301,338 44 ,514 ,352 0 44 ,514 ,352 21,886 ,751 18 ,870 ,892 40 ,757,643 0 40 ,757,643 3 ,756 ,709
受取寄付金 16,114 2 ,351,476 2 ,367,590 0 2 ,367,590 135 ,324 3 ,404 ,537 3 ,539,861 0 3 ,539,861 ▲	1,172 ,271
　受取寄付金振替額 16,114 2 ,351,476 2 ,367,590 0 2 ,367,590 135 ,324 3 ,404 ,537 3 ,539,861 0 3 ,539,861 ▲	1,172 ,271
受取預保納付金支援金 0 1,036 ,849 1,036 ,849 0 1,036 ,849 0 1,416 ,066 1,416 ,066 0 1,416 ,066 ▲	379,217
　受取預保納付金支援金振替額 0 1,036 ,849 1,036 ,849 0 1,036 ,849 0 1,416 ,066 1,416 ,066 0 1,416 ,066 ▲	379,217
受取補助金等 0 0 0 4 ,597,952 4 ,597,952 0 0 0 5 ,032 ,425 5 ,032 ,425 ▲	434 ,473
事業収益 358 ,500 85 ,500 444 ,000 19,942 463 ,942 384 ,000 85 ,500 469,500 19,942 489,442 ▲	25 ,500
　賃貸料収益 129,000 85 ,500 214 ,500 19,942 234 ,442 129,000 85 ,500 214 ,500 19,942 234 ,442 0
　貸付利息 229,500 0 229,500 0 229,500 255 ,000 0 255 ,000 0 255 ,000 ▲	25 ,500
固定資産受贈益 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0 0 0 0 0 2 ,892
　固定資産受贈益振替額 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0 0 0 0 0 2 ,892
雑収益 18 ,284 10 ,005 28 ,289 70 ,007 98 ,296 25 ,442 10 ,005 35 ,447 60 ,000 95 ,447 2 ,849
　受取利息 50 5 55 0 55 50 5 55 0 55 0
　雑収益 18 ,234 10 ,000 28 ,234 70 ,007 98 ,241 25 ,392 10 ,000 35 ,392 60 ,000 95 ,392 2 ,849
　雑収益振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常収益計 23,680 ,421 24 ,826 ,870 48 ,507,291 4 ,691,041 53 ,198 ,332 22 ,517,210 23 ,837,174 46 ,354 ,384 5 ,112 ,867 51,467,251 1,731,081

(２)経常費用
事業費 22 ,936 ,109 24 ,160 ,351 47,096 ,460 4 ,679,692 51,776 ,152 21,596 ,869 23 ,016 ,384 44 ,613 ,253 5 ,104 ,262 49,717,515 2 ,058 ,637
　貸付業務費 57,700 0 57,700 0 57,700 65 ,000 0 65 ,000 0 65 ,000 ▲	7,300
　支払補助金 15,400 ,000 14 ,700 ,000 30 ,100 ,000 0 30 ,100 ,000 13 ,100 ,000 12 ,500 ,000 25 ,600 ,000 0 25 ,600 ,000 4 ,500 ,000
　協力援助費 3,772 ,598 3 ,482 ,398 7,254 ,996 0 7,254 ,996 4 ,665 ,796 2 ,991,504 7,657,300 0 7,657,300 ▲	402 ,304
　情報公開費 1,338 ,078 254 ,872 1,592 ,950 0 1,592 ,950 1,342 ,765 255 ,765 1,598 ,530 0 1,598 ,530 ▲	5 ,580
　調査研究費 764 ,608 705 ,792 1,470 ,400 59,970 1,530 ,370 766 ,012 707,088 1,473 ,100 50 ,400 1,523 ,500 6 ,870
　社会変革推進事業費 477,773 687,527 1,165 ,300 0 1,165 ,300 389,202 790 ,198 1,179,400 0 1,179,400 ▲	14 ,100
　寄付文化醸成費 111,898 2 ,439,892 2 ,551,790 0 2 ,551,790 249,724 3 ,510 ,137 3 ,759,861 0 3 ,759,861 ▲	1,208 ,071
　支払預保納付金支援金 0 1,036 ,849 	1,036 ,849	 0 1,036 ,849 0 1,416 ,066 	1,416 ,066	 0 1,416 ,066 ▲	379,217
　補助金等事業費 0 0 0 4 ,291,076 4 ,291,076 0 0 0 4 ,794 ,300 4 ,794 ,300 ▲	503 ,224
　ビル運営費 166 ,850 139,650 306 ,500 8 ,000 314 ,500 166 ,850 139,650 306 ,500 8 ,228 314 ,728 ▲	228
　事業管理費 846 ,604 713 ,371 1,559,975 320 ,646 1,880 ,621 851,520 705 ,976 1,557,496 251,334 1,808 ,830 71,791
　　給与費 601,356 555 ,097 1,156 ,453 259,805 1,416 ,258 559,782 516 ,722 1,076 ,504 207,193 1,283 ,697 132 ,561
　　　　職員給 493 ,268 455 ,324 948 ,592 34 ,805 983 ,397 504 ,488 465 ,682 970 ,170 28 ,012 998 ,182 ▲	14 ,785
　　　　嘱託給 105,973 97,821 203 ,794 225 ,000 428 ,794 53 ,179 49,088 102 ,267 177,599 279,866 148 ,928
　　　　臨時雇賃金 2,115 1,952 4 ,067 0 4 ,067 2 ,115 1,952 4 ,067 1,582 5 ,649 ▲	1,582
　　福利厚生費 105,872 97,729 203 ,601 42 ,595 246 ,196 92 ,689 85 ,559 178 ,248 33 ,814 212 ,062 34 ,134
　　退職給付費用 14,290 13 ,190 27,480 0 27,480 31,976 29,516 61,492 0 61,492 ▲	34 ,012
　　調査費 9,827 9,071 18 ,898 0 18 ,898 10 ,406 9,606 20 ,012 0 20 ,012 ▲	1,114
　　減価償却費 93,059 33 ,484 126 ,543 2 ,892 129,435 140 ,952 50 ,068 191,020 2 ,209 193 ,229 ▲	63 ,794
　　雑費 22 ,200 4 ,800 27,000 15 ,354 42 ,354 15 ,715 14 ,505 30 ,220 8 ,118 38 ,338 4 ,016
管理費 744 ,624 672 ,807 1,417,431 0 1,417,431 920 ,497 825 ,236 1,745 ,733 0 1,745 ,733 ▲	328 ,302
　　給与費 256 ,282 236 ,568 492 ,850 0 492 ,850 263 ,581 243 ,307 506 ,888 0 506 ,888 ▲	14 ,038
　　　　役員報酬 101,232 93 ,445 194 ,677 0 194 ,677 96 ,394 88 ,980 185 ,374 0 185 ,374 9,303
　　　　職員給 116 ,302 107,355 223 ,657 0 223 ,657 126 ,409 116 ,686 243 ,095 0 243 ,095 ▲	19,438
　　　　嘱託給 36,634 33 ,816 70 ,450 0 70 ,450 38 ,664 35 ,689 74 ,353 0 74 ,353 ▲	3 ,903
　　　　臨時雇賃金 2,114 1,952 4 ,066 0 4 ,066 2 ,114 1,952 4 ,066 0 4 ,066 0
　　福利厚生費 62 ,304 57,511 119,815 0 119,815 60 ,598 55 ,937 116 ,535 0 116 ,535 3 ,280
　　役員退職慰労金 23,400 21,600 45 ,000 0 45 ,000 13 ,000 12 ,000 25 ,000 0 25 ,000 20 ,000
　　退職給付費用 6,510 6 ,010 12 ,520 0 12 ,520 14 ,824 13 ,684 28 ,508 0 28 ,508 ▲	15 ,988
　　旅費交通費 27,816 25 ,677 53 ,493 0 53 ,493 27,687 25 ,558 53 ,245 0 53 ,245 248
　　事務諸費 123 ,944 114 ,410 238 ,354 0 238 ,354 258 ,836 238 ,924 497,760 0 497,760 ▲	259,406
　　諸謝金 76,516 70 ,630 147,146 0 147,146 66 ,290 61,190 127,480 0 127,480 19,666
　　調査費 8,625 7,961 16 ,586 0 16 ,586 4 ,909 4 ,531 9,440 0 9,440 7,146
　　減価償却費 20,162 4 ,073 24 ,235 0 24 ,235 33 ,747 6 ,697 40 ,444 0 40 ,444 ▲	16 ,209
　　雑費 139,065 128 ,367 267,432 0 267,432 177,025 163 ,408 340 ,433 0 340 ,433 ▲	73 ,001
経常費用計 23 ,680 ,733 24 ,833 ,158 48 ,513 ,891 4 ,679,692 53 ,193 ,583 22 ,517,366 23 ,841,620 46 ,358 ,986 5 ,104 ,262 51,463 ,248 1,730 ,335
当期経常増減額 ▲	312 ▲	6 ,288 ▲	6 ,600 11,349 4 ,749 ▲	156 ▲	4 ,446 ▲	4 ,602 8 ,605 4 ,003 746
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 ▲	312 ▲	6 ,288 ▲	6 ,600 11,349 4 ,749 ▲	156 ▲	4 ,446 ▲	4 ,602 8 ,605 4 ,003 746
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 1,800 1,800 0 0 0 1,506 1,506 294
他会計振替額 312 6 ,288 6 ,600 ▲	6 ,600 0 156 4 ,446 4 ,602 ▲	4 ,602 0 0
税引後当期一般正味財産増減額 0 0 0 2 ,949 2 ,949 0 0 0 2 ,497 2 ,497 452
当期一般正味財産増減額 0 0 0 2 ,949 2 ,949 0 0 0 2 ,497 2 ,497 452
一般正味財産期首残高 388 ,707 197,327 586 ,034 38 ,314 624 ,348 430 ,923 79,221 510 ,144 4 ,804 514 ,948 109,400
一般正味財産期末残高 388 ,707 197,327 586 ,034 41,263 627,297 430 ,923 79,221 510 ,144 7,301 517,445 109,852
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金(指)※1 18 ,824 ,000 17,376 ,000 36 ,200 ,000 0 36 ,200 ,000 16 ,166 ,126 14 ,738 ,654 30 ,904 ,780 0 30 ,904 ,780 5 ,295 ,220
受取寄付金(指)※2 0 1,030 ,000 1,030 ,000 0 1,030 ,000 19,800 1,685 ,200 1,705 ,000 0 1,705 ,000 ▲	675 ,000
受取預保納付金支援金(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受取補助金等(指) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般正味財産への振替額(指) ▲	23 ,229,128 ▲	24 ,689,663 ▲	47,918 ,791 ▲	4 ,089,844 ▲	52 ,008 ,635 ▲	22 ,022 ,075 ▲	23 ,691,495 ▲	45 ,713 ,570 ▲	5 ,032 ,425 ▲	50 ,745 ,995 ▲	1,262 ,640
当期指定正味財産増減額 ▲	4 ,405 ,128 ▲	6 ,283 ,663 ▲	10 ,688 ,791 ▲	4 ,089,844 ▲	14 ,778 ,635 ▲	5 ,836 ,149 ▲	7,267,641 ▲	13 ,103 ,790 ▲	5 ,032 ,425 ▲	18 ,136 ,215 3 ,357,580
指定正味財産期首残高 238 ,058 ,574 35 ,341,287 273 ,399,861 10 ,693 ,731 284 ,093 ,592 243 ,224 ,771 35 ,862 ,263 279,087,034 13 ,596 ,269 292 ,683 ,303 ▲	8 ,589,711
指定正味財産期末残高 233 ,653 ,446 29,057,624 262 ,711,070 6 ,603 ,887 269,314 ,957 237,388 ,622 28 ,594 ,622 265 ,983 ,244 8 ,563 ,844 274 ,547,088 ▲	5 ,232 ,131
Ⅲ　正味財産期末残高 234 ,042 ,153 29,254 ,951 263 ,297,104 6 ,645 ,150 269,942 ,254 237,819,545 28 ,673 ,843 266 ,493 ,388 8 ,571,145 275 ,064 ,533 ▲	5 ,122 ,279

※1：当年度正味受入交付金予定額　　　※2：当年度正味受入寄付金額（目標額）
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科目 2018年度予算額 2017年度予算額 2017年度比増減 2018年度構成比（％）
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 77,011 90,228 ▲	13,217 0.14%
　基本財産受取利息 77,011 90,228 ▲	13,217 0.14%
特定資産運用益 39,448 46,139 ▲	6,691 0.07%
　特定資産受取利息 39,448 46,139 ▲	6,691 0.07%
受取交付金 44,514,352 40,757,643 3,756,709 83.68%
　受取交付金振替額 44,514,352 40,757,643 3,756,709 83.68%
受取寄付金 2,367,590 3,539,861 ▲	1,172,271 4.45%
　受取寄付金振替額 2,367,590 3,539,861 ▲	1,172,271 4.45%
受取預保納付金支援金 1,036,849 1,416,066 ▲	379,217 1.95%
　受取預保納付金支援金振替額 1,036,849 1,416,066 ▲	379,217 1.95%
受取補助金等 4,597,952 5,032,425 ▲	434,473 8.64%
事業収益 463,942 489,442 ▲	25,500 0.87%
　賃貸料収益 234,442 234,442 0 0.44%
　貸付利息 229,500 255,000 ▲	25,500 0.43%
固定資産受贈益 2,892 0 2,892 0.01%
　固定資産受贈益振替額 2,892 0 2,892 0.01%
雑収益 98,296 95,447 2,849 0.18%
　受取利息 55 55 0 0.00%
　雑収益 98,241 95,392 2,849 0.18%
　雑収益振替額 0 0 0 0.00%
経常収益計 53,198,332 51,467,251 1,731,081 100.00%

(２)経常費用
事業費 51,776,152 49,717,515 2,058,637 97.34%
　貸付業務費 57,700 65,000 ▲	7,300 0.11%
　支払補助金 30,100,000 25,600,000 4,500,000 56.59%
　協力援助費 7,254,996 7,657,300 ▲	402,304 13.64%
　情報公開費 1,592,950 1,598,530 ▲	5,580 2.99%
　調査研究費 1,530,370 1,523,500 6,870 2.88%
　社会変革推進事業費 1,165,300 1,179,400 ▲	14,100 2.19%
　寄付文化醸成費 2,551,790 3,759,861 ▲	1,208,071 4.80%
　支払預保納付金支援金 1,036,849 1,416,066 ▲	379,217 1.95%
　補助金等事業費 4,291,076 4,794,300 ▲	503,224 8.07%
　ビル運営費 314,500 314,728 ▲	228 0.59%
　事業管理費 1,880,621 1,808,830 71,791 3.54%
　　給与費 1,416,258 1,283,697 132,561 2.66%
　　　　職員給 983,397 998,182 ▲	14,785 1.85%
　　　　嘱託給 428,794 279,866 148,928 0.81%
　　　　臨時雇賃金 4,067 5,649 ▲	1,582 0.01%
　　福利厚生費 246,196 212,062 34,134 0.46%
　　退職給付費用 27,480 61,492 ▲	34,012 0.05%
　　調査費 18,898 20,012 ▲	1,114 0.04%
　　減価償却費 129,435 193,229 ▲	63,794 0.24%
　　雑費 42,354 38,338 4,016 0.08%
管理費 1,417,431 1,745,733 ▲	328,302 2.66%
　　給与費 492,850 506,888 ▲	14,038 0.93%
　　　　役員報酬 194,677 185,374 9,303 0.37%
　　　　職員給 223,657 243,095 ▲	19,438 0.42%
　　　　嘱託給 70,450 74,353 ▲	3,903 0.13%
　　　　臨時雇賃金 4,066 4,066 0 0.01%
　　福利厚生費 119,815 116,535 3,280 0.23%
　　役員退職慰労金 45,000 25,000 20,000 0.08%
　　退職給付費用 12,520 28,508 ▲	15,988 0.02%
　　旅費交通費 53,493 53,245 248 0.10%
　　事務諸費 238,354 497,760 ▲	259,406 0.45%
　　諸謝金 147,146 127,480 19,666 0.28%
　　調査費 16,586 9,440 7,146 0.03%
　　減価償却費 24,235 40,444 ▲	16,209 0.05%
　　雑費 267,432 340,433 ▲	73,001 0.50%
経常費用計 53,193,583 51,463,248 1,730,335 100.00%
当期経常増減額 4,749 4,003 746
２．経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
税引前当期一般正味財産増減額 4,749 4,003 746
法人税、住民税及び事業税支出 1,800 1,506 294
他会計振替額 0 0 0
税引後当期一般正味財産増減額 2,949 2,497 452
当期一般正味財産増減額 2,949 2,497 452
一般正味財産期首残高 624,348 514,948 109,400
一般正味財産期末残高 627,297 517,445 109,852
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金(指) 36,200,000 30,904,780 5,295,220
受取寄付金(指) 1,030,000 1,705,000 ▲	675,000
受取預保納付金支援金(指) 0 0 0
受取補助金等(指) 0 0 0
一般正味財産への振替額(指) ▲	52,008,635 ▲	50,745,995 ▲	1,262,640
当期指定正味財産増減額 ▲	14,778,635 ▲	18,136,215 3,357,580
指定正味財産期首残高 284,093,592 292,683,303 ▲	8,589,711
指定正味財産期末残高 269,314,957 274,547,088 ▲	5,232,131
Ⅲ　正味財産期末残高 269,942,254 275,064,533 ▲	5,122,279

2018年度収支予算書	［ 2 ］2018年 4月1日から2019年 3月31日まで 公益財団法人　日本財団
(単位:千円）
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