
2016年度　事業計画一覧



日本で。世界で。
ソーシャルイノベーションのハブとして。

私たち日本財団は、設立以来 50年以上にわたり、

社会をよりよくする活動を推進してきました。

社会問題への取り組みは、近年、大きく様変わりしています。

地球規模の環境問題や資源問題、食料問題など、

一国では解決できない課題が増えるとともに、

国内では、高齢化やコミュニティの希薄化、育児環境など、

自治体や公的機関の対策だけでは不十分な問題が次々と現れています。

その一方で、NPOや企業のCSRなど、

課題解決に取り組む新たな力、新たな潮流が生まれてきました。

東日本大震災以降、市民の社会参加意識もかつてないほど高まっています。

日本、そして世界。117の国々で社会貢献活動の最前線を走ってきた

豊富な経験とネットワークをいかして。

日本財団は、あらゆる立場を超え、組織・人材・ノウハウ・資金をつなぎ、

社会に「化学変化」をよびおこすハブになります。

たとえば、市民にもっと気軽なドネーションのしくみを。

たとえば、企業にCSRのコンサルティングを。

たとえば、複数のNPOを横断するプロジェクトを。

人を、団体を、活動をむすぶことで、ソーシャルイノベーションの輪を

次々とひろげ、「みんなが、みんなを支える社会」をつくっていく。

それが、次の時代に向け私たち日本財団の目指すものです。
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私たちが考えるソーシャルイノベーション

日本財団は、「ソーシャルイノベーション」を、「よりよい社会のため

に、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実

践」と定義します。ソーシャルイノベーションが多く実践されること

によって、本当の意味での持続可能な「みんながみんなを支える社

会」が実現すると考えます。

活動理念

痛みも、希望も、未来も、共に。
Share the pain. Share the hope. Share the fu ture.

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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活動指針

Discover
私たちは、世の中の変化を兆しのうちに発見し、

新たな問題解決にいちはやく取り組みます。

Prioritize
私たちは、「いま、どこで、何が求められているか」を常に把握し、

最も優先すべきニーズにこたえます。

Be creative
私たちは、前例にとらわれず、あらたなプロジェクトを創造し、

社会をよりよくする新しい仕組みをつくります。

Do it now
私たちは、失敗を恐れることなく、

あらゆる問題に対して速やかに決断し、行動します。

Be open
私たちは、常にオープンに情報を開示し、社会の声をとりいれ、

開かれた組織でありつづけます。

Grow
私たちは、常に自らを評価し、自らを教育していくことで、

ソーシャルイノベーションを生みだしていく能力、活動の質を高めます。

Expand networks
私たちは、問題意識をもつ人々や団体とのネットワークをひろげ、つなぎ、

社会に大きなうねりをつくります。
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2016年度事業計画一覧
単位：円

活動領域 団体数 事業数 助成金額

あなたのまちづくり 93 99 1,048,990,000

みんなのいのち 97 103 3,024,750,000

子ども・若者の未来 27 28 452,260,000

豊かな文化 26 36 1,988,700,000

海の未来 53 86 6,848,470,000

合 計 296※

※延べ数：１つの団体の事業が、複数の事業テーマに分かれていることがあるため、実際の団体数は、292団体です。

352 13,363,170,000

2016年4月1日に決定した数字です。

福祉車の普及、災害時など緊急性の高い事業や、海外で行う事業は

年度内に随時審査を行い決定するため、記載しておりません。



 「

5

あなたのまちづくり
▶

▶

▶

▶

▶

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
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あなたのまちづくり　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

松平病院 青森県 八戸市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,790,000 

（福） 青森社会福祉振興団 青森県 むつ市 配食サービスの車両整備 4,220,000 

（一社） 日本食べる通信リーグ 岩手県 花巻市  「食べる通信」モデルの拡充を図る
人材ネットワーク構築及び運営支援の実施 31,660,000 

岩手山麓自然学校 岩手県 岩手郡
雫石町 ふるさとの山「岩手山」景観調査会等の実施 1,000,000 

（公財） 宮城県対がん協会 宮城県 仙台市 胃がん検診車の整備 15,000,000 

（特） 石巻復興支援ネットワーク 宮城県 石巻市 やっぺす！ママコミュニティスクール 2,930,000 

（福） 芳香会 茨城県 古河市 地域生活定着促進事業の車両整備 1,090,000 

（特） 艫づな会 茨城県 つくば市 障害者支援施設（就労継続A・B・就労移行）の
車両整備 1,530,000 

（福） 河内厚生会 茨城県 稲敷郡
河内町

訪問入浴事業（介護保険法・障害者総合支援法）の
車両整備 4,280,000 

（福） とちのみ会 栃木県 佐野市 障害者支援施設（生活介護・自立訓練）の
車両整備 5,000,000 

前橋市防犯協会 群馬県 前橋市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,300,000 

（特） DPI日本会議 東京都 千代田区 大規模災害発生時における自立障害者の
生活支援に関する広域連携拠点の整備 8,060,000 

（一社） タバコ問題情報センター 東京都 千代田区 禁煙に関する周知啓発 1,500,000 

（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 63,950,000 

（一財） 地方債協会 東京都 千代田区

研修会・講演会の開催等

地方債に関する調査研究

地方債情報及び資料の収集整備

12,730,000

（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
関する調査研究等

人口減少社会における公共施設等に関する
地方行財政制度のあり方に関する調査研究

22,240,000

（特） イシュープラスデザイン 東京都 中央区 地域を支える創造的人材を育成する
地域みらい大学U 』の実施81 『 10,650,000

（公財） ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団 東京都 港区 植樹リーダーの養成及び植樹 12,770,000 

（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とNPOの
資金的な基盤整備に関する調査研究 173,920,000 

（特） Light Ring． 東京都 港区 地域特性に応じた若者自殺うつ予防
ゲートキーパーの養成 6,060,000 

（一社） RCF 東京都 港区 ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）案件組成 4,630,000 

（一社） Stand for mothers 東京都 港区 ママのコミュニティづくり及び就労支援 43,130,000 

※2016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
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（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（一社） ウーマンイノベーション 東京都 港区 女性の再就職支援「ワンデイシェフ」企画の実施 4,380,000 

（公社） 助けあいジャパン 東京都 港区 災害情報のポータルサイト構築と運営 38,970,000 

（公財） 中国残留孤児援護基金 東京都 港区 中国・サハリン残留日本人国籍取得支援 1,480,000 

（特） 日本ファンドレイジング協会 東京都 港区
寄付教育の全国拠点展開を通じた寄付文化醸成

ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）案件組成
33,200,000

（公社） 日本観光振興協会 東京都 港区 観光総合調査等 18,400,000 

（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 52,000,000 

（一社） HLAB 東京都 新宿区 高校生を対象としたリベラルアーツ教育の
提供（HLAB2016） 39,480,000 

（特） maggie's tokyo 東京都 新宿区  「がんを経験しても、自分らしく生きやすい
社会づくり」の実現に向けた発信 5,450,000 

（特） ＲｅＢｉｔ 東京都 新宿区 性的少数者のための自立就労支援モデル構築事業 2,490,000 

（公社） 日本駆け込み寺 東京都 新宿区 DVや家庭内暴力に悩む社会的弱者に対する
相談・支援活動 63,140,000 

（公財） 公益法人協会 東京都 文京区 非営利法人関連の判例等研究会の実施 670,000 

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 国境を超えて移動する子ども、
家族のための相談援助 10,780,000 

（特） SROIネットワーク・ジャパン 東京都 世田谷区 ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）案件組成 11,080,000 

（特） フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 東京都 世田谷区 ユースファシリテーター育成とプロフェッショナル化
＆教材開発＆継続公立学校無料出張講演 1,370,000 

（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に係る市町村の意向調査及び
相談・開発支援 2,080,000 

（特） ETIC. 東京都 渋谷区 地域課題に取り組む起業家及び団体に対する
実践的研修 14,050,000 

（特） アーツイニシアティヴトウキョウ 東京都 渋谷区 学習機会が限られた子どものための
アートプログラム実施 4,650,000 

（特） サービスグラント 東京都 渋谷区 ママボノの実施 5,280,000 

（特） 二枚目の名刺 東京都 渋谷区 企業人材による社会課題解決の推進基盤整備 40,750,000 

（特） 両全トウネサーレ 東京都 渋谷区 出所者・出院者に対する処遇プログラムの汎用化 3,240,000 

（福） 東京コロニー 東京都 中野区 障害者支援施設（就労継続A・B・就労移行）の
車両整備 3,110,000 

いたばしコミュニティスペース連絡会 東京都 板橋区
コミュニティスペースの連携による
共生型地域包括ケアシステムの構築を通じた
地域コミュニティ再生への研究ならびに実践

1,000,000 

子育てスタイル研究所 東京都 足立区 子育てにやさしい街づくり 790,000 

（特） どんぐりパン 東京都 多摩市 障害者支援施設（就労継続B・生活介護）の
車両整備 1,480,000 
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あなたのまちづくり　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（特） こまちぷらす 神奈川県 横浜市 地域の居場所づくりとコーディネーターの育成 4,050,000 

（特） マタニティハラスメント対策
ネットワーク 神奈川県 横浜市 マタハラ対策のための企業研修の実施 1,000,000 

大野北地区自治会連合会 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 1,300,000 

（特） 鎌倉ライディングパーク 神奈川県 鎌倉市 『会所』改修および立ち上げ支援 14,280,000 

（特） 救助犬訓練士協会 神奈川県 藤沢市 救助犬による災害救援活動のための
出動体制の構築 21,950,000 

大谷自治会自主防犯パトロール隊 神奈川県 海老名市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,000,000 

（福） 愛宕福祉会 新潟県 新潟市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 5,000,000 

吉島校下加積地区防犯組合 富山県 魚津市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,300,000 

（特） 角間里山みらい 石川県 金沢市 産学官民共同の自然保育活動のモデルづくり 1,290,000 

（特） 福祉ネットこうえん会 福井県 福井市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,270,000 

（福） 北日野こもれび会 福井県 越前市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 3,400,000 

（特） 世界に誇る
ラムサール湿地三方五湖を育む会 福井県 三方上中郡

若狭町 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 2,950,000 

（一社） 信州子育てみらいネット 長野県 長野市 未就学児を抱える女性の再就職支援 1,040,000 

長森北生活安全推進協議会 岐阜県 岐阜市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,200,000 

下中町地域自主防犯パトロール隊 岐阜県 羽島市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,300,000 

堀津町地域防犯パトロール隊 岐阜県 羽島市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,280,000 

（特） 日本メイン美風協会 静岡県 静岡市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,500,000 

（福） 天竜厚生会 静岡県 浜松市 障害者・高齢者・児童支援施設の車両整備 5,000,000 

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 9,600,000 

（学） 明睦学園 愛知県 豊橋市 児童支援施設の車両整備 4,920,000 

森本防犯パトロール隊 愛知県 一宮市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,160,000 

（公財） 京都地域創造基金 京都府 京都市 ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）案件組成 14,490,000 

（特） み・らいず 大阪府 大阪市 災害発生時の福祉的支援に向けた体制の整備 9,270,000 

健康科学ビジネス推進機構 大阪府 大阪市 ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）案件組成 7,990,000 

（特） 南大阪自立支援センター 大阪府 堺市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 3,440,000 
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（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（一社） グッドネイバーズカンパニー 大阪府 高槻市 食とスポーツを組み合わせた
口腔機能向上プログラムの開発 5,310,000 

三箇自治会 大阪府 大東市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,300,000 

上小阪校区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 1,300,000 

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 9,100,000 

（特） プラス・アーツ 兵庫県 神戸市 明るく健やかな高齢社会の実現を探る
 「LIFE IS CREATIVE展」の開催 11,150,000 

（福） 兵庫県社会福祉事業団 兵庫県 神戸市 障害者支援施設（就労継続A・B）の車両整備 4,840,000 

（一社） 小野の駅 兵庫県 小野市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 4,470,000 

（特） 東伯けんこう 鳥取県 東伯郡
琴浦町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,200,000 

（福） 博愛 島根県 隠岐郡
隠岐の島町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,020,000 

（特） 岡山自立支援センター 岡山県 岡山市
障害者支援施設（就労継続A）の車両整備

障害者支援施設（就労継続A）の車両整備
33,40,000

（一社） 全国コミュニティ財団協会 岡山県 岡山市 地域の資金循環と課題解決を目指した
コミュニティ財団（CF）の機能強化事業 49,340,000 

（特） 杜の家 岡山県 岡山市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 950,000 

（特） きらりファーム 岡山県 新見市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,670,000 

（特） 美作自立支援センター 岡山県 美作市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,740,000 

（特） 土佐山アカデミー 高知県 高知市

地域課題に取り組む起業家養成プログラムの
全国展開プラットフォーム構築

過疎地域における起業家養成プログラムの実施
11,130,000

にしよか青パト安全部隊 佐賀県 佐賀市 地域防犯活動推進のための青パトの購入 1,300,000 

（福） 啓仁会 熊本県 天草郡
苓北町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,480,000 

（福） 暁雲福祉会 大分県 大分市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 1,430,000 

福祉フォーラムin別杵・
速見実行委員会 大分県 別府市 別府市における障害者インクルーシブ防災 5,330,000 

（福） 豊友会 大分県 津久見市 備障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000 

（特） 夢来郷たかくま 鹿児島県 鹿屋市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 3,510,000 

（福） 富士福祉会 鹿児島県 枕崎市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,340,000 

団体数 93
助成金額 1,048,990,000 
事業件数 99
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みんなのいのち
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、セーフティー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。

▶セーフティーネットを整える

▶ホスピスナースを育てる

▶被災地・被災者のサポート
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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。
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みんなのいのち　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（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 1,600,000 

第40回日本死の臨床研究会年次大会
実行委員会 北海道 札幌市 第40回日本死の臨床研究会年次大会の開催 1,000,000 

北海道緩和ケア認定看護師の会
SKY（Step Kanwa Yell） 北海道 札幌市 緩和ケアに係るスキルアップ研修会の開催 530,000 

（特） サラン 北海道 北見市 障害者支援施設（就労継続A）の機器整備 5,150,000 

（福） 長沼陽風会 北海道 夕張郡
長沼町 障害者支援施設（就労継続Ａ）に係る機器整備 4,190,000 

（福） 当麻かたるべの森 北海道 上川郡
当麻町

障害児に対応した大型木製遊具の調査及び
試作開発 4,090,000 

（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 960,000 

（福） 月山福祉会 山形県 鶴岡市 障害者支援施設（就労継続Ｂ・就労移行）の
機器整備 3,260,000 

筑波技術大学 茨城県 つくば市 電話リレーサービス運用方法に関する海外調査 1,570,000 

（特） 北関東医療相談会（ＡＭＩＧＯＳ） 群馬県 太田市 北関東在住の生活困窮者及び
無保険外国籍住民のための無料健康診断 1,000,000 

（特） きらきら 群馬県 太田市 ろう難聴児のための通所施設立ち上げ 7,800,000 

（特） 地域精神保健福祉機構 千葉県 市川市 ACTチームのモニタリング調査、
スタッフ養成及びスーパービジョン体制の整備 7,250,000 

（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 3,920,000 

（特） スマイルクラブ 千葉県 柏市 発達障がい児が運動をするための環境づくり及び
スポーツボランティアの養成 710,000 

（福） 教友会 千葉県 君津市 障害者支援施設（就労継続B）に係る
ビニールハウス整備 7,960,000 

（特） 発達わんぱく会 千葉県 浦安市 児童発達支援事業所開設・運営に係る支援 11,310,000 

（一社） 日本ＡＬＳ協会 東京都 千代田区 ALS等のコミュニケーション支援体制の構築 7,040,000 

（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 74,820,000 

（公財） 日本アイバンク協会 東京都 千代田区 献眼登録者への登録確認フォローアップ 2,000,000 

（特） NEWSEDPROJECT 東京都 千代田区 企業からの廃棄物を活用した施設製品の開発
及び販売 3,740,000 

（特） フローレンス 東京都 千代田区 医療的ケアが必要な子どものための
保育園の立ち上げ 8,740,000 

（特） ファミリーハウス 東京都 千代田区 医療的ケアが必要な患児と
家族のための滞在施設に対するニーズ調査 5,290,000 

障害法学会 東京都 千代田区 障害法学会立ち上げ 880,000 

（学） 聖路加国際大学 東京都 中央区 シミュレーションセンター設立に関わる
高機能シミュレーターの設備整備 20,000,000 

（一社） 日本自閉症協会 東京都 中央区 発達障害支援スーパーバイザー養成研修 3,440,000 

（一財） ライフ・プランニング・センター 東京都 港区 ホスピス緩和ケアの研究と人材の育成等 65,100,000 

※2016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
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みんなのいのち　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備 31,680,000 

（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等

ホスピス緩和ケアの推進

公衆衛生向上のための協力支援

356,380,000 

（公社） 銀鈴会 東京都 港区 食道発声遠隔地巡回研修会 2,130,000 

（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 13,650,000 

（一財） 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 1,568,850,000 

（特） エッジ 東京都 港区 教員向けオンライン授業の構築（世界標準の
ディスレクシア指導を日本語で受ける） 9,200,000 

（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 6,910,000 

（一社） 全国訪問看護事業協会 東京都 新宿区 訪問看護ステーション管理者養成研修及び
フォローアップ研修会の開催 1,840,000 

（特） 東京都中途失聴・難聴者協会 東京都 新宿区 中途失聴・難聴者対象コミュニケーション指導者用
学習教材の作成 1,120,000 

（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 16,350,000 

（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

CBID研修プログラム開発
33,890,000 

（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、支援者団体のネットワークの拡充 2,400,000 

新宿区手をつなぐ親の会 東京都 新宿区  「知的障害児・者の自己決定支援ハンドブック」
の作成 520,000 

子ども療養支援協会 東京都 文京区 子ども療養支援士の養成及び認定 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 

（学） 昭和大学 東京都 品川区 昭和大学「いのちの講座」他の実施 1,930,000 

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 1,000,000 

（一社） 全国高等教育障害学生支援協議会 東京都 目黒区 全国高等教育障害学生支援協議会
第2回大会の開催 3,500,000 

（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 8,290,000 

（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 3,800,000 

（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 聴覚障害者への観劇サービスのための研究 1,830,000 

（一社） ダイアローグ・ジャパン・
ソサエティ 東京都 渋谷区

社会へ歳を重ねることの素晴らしさを啓発し、
高齢者の新しい働き方と社会への貢献の方法を
伝えるプロジェクト（Dialog with Time）

6,020,000 

（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 2,780,000 
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（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（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 12,820,000 

（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

訪問看護認定看護師フォローアップ研修

医療的ケアが必要な小児の訪問看護の
実践力向上と普及のための研修

8,800,000 

（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 4,530,000 

（一社） 大授 東京都 渋谷区 福祉製品の製造に係るコンプライアンス・
ガイドの作成 840,000 

（一社） 全国パーキンソン病友の会 東京都 中野区 全国パーキンソン病友の会設立40周年記念
 「会員の日常生活・医療・福祉に関する実態調査」 3,300,000 

（一社） 日本筋ジストロフィー協会 東京都 豊島区 筋ジストロフィー児・者の自立支援 1,120,000 

（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・家族・専門職への家族支援の普及 8,280,000 

（特） 筋痛性脳脊髄炎の会 東京都 練馬区 神経内科領域での筋痛性脳脊髄炎の研究を
促進するための学術的国際シンポジウムの開催 1,200,000 

（特） ソーシャルデベロップメント
ジャパン 東京都 足立区 医療的ケアが必要な未就学児・就学児のための

通園施設整備 40,000,000 

（特） 日本フィジカルサポート 東京都 八王子市 発達支援運動教室 2,520,000 

（特） Wing PRO 東京都 八王子市 発達障害者就労支援プロジェクト 840,000 

（特） 認知症フレンドシップクラブ 東京都 武蔵野市 認知症地域ネットワークフォーラム及び
まちづくりファシリテーター講座の開催 6,180,000 

リカバリーキャラバン隊 東京都 調布市 働く精神障害者への合理的配慮の普及啓発 1,000,000 

（特） 全国精神障害者地域生活支援協議会 東京都 国分寺市 第20回全国大会in東京及びフォローアップ研修会 5,570,000 

（学） 日本社会事業大学 東京都 清瀬市

福祉実務者によるリレー講座
 「福祉政策の現在（いま）・福祉現場の現在（いま）」

聴覚障害者大学教育支援
46,550,000 

たねまき７ 神奈川県 横浜市 訪問看護・在宅ケアに関する市民公開講座開催 640,000 

（特） ハイテンション 神奈川県 厚木市 障害者ライブパフォーマンス活動支援スタッフ育成 9,420,000 

（福） 庄川福祉会 富山県 砺波市 ケアポート庄川屋上防水改修 33,660,000 

（一社） 健康生きがいサポート互助会 福井県 福井市 だれもが　健康で　元気に　働き・暮らす　ための
研修講座 3,840,000 

（特） メディカルケア協会 山梨県 甲府市 誤嚥ゼロのまちづくり
 「はっぴぃごくんプロジェクト」 4,900,000 

（福） 八ヶ岳名水会 山梨県 北杜市 地域の課題を「農」と「食」と「美」で改善する
ブリッジスクール構想 6,340,000 

（公財） 身体教育医学研究所 長野県 東御市 世代交流型自然体験・介護予防プログラムの開発 2,070,000 

（特） ふれ愛名古屋 愛知県 名古屋市 重症心身障害児のためのデイサービス施設整備 1,110,000 

（特） アスペ・エルデの会 愛知県 名古屋市 発達障害児者家族の支援者養成 2,450,000 
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みんなのいのち　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（特） ふわり 愛知県 半田市 医療依存度の高い子どもの
地域ケア推進プロジェクト 30,860,000 

（福） むそう 愛知県 半田市 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備 197,040,000 

（特） 楽笑 愛知県 蒲郡市 市民協働による共生型交流拠点の機能構築及び
担い手づくり 2,500,000 

（特） 全国福祉理美容師養成協会 愛知県 日進市 がん患者を闘病中から再就職支援まで
アピアランス（外観）サポートで繋げる 2,400,000 

（特） SEED きょうと 京都府 京都市 摂食障害者に特化した通所支援施設の運営 3,200,000 

（一社） 京都府聴覚障害者協会 京都府 京都市 手話言語法シンポジウムの開催 580,000 

ともいき京都 京都府 京都市 がん相談支援サロンの実施 1,000,000 

日本手話学会 京都府 京都市 日本手話学会の開催 500,000 

（一社） 日本ユニバーサルマナー協会 大阪府 大阪市 ユニバーサルマナーに関する絵本の制作及び
講演会の開催 4,400,000 

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 36,300,000 

（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 20,100,000 

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 1,000,000 

（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 20,000,000 

（福） 希望の家 兵庫県 宝塚市 障害者支援施設（就労継続A・B）の機器整備 5,980,000 

（特） 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会 和歌山県 和歌山市 脳脊髄液減少症の診断画像データーベースの構築 2,000,000 

（福） 一麦会 和歌山県 和歌山市 障害者支援施設（就労継続A）に係る機器整備 2,000,000 

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 31,230,000 

（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」
大規模修繕 46,100,000 

（福） 六方学園 広島県 東広島市 六方学園機能訓練棟の改造 14,530,000 

（特） 優喜会 山口県 光市 医療的ケアに対応した生活支援施設の整備／
工場改修 7,930,000 

（特） 日本ペアレント・メンター研究会 徳島県 鳴門市 全国でのペアレント・メンター活動の
さらなる活性化を促進する 5,750,000 

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 

第24回日本ホスピス・在宅ケア研究会
全国大会in久留米実行委員会 福岡県 久留米市 第24回日本ホスピス・在宅ケア研究会全国大会

in久留米の開催 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 10,950,000 

団体数 97 
助成金額 3,024,750,000  
事業件数 103 



▶
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子ども・若者の未来
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。

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
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子ども・若者の未来　事業計画一覧
（単位：円）

※2016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

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（福） 麦の子会 北海道 札幌市 日本の子どもの未来を考える研究会 3,000,000 

（一社） ワカツク 宮城県 仙台市 東北地方における学生ボランティアの強化 8,030,000 

（一財） 小野田記念財団 福島県 東白川郡塙町 青少年健全育成のための野外活動指導者
養成キャンプの開催 2,840,000 

（一財） 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
支援活動 170,800,000 

（特） Learning for All 東京都 新宿区 学生ボランティアを活用した学習支援 32,000,000 

（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 5,920,000 

（特） ＣｈａｎｃｅＦｏｒＡｌｌ 東京都 墨田区 学童保育事業による放課後教育の質の向上 7,340,000 

（一社） アクロスジャパン 東京都 江東区 養子縁組に関する学習会の開催と相談支援 4,440,000 

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 

（一財） 日本教育再生機構 東京都 渋谷区 道徳教育の推進を通じた教育の活性化 9,600,000 

International Foster Care
 Alliance（IFCA） 東京都 渋谷区 新しい里親家庭支援モデル導入 1,000,000 

（一社） にんしんSOS東京 東京都 中野区  「妊娠SOS東京」相談支援窓口 6,170,000 

（公社） 青少年交友協会 東京都 豊島区 新宿‐青梅43ｋｍかち歩き大会の開催 3,400,000 

特別養子縁組グミの会 東京都 豊島区 養子縁組家庭向け研修 660,000 

（特） 学生支援ハウスようこそ 東京都 北区 児童養護施設等出身の学生への支援 360,000 

HEALTHY FAMILY はままつ 静岡県 浜松市 親子の愛着形成支援による
虐待連鎖予防のための家庭訪問 1,000,000 

（特） ＣＡＰＮＡ 愛知県 名古屋市 虐待死予防のための赤ちゃん縁組講習会の開催 3,490,000 

（福） 大阪児童福祉事業協会 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 3,820,000 

（公社） 家庭養護促進協会 大阪事務所 大阪府 大阪市 里親の普及啓発・支援と養子縁組の調査 2,200,000 

（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 49,000,000 

日本子ども虐待防止学会
第２２回学術集会おおさか大会
実行委員会

大阪府 大阪市 日本子ども虐待防止学会
第22回学術集会おおさか大会の実施 4,000,000 

（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 5,000,000 
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（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（特） キーアセット 大阪府 東大阪市

川崎市里親リクルート活動

大阪府の里親養育促進

19,490,000 

（公社） 家庭養護促進協会　神戸事務所 兵庫県 神戸市 里親・養子縁組の普及啓発 2,010,000 

（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
プログラムの開発 3,200,000 

（特） ふくおかこどもの虐待防止センター 福岡県 福岡市 要支援母子の産後ケアと赤ちゃん里親支援 2,490,000 

子どもシェルターおきなわ 沖縄県 那覇市 子どもシェルターの機器整備 1,000,000 

団体数 27  
助成金額 452,260,000  
事業件数 28  



▶
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豊かな文化
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。

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。
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豊かな文化　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

アートによる対話を考える
実行委員会 群馬県 前橋市 アートによる対話（仮）展および関連シンポジウム 2,000,000 

（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

日中医学学術交流大会の実施等

138,880,000 

（公財） 日本科学技術振興財団 東京都 千代田区 巡回展示物「おもしろ数楽展」（仮称）の制作 8,480,000 

（一財） ニッポンドットコム 東京都 千代田区 国際相互理解のための多言語による
日本の社会情報の発信（公益） 150,000,000 

（一社） 日本ミャンマー協会 東京都 中央区 日本・ミャンマー間における経済、
社会及び文化等の交流促進 30,000,000 

（公財） 笹川スポーツ財団 東京都 港区

スポーツ振興機関との連携等

スポーツ振興のための研究調査

418,300,000 

（公財） 日本音楽財団 東京都 港区

楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及等

ストラディヴァリウス・チャリティ・コンサート2016

276,700,000 

（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等

教育・研究図書有効活用プロジェクトの実施

432,820,000 

（公財） 日本吟剣詩舞振興会 東京都 港区

吟剣詩舞普及振興のための講習会の開催

吟剣詩舞普及振興のためのコンクールの開催

吟剣詩舞普及振興のための調査研究

吟剣詩舞普及振興のための
全国吟剣詩舞道大会の開催

112,330,000 

（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

ゲートボール普及活動の推進

142,240,000 

（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 5,090,000 

（公財） 日本太鼓財団 東京都 港区

海外における日本太鼓文化の振興

日本太鼓文化の振興

日本太鼓の育成等

152,200,000 

（一社） 日本文化継承者協会 東京都 品川区 最高峰の日本の伝統文化
 「GENUINE JAPAN」の紹介 5,040,000 

※2016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
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豊かな文化　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（一財） 全日本剣道道場連盟 東京都 大田区 剣道の普及振興等 61,300,000 

（特） Happy Sweet Museum 東京都 世田谷区 知的に障がいのある芸術作家の展覧会の開催 3,180,000 

（一財） 日本文化興隆財団 東京都 渋谷区 日本文化の振興 13,470,000 

明治神宮国際文化交流・
欧州事業実行委員会 東京都 渋谷区  「雅楽と武道の夕べ」の開催 2,000,000 

（特） シアタープランニングネットワーク 東京都 調布市 障がい児に寄り添うパフォーマンス環境の
整備と創造のためのワークショップ 970,000 

（特） ぷかぷか 神奈川県 横浜市 障害者と地域住民による
演劇ワークショップの開催 950,000 

（福） 青い鳥 神奈川県 横浜市 発達障害児・者と一般市民による展覧会の開催 3,980,000 

散太郎神楽 静岡県 静岡市 散神楽の演者育成のための講習会の開催 630,000 

（特） 京都文化協会 京都府 京都市 伊藤若冲とアールブリュット展 16,160,000 

Dance&People 京都府 京都市 障害を持つアーテイスト等がナビゲートする
ワークショップ事業 1,000,000 

（福） 松花苑 京都府 亀岡市 アール・ブリュット美術館における所蔵作品の
収蔵及び管理方法構築のためのモデル 4,000,000 

（公財） 全日本なぎなた連盟 兵庫県 伊丹市 なぎなたの普及振興 3,980,000 

ASTCアジアトライアスロン選手権
廿日市市実行委員会 広島県 廿日市市 ASTCアジアトライアスロン選手権開催に係る

市民スポーツボランティア等育成 3,000,000 

団体数 26  
助成金額 1,988,700,000  
事業件数 36  



▶
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▶
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海の未来
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ともに、

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
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海の未来　事業計画一覧
（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

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 2,000,000

（一財） ニッポンドットコム 東京都 千代田区 国際相互理解のための多言語による
日本の社会情報の発信（海洋） 150,000,000

（一財） 運輸振興協会 東京都 千代田区 運輸交通分野に関する周知啓発 39,700,000

（公財） 海難審判・船舶事故調査協会 東京都 千代田区 海難審判扶助等 37,200,000

（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

公共施設等の案内用図記号等の検討
179,260,000

（公社） 日本水難救済会 東京都 千代田区
救難体制の整備（救助船の整備）

救助出動報奨等
78,020,000

（一社） 日本船舶品質管理協会 東京都 千代田区
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等
50,110,000

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区

造船所の機能設計・生産設計技術者の育成

3次元艤装設計ツールの導入による
中小造船所の人材確保

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

進水式見学会とものづくり体験講座の実施等

141,000,000

（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 22,240,000

（公財） 海上保安協会 東京都 中央区 海上保安活動に関する周知啓発 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 32,430,000

（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 8,140,000

（一社） 日本海事代理士会 東京都 中央区 海事関係法令ガイダンスの作成 3,810,000

（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 18,310,000

※2016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
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（単位：円）

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（公財） ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団 東京都 港区

青少年の健全育成推進計画の実施に関わる
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等

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

747,590,000

（一財） 運輸政策研究機構 東京都 港区

海上保安能力向上支援における日米協力に関する
調査等

東京オリンピック・パラリンピックに向けた
交通機関へのサイバーテロ対策に関する調査研究

モバイル・ビッグデータによる交通情報革命に
関する調査

601,580,000

（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

海洋の総合管理に関する調査研究

沿岸域総合管理モデルの展開

海洋関連分野に係る国際協力推進

学校教育における海洋教育拡充
 （日本財団海洋教育促進プログラム）

566,070,000

（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等 149,000,000

（公財） 東京エムオウユウ事務局 東京都 港区 中東PSC地域組織への専門家派遣等 32,300,000

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

ジュニアライフセービング教室の開催および
指導者養成プログラムの実施

19,360,000

（公財） 日本科学協会 東京都 港区 海洋・船舶科学研究助成等 56,700,000

（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 39,500,000

（公社） 日本海難防止協会 東京都 港区

 「北極海航路ハンドブック」の作成

海難防止等情報誌の発行・配布

ミクロネシア３国の海上保安体制強化支援
 （パラオ共和国　庁舎建築・小型パトロール艇等
供与）等

海上安全に関する国際情報収集活動

海事の国際的動向に関する調査研究

1,128,630,000
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海の未来　事業計画一覧

団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（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

造船関連海外情報収集及び海外業務協力等

船舶関係諸基準に関する調査研究

827,880,000

（一社） 日本船舶電装協会 東京都 港区
アルミ電線の船舶への適用に関する調査研究

船舶の電気装備に関する技術指導等の実施等
69,260,000

日本船舶輸出組合 東京都 港区 国際海事展への参加 38,630,000

（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等

安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承
111,500,000

（一社） 日本舶用工業会 東京都 港区

複合材料製ポンプ（インペラー及びケーシング）に
ついての技術開発

舶用液体水素用温度センサ及び
温度監視システムの技術開発

舶用スマート電力計の技術開発

海洋掘削リグの泥水処理用ポンプの技術開発

新規需要開拓のための舶用工業セミナー

舶用工業の海外海事展への参加・広報等

229,890,000

お茶の水女子大学 東京都 文京区
東京都北区、渋谷区、千葉県館山市における
小・中・高校の海洋教育カリキュラム策定と実施

）ムラグロプ進促育教洋海団財本日 （
25,490,000

（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 6,600,000

東京大学 東京都 文京区 日本における海洋教育研究の推進
 （日本財団海洋教育促進プログラム） 375,000,000

（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等

博物館の機能整備
407,330,000

（一財） 熱帯海洋生態研究振興財団 東京都 品川区 サンゴ群集再生技術を用いたさんご礁の維持、
発展のための保全活動 6,640,000

（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

衛星画像を用いた浅海水深情報の把握の
調査研究等

32,350,000

（特） 共存の森ネットワーク 東京都 世田谷区 日生中における「聞き書き」を用いた海洋教育の
カリキュラム化 11,000,000

（特） 離島経済新聞社 東京都 世田谷区 海と地域のつながりを見つける「うみやまかわ新聞」
の制作（日本財団海洋教育促進プログラム） 42,610,000

横浜国立大学 神奈川県 横浜市 海洋に関する大学の多様な「知」を活かした
社会への貢献（日本財団高度人材育成プログラム） 30,000,000
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団体
種別略称

団体名
団体

都道府県名
団体

住所市区町村
事業名 助成金額

（一財） 海上災害防止センター 神奈川県 横浜市 海上防災訓練の充実強化 5,400,000

（公社） 関東小型船安全協会 神奈川県 横浜市 小型船舶の安全確保 3,790,000

（一財） 国際法学会 神奈川県 横浜市 海における「法の支配」を担う人材育成：
国際法模擬裁判「アジア・カップ2016」 1,610,000

（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

）ムラグロプ進促育教洋海団財本日 （
32,000,000

（特） 水と緑の環境ネットワークの会 神奈川県 川崎市 三浦半島におけるエコツーリズムのモデル創出事業 7,500,000

（公社） 中部小型船安全協会 愛知県 名古屋市 小型船舶の安全確保・自然災害対策 3,160,000

（一社） 御前崎スマイルプロジェクト 静岡県 御前崎市
御前崎市の全小学校と静岡市の
小学校の授業における海洋教育の実施
 （日本財団海洋教育促進プログラム）

5,920,000

（一財） 伊勢湾海洋スポーツセンター 三重県 津市 伊勢湾海洋スポーツセンターの改修・増築 74,380,000

（一社） 能登里海教育研究所 石川県 鳳珠郡
石川県の初等教育課程における
海洋教育を行うための実践的なカリキュラムの
開発・実践（日本財団海洋教育促進プログラム）

21,600,000

京都大学 京都府 京都市 森里海連環学教育プログラム
 （日本財団高度人材育成プログラム） 225,500,000

（公財） 関西交通経済研究センター 大阪府 大阪市 関西圏の交通経済に関する周知啓発 19,000,000

（公社） 関西小型船安全協会 兵庫県 西宮市 プレジャーボートの安全確保と
運航マナーの向上を図るための活動 3,090,000

（公社） 瀬戸内海小型船安全協会 広島県 広島市 小型船舶の安全確保 4,480,000

（特） 黒潮実感センター 高知県 幡多郡
大月町 渚の交番推進事業（高知・柏島） 5,760,000

（公財） 九州運輸振興センター 福岡県 福岡市 九州圏における海運振興関連施設整備等 84,750,000

（公社） 九州北部小型船安全協会 福岡県 北九州市 小型船の安全確保 4,400,000

団体数 53  
助成金額 6,848,470,000  
事業件数 86  



（

28

活動資金

BOAT RACEの売上金の2.7%

日本財団は、国土交通大臣が指定する船舶等振興機関として、全国の地方自治体が主催する

ボートレースの売上金の約2.7％を交付金として受け入れ、国内外の公益事業を実施している

団体への事業支援を行っています。

※ボートレースは、1951年（昭和26年）に制定されたモーターボート競走法に基づき運営され、地方自治体が施行者（主催者）と

　なって全国24のボートレース場でレースが開催されています。

ボートレースの売上金の流れ（2016年4月1日現在）

舟券購入者 ボートレース場で
レース開催

レースを主催する
全国103地方自治体

舟券購入

売上金の75％
的中舟券の購入者に

払い戻し

売上金の25％

日本財団への交付金 約2.7％

 一財）日本モーターボート
競走会への交付金

約1.3％
レースを主催する自治体から委託を受け、ボートやモーターの維持・
管理、競走開催中の選手の管理、競走の運営など、レースの公正かつ
安全な実施のために使われています。

地方公共団体金融機構への
納付金

約0.2％地方公共団体金融機構を通じて、上下水道の整備など、地域で役立て
られています。

開催経費 実費管理費、人権費、施設費、選手への賞金などに使われています。

レースを主催する
地方自治体

残額地方自治体の予算に組み入れられ、小中学校や体育館、美術館、公営
住宅や病院などの公共施設の建設に使われています。



、

組織概要

名　　　称：公益財団法人 日本財団

会　　　長：笹川陽平

所　在　地：〒107-8404  東京都港区赤坂 1-2-2

設立年月日：1962（昭和37）年10月1日

基 本 財 産：288億円（2015年3月末日）

人 員 構 成：評議員7名、理事7名、監事3名（常勤1、非常勤2）

職員105名（2016年3月現在）



［ お問い合わせ］

日 本 財 団

コールセンター（受付時間  平日9：00～17：00）

電 話 番 号：03-6229-5111

F A X 番 号：03-6229-5110

メールアドレス：cc@ps.nippon-foundation.or.jp

発行日/2016年4月1日　　編集・発行／日本財団　コミュニケーション部　　　レイアウト／エスアンドエムデザインファクトリー
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