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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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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

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

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

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
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あなたのまちづくり	 104	 115	 4,299,890,000

みんなのいのち	 19	 23	 803,900,000	

子ども・若者の未来	 43	 45	 1,118,520,000	

豊かな文化	 21	 35	 3,369,900,000	

海の未来	 44	 97	 6,857,690,000	

合計	 231	 315	 16,449,900,000	

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225団体です。（ 2019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）

※

2019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）

（福） 音更福祉事業協会 北海道 河東郡
音更町 へき地保育所園児交流のための車両整備 2,760,000	

（特） サラン 北海道 北見市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,240,000	

（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立支援及び
地域連携拠点づくり 2,720,000	

（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 980,000	

（特） 農楽郷ここ・カラダ 青森県 十和田市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,040,000	

（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 2,320,000	

（福） 東根福祉会 山形県 東根市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,500,000	

（大） 筑波技術大学 茨城県 つくば市 聴覚障害者のためのキャリアサポートセンターの
設置 10,440,000	

（福） 愛光園 栃木県 足利市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 4,770,000	

（一社） 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 5,130,000	

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

（大） 群馬大学 群馬県 前橋市 学術手話通訳に対応した専門支援者の養成 36,970,000	

（特） あやの郷福祉会 埼玉県 入間郡
毛呂山町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,490,000	

（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 5,180,000	

（特） 地域精神保健福祉機構 千葉県 市川市
共同意思決定システムの推進 2,980,000	

リカバリーフォーラムの地域分科会開催 4,280,000	

（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 10,730,000	

（特） Ubdobe（ウブドベ） 東京都 世田谷区 デジタルアートを活用した病児・障がい児のための
リハビリテーション「デジリハ」の普及 49,960,000	

（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 13,570,000	

（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 26,750,000	

スマホアプリを活用したバリアフリー情報の
収集・発信 57,000,000	

（一財） ギャンブル依存症予防回復
支援センター 東京都 港区 いわゆるギャンブル依存症者に対する

予防回復支援等 96,450,000	

（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 2,140,000	

（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 5,150,000	

（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 59,330,000	

（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 41,150,000	

（一社） 渋谷未来デザイン 東京都 渋谷区 ソーシャルイノベーションウィーク渋谷2019 77,500,000	

（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 499,970,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　あなたのまちづくり　事業計画一覧	［ 1 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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） 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型事業所を活用した

「みなし雇用」制度導入に向けた研究会の開催等 5,640,000	

（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 7,710,000	

（一社） 障害者雇用企業支援協会 東京都 千代田区 障害者雇用推進のためのアンケート調査の
実施及び専門職の育成 9,930,000	

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３期） 350,000,000	

（特） 全国精神障害者地域生活支援
協議会 東京都 国分寺市 障害者総合支援法における

就労継続支援B型事業の支援実態調査 2,080,000	

（公社） 全国精神保健福祉会連合会 東京都 豊島区 精神障害者家族の交流推進 1,400,000	

（福） 全国盲ろう者協会 東京都 新宿区
盲ろう児者を支える総合支援ネットワークの構築 4,000,000	

アジアにおける盲ろう者団体ネットワークの構築 3,640,000	

（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 9,840,000	

（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 14,500,000	

電話リレーサービスの普及および啓発 9,690,000	

（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 1,500,000	

（一社） 地域・人材共創機構 東京都 港区 地域の主体的な取り組みによる課題解決を
促進するための、人材流動性が向上した社会づくり 47,790,000	

（一財） 地方債協会 東京都 千代田区

地方債情報及び資料の収集整備 810,000	

地方債に関する調査研究 3,490,000	

基盤整備 6,270,000	

地方債に関する研修会・講演会の開催 2,160,000	

（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） 10,240,000	

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 2,000,000	

基盤整備 10,000,000	

（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） 136,500,000	

（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） tonar i 東京都 渋谷区 tonar i：時間と場所に縛られない労働環境等の
実現 50,000,000	

（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 1,600,000,000	

（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 190,000,000	

（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事業 57,990,000	

（公社） 日本観光振興協会 東京都 港区
基盤整備 11,680,000	

観光総合調査 6,720,000	

（一社） 日本教員多忙化対策委員会 東京都 中央区 教員の多忙化解消 50,000,000	

（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 10,610,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　あなたのまちづくり　事業計画一覧	［ 2 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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）

（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 46,270,000	

（公財） 日本障害者リハビリテーション協会 東京都 新宿区 アジア太平洋地域の障害者の
ネットワーク構築及び強化に向けたハブ拠点作り 31,630,000	

（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 6,000,000	

（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	

（一社） Next	Commons	Lab 東京都 渋谷区 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 49,300,000	

（特） Ｌｉｇｈｔ	Ｒｉｎｇ． 東京都 豊島区 若者自殺うつ予防モデルの定着 12,010,000	

（特） ReBit 東京都 新宿区 マイノリティ人財の就職支援モデル構築事業 2,660,000	

（一社） 若草プロジェクト 東京都 千代田区 若年女性支援 15,760,000	

（福） 翔の会 神奈川県 茅ヶ崎市 障害者支援施設（生活介護）の機器整備	　 15,890,000	

（特） 寺田プランニング 神奈川県 横須賀市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,080,000	

（一社） ひきこもりUX会議 神奈川県 横浜市 ひきこもり女子会と当事者の声を活かした
居場所づくり研修の実施 8,680,000	

（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 7,280,000	

（特） 知的障害者のくらしを考える会 富山県 中新川郡
立山町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,640,000	

（特） あじさいの家 石川県 白山市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000	

（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 3,330,000	

（特） 来未 山梨県 甲府市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,830,000	

（福） しらかばの会 長野県 北佐久郡
立科町 障害者支援施設（生活介護）の車両整備 5,000,000	

（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 4,860,000	

（特） アスペ・エルデの会 愛知県 名古屋市 発達障害児者家族支援全国ネットワーク構築 2,190,000	

（福） きそがわ福祉会 愛知県 一宮市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,010,000	

（福） ひまわり福祉会 愛知県 尾張旭市 障害者支援施設（就労移行）の車両整備 2,200,000	

（特） わっぱの会 愛知県 名古屋市 障害者支援施設（地域活動支援センター）の
車両整備 3,720,000	

（福） 維雅幸育会 三重県 伊賀市
障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,560,000	

施設外就労のモデル普及のための
事例研究・フォーラムの開催等 2,410,000	

（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 930,000	

（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 6,050,000	

（福） 信貴福祉会 大阪府 八尾市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,420,000	

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 37,150,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　あなたのまちづくり　事業計画一覧	［ 3 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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） み・らいず 大阪府 大阪市 多様な働きづらさを抱える人に対する
支援機関の調査と情報共有ツールの作成 5,010,000	

（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における
手話言語学事業の推進 28,900,000	

（特） 出愛いの里福祉会 兵庫県 姫路市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 2,340,000	

（公社） NEXT	VIS ION 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 11,060,000	

（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	

（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 10,250,000	

（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 11,280,000	

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 30,000,000	

（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） ふきのとう 島根県 仁多郡
奥出雲町 障害者支援施設（生活介護）の車両整備 2,250,000	

（福） 旭川荘 岡山県 岡山市 知的障害者を取り巻く認知症の実態調査 5,950,000	

（福） あすなろ福祉会 岡山県 岡山市 リカバリーカレッジOKAYAMA 2,390,000	

（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）の機器整備 2,380,000	

（一社） ひまわり 岡山県 瀬戸内市 障害者支援施設（就労継続A）の車両整備 2,000,000	

（福） 安芸の郷 広島県 広島市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 5,000,000	

（福） 仁栄会 徳島県 板野郡
松茂町

障害者支援施設（生活介護、施設入所支援等）の
車両整備 5,000,000	

（福） 鵜足津福祉会 香川県 綾歌郡
宇多津町 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 3,120,000	

（特） 大牟田知的障害者育成会 福岡県 大牟田市 障害者支援施設（就労継続B・生活介護）の
車両整備 2,700,000	

（福） 共生の里 福岡県 行橋市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 3,760,000	

（特） たんがく 福岡県 久留米市 高齢者施設（小規模多機能型）の車両整備 1,010,000	

（福） 和奏会 福岡県 宗像市 障害者支援施設（生活介護・就労継続B）の
車両整備 2,290,000	

（福） 共生会 長崎県 大村市 障害者支援施設（就労継続B、就労移行）の
車両整備 5,000,000	

（特） もくもく 長崎県 雲仙市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,500,000	

（福） 豊友会 大分県 津久見市 障害者支援施設（生活介護）の車両整備 2,130,000	

（福） みづほ育成会 大分県 豊後高田市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 3,650,000	

（福） 清樹会 宮崎県 宮崎市 障害者支援施設（就労継続B）の車両整備 1,600,000	

（一社） Sonr ie 鹿児島県 鹿児島市 手話講習指導者のスキルアップ講座の開催 750,000	

（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 2,360,000	

団体数	 104
事業件数	 115
助成金額	 4,299,890,000

	（ 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

団体の法人格の略称　

	（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

　あなたのまちづくり　事業計画一覧	［ 4 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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。

	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

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 22,240,000	

（福） フラット 千葉県 白井市 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 2,120,000	

（特） アトピッ子地球の子ネットワーク 東京都 新宿区 小児食物アレルギーに関する調査 9,110,000	

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備 31,630,000	

（公財） がん研究会 東京都 江東区 腫瘍細胞社会ネットワークを標的とした
革新的がん治療薬の開発 40,000,000	

（公財） 笹川記念保健協力財団 東京都 港区

地域保健の推進 142,500,000	

ハンセン病対策支援 347,300,000	

基盤整備 77,870,000	

（特） CRファクトリー 東京都 港区 地域との連携体制づくりに関する調査 3,010,000	

（公社） 難病の子どもとその家族へ夢を 東京都 中央区 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 2,230,000	

（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 3,360,000	

（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によるアドバイザー派遣 5,550,000	

質の高い在宅看取りケア実践のためのELNEC-J 2 ,130,000	

（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 5,400,000	

（特） 白十字在宅ボランティアの会 東京都 新宿区 暮らしの保健室運営に関する事例調査・発信 2,270,000	

（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 9,830,000	

（一財） ライフ・プランニング・センター 東京都 港区
日野原記念クリニック医療機器等整備 25,800,000	

基盤整備 28,940,000	

（一社） Peace	Co 岐阜県 羽島郡
岐南町

成人在宅医療者向け「小児在宅を始めるための
実技研修会」 1,560,000	

（特） 脳脊髄液減少症患者・家族支援
協会 和歌山県 和歌山市 第五期　脳脊髄液減少症データベース普及と

小児患者への啓発 1,400,000	

（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育成事業 17,650,000	

（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 19,550,000	

（一社） Ｋｕｋｕｒｕ 沖縄県 那覇市 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 2,450,000	

団体数	 19
事業件数	 23
助成金額	 803,900,000

	（ 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

団体の法人格の略称　

	（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

　みんなのいのち　事業計画一覧	
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。



子ども・若者の未来

11

	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。
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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） 日本ファミリーホーム協議会 群馬県 前橋市 ファミリーホーム研修アドバンス編の開催 1,960,000	

（福） エイドセンター 埼玉県 和光市 埼玉県和光市における第三の居場所の運営 25,490,000	

（特） インターナショナル・フォスターケア・
アライアンス（申請中） 東京都 渋谷区 社会的養護の当事者ユースリーダーの育成及び

里親子相互支援パイロット事業の実施 4,080,000	

（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の開催 7,720,000	

（公社） 青少年交友協会 東京都 豊島区 プレオリンピック記念かち歩き大会の開催 2,670,000	

（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 4,760,000	

（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 84,600,000	

（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 121,260,000	

（特） 日本医療政策機構 東京都 千代田区 大学生を対象とするリプロダクティブヘルスに
関する教育システムの構築 9,960,000	

（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 5,950,000	

（特） ピルコン 東京都 日野市 性に関する教育者向けハンドブックの作成 3,600,000	

（公財） ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団 東京都 港区 「第三の居場所」の開設運営支援 178,620,000	

（一社） 無憂樹 東京都 新宿区 フォスタリングチェンジ・プログラムの
ファシリテーター養成を通じた里親支援の強化 9,860,000	

（特） Ｌｅａｒｎｉｎｇ	ｆｏｒ	Ａｌｌ 東京都 新宿区
埼玉県戸田市における第三の居場所の運営 16,400,000	

子どもの貧困対策の実施及び持続性の高い
運営体制の構築 49,500,000	

（福） 子育ち・発達の里 山梨県 甲斐市 山梨県におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 4,370,000	

（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 9,520,000	

（福） 法延会 長野県 北佐久郡
軽井沢町

長野県におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 8,280,000	

（学） 花園大学 京都府 京都市 逆境的体験（ACE)に着目した家庭への
支援プログラムの調査研究 8,970,000	

（学） 立命館 京都府 京都市 フォスタリング・ソーシャルワーク専門職講座の開講 22,840,000	

（特） あっとすくーる 大阪府 箕面市 兵庫県尼崎市における第三の居場所（C）の運営 25,790,000	

（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 5,560,000	

（福） 大阪水上隣保館 大阪府 三島郡
島本町

大阪府におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 8,780,000	

（福） 大阪福祉事業財団 大阪府 大阪市 羽曳野市におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 7,800,000	

（公社） 家庭養護促進協会 大阪府 大阪市 大阪における里親制度と養子縁組の
普及啓発および養子縁組家庭支援 3,010,000	

（特） トイボックス 大阪府 大阪市 大阪府箕面市における第三の居場所の運営 24,930,000	

（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 学校教育における即興型英語ディベートの

推進・指導者育成 6,240,000	

（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」 48,990,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　子ども・若者の未来　事業計画一覧［ 1 ］		
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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） み・らいず 大阪府 大阪市 兵庫県尼崎市における第三の居場所（A）の運営 25,160,000	

（一社） Col lect ive	for	Chi ldren 兵庫県 尼崎市 子どもの貧困を解決するサポートパッケージづくり 94,210,000	

（特） ブレーンヒューマニティー 兵庫県 西宮市 兵庫県尼崎市における第三の居場所（B）の運営 24,830,000	

（特） おかえり 奈良県 天理市 里親家庭の実子への支援 680,000	

（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 24,000,000	

（福） みその児童福祉会 岡山県 岡山市 高知県におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 9,780,000	

（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 19,400,000	

広島県尾道市における第三の居場所（B）の運営 22,590,000	

（一社） SKYあーと 香川県 丸亀市 香川県丸亀市における第三の居場所の運営 22,540,000	

（福） 洗心和合会 佐賀県 三養基郡
基山町

佐賀県におけるフォスタリング
（里親養育包括支援）機関の立ち上げ 6,510,000	

（特） 博心館 佐賀県 唐津市 佐賀県唐津市における第三の居場所の運営 44,000,000	

（福） 大村子供の家 長崎県 大村市 長崎県大村市における第三の居場所の運営 28,650,000	

（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 3,980,000	

（一社） 日本プレミアム能力開発協会 宮崎県 宮崎市 宮崎県宮崎市における第三の居場所の運営 24,900,000	

（一社） おきなわ子ども未来ネットワーク 沖縄県 中頭郡
読谷村 妊娠ＳＯＳ相談窓口の運営 5,770,000	

（特） 沖縄青少年自立援助センター
ちゅらゆい 沖縄県 那覇市 沖縄県うるま市における第三の居場所（B）の運営 28,020,000	

（一社） りあん 沖縄県 うるま市 沖縄県うるま市における第三の居場所（A）の運営 21,990,000	

団体数	 43
事業件数	 45
助成金額	 1,118,520,000

	（ 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

団体の法人格の略称　

	（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

　子ども・若者の未来　事業計画一覧［ 2 ］		
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。



豊かな文化

14

	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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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） Arts	and	Creat ive	Mind 東京都 渋谷区 アウトサイダーアートの歩みを検証する展覧会の
開催 3,620,000	

（一社） Art	InterMix 東京都 港区 障害者によるアート作品の調査他 3,200,000	

（公財） 笹川スポーツ財団 東京都 港区

基盤整備 179,130,000	

スポーツ振興機関との連携 79,750,000	

スポーツ振興のための研究調査 154,510,000	

（一財） 全日本剣道道場連盟 東京都 大田区
基盤整備 17,600,000	

剣道の普及振興 43,700,000	

（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 124,130,000	

基盤整備 27,070,000	

（公財） 日本音楽財団 東京都 港区
基盤整備 112,500,000	

楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及 118,300,000	

（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調査研究 11,770,000	

吟と舞の普及振興のための講習会の開催 6,600,000	

吟と舞の普及振興のためのコンクールの開催 16,730,000	

吟と舞の普及振興のための
全国吟剣詩舞道大会の開催 83,920,000	

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

基盤整備 137,310,000	

障害者のアート作品を展示する公募展の開催 55,770,000	

日本財団	DIVERSITY	IN	THE	ARTS企画展
2020（仮称）開催に向けた制作と周知 806,010,000	

（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 379,770,000	

（公財） 日本太鼓財団 東京都 港区

日本太鼓文化の振興 54,100,000	

基盤整備 126,330,000	

海外における日本太鼓文化の振興 15,000,000	

（公財） 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） 298,800,000	

（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」の公演運営 8,810,000	

（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 7,760,000	

（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） 175,010,000	

日中未来共創プロジェクト（公益） 57,000,000	

基盤整備（公益） 52,000,000	

（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・普及 123,090,000	

（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 64,210,000	

（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 19,200,000	

（特） リベルテ 長野県 上田市 障害のある人と地域住民が一緒に取り組む
文化活動促進のための講座開催 1,050,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　豊かな文化　事業計画一覧［ 1 ］	
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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団体数	 21
事業件数	 35
助成金額	 3,369,900,000

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）

（宗） 仁和寺 京都府 京都市 宿坊施設（松林庵）に関する広報イベントの実施 2,560,000	

（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 2,590,000	

（公財） 廿日市市芸術文化振興事業団 広島県 廿日市市 はつかいち	ほほえみ(学校訪問)コンサート 1,000,000	

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　豊かな文化　事業計画一覧［ 2 ］	
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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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
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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 10,850,000	

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	

（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 23,590,000	

（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

108,960,000	
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

基盤整備

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区

基盤整備

134,400,000	
中小造船所へのHSE導入実証

進水式見学会と海事産業ものづくり体験講座の
実施

中小造船所への新しい設計工程管理手法の導入

（公財） 海難審判・船舶事故調査協会 東京都 千代田区
海難審判扶助事業

37,200,000	
基盤整備

（公社） 日本水難救済会 東京都 千代田区

基盤整備

67,670,000	洋上救急支援活動の推進

救助出動報奨

（一財） 運輸振興協会 東京都 千代田区 基盤整備 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 230,000,000	

（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 8,560,000	

（一社） 日本海員掖済会 東京都 中央区 医療機器の整備 38,740,000	

（公財） 海上保安協会 東京都 中央区 基盤整備 29,000,000	

（一社） 日本船舶電装協会 東京都 港区

ＬＥＤ式照明器具の船舶への利用拡大に関する
調査研究

68,000,000	船舶の電気装備に関する技術指導等の実施

基盤整備

（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事業
54,400,000	

安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承

基盤整備
66,790,000	潜在的求職者の募集と活用による

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 26,490,000	

（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	
基盤整備

	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　海の未来　事業計画一覧	［ 1 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　海の未来　事業計画一覧	［ 2 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

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

先進技術開拓プラットフォームの構築

897,750,000	

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

船舶関係諸基準に関する調査研究

船舶関係工業標準化

無人運航ビジネスモデルの調査研究

基盤整備

（一社） 日本舶用工業会 東京都 港区

国内で開催される国際海事展での
プログラム企画・実施

290,900,000	

基盤整備

海生微生物を利用した船底防汚塗料の技術開発

船舶用ポンプ状態診断システムの技術開発

新規需要開拓のための舶用工業セミナー

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

舶用工業の海外海事展への参加・広報

（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	

（一財） 日本ライフセービング協会 東京都 港区
ライフセービング事業の高度化

71,730,000	
子ども達への水辺の安全教育プログラムの推進

（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

747,030,000	

海上安全に関する国際情報収集活動

基盤整備

ミクロネシア３国の海上保安能力強化支援
（小型パトロール艇運用経費）

ミクロネシア３国の海上保安能力強化支援
（パラオ巡視船運用経費）

（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

165,000,000	
基盤整備

（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（海洋）

208,350,000	日中未来共創プロジェクト（海洋）

基盤整備（海洋）

（公財） 笹川平和財団 東京都 港区

海洋関連分野に係る国際協力推進

754,900,000	

海の未来に向けた政策研究

海洋に関する情報発信

新たな海洋プラットフォーム形成

海の未来に向けた創造的研究
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	（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

団体の法人格の略称　

	（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

　海の未来　事業計画一覧	［ 3 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

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）

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区

基盤整備

756,700,000	

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

（一財） 運輸総合研究所 東京都 港区

インド太平洋戦略を踏まえた海上保安機関への
能力向上支援における具体的連携策の研究

589,040,000	
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等に関する調査研究

新興国大都市圏の交通改善に関する知の点づくり

基盤整備

（公財） 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） 298,800,000	

（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） 58,500,000	

（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 41,000,000	

（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

海洋技術の革新促進のための人材育成(中高生)
138,490,000	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 33,640,000	

（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） 23,360,000	

（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

506,100,000	博物館の機能整備

基盤整備

（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 55,130,000	

（一財） 日本水路協会 東京都 大田区

基盤整備

68,810,000	パラオのEEZ・大陸棚管理に係る
技術力向上支援プログラム（第三期）

水路分野の国際的動向に関する調査研究

（特） 共存の森ネットワーク 東京都 世田谷区 「海・川の仕事」をテーマとした
海洋教育の普及と実践 9,740,000	

（一社） みうら学・海洋教育研究所 神奈川県 三浦市 「海洋教育の町　三浦」の実現を目指して 8,400,000	

（一社） そっか 神奈川県 逗子市 逗子市における地域ぐるみの海洋教育モデル作り 3,750,000	

（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 22,960,000	

（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 渚の交番推進事業（山口・下関） 7,980,000	

（一社） ＦＥＥＬ 山口県 下関市 渚の交番準備事業（山口・山口市） 10,240,000	
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団体数	 44
事業件数	 97
助成金額	 6,857,690,000

	（ 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

団体の法人格の略称　

	（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

　海の未来　事業計画一覧	［ 4 ］
※2019年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

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）

今治市海事都市交流委員会 愛媛県 今治市 バリシップ2019における次世代の海事人材の育成 2,000,000

（特） 黒潮実感センター 高知県 幡多郡
大月町

高知県宿毛市及び幡多郡大月町を
フィールドとした里海教育の普及啓発 7,560,000	

（公財） 九州運輸振興センター 福岡県 福岡市
基盤整備

86,320,000	
九州圏における海運振興関連施設整備
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2019年度収支予算書	［ 1 ］ 2019年 4月1日から2020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 33,236 30 ,220 63 ,456 0 63 ,456 40 ,375 36 ,636 77,011 0 77,011 ▲	13 ,555
　基本財産受取利息 33,236 30 ,220 63 ,456 0 63 ,456 40 ,375 36 ,636 77,011 0 77,011 ▲	13 ,555
特定資産運用益 26,682 4 ,273 30 ,955 126 31,081 34 ,134 5 ,066 39,200 248 39,448 ▲	8 ,367
　特定資産受取利息 26,682 4 ,273 30 ,955 126 31,081 34 ,134 5 ,066 39,200 248 39,448 ▲	8 ,367
受取交付金 25,662 ,126 22 ,521,117 48 ,183 ,243 0 48 ,183 ,243 23 ,213 ,014 21,301,338 44 ,514 ,352 0 44 ,514 ,352 3 ,668 ,891
　受取交付金振替額 25,662 ,126 22 ,521,117 48 ,183 ,243 0 48 ,183 ,243 23 ,213 ,014 21,301,338 44 ,514 ,352 0 44 ,514 ,352 3 ,668 ,891
受取寄付金 36,873 3 ,587,541 3 ,624 ,414 0 3 ,624 ,414 16 ,114 2 ,351,476 2 ,367,590 0 2 ,367,590 1,256 ,824
　受取寄付金振替額 36,873 3 ,587,541 3 ,624 ,414 0 3 ,624 ,414 16 ,114 2 ,351,476 2 ,367,590 0 2 ,367,590 1,256 ,824
受取預保納付金支援金 0 894 ,569 894 ,569 0 894 ,569 0 1,036 ,849 1,036 ,849 0 1,036 ,849 ▲	142 ,280
　受取預保納付金支援金振替額 0 894 ,569 894 ,569 0 894 ,569 0 1,036 ,849 1,036 ,849 0 1,036 ,849 ▲	142 ,280
受取補助金等 0 0 0 2 ,126 ,336 2 ,126 ,336 0 0 0 4 ,597,952 4 ,597,952 ▲	2 ,471,616
事業収益 301,150 80 ,850 382 ,000 19,851 401,851 358 ,500 85 ,500 444 ,000 19,942 463 ,942 ▲	62 ,091
　賃貸料収益 126 ,150 80 ,850 207,000 19,851 226 ,851 129,000 85 ,500 214 ,500 19,942 234 ,442 ▲	7,591
　貸付利息 175,000 0 175 ,000 0 175 ,000 229,500 0 229,500 0 229,500 ▲	54 ,500
固定資産受贈益 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0
　固定資産受贈益振替額 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0 0 0 2 ,892 2 ,892 0
雑収益 18 ,072 10 ,005 28 ,077 70 ,007 98 ,084 18 ,284 10 ,005 28 ,289 70 ,007 98 ,296 ▲	212
　受取利息 50 5 55 0 55 50 5 55 0 55 0
　雑収益 18 ,022 10 ,000 28 ,022 7 28 ,029 18 ,234 10 ,000 28 ,234 70 ,007 98 ,241 ▲	70 ,212
　雑収益振替額 0 0 0 70 ,000 70 ,000 0 0 0 0 0 70 ,000
経常収益計 26,078 ,139 27,128 ,575 53 ,206 ,714 2 ,219,212 55 ,425 ,926 23 ,680 ,421 24 ,826 ,870 48 ,507,291 4 ,691,041 53 ,198 ,332 2 ,227,594

(２)経常費用
事業費 25,255 ,543 26 ,429,398 51,684 ,941 2 ,206 ,654 53 ,891,595 22 ,936 ,109 24 ,160 ,351 47,096 ,460 4 ,679,692 51,776 ,152 2 ,115 ,443
　貸付業務費 80,900 0 80 ,900 0 80 ,900 57,700 0 57,700 0 57,700 23 ,200
　支払補助金 17,100 ,000 16 ,300 ,000 33 ,400 ,000 0 33 ,400 ,000 15 ,400 ,000 14 ,700 ,000 30 ,100 ,000 0 30 ,100 ,000 3 ,300 ,000
　協力援助費 3,697,042 3 ,278 ,508 6 ,975 ,550 0 6 ,975 ,550 3 ,772 ,598 3 ,482 ,398 7,254 ,996 0 7,254 ,996 ▲	279,446
　情報公開費 1,203 ,884 229,311 1,433 ,195 0 1,433 ,195 1,338 ,078 254 ,872 1,592 ,950 0 1,592 ,950 ▲	159,755
　調査研究費 704 ,370 624 ,630 1,329,000 59,970 1,388 ,970 764 ,608 705 ,792 1,470 ,400 59,970 1,530 ,370 ▲	141,400
　社会変革推進事業費 381,700 485 ,800 867,500 0 867,500 477,773 687,527 1,165 ,300 0 1,165 ,300 ▲	297,800
　海洋連携推進事業費 775,900 0 775 ,900 0 775 ,900 - - - - - 775 ,900
　寄付文化醸成費 139,689 3 ,678 ,716 3 ,818 ,405 0 3 ,818 ,405 111,898 2 ,439,892 2 ,551,790 0 2 ,551,790 1,266 ,615
　支払預保納付金支援金 0 894 ,569 	894 ,569	 0 894 ,569 0 1,036 ,849 	1,036 ,849	 0 1,036 ,849 ▲	142 ,280
　補助金等事業費 0 0 0 1,860 ,422 1,860 ,422 0 0 0 4 ,291,076 4 ,291,076 ▲	2 ,430 ,654
　ビル運営費 158 ,925 131,075 290 ,000 7,000 297,000 166 ,850 139,650 306 ,500 8 ,000 314 ,500 ▲	17,500
　事業管理費 1,013 ,133 806 ,789 1,819,922 279,262 2 ,099,184 846 ,604 713 ,371 1,559,975 320 ,646 1,880 ,621 218 ,563
　　給与費 635,836 563 ,853 1,199,689 233 ,030 1,432 ,719 601,356 555 ,097 1,156 ,453 259,805 1,416 ,258 16 ,461
　　　職員給 518 ,458 459,764 978 ,222 35 ,100 1,013 ,322 493 ,268 455 ,324 948 ,592 34 ,805 983 ,397 29,925
　　　嘱託給 115,222 102 ,178 217,400 197,930 415 ,330 105 ,973 97,821 203 ,794 225 ,000 428 ,794 ▲	13 ,464
　　　臨時雇賃金 2,156 1,911 4 ,067 0 4 ,067 2 ,115 1,952 4 ,067 0 4 ,067 0
　　福利厚生費 114 ,082 101,168 215 ,250 41,360 256 ,610 105 ,872 97,729 203 ,601 42 ,595 246 ,196 10 ,414
　　退職給付費用 114 ,800 90 ,200 205 ,000 0 205 ,000 14 ,290 13 ,190 27,480 0 27,480 177,520
　　調査費 13,545 12 ,012 25 ,557 0 25 ,557 9,827 9,071 18 ,898 0 18 ,898 6 ,659
　　減価償却費 112 ,570 34 ,856 147,426 2 ,892 150 ,318 93 ,059 33 ,484 126 ,543 2 ,892 129,435 20 ,883
　　雑費 22 ,300 4 ,700 27,000 1,980 28 ,980 22 ,200 4 ,800 27,000 15 ,354 42 ,354 ▲	13 ,374
管理費 822 ,596 706 ,177 1,528 ,773 0 1,528 ,773 744 ,624 672 ,807 1,417,431 0 1,417,431 111,342
　給与費 268 ,421 238 ,035 506 ,456 0 506 ,456 256 ,282 236 ,568 492 ,850 0 492 ,850 13 ,606
　　　役員報酬 103 ,656 91,921 195 ,577 0 195 ,577 101,232 93 ,445 194 ,677 0 194 ,677 900
　　　職員給 123 ,003 109,079 232 ,082 0 232 ,082 116 ,302 107,355 223 ,657 0 223 ,657 8 ,425
　　　嘱託給 39,607 35 ,124 74 ,731 0 74 ,731 36 ,634 33 ,816 70 ,450 0 70 ,450 4 ,281
　　　臨時雇賃金 2,155 1,911 4 ,066 0 4 ,066 2 ,114 1,952 4 ,066 0 4 ,066 0
　福利厚生費 79,192 70 ,227 149,419 0 149,419 62 ,304 57,511 119,815 0 119,815 29,604
　役員退職慰労金 22 ,000 14 ,000 36 ,000 0 36 ,000 23 ,400 21,600 45 ,000 0 45 ,000 ▲	9,000
　退職給付費用 25,200 19,800 45 ,000 0 45 ,000 6 ,510 6 ,010 12 ,520 0 12 ,520 32 ,480
　旅費交通費 30,208 26 ,788 56 ,996 0 56 ,996 27,816 25 ,677 53 ,493 0 53 ,493 3 ,503
　事務諸費 128 ,162 113 ,650 241,812 0 241,812 123 ,944 114 ,410 238 ,354 0 238 ,354 3 ,458
　諸謝金 81,306 72 ,102 153 ,408 0 153 ,408 76 ,516 70 ,630 147,146 0 147,146 6 ,262
　調査費 14,755 13 ,085 27,840 0 27,840 8 ,625 7,961 16 ,586 0 16 ,586 11,254
　減価償却費 23,239 5 ,371 28 ,610 0 28 ,610 20 ,162 4 ,073 24 ,235 0 24 ,235 4 ,375
　雑費 150,113 133 ,119 283 ,232 0 283 ,232 139,065 128 ,367 267,432 0 267,432 15 ,800
経常費用計 26,078 ,139 27,135 ,575 53 ,213 ,714 2 ,206 ,654 55 ,420 ,368 23 ,680 ,733 24 ,833 ,158 48 ,513 ,891 4 ,679,692 53 ,193 ,583 2 ,226 ,785
当期経常増減額 0 ▲	7,000 ▲	7,000 12 ,558 5 ,558 ▲	312 ▲	6 ,288 ▲	6 ,600 11,349 4 ,749 809
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 0 ▲	7,000 ▲	7,000 12 ,558 5 ,558 ▲	312 ▲	6 ,288 ▲	6 ,600 11,349 4 ,749 809
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 1,500 1,500 0 0 0 1,800 1,800 ▲	300
他会計振替額 0 7,000 7,000 ▲	7,000 0 312 6 ,288 6 ,600 ▲	6 ,600 0 0
税引後当期一般正味財産増減額 0 0 0 4 ,058 4 ,058 0 0 0 2 ,949 2 ,949 1,109
当期一般正味財産増減額 0 0 0 4 ,058 4 ,058 0 0 0 2 ,949 2 ,949 1,109
一般正味財産期首残高 319,629 359,040 678 ,669 76 ,651 755 ,320 388 ,707 197,327 586 ,034 38 ,314 624 ,348 130 ,972
一般正味財産期末残高 319,629 359,040 678 ,669 80 ,709 759,378 388 ,707 197,327 586 ,034 41,263 627,297 132 ,081
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金（指） 21,200 ,000 18 ,800 ,000 40 ,000 ,000 0 40 ,000 ,000 18 ,824 ,000 17,376 ,000 36 ,200 ,000 0 36 ,200 ,000 3 ,800 ,000
受取寄付金（指） 0 1,046 ,100 1,046 ,100 0 1,046 ,100 0 1,030 ,000 1,030 ,000 0 1,030 ,000 16 ,100
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 0 541,100 541,100 0 0 0 0 0 541,100
雑収益（指） 0 0 0 70 ,000 70 ,000 0 0 0 0 0 70 ,000
一般正味財産への振替額（指） ▲	25 ,698 ,999 ▲	27,003 ,227 ▲	52 ,702 ,226 2 ,199,228 ▲	50 ,502 ,998 ▲	23 ,229,128 ▲	24 ,689,663 ▲	47,918 ,791 ▲	4 ,089,844 ▲	52 ,008 ,635 1,505 ,637
当期指定正味財産増減額 ▲	4 ,498 ,999 ▲	7,157,127 ▲	11,656 ,126 2 ,810 ,328 ▲	8 ,845 ,798 ▲	4 ,405 ,128 ▲	6 ,283 ,663 ▲	10 ,688 ,791 ▲	4 ,089,844 ▲	14 ,778 ,635 5 ,932 ,837
指定正味財産期首残高 236 ,757,999 33 ,788 ,110 270 ,546 ,109 7,248 ,275 277,794 ,384 238 ,058 ,574 35 ,341,287 273 ,399,861 10 ,693 ,731 284 ,093 ,592 ▲	6 ,299,208
指定正味財産期末残高 232 ,259,000 26 ,630 ,983 258 ,889,983 10 ,058 ,603 268 ,948 ,586 233 ,653 ,446 29,057,624 262 ,711,070 6 ,603 ,887 269,314 ,957 ▲	366 ,371
Ⅲ　正味財産期末残高 232 ,578 ,629 26 ,990 ,023 259,568 ,652 10 ,139,312 269,707,964 234 ,042 ,153 29,254 ,951 263 ,297,104 6 ,645 ,150 269,942 ,254 ▲	234 ,290
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科目 2019年度予算額 2018年度予算額 2018年度比増減 2019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 63,456 77,011 ▲	13 ,555 0 .11%
　基本財産受取利息 63,456 77,011 ▲	13 ,555 0 .11%
特定資産運用益 31,081 39,448 ▲	8 ,367 0 .06%
　特定資産受取利息 31,081 39,448 ▲	8 ,367 0 .06%
受取交付金 48 ,183 ,243 44 ,514 ,352 3 ,668 ,891 86 .93%
　受取交付金振替額 48 ,183 ,243 44 ,514 ,352 3 ,668 ,891 86 .93%
受取寄付金 3,624 ,414 2 ,367,590 1,256 ,824 6 .54%
　受取寄付金振替額 3,624 ,414 2 ,367,590 1,256 ,824 6 .54%
受取預保納付金支援金 894 ,569 1,036 ,849 ▲	142 ,280 1.61%
　受取預保納付金支援金振替額 894 ,569 1,036 ,849 ▲	142 ,280 1.61%
受取補助金等 2,126 ,336 4 ,597,952 ▲	2 ,471,616 3 .84%
事業収益 401,851 463 ,942 ▲	62 ,091 0 .73%
　賃貸料収益 226 ,851 234 ,442 ▲	7,591 0 .41%
　貸付利息 175,000 229,500 ▲	54 ,500 0 .32%
固定資産受贈益 2,892 2 ,892 0 0 .01%
　固定資産受贈益振替額 2,892 2 ,892 0 0 .01%
雑収益 98 ,084 98 ,296 ▲	212 0 .18%
　受取利息 55 55 0 0 .00%
　雑収益 28 ,029 98 ,241 ▲	70 ,212 0 .05%
　雑収益振替額 70,000 0 70 ,000 0 .13%
経常収益計 55,425 ,926 53 ,198 ,332 2 ,227,594 100 .00%

(２)経常費用
事業費 53,891,595 51,776 ,152 2 ,115 ,443 97.24%
　貸付業務費 80,900 57,700 23 ,200 0 .15%
　支払補助金 33,400 ,000 30 ,100 ,000 3 ,300 ,000 60 .27%
　協力援助費 6,975 ,550 7,254 ,996 ▲	279,446 12 .59%
　情報公開費 1,433 ,195 1,592 ,950 ▲	159,755 2 .59%
　調査研究費 1,388 ,970 1,530 ,370 ▲	141,400 2 .51%
　社会変革推進事業費 867,500 1,165 ,300 ▲	297,800 1.57%
　海洋連携推進事業費 775,900 - 775 ,900 1.40%
　寄付文化醸成費 3,818 ,405 2 ,551,790 1,266 ,615 6 .89%
　支払預保納付金支援金 894 ,569 1,036 ,849 ▲	142 ,280 1.61%
　補助金等事業費 1,860 ,422 4 ,291,076 ▲	2 ,430 ,654 3 .36%
　ビル運営費 297,000 314 ,500 ▲	17,500 0 .54%
　事業管理費 2,099,184 1,880 ,621 218 ,563 3 .79%
　　給与費 1,432 ,719 1,416 ,258 16 ,461 2 .59%
　　　職員給 1,013 ,322 983 ,397 29,925 1.83%
　　　嘱託給 415,330 428 ,794 ▲	13 ,464 0 .75%
　　　臨時雇賃金 4,067 4 ,067 0 0 .01%
　　福利厚生費 256 ,610 246 ,196 10 ,414 0 .46%
　　退職給付費用 205,000 27,480 177,520 0 .37%
　　調査費 25,557 18 ,898 6 ,659 0 .05%
　　減価償却費 150,318 129,435 20 ,883 0 .27%
　　雑費 28 ,980 42 ,354 ▲	13 ,374 0 .05%
管理費 1,528 ,773 1,417,431 111,342 2 .76%
　給与費 506 ,456 492 ,850 13 ,606 0 .91%
　　　役員報酬 195,577 194 ,677 900 0 .35%
　　　職員給 232 ,082 223 ,657 8 ,425 0 .42%
　　　嘱託給 74,731 70 ,450 4 ,281 0 .13%
　　　臨時雇賃金 4,066 4 ,066 0 0 .01%
　福利厚生費 149,419 119,815 29,604 0 .27%
　役員退職慰労金 36,000 45 ,000 ▲	9,000 0 .06%
　退職給付費用 45,000 12 ,520 32 ,480 0 .08%
　旅費交通費 56,996 53 ,493 3 ,503 0 .10%
　事務諸費 241,812 238 ,354 3 ,458 0 .44%
　諸謝金 153 ,408 147,146 6 ,262 0 .28%
　調査費 27,840 16 ,586 11,254 0 .05%
　減価償却費 28 ,610 24 ,235 4 ,375 0 .05%
　雑費 283 ,232 267,432 15 ,800 0 .51%
経常費用計 55,420 ,368 53 ,193 ,583 2 ,226 ,785 100 .00%
当期経常増減額 5,558 4 ,749 809
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 5,558 4 ,749 809
法人税、住民税及び事業税支出 1,500 1,800 ▲	300
他会計振替額 0 0 0
税引後当期一般正味財産増減額 4,058 2 ,949 1,109
当期一般正味財産増減額 4,058 2 ,949 1,109
一般正味財産期首残高 755,320 624 ,348 130 ,972
一般正味財産期末残高 759,378 627,297 132 ,081
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金（指） 40,000 ,000 36 ,200 ,000 3 ,800 ,000
受取寄付金（指） 1,046 ,100 1,030 ,000 16 ,100
受取預保納付金支援金（指） 0 0 0
受取補助金等（指） 541,100 0 541,100
雑収益（指） 70,000 0 70 ,000
一般正味財産への振替額（指） ▲	50 ,502 ,998 ▲	52 ,008 ,635 1,505 ,637
当期指定正味財産増減額 ▲	8 ,845 ,798 ▲	14 ,778 ,635 5 ,932 ,837
指定正味財産期首残高 277,794 ,384 284 ,093 ,592 ▲	6 ,299,208
指定正味財産期末残高 268 ,948 ,586 269,314 ,957 ▲	366 ,371
Ⅲ　正味財産期末残高 269,707,964 269,942 ,254 ▲	234 ,290

2019年度収支予算書	［ 2 ］ 2019年 4月1日から2020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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