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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	 79	 73	 2 ,773,630,000

みんなのいのち	 25	 22	 975,820,000

子ども・若者の未来	 61	 59	 1 ,482,090,000

豊かな文化	 33	 22	 2 ,155,830,000

withコロナ時代の社会を変える、支える	 52	 52	 312,600,000

海の未来	 116	 52	 7 ,348,420,000

合計	 366	 280	 15,030,390,000

活動領域	 事業件数	 団体数	 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270団体です。（ 2021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6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）

※

　2021年度事業計画一覧
　［ サマリー］



　あなたのまちづくり

4

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。

東日本大震災以降、「 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

　 □ 	あなたのまちを
　　	もっと知る
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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） 旭川旭親会 北海道 旭川市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 2,620,000

（福） 和晃会 青森県 五所川原市 障害者支援施設（就労継続A型）の車両整備 1,800,000

（大） 筑波技術大学 茨城県 つくば市

教育機関のための音声認識技術を組み込んだ
情報保障システムの開発 1,710,000

聴覚障害者のためのキャリアサポートセンターの
設置 15,830,000

（福） 清幸会 栃木県 那須塩原市 精米事業拡大による障害者福祉就労支援
（就労継続支援B型） 2,550,000

（大） 群馬大学 群馬県 前橋市 聴覚障害に関わる支援人材育成を目的とした
遠隔手話教育システムの構築 39,990,000

（特） わっか 千葉県 八千代市 地域と関わる人材育成プログラムの開発・実施 2,920,000

（一社） 全国権利擁護支援ネットワーク 千葉県 船橋市 成年後見制度利用促進法における中核機関の
役割と実務研修 5,260,000

（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 600,000,000

（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 1,440,000

（一財） 地方債協会 東京都 千代田区

地方債に関する調査研究 3,490,000

研修会・講演会の開催 2,160,000

基盤整備 6,270,000

地方債情報及び資料の収集整備 810,000

（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） 105,000,000

（一財） 非営利組織評価センター 東京都 港区 公益活動を行う団体の評価・認証の実務及び
評価認証情報の公開 49,300,000

（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

（特） 手話教師センター 東京都 大田区 コミュニティ及び学術分野における
ろう通訳者・フィーダー養成 10,210,000

（一財） 地方自治研究機構 東京都 中央区 基盤整備 10,000,000

（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児への相談支援 2,400,000

（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 8,550,000

（一財） 地方自治研究機構 東京都 中央区

全世代型社会保障の構築に向けた
地方行財政運営に関する調査研究 2,000,000

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

（特） ＯＶＡ 東京都 渋谷区 子どもゲートキーパー養成・支援モデル構築事業 10,280,000

（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 11,810,000

（学） 日本社会事業大学 東京都 清瀬市 国際的視野をもった当事者ソーシャルワーカーの
養成 19,920,000

（一財） 社会変革推進財団 東京都 港区 自助・公助・共助の枠組みを超えた
社会的・経済的資源循環のエコシステム形成 490,090,000

（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に対する

予防回復支援等事業 99,710,000

（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 1,900,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　あなたのまちづくり ［事業計画一覧］
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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） ひきこもりＵＸ会議 東京都 品川区 ひきこもり当事者のネクストステップモデルの
実現と、当事者の声を生かした支援者向け研修 8,040,000

（公社） 国際人材革新機構 東京都 台東区 外国人技能実習生に対するオンライン健康支援 5,130,000

（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 6,400,000

（一財） 日本財団電話リレーサービス 東京都 港区 電話リレーサービス事業の推進 672,470,000

（一社） ソーシャル・インベストメント・
パートナーズ 東京都 港区 社会的事業の成長に向けた伴走支援 57,260,000

（一社） リテラシー・ラボ 東京都 世田谷区 避難先における教育活動を教育者に伝える
ハンドブック制作 2,440,000

（一社） ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 東京都 港区 企業連携による聴覚障害者の職能開発と定着支援
プログラムの構築 10,000,000

（特） 自殺対策支援センター
ライフリンク 東京都 千代田区 子ども・若者のいのちを支える（自殺対策）

プロジェクト 54,840,000

（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 9,040,000

（一社） インクルージョンＪＡＰＡＮ 東京都 世田谷区 ダウン症の子どもへの教育プログラムの提供 2,220,000

（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 48,380,000

（特） クライシスマッパーズ・ジャパン 東京都 調布市 災害発生時の空撮支援体制のモデルづくり 7,630,000

（特） ろう・難聴中高生の学習支援の会 東京都 武蔵野市 ろう・難聴学生への学習支援 4,440,000

（一社） マジェルカ 東京都 武蔵野市 作業所の”モノづくり”を通じて障害者と社会を
つなぐ 3,790,000

（一社） 若草プロジェクト 東京都 千代田区 若年女性支援 4,750,000

（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2021 61,980,000

（一社） ＳＮＯＷＢＡＮＫ 東京都 葛飾区 若者による献血・骨髄バンクドナー登録普及
啓発促進プロジェクト 13,080,000

（一社） ｓｕｋａｓｕｋａ－ｉｐｐｏ 神奈川県 横須賀市 発達障害中学生への学習支援 6,000,000

（特） さざなみ会 神奈川県 横浜市 精神医療における権利擁護活動の普及啓発 2,770,000

（特） 竹の里人 神奈川県 横浜市 日本型意思決定支援モデルのパイロット実践 2,310,000

（福） 藤沢育成会 神奈川県 藤沢市 パン製造による障害者福祉就労支援
（就労継続支援B型） 1,120,000

（福） 愛川舜寿会 神奈川県 愛甲郡
愛川町

ランドリー運営を通じ、集う多様な人々への
学習および就労支援（就労継続支援B型ほか） 23,160,000

（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モデルのパイロット実践 9,740,000

（特） チーム能登喰いしん坊 石川県 鳳珠郡
穴水町 地産地消を目的とした地域活性化イベントの開催 13,480,000

（福） つつじ会 福井県 鯖江市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 1,960,000

（特） どんぐり福祉会 長野県 長野市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 1,780,000

（福） てまり 長野県 松本市 重症心身障害者のための共生型療養通所介護
事業所開設に必要な機器等の整備 1,680,000

（公財） 長野県みらい基金 長野県 長野市 次の信州創生プロジェクト 11,150,000

（福） 楽山・杜の会 岐阜県 海津市 障害者支援施設（就労継続B型、就労移行）の
車両整備 2,020,000

（一社） サステイナブル・サポート 岐阜県 岐阜市 ひきこもりや無業化を防ぐ切れ目のない
支援スキーム構築 4,600,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　あなたのまちづくり ［事業計画一覧］
2
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事業件数	 79
団体数	 73
助成金額	 2,773,630,000

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）

（公財） 静岡県結核予防会 静岡県 静岡市 胸部レントゲン小型検診車の整備 5,000,000

（特） 静岡市障害者協会 静岡県 静岡市 災害発生時に備えた避難行動計画づくりのモデル 1,500,000

（特） ノーマＣａｆｅ 愛知県 愛知郡
東郷町 Togo町内会の生活支援ネットワーク構築 1,940,000

（特） 大阪精神医療人権センター 大阪府 大阪市 入院者のための権利擁護全国活性化推進 5,680,000

（特） 手話言語獲得習得支援研究機構 大阪府 大阪市 きこえない小学生等を対象とした
手話言語習得の支援及び研究 54,540,000

（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 30,950,000

（特） はち 兵庫県 尼崎市 高齢化する新興住宅地における
居場所づくり～みんなで創るファミリーパーク～ 2,760,000

（一社） リベルタ学舎 兵庫県 神戸市 若者に社会課題解決の実践機会を提供する
教育プログラム及び支援ファンド構築 8,790,000

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 29,760,000

（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 21,100,000

（福） 優輝福祉会 広島県 三次市 地域交流拠点の整備に向けた調査・企画 2,290,000

（特） きらり 山口県 長門市 地域交流サロン等開設に係る機器整備
（就労継続支援A型） 4,080,000

（特） 訪問理美容ネットワークゆうゆう 高知県 高知市 瀬戸内海訪問理美容研修センターの修理 3,520,000

（特） みんなのプロジェクト 福岡県 福岡市 医療的ケアが必要な重度障害者の「住まい方」
提案のための上映会及びシンポジウムの開催 1,380,000

（特） エスプリローブ 福岡県 福岡市 身体障害者の自立・就労を支援する
ファッションスクールの開校・運営 2,350,000

（福） 筑穂福祉会 福岡県 飯塚市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 3,440,000

（福） みづほ育成会 大分県 豊後高田市 農福連携による障害者福祉就労の機器整備
（就労継続支援B型） 1,030,000

（福） 清流会 大分県 宇佐市 日本型意思決定支援モデルのパイロット実践 2,200,000

（福） ひまわり福祉会 鹿児島県 伊佐市 地域内における福祉人材の育成 1,000,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　あなたのまちづくり ［事業計画一覧］
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　みんなのいのち
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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、そして災害など、

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

　 □ 	被災地・被災者の
　　	サポート
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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） えんがお 栃木県 大田原市 高齢者の孤立を防ぐための
地域密着型ごちゃまぜコミュニティの構築 920,000

（一財） ライフ・プランニング・センター 東京都 港区 基盤整備 28,940,000

（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 11,500,000

（特） ミュージック・シェアリング 東京都 千代田区 特別支援学校の児童・生徒へ向けた楽器指導支援 3,300,000

（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

（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
在宅ケア・在宅看取り活動の推進 4,000,000

（公財） 笹川保健財団 東京都 港区

地域保健の推進 122,200,000

ハンセン病対策 567,260,000

基盤整備 77,700,000

（公財） 日本尊厳死協会 東京都 文京区 終末期医療に関する意思表明支援 2,980,000

（一社） エンドオブライフ・ケア協会 東京都 港区 在宅看取り向上のための体制づくり 5,720,000

（公財） 日本訪問看護財団 東京都 渋谷区 訪問看護師向け在宅看取り教育プログラムの開発 10,870,000

（一社） 日本ユマニチュード学会 東京都 目黒区 高齢者の自律と自由を実現する
介護施設認証制度の基盤構築 12,210,000

（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
調査・発信・交流促進プロジェクト 2,800,000

（特） イシュープラスデザイン 東京都 千代田区 難病児・障害児の就学先決定のための
支援体制づくり 6,280,000

（一社） 栄樹庵 神奈川県 平塚市 DXをとりいれた認知症の人も安心して暮らせる
まちづくり 2,860,000

（特） 農スクール 神奈川県 藤沢市 農福連携による働きづらさに対する就労支援 1,600,000

（公社） 石川県作業療法士会 石川県 金沢市 中高生による高齢者の生活向上プロジェクトを
実現するためのキャリア教育支援 1,980,000

（医） かがやき 岐阜県 羽島郡
岐南町

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 6,510,000

（公社） 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及び
プログラムの企画・運営の強化 3,100,000

（特） 脳脊髄液減少症患者・家族支援
協会 和歌山県 和歌山市 脳脊髄液減少症患者支援体制構築 1,080,000

（特） あわホームホスピス研究会 徳島県 小松島市 地域における在宅ホスピス・緩和ケアの理解促進 1,050,000

（一社） ＩＴ＆診断支援センター・北九州 福岡県 北九州市 1人くらしの高齢者と、その支援者をつなぐ
“穏やかな見守りシステム”の試験事業 7,120,000

（一社） 全国ホームホスピス協会 宮崎県 宮崎市 ホームホスピス理念の普及推進 24,550,000

（公社） 昭和会 鹿児島県 鹿児島市 児童発達支援センター「まある」開設に向けた
備品整備 29,290,000

事業件数	 25
団体数	 22
助成金額	 975,820,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　みんなのいのち ［事業計画一覧］
1



　子ども・若者の未来

10

　 □ 	学びのサポート

　 □ 	里親家庭のサポート

　 □ 	学生ボランティア

　 □ 	子どもの貧困対策

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、次世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）

（福） 麦の子会 北海道 札幌市
妊娠SOS相談窓口及び宿泊施設の整備 40,650,000

妊娠SOS相談窓口の新設 8,360,000

（一社） 青少年自助自立支援機構 埼玉県 さいたま市 社会的養護出身の若者のための
相談ポータルサイト構築 2,160,000

（特） こどもの居場所づくり　ｉｎ　
かわぐち 埼玉県 川口市 生活困窮・一人親子育て世帯へのオムツ宅配見守り 520,000

（特） さいたまユースサポートネット 埼玉県 さいたま市 埼玉県さいたま市における「子ども第三の居場所」
の運営（ 2年目） 28,370,000

（福） エイドセンター 埼玉県 和光市 埼玉県和光市における「子ども第三の居場所」の
運営（最終年度） 27,540,000

（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 4,330,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区 ふるさとの偉人を題材としたマンガ製作と

学校教育等への導入 91,100,000

（特） インターナショナル・
フォスターケア・アライアンス 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

ユースネットワークの拡充 3,200,000

（公財） 全国里親会 東京都 港区 里親への相談対応および相談員の養成 8,570,000

（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 124,140,000

（学） 早稲田大学 東京都 新宿区 社会的養育に関する調査研究および
プログラムの開発 65,830,000

（一社） 日本ファミリーホーム協議会 東京都 港区 ファミリーホーム研修アドバンス編の開催 890,000

（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 9,880,000

（特） 日本子どもソーシャルワーク協会 東京都 世田谷区 東京都における養育支援訪問事業の改善課題に
関する調査研究 2,100,000

（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 7,060,000

（特） ピッコラーレ 東京都 豊島区 若者向け保健室及び若年妊婦の
ワンストップ拠点づくり 15,360,000

（特） 日本医療政策機構 東京都 千代田区

高等教育機関における性と健康の出前授業の実施
及びユースカフェの運営 18,450,000

子どもを対象としたメンタルヘルス教育プログラム
の構築と効果検証 6,360,000

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 養子縁組後の家族を対象とした相談窓口の運営 6,120,000

（特） くにたち農園の会 東京都 国立市 養育困難家庭の親も子どもも支える仕組みづくり 3,740,000

（公社） 青少年交友協会 東京都 豊島区 小金井－国立競技場30kmかち歩き大会の開催 1,800,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区 「子ども第三の居場所」の開設と運営支援 452,600,000

（特） 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ
ネットワーク 東京都 豊島区 困難を抱える子どものための宿泊・相談・

居場所機能をもつ施設の運営 8,990,000

（特） みんなのコード 東京都 渋谷区 公教育におけるプログラミング教育必修化の
定義と発展をとおした地域格差の是正 21,240,000

（特） ３ｋｅｙｓ 東京都 新宿区 虐待や貧困などに悩む10代の問題解決の
実践と、支援手法の全国展開 22,830,000

（一社） サスティナブルフードチェーン
協議会 東京都 千代田区

【食品産業による食育と食品の寄贈】
エシカル消費と子ども支援推進のための
『こどもスマイリング・プロジェクト』

20,750,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　子ども・若者の未来 ［事業計画一覧］
1
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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） 全国こども食堂支援センター・
むすびえ 東京都 渋谷区 こども食堂の「気になる子」の

対応状況についての啓発 3,800,000

（一社） Ｗａｆｆｌｅ 東京都 渋谷区 女子中高生のIT分野進学を促進するIT教育、
エンパワメント活動 9,800,000

（一社） マンガナイト 東京都 文京区 「マンガと学び」普及推進 23,680,000

（一社） アルバ・エデュ 東京都 文京区 オンライン社会科見学による「体験貧困」層の
底上げ 1,300,000

（特） エンパワメントかながわ 神奈川県 横浜市 子どもの権利がわかる大学生の育成及び
子どもの権利の啓発 4,390,000

（特） 自由創造ラボたんぽぽ 神奈川県 藤沢市 不登校の子どもに向けた
オルタナティブスクールの開催 1,500,000

（特） ＤＶ対策センター 神奈川県 横浜市 DV被害者を救うためのシェルター運営 6,770,000

（一財） アイやまなし人材育成協会 山梨県 甲府市 地域の小中学生に向けた
プログラミング教室の開催 1,120,000

（公財） 長野県みらい基金 長野県 長野市 「子ども第三の居場所」への助成・運営支援 34,790,000

（特） ＨＡ－ＨＡ－ＨＡ 三重県 津市 子どもの視覚認知評価の実施および
個別支援の提供 1,280,000

（学） 花園学園 京都府 京都市 親子が健やかに家庭で生活できる
支援プログラムの調査研究 10,470,000

（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 24,610,000

（特） ＣＬＡＣＫ 大阪府 大阪市 経済的に困難を抱える高校生への
プログラミング教育 5,760,000

（特） キーアセット 大阪府 東大阪市 里親支援ソーシャルワークに係る
チーム養育構築研修 15,920,000

（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や里親委託児童及び
施設退所者に対する児童自立生活技術講習会 4,790,000

（公社） 家庭養護促進協会 大阪府 大阪市 里親制度および特別養子縁組の普及啓発 2,680,000

（特） トイボックス 大阪府 大阪市 大阪府箕面市における「子ども第三の居場所」
（B）の運営（ 1年目） 28,250,000

（特） み・らいず２ 大阪府 大阪市 社会課題に取り組む人材を育成する
「ソーシャルバイト」モデル構築 7,560,000

（特） こども・らぼ 鳥取県 鳥取市 鳥取県鳥取市における「子ども第三の居場所」の
運営（最終年度） 19,540,000

（一社） 飛島学園 岡山県 笠岡市 海と共存する離島の暮らしから学ぶ
フリースクール・不登校、ひきこもり、発達障害支援 2,400,000

（福） 広島慈愛会 広島県 呉市 妊娠SOS相談窓口の運営及び
一時宿泊場所の提供 3,710,000

（福） 西中国キリスト教社会事業団 広島県 廿日市市 広島県廿日市市におけ「子ども第三の居場所」の
運営（ 3年目） 21,040,000

（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「子ども第三の居場所」の
運営（最終年度） 22,240,000

（特） ふれあい福祉の会　山びこへるぷ 徳島県 鳴門市 徳島県鳴門市における「子ども第三の居場所」の
運営（ 3年目） 26,980,000

（一社） ＳＫＹあーと 香川県 丸亀市 香川県丸亀市における「子ども第三の居場所」
（A）の運営（最終年度） 24,360,000

（公財） 丸亀市福祉事業団 香川県 丸亀市 香川県丸亀市における「子ども第三の居場所」
（B）の運営（ 1年目） 25,330,000

（特） 子どもＮＰＯセンター福岡 福岡県 福岡市 子どもの権利推進及び子どもアドボケイトの養成 5,930,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　子ども・若者の未来 ［事業計画一覧］
2
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事業件数	 61
団体数	 59
助成金額	 1,482,090,000

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）

（特） 博心館 佐賀県 唐津市 佐賀県唐津市における「子ども第三の居場所」の
運営（最終年度） 25,700,000

（一社） 長崎環境まちづくり社中 長崎県 長崎市 まちづくりをテーマとした積み木ワークショップの
開催 3,830,000

（福） 大村子供の家 長崎県 大村市 長崎県大村市における「子ども第三の居場所」の
運営（最終年度） 24,520,000

（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相談窓口の運営および
一時宿泊場所の提供 11,210,000

（一社） りあん 沖縄県 うるま市 沖縄県うるま市における「子ども第三の居場所」
（A）の運営（最終年度） 22,760,000

（一社） ＨＯＭＥおかえり 沖縄県 うるま市 沖縄県うるま市における「子ども第三の居場所」
（C）の運営（ 2年目） 23,120,000

（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「子ども第三の居場所」

（B）の運営（最終年度） 28,010,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　子ども・若者の未来 ［事業計画一覧］
3



　豊かな文化
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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、

次世代にどう受け渡すか、様々な課題があります。

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
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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）

（公財） 日本科学技術振興財団 東京都 千代田区 「自然現象のメカニズム」を学ぶ巡回型展示物の
制作 6,800,000

（一社） 日本ミャンマー協会 東京都 千代田区 日本・ミャンマー間の官民学相互交流 12,280,000

（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） 172,900,000

日中未来共創プロジェクト（公益） 61,990,000

基盤整備（公益） 54,350,000

（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） 323,000,000

（公財） 笹川スポーツ財団 東京都 港区

基盤整備 179,560,000

スポーツ振興機関との連携 77,400,000

スポーツ振興のための研究調査 131,230,000

（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 48,170,000

（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 163,810,000

基盤整備 26,000,000

（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 106,800,000

基盤整備 125,100,000

（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

海外における日本太鼓文化の振興 15,000,000

基盤整備 107,400,000

（一財） にっぽん文楽プロジェクト 東京都 新宿区 にっぽん文楽プロジェクトのアーカイブ化 15,840,000

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

障害者アート事業の推進と情報発信 123,850,000

障害者のアート作品を展示する公募展の開催 53,290,000

（公財） 日本ゲートボール連合 東京都 新宿区
ゲートボールの活性化のための新たな取り組み 52,000,000

ゲートボールの振興・普及 89,000,000

（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 60,950,000

（一社） センターポール 東京都 中央区 スポーツを活用した障がい者社会進出および、
サポーター普及プログラム 8,880,000

（特） ＦＩＥＬＤ	ＯＦ	ＤＲＥＡＭＳ 東京都 千代田区 スポーツを起点とする探究学習
（STEAM　Sports ）の普及 16,240,000

（一社） 日本スポーツマンシップ協会 東京都 中央区 スポーツからの学びを日常生活につなげる、
保護者向けスポーツマンシップ教育プログラム 1,780,000

（一社） 渋谷未来デザイン 東京都 渋谷区
小中学生を対象としたストリートスポーツ振興、
マナー啓蒙プロジェクト、
Next　Generat ions

29,360,000

（公社） 日本プロスキー教師協会 東京都 中央区 障害者スキー受入れの体制構築 7,920,000

（宗） 阿奈志神社 福井県 小浜市 若狭地方の伝統文化である王の舞の
復活・継承及び青少年の育成 2,000,000

（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 4,200,000

（福） 一羊会 兵庫県 西宮市 障害者アート作家による展覧会 1,160,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　豊かな文化 ［事業計画一覧］
1
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事業件数	 33
団体数	 22
助成金額	 2,155,830,000

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）

（一財） たんぽぽの家 奈良県 奈良市 障害のある人の表現と伝統工芸の発展と
仕事づくり 5,870,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　豊かな文化 ［事業計画一覧］
2



　w i t hコロナ時代の社会を
　変える、支える

17

新型コロナウイルス危機は、飲食店、商業施設や

イベント等の経済活動の自粛、移動の制限や働き方の見直しなど、

私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。

中でも、新型コロナウイルスにより、さらに厳しい

家庭環境に置かれている子どもたちや福祉現場への

継続的な支援が求められています。

支援を必要としている人たちの声を拾い上げ、

支え合いの輪を広げることで、みんなで

「 w i t hコロナ時代 」を乗り越えます。

　□	子どものサポート

　□	障害者・高齢者の
　　サポート	

　□	外国人・女性の
　　サポート

　□	キャリアサポート
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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） みんなのポラリス 北海道 帯広市 オンラインを活用したハイブリッドカフェの開催
（ covid19 ） 970,000

（福） 室蘭言泉学園 北海道 室蘭市 介護リフトの設備整備（ covid19 ） 880,000

（特） 遠軽町手をつなぐ育成会
かたつむりの会 北海道 紋別郡

遠軽町
コロナが早める社会変化に即応した
地域支え合いシステムの構築（ covid19 ） 1,520,000

（福） 弘前豊徳会 青森県 弘前市 岩手県・宮城県から避難入所した要介護高齢者の
帰郷支援（ covid19 ） 2,820,000

（一社） 祐紀会 宮城県 仙台市 重度心身障害児とその家族のための支援機器の
整備（ covid19 ） 1,260,000

（一社） 東北圏地域づくりコンソーシアム 宮城県 仙台市 広域避難者の繋がりの維持・充実に向けた
伴走支援の実施（ covid19 ） 2,050,000

（福） 南陽会 福島県 南会津郡
南会津町 機械浴槽設置（ covid19 ） 4,080,000

（特） アサザ基金 茨城県 牛久市 里山を生かした持続可能な福祉環境社会に向けた
拠点づくり（ covid19 ） 5,920,000

（福） すぎのこ会 栃木県 栃木市 特殊浴槽の整備（ covid19 ） 3,250,000

（公財） 東日本盲導犬協会 栃木県 宇都宮市 コロナ禍でも未来の盲導犬たちへ必要不可欠な
医療を！（ covid19 ） 3,070,000

（特） 地域精神保健福祉機構 千葉県 市川市 精神障害のある人の「不安」に寄り添い
孤立を防ぐネットワーク構築（ covid19 ） 5,320,000

（一社） 脳フェス実行委員会 千葉県 松戸市 脳卒中当事者の社会参加を継続的に促進する
取り組み（ covid19 ） 2,600,000

（特） パラキャン 千葉県 柏市 共生社会へ向けた総合支援プログラムの
開発（ covid19 ） 5,400,000

（公社） 東京都盲人福祉協会 東京都 新宿区 都内在住視覚障害者を対象とした点字での
情報提供に係る機器整備（ covid19 ） 3,870,000

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備（ covid19 ） 96,710,000

（公財） 認知症予防財団 東京都 千代田区 無料の電話相談事業「認知症110番」の
継続・発展（ covid19 ） 10,440,000

（特） 障害平等研修フォーラム 東京都 大田区 障害平等研修（DET）のオンライン化（ covid19 ） 4,780,000

（公財） 梅若会 東京都 中野区 梅若会能楽公演（ covid19 ） 14,320,000

（一社） 家族のためのＡＤＲ推進協会 東京都 千代田区 オンライン調停（ODR）利用促進（ covid19 ） 2,090,000

（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（ covid19 ） 3,360,000

（特） ライフサポート 東京都 北区
コロナ禍で崩壊しつつある地域社会で
高齢者を対象とした地域ハブ拠点の実験的運営と
調査（ covid19 ）

4,310,000

（福） 三幸福祉会 東京都 荒川区 高齢者施設での感染予防を徹底するための
備品購入（ covid19 ） 1,600,000

（特） しあわせなみだ 東京都 大田区 見えづらい暴力を動画を通じて可視化する（ covid19 ） 1,450,000

（特） ワンステップかたつむり国立 東京都 国立市 しょうがい当事者による演劇の公演（ covid19 ） 3,740,000

（公社） 全国精神保健福祉会連合会 東京都 杉並区 精神障害者家族の遠隔支援システム整備（ covid19 ） 5,080,000

（一社） ファストエイド 東京都 文京区 空ペットボトルを用いて生徒と家族が自宅でオンライン
救命講習を受講する仕組みの構築（ covid19 ） 880,000

（特） Ｈａｎｄｓ　Ｏｎ　Ｔｏｋｙｏ 東京都 港区 インクルーシブな社会の実現を目指す
「 LIVESイベント」の開催（ covid19 ） 24,360,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　w i t hコロナ時代の社会を変える、支える　
　［事業計画一覧］

1
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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） ＷＥＬｇｅｅ 東京都 渋谷区 難民の若者たちに対する就労支援（ covid19 ） 5,600,000

（特） ＰＯＳＳＥ 東京都 世田谷区 若者・女性を支えるための生活相談支援事業
（ covid19 ） 3,860,000

（公社） 日本精神保健福祉士協会 東京都 新宿区
Eメール対応による「子どもと家族の相談窓口」
の設置及び子ども家庭支援のための人材養成
（ covid19 ）

2,030,000

（特） マナビノキ 神奈川県 鎌倉市 ICT教育環境の整備による子どもたちの学びの拡充
（ covid19 ） 690,000

（福） 三条福祉会 新潟県 三条市 リモート研修の構築、保育士を目指す学生の
サポート（ covid19 ） 210,000

（特） はっぴぃｍａｍａ応援団 新潟県 新潟市 産前産後の相談支援（ covid19 ） 7,330,000

（特） Ｂａｍｂｏｏ　ｓａｖｅｓ　ｔｈｅ　
ｅａｒｔｈ 富山県 富山市 コロナに対応した里山保全（竹林整備）を通じた

地域活動拠点づくり（ covid19 ） 800,000

（公財） 日下部民芸館 岐阜県 高山市 デジタル技術を用いたガイドツアーの実施（ covid19 ） 4,110,000

（特） Ｇ－ｎｅｔ 岐阜県 岐阜市 コロナ禍の若者の学びと社会との接点作りを
生み出すオンラインキャンパス事業（ covid19 ） 7,000,000

（特） 縁がわ 静岡県 島田市 入浴設備の改修及び、入浴環境の改善（ covid19 ） 2,720,000

（福） 名古屋厚生会 愛知県 名古屋市 コロナ危機対応のためのクリーニング業に係る
機器整備（生活保護授産施設）（ covid19 ） 6,160,000

（特） フードバンク愛知 愛知県 北名古屋市 フードバンク活動の強化および拠点整備（ covid19 ） 6,930,000

（特） コリアンネットあいち 愛知県 名古屋市 在日コリアンや外国人向けのシニアサインの普及
（ covid19 ） 2,400,000

（公社） 大阪府鍼灸師会 大阪府 北区 スポーツイベントにおける鍼灸ボランティア活動の
普及と人材育成（ covid19 ） 1,570,000

（一社） にぎわい夢創りプロジェクト 大阪府 泉佐野市 障がいの有無を問わず誰もが参加できる音楽祭の
開催（ covid19 ） 4,130,000

（特） ＣＰＡＯ 大阪府 大阪市 困窮世帯に対する配食を通じた相談および
就労支援（ covid19 ） 18,060,000

（特） 発達障がい児親の会ＣＨＥＲＲＹ 鳥取県 米子市 発達障がい児とその保護者の活動支援（ covid19 ） 1,670,000

（特） フードバンク山口 山口県 山口市 コロナ禍の生活困窮者を支える
フードバンクシステムの強化（ covid19 ） 3,000,000

（特） 九州大学こころとそだちの相談室 福岡県 福岡市 対人援助職のストレスマネジメント支援（ covid19 ） 600,000

（特） にこり 福岡県 遠賀郡
岡垣町 専門職による産前産後の支援（ covid19 ） 1,790,000

（特） フリースクール　クレイン・ハー
バー 長崎県 長崎市 不登校の孤立化防止ステップアップ（ covid19 ） 1,190,000

（福） 合志市社会福祉協議会 熊本県 合志市 熱中症予防に製氷機～気温30度超えの夏を
冷たくして快適にすごす～（ covid19 ） 770,000

（特） Ｔｏｐｐａ 熊本県 菊池市 ひとり親家庭の保護者・子どもの進学支援
（ covid19 ） 3,370,000

（特） おおいた成年後見権利擁護
支援センター 大分県 臼杵市 権利擁護支援及び成年後見制度の普及啓発

（ covid19 ） 7,960,000

（特） レキオウィングス 沖縄県 浦添市 沖縄における次世代の国際人材育成（ covid19 ） 2,520,000

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

2

事業件数	 52
団体数	 52
助成金額	 312,600,000

　w i t hコロナ時代の社会を変える、支える　
　［事業計画一覧］



　海の未来

20

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	、気候変動や自然災害、海難事故、

海洋生物資源の減少など、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。

　 □ 	海と船の研究

　□	海をささえる人づくり

　□	海の安全・環境をまもる

　□	海と身近にふれあう

　□	海洋教育の推進
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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）

ストランディングネットワーク
北海道 北海道 函館市 北海道に漂着した鯨類の調査及びアウトリーチ

活動 1,560,000	

（一社） 日本ドローン活用推進機構 青森県 青森市 無人航空機（ドローン）を活用した密漁防止及び
水産資源保護実証実験事業 65,960,000	

（特） 三陸ボランティアダイバーズ 岩手県 花巻市 三陸さとうみ学校の開催 3,510,000	

（特） とめタウンネット 宮城県 登米市 東日本大震災を知らない子どもたちに
海の暮らしを伝える 2,000,000	

（公社） ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ 宮城県 石巻市 渚の交番準備事業（宮城県・石巻） 12,340,000	

（一社） サスティナビリティセンター 宮城県 本吉郡
南三陸町 里海サスティナビリティ学の確立と普及 930,000	

（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 7,160,000	

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（第五期） 49,120,000	

基盤整備 13,350,000	

（一社） 日本造船協力事業者団体連合会 東京都 港区

安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承 14,300,000	

基盤整備 59,590,000	

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 7,990,000	

労働災害バーチャルリアリティー体験教育 32,060,000	

（公財） 東京財団政策研究所 東京都 港区 政策研究所に係る環境構築（海洋） 45,000,000	

（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（海洋） 115,340,000	

基盤整備（海洋） 36,300,000	

日中未来共創プロジェクト（海洋） 62,000,000	

（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（海洋） 323,000,000	

日本船舶輸出組合 東京都 港区 国際海事展への参加 24,940,000	

（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 40,000,000	

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区

海洋センター・クラブにおける施設整備 736,750,000	

海洋センター・クラブの活性化事業の推進 26,140,000	

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 26,240,000	

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 2,000,000	

基盤整備 24,000,000	

海洋性レクリエーション指導員の養成と活用 36,180,000	

B＆G全国サミット・全国教育長会議等の開催 12,980,000	

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　海の未来 ［事業計画一覧］
1
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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） 日本舶用工業会 東京都 港区

AIを活用した船舶の衝突リスク分析ソフトウェアの
技術開発 20,320,000	

舶用メインエンジン用サブマージド型
LNG燃料供給ポンプ設備の技術開発 10,300,000	

小型内航タンカーの荷役における省力化と
安全性向上のための集中荷役遠隔システムの
技術開発

31,180,000	

IoT無線振動・温度センサ及び
機器状態監視診断システムの技術開発 28,360,000	

配電システムのIoT化による状態監視及び
予防保全アプリケーションの技術開発 12,490,000	

貨物温度の状態監視に関する技術開発 12,920,000	

効率運航操船支援システムの技術開発 12,100,000	

微弱電流を用いた舶用プロペラ生物付着防止装置
の技術開発 12,730,000	

国内で開催される国際海事展での
プログラム企画・実施 56,100,000	

舶用工業の海外海事展への参加・広報 121,200,000	

新規需要開拓のための舶用工業セミナー 9,770,000	

基盤整備 50,000,000	

（一財） 運輸総合研究所 東京都 港区

自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた海上
保安機関への能力向上支援に関する連携策の研究 38,500,000	

ASEANでの質の高い
コールドチェーンネットワークの構築 20,000,000	

新型コロナウイルスの影響による行動・移動の変容
を見据えた公共交通に係る研究 40,000,000	

ASEAN・インド地域の運輸・観光分野における
安全・安心の向上のための調査研究 29,880,000	

基盤整備 501,360,000	

海事及び航空業界におけるCO2削減取組に
関する調査と周知啓発 20,000,000	

（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助機関と
民間(シーバード)団体への普及と指導 31,780,000	

（公財） 笹川平和財団 東京都 港区

北極に関する科学技術政策の研究 37,150,000	

持続可能な海洋環境の構築 119,230,000	

ブルーエコノミーの実践的研究 119,270,000	

海洋ガバナンスの新たな展開 69,710,000	

海洋デジタル社会の構築 55,240,000	

海洋に関する情報発信 85,000,000	

海洋関連分野に係る国際協力推進 288,700,000	

海洋政策対話とネットワーク強化 49,260,000	

（公財） 東京エムオウユウ事務局 東京都 港区
基盤整備 27,860,000	

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 7,400,000	

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　海の未来 ［事業計画一覧］
2
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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 9,640,000	

基盤整備 57,420,000	

絶縁抵抗測定マニュアルの作成に関する調査研究 4,020,000	

（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 139,200,000	

基盤整備 30,000,000	

（公社） 日本海難防止協会 東京都 港区

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） 198,630,000	

基盤整備 106,080,000	

海上安全に関する国際情報収集活動 195,600,000	

海事の国際的動向に関する調査研究 8,400,000	

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） 341,980,000	

（公財） 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 57,310,000	

子ども達への水辺の安全教育プログラムの推進 24,040,000	

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区

基盤整備 183,550,000	

造船関連海外情報収集及び海外業務協力 459,500,000	

塗装工程の自動化・デジタル化研究開発 49,840,000	

超高精度船体構造デジタルツインの
研究開発（フェーズ2） 99,570,000	

船舶関係産業標準化 36,000,000	

船舶関係諸基準に関する調査研究 195,000,000	

技術開拓未来塾による人材開発環境の構築 15,920,000	

（一財） 運輸振興協会 東京都 千代田区 基盤整備 39,700,000	

（公社） 日本水難救済会 東京都 千代田区
救助出動報奨 10,800,000	

基盤整備 51,300,000	

（一社） 日本船舶品質管理協会 東京都 千代田区

認定事業場の品質管理向上のための人材養成 8,480,000	

基盤整備 42,770,000	

鋳造品等検査技術の開発 16,720,000	

船用品等に関する法令研究及び情報提供 2,880,000	

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区

AI活用による短納期船の設計期間短縮手法の開発 17,920,000	

進水式見学会と海事産業ものづくり体験講座の
実施 30,290,000	

アルミ等溶接技術者育成事業 4,840,000	

基盤整備 62,320,000	

溶接ヒューム（塩基性酸化マンガン）に対する
新規規制への対応 15,980,000	

（公財） 海難審判・船舶事故調査協会 東京都 千代田区
基盤整備 32,400,000	

海難審判扶助 4,800,000	

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　海の未来 ［事業計画一覧］
3
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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）

（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 260,000,000	

（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 23,910,000	

（公社） 日本海員掖済会 東京都 中央区 医療機器等の整備 32,210,000	

（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 8,780,000	

（公財） 海上保安協会 東京都 中央区
海上保安資料館横浜館オンラインミュージアム 12,800,000	

基盤整備 29,000,000	

（一社） 日本スローフード協会 東京都 中央区 継承の危機にある「海の食文化」を楽しみながら
学べる絵本の製作及び周知啓発 14,550,000	

（特） 荒川クリーンエイド・フォーラム 東京都 江戸川区 ホームレスによる河川へのごみ投棄0(ゼロ)
プロジェクト(河川ごみ問題解決に向けた根源療法) 1,940,000	

（公財） 日本海事科学振興財団 東京都 品川区

博物館の機能整備 27,460,000	

海の学びミュージアムサポート 122,960,000	

基盤整備 213,280,000	

（一社） ３７１０Ｌａｂ 東京都 世田谷区 海のためのデザインプラットフォーム構築 60,080,000	

（特） 共存の森ネットワーク 東京都 世田谷区 高校生による森・川・海の地域活動を支援する
ネットワーク構築 9,200,000	

（特） 海さくら 東京都 目黒区 ゴミ拾い・環境イベントポータルサイト
「BLUE	SHIP 」 55,080,000	

（特） ＳｏＥＬａ 神奈川県 川崎市 カードゲームを用いた子供向け環境教育 1,510,000	

（一社） 水難学会 新潟県 長岡市 子どもの水難事故調査研究 1,600,000	

（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プラットフォームの
構築と指導者の育成 23,120,000	

（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及び資機材配備事業） 55,790,000	

（一社） 南知多ユニバーサルビーチ
プロジェクト 愛知県 知多郡

南知多町 ユニバーサルビーチ促進活動の実施 6,930,000	

（一社） みんなでびぜん 岡山県 備前市
日生町 渚の交番準備事業（岡山・備前） 11,880,000	

（特） ＰＬＵＳ 広島県 尾道市 渚の交番準備事業（広島・尾道） 12,590,000	

今治市海事都市交流委員会 愛媛県 今治市 バリシップ2021における次世代の海事人材育成 2,000,000	

（特） 黒潮実感センター 高知県 幡多郡
大月町 高知県における里海教育の普及啓発 8,440,000	

（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 67,640,000	

基盤整備 20,700,000	

（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	

（特） ヨロンＳＣ 鹿児島県 大島郡
与論町 渚の交番準備事業（鹿児島・与論） 11,900,000	

※2021年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。

	（一財）	：	一般財団法人
	（公財）	：	公益財団法人
	（一社）	：	一般社団法人
	（公社）	：	公益社団法人
	（福）	 ：	社会福祉法人

団体の法人格の略称　

	（特）	：	特定非営利活動法人
	（宗）	：	宗教法人
	（学）	：	学校法人
	（大）	：	国立大学法人
	（医）	：	医療法人

　海の未来 ［事業計画一覧］
4

事業件数	 116
団体数	 52
助成金額	 7,348,420,000	
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　2021年度収支予算書	［ 1 ］ 2021年 4月1日から2022年 3月31日まで (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 25,798 22,331 48,129 0 48,129 30,353 24,684 55,037 0 55,037 ▲	6,908
　基本財産受取利息 25,798 22,331 48,129 0 48,129 30,353 24,684 55,037 0 55,037 ▲	6,908
特定資産運用益 16,166 644 16,810 0 16,810 34,949 2,856 37,805 0 37,805 ▲	20,995
　特定資産受取利息 16,166 644 16,810 0 16,810 34,949 2,856 37,805 0 37,805 ▲	20,995
事業収益 238,400 81,500 319,900 20,634 340,534 267,580 82,320 349,900 20,800 370,700 ▲	30,166
　賃貸料収益 123,100 81,500 204,600 20,634 225,234 129,980 82,320 212,300 20,800 233,100 ▲	7,866
　貸付利息 115,300 0 115,300 0 115,300 137,600 0 137,600 0 137,600 ▲	22,300
受取交付金 50,855,163 30,101,834 80,956,997 0 80,956,997 31,376,040 28,289,356 59,665,396 0 59,665,396 21,291,601
　取交付金振替額 50,855,163 30,101,834 80,956,997 0 80,956,997 31,376,040 28,289,356 59,665,396 0 59,665,396 21,291,601
受取寄付金 5,381 6,033,298 6,038,679 0 6,038,679 30,893 4,210,548 4,241,441 0 4,241,441 1,797,238
　受取寄付金振替額 5,381 6,033,298 6,038,679 0 6,038,679 30,893 4,210,548 4,241,441 0 4,241,441 1,797,238
受取預保納付金支援金 0 729,270 729,270 0 729,270 0 783,968 783,968 0 783,968 ▲	54,698
　受取預保納付金支援金振替額 0 729,270 729,270 0 729,270 0 783,968 783,968 0 783,968 ▲	54,698
受取補助金等 0 0 0 633,510 633,510 0 0 0 793,508 793,508 ▲	159,998
固定資産受贈益 0 0 0 2,892 2,892 0 0 0 2,942 2,942 ▲	50
　固定資産受贈益振替額 0 0 0 2,892 2,892 0 0 0 2,942 2,942 ▲	50
雑収益 20,801 10,005 30,806 70,007 100,813 20,398 10,005 30,403 70,007 100,410 403
　受取利息 50 5 55 0 55 50 5 55 0 55 0
　雑収益 20,751 10,000 30,751 7 30,758 20,348 10,000 30,348 7 30,355 403
　雑収益振替額 0 0 0 70,000 70,000 0 0 0 70,000 70,000 0
経常収益計 51,161,709 36,978,882 88,140,591 727,043 88,867,634 31,760,213 33,403,737 65,163,950 887,257 66,051,207 22,816,427

(２)経常費用
事業費 50,313,523 36,207,641 86,521,164 713,702 87,234,866 30,867,782 32,634,023 63,501,805 873,750 64,375,555 22,859,311
　貸付業務費 352,000 0 352,000 0 352,000 81,200 0 81,200 0 81,200 270,800
　支払補助金 23,800,000 22,600,000 46,400,000 0 46,400,000 21,200,000 20,200,000 41,400,000 0 41,400,000 5,000,000
　協力援助費 21,521,238 4,173,451 25,694,689 0 25,694,689 5,320,090 4,717,815 10,037,905 0 10,037,905 15,656,784
　情報公開費 1,333,733 333,433 1,667,166 0 1,667,166 1,148,186 252,041 1,400,227 0 1,400,227 266,939
　調査研究費 636,190 587,251 1,223,441 59,970 1,283,411 742,703 658,622 1,401,325 59,970 1,461,295 ▲	177,884
　社会変革推進事業費 258,751 603,752 862,503 0 862,503 307,825 791,550 1,099,375 0 1,099,375 ▲	236,872
　海洋連携推進事業費 1,068,951 0 1,068,951 0 1,068,951 795,860 0 795,860 0 795,860 273,091
　寄付文化醸成費 109,370 6,129,286 6,238,656 0 6,238,656 133,286 4,301,348 4,434,634 0 4,434,634 1,804,022
　支払預保納付金支援金 0 729,270 	729,270	 0 729,270 0 783,968 	783,968	 0 783,968 ▲	54,698
　補助金等事業費 0 0 0 227,062 227,062 0 0 0 338,221 338,221 ▲	111,159
　ビル運営費 158,925 131,075 290,000 7,000 297,000 158,925 131,075 290,000 7,000 297,000 0
　事業管理費 1,074,365 920,123 1,994,488 419,670 2,414,158 979,707 797,604 1,777,311 468,559 2,245,870 168,288
　　給与費 697,654 643,988 1,341,642 21,800 1,363,442 669,541 593,743 1,263,284 21,800 1,285,084 78,358
　　　　職員給 533,857 492,791 1,026,648 17,000 1,043,648 541,692 480,368 1,022,060 17,000 1,039,060 4,588
　　　　嘱託給 161,682 149,245 310,927 4,800 315,727 125,693 111,464 237,157 4,800 241,957 73,770
　　　　臨時雇賃金 2,115 1,952 4,067 0 4,067 2,156 1,911 4,067 0 4,067 0
　　福利厚生費 124,808 115,206 240,014 3,060 243,074 118,698 105,259 223,957 3,060 227,017 16,057
　　退職給付費用 42,000 49,000 91,000 0 91,000 49,700 42,600 92,300 0 92,300 ▲	1,300
　　調査費 12,791 11,805 24,596 0 24,596 14,186 12,580 26,766 0 26,766 ▲	2,170
　　減価償却費 172,912 95,324 268,236 2,892 271,128 105,282 38,722 144,004 2,942 146,946 124,182
　　雑費 24,200 4,800 29,000 391,918 420,918 22,300 4,700 27,000 440,757 467,757 ▲	46,839
管理費 848,186 776,741 1,624,927 0 1,624,927 892,431 777,014 1,669,445 0 1,669,445 ▲	44,518
　　給与費 259,506 239,546 499,052 0 499,052 277,302 245,908 523,210 0 523,210 ▲	24,158
　　　　役員報酬 101,629 93,811 195,440 0 195,440 103,572 91,846 195,418 0 195,418 22
　　　　職員給 124,967 115,355 240,322 0 240,322 125,869 111,619 237,488 0 237,488 2,834
　　　　嘱託給 30,796 28,428 59,224 0 59,224 45,706 40,532 86,238 0 86,238 ▲	27,014
　　　　臨時雇賃金 2,114 1,952 4,066 0 4,066 2,155 1,911 4,066 0 4,066 0
　　福利厚生費 79,539 73,420 152,959 0 152,959 84,212 74,679 158,891 0 158,891 ▲	5,932
　　役員退職慰労金 14,000 19,000 33,000 0 33,000 16,000 14,000 30,000 0 30,000 3,000
　　退職給付費用 18,000 21,000 39,000 0 39,000 20,300 17,400 37,700 0 37,700 1,300
　　旅費交通費 39,383 36,354 75,737 0 75,737 43,103 38,224 81,327 0 81,327 ▲	5,590
　　事務諸費 139,871 129,113 268,984 0 268,984 140,194 124,322 264,516 0 264,516 4,468
　　諸謝金 89,115 82,261 171,376 0 171,376 93,903 83,273 177,176 0 177,176 ▲	5,800
　　調査費 16,427 15,163 31,590 0 31,590 15,815 14,025 29,840 0 29,840 1,750
　　減価償却費 31,265 12,194 43,459 0 43,459 22,113 6,014 28,127 0 28,127 15,332
　　雑費 161,080 148,690 309,770 0 309,770 179,489 159,169 338,658 0 338,658 ▲	28,888
経常費用計 51,161,709 36,984,382 88,146,091 713,702 88,859,793 31,760,213 33,411,037 65,171,250 873,750 66,045,000 22,814,793
当期経常増減額 0 ▲	5,500 ▲	5,500 13,341 7,841 0 ▲	7,300 ▲	7,300 13,507 6,207 1,634
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 ▲	5,500 ▲	5,500 13,341 7,841 0 ▲	7,300 ▲	7,300 13,507 6,207 1,634
他会計振替額 0 5,500 5,500 ▲	5,500 0 0 7,300 7,300 ▲	7,300 0 0
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
税引後当期一般正味財産増減額 0 0 0 6,341 6,341 0 0 0 4,407 4,407 1,934
当期一般正味財産増減額 0 0 0 6,341 6,341 0 0 0 4,407 4,407 1,934
一般正味財産期首残高 390,231 248,866 639,097 18,562 657,659 577,970 337,435 915,405 12,577 927,982 ▲	270,323
一般正味財産期末残高 390,231 248,866 639,097 24,903 664,000 577,970 337,435 915,405 16,984 932,389 ▲	268,389
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金（指） 31,408,000 28,992,000 60,400,000 0 60,400,000 26,182,000 23,218,000 49,400,000 0 49,400,000 11,000,000
受取寄付金（指） 0 1,405,500 1,405,500 0 1,405,500 0 1,001,200 1,001,200 0 1,001,200 404,300
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 50,000 50,000 0 0 0 45,000 45,000 5,000
雑収益（指） 0 0 0 70,000 70,000 0 0 0 70,000 70,000 0
一般正味財産への振替額（指） ▲	50,860,544 ▲	36,864,402 ▲	87,724,946 ▲	706,402 ▲	88,431,348 ▲	31,406,933 ▲	33,283,872 ▲	64,690,805 ▲	866,450 ▲	65,557,255 ▲	22,874,093
当期指定正味財産増減額 ▲	19,452,544 ▲	6,466,902 ▲	25,919,446 ▲	586,402 ▲	26,505,848 ▲	5,224,933 ▲	9,064,672 ▲	14,289,605 ▲	751,450 ▲	15,041,055 ▲	11,464,793
指定正味財産期首残高 236,488,903 38,198,900 274,687,803 2,521,510 277,209,313 236,813,904 35,913,549 272,727,453 2,936,476 275,663,929 1,545,384
指定正味財産期末残高 217,036,359 31,731,998 248,768,357 1,935,108 250,703,465 231,588,971 26,848,877 258,437,848 2,185,026 260,622,874 ▲	9,919,409
Ⅲ　正味財産期末残高 217,426,590 31,980,864 249,407,454 1,960,011 251,367,465 232,166,941 27,186,312 259,353,253 2,202,010 261,555,263 ▲	10,187,798
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科目 2021年度予算額 2020年度予算額 2020年度比増減 2021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 48,129 55,037 ▲	6,908 0.05%
　基本財産受取利息 48,129 55,037 ▲	6,908 0.05%
特定資産運用益 16,810 37,805 ▲	20,995 0.02%
　特定資産受取利息 16,810 37,805 ▲	20,995 0.02%
事業収益 340,534 370,700 ▲	30,166 0.38%
　賃貸料収益 225,234 233,100 ▲	7,866 0.25%
　貸付利息 115,300 137,600 ▲	22,300 0.13%
受取交付金 80,956,997 59,665,396 21,291,601 91.10%
　受取交付金振替額 80,956,997 59,665,396 21,291,601 91.10%
受取寄付金 6,038,679 4,241,441 1,797,238 6.80%
　受取寄付金振替額 6,038,679 4,241,441 1,797,238 6.80%
受取預保納付金支援金 729,270 783,968 ▲	54,698 0.82%
　受取預保納付金支援金振替額 729,270 783,968 ▲	54,698 0.82%
受取補助金等 633,510 793,508 ▲	159,998 0.71%
固定資産受贈益 2,892 2,942 ▲	50 0.00%
　固定資産受贈益振替額 2,892 2,942 ▲	50 0.00%
雑収益 100,813 100,410 403 0.11%
　受取利息 55 55 0 0.00%
　雑収益 30,758 30,355 403 0.03%
　雑収益振替額 70,000 70,000 0 0.08%
経常収益計 88,867,634 66,051,207 22,816,427 100.00%

(２)経常費用
事業費 87,234,866 64,375,555 22,859,311 98.17%
　貸付業務費 352,000 81,200 270,800 0.40%
　支払補助金 46,400,000 41,400,000 5,000,000 52.22%
　協力援助費 25,694,689 10,037,905 15,656,784 28.92%
　情報公開費 1,667,166 1,400,227 266,939 1.88%
　調査研究費 1,283,411 1,461,295 ▲	177,884 1.44%
　社会変革推進事業費 862,503 1,099,375 ▲	236,872 0.97%
　海洋連携推進事業費 1,068,951 795,860 273,091 1.20%
　寄付文化醸成費 6,238,656 4,434,634 1,804,022 7.02%
　支払預保納付金支援金 729,270 783,968 ▲	54,698 0.82%
　補助金等事業費 227,062 338,221 ▲	111,159 0.26%
　ビル運営費 297,000 297,000 0 0.33%
　事業管理費 2,414,158 2,245,870 168,288 2.72%
　　給与費 1,363,442 1,285,084 78,358 1.53%
　　　　職員給 1,043,648 1,039,060 4,588 1.17%
　　　　嘱託給 315,727 241,957 73,770 0.36%
　　　　臨時雇賃金 4,067 4,067 0 0.00%
　　福利厚生費 243,074 227,017 16,057 0.27%
　　退職給付費用 91,000 92,300 ▲	1,300 0.10%
　　調査費 24,596 26,766 ▲	2,170 0.03%
　　減価償却費 271,128 146,946 124,182 0.31%
　　雑費 420,918 467,757 ▲	46,839 0.47%
管理費 1,624,927 1,669,445 ▲	44,518 1.83%
　　給与費 499,052 523,210 ▲	24,158 0.56%
　　　　役員報酬 195,440 195,418 22 0.22%
　　　　職員給 240,322 237,488 2,834 0.27%
　　　　嘱託給 59,224 86,238 ▲	27,014 0.07%
　　　　臨時雇賃金 4,066 4,066 0 0.00%
　　福利厚生費 152,959 158,891 ▲	5,932 0.17%
　　役員退職慰労金 33,000 30,000 3,000 0.04%
　　退職給付費用 39,000 37,700 1,300 0.04%
　　旅費交通費 75,737 81,327 ▲	5,590
　　事務諸費 268,984 264,516 4,468
　　諸謝金 171,376 177,176 ▲	5,800
　　調査費 31,590 29,840 1,750
　　減価償却費 43,459 28,127 15,332
　　雑費 309,770 338,658 ▲	28,888
経常費用計 88,859,793 66,045,000 22,814,793
当期経常増減額 7,841 6,207 1,634
２．経常外増減の部 0
(1)経常外収益 0
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用 0
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 7,841 6,207 1,634
他会計振替額 0 0 0
法人税、住民税及び事業税支出 1,500 1,800 ▲	300
税引後当期一般正味財産増減額 6,341 4,407 1,934
当期一般正味財産増減額 6,341 4,407 1,934
一般正味財産期首残高 657,659 927,982 ▲	270,323
一般正味財産期末残高 664,000 932,389 ▲	268,389
Ⅱ　指定正味財産増減の部 0
受取交付金（指） 60,400,000 49,400,000 11,000,000
受取寄付金（指） 1,405,500 1,001,200 404,300
受取預保納付金支援金（指） 0 0 0
受取補助金等（指） 50,000 45,000 5,000
雑収益（指） 70,000 70,000 0
一般正味財産への振替額（指） ▲	88,431,348 ▲	65,557,255 ▲	22,874,093
当期指定正味財産増減額 ▲	26,505,848 ▲	15,041,055 ▲	11,464,793
指定正味財産期首残高 277,209,313 275,663,929 1,545,384
指定正味財産期末残高 250,703,465 260,622,874 ▲	9,919,409
Ⅲ　正味財産期末残高 251,367,465 261,555,263 ▲	10,187,798

(単位:千円）　2021年度収支予算書	［ 2 ］ 2021年 4月1日から2022年 3月31日まで
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