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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。



2

2022年度事業計画一覧［サマリー］…………………… 3

2022年度事業計画一覧………………………………4-28

あなたのまちづくり… ………………………4

みんなのいのち………………………………9

子ども・若者の未来……………………… 11

豊かな文化… …………………………… 20

コロナ時代の社会を変える……………… 22

海の未来… ……………………………… 24

2022年度収支予算書………………………………………29

　CONTENTS



3

あなたのまちづくり… 93… 85… 2 ,199,410,000

みんなのいのち… 21… 18… 4 ,200,080,000

子ども・若者の未来… 185… 169… 4 ,916,980,000

豊かな文化… 31… 19… 2 ,670,020,000

コロナ時代の社会を変える… 17… 17… 77,390,000

海の未来… 267 190 11,325,590,000

合計	 614 498	 25,389,470,000

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352団体です。（ 2022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）

※

　2022年度事業計画一覧［ サマリー］



あなたのまちづくり
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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。

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



5

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（特） 北海道バイリンガルろう教育を
推進する会 北海道 札幌市 バイリンガルろう教育の研究事業 …1,180,000…

（特） 地域障害者活動支援センター
創生もえぎ 北海道 札幌市 社会的孤立を防ぐ地域コミュニティスペースの構築 …2,940,000…

（一社） Ａｇｒｉｃｏｌａ 北海道 石狩郡
当別町

クレーン付トラック導入による賃金向上と
雇用拡大（就労継続支援A型） …7,560,000…

（特） みやぎセルプ協働受注センター 宮城県 仙台市 共同受注窓口を通じた工賃向上モデルの構築 …18,480,000…

（特） Ｓｗｉｔｃｈ 宮城県 仙台市 子ども・若者の生きる力を支える
メンタルヘルスリテラシー普及 …3,330,000…

（特） せんだい・みやぎＮＰＯセンター 宮城県 仙台市 社会課題を多セクターで解決する仕組みづくり …3,840,000…

（福） 郡山コスモス会 福島県 郡山市 障害者支援施設（就労継続B型、就労移行）の
車両整備 …1,530,000…

（一社） 日本意思決定支援ネットワーク 茨城県 つくば市 自治体との連携による障害者・認知症高齢者等の
意思決定支援モデル …35,570,000…

（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 …17,750,000…

（福） 清幸会 栃木県 那須塩原市 精米事業に係る機器整備（就労継続支援B型） …5,920,000…

（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 …38,660,000…

（福） ゆずりは会 群馬県 前橋市 農福連携に係る機器整備（就労継続支援B型） …1,970,000…

（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 …4,170,000…

（福） かずさ萬燈会 千葉県 木更津市 製造飲食業に係る機器設備（就労継続支援B型） …27,060,000…

（一社） Ｓ．Ｃ．Ｐ．Ｊａｐａｎ 千葉県 流山市
誰も排除しないLGBTQ+インクルーシブな
社会づくりのためのスポーツ界アスリートネット
ワーク形成

…12,970,000…

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

（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…

研修会・講演会の開催 …2,160,000…

基盤整備 …6,270,000…

（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…

（公財） 社会貢献支援財団 東京都 港区
社会貢献者の表彰 …166,000,000…

基盤整備 …35,000,000…

（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 …1,390,000…

（特） 境を越えて 東京都 江東区 重度障害者（難病患者含む）へのケアの
体系化と教育課程への導入 …6,540,000…

（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 …9,200,000…

（特） ＲｅＢｉｔ 東京都 新宿区 精神障害等の複合的困難があるLGBTQの
キャリア支援モデルの構築 …5,760,000…

（一社） 全国肢体不自由児者父母の会
連合会 東京都 豊島区 重度障害者(医療的ケア含む)が地域で

生活できるための福祉サービスの実態調査の実施 …3,270,000…

（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 …3,280,000…

※2022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］　1
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…（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

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） 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…

（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 …57,800,000…

（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 …10,530,000…

（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…

（公社） 長寿社会文化協会 東京都 港区 コミュニティカフェ等、地域共生社会のための
活動の担い手育成 …1,620,000…

（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…

（一社） 日本ビジネススクール・経営人財
育成推進機構 東京都 練馬区 ビジネススクールモデル講座の開催 …5,960,000…

（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 …4,720,000…

（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 …394,740,000…

（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 …10,940,000…

（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 …37,580,000…

（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 …4,320,000…

（一社） 日本ｅスポーツ機構 東京都 荒川区 eスポーツを通じた障害者の機能向上等に係る
試行実験 …8,080,000…

（一財） 日本財団電話リレーサービス 東京都 千代田区 手話フォンのサービス提供 …34,100,000…

（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 …46,230,000…

（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 …7,000,000…

（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 …13,910,000…

（一社） ひきこもりＵＸ会議 東京都 品川区 ひきこもり・生きづらさ当事者の
ネクストステップモデルの実践と報告 …4,410,000…

（一社） 公共とデザイン 東京都 渋谷区 地域とそこに暮らす市民と共に行う
持続可能な都市づくり …6,260,000…

（一財） 地方自治研究機構 東京都 中央区

基盤整備 …10,000,000…

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…

子ども・若者政策における地方行財政運営の
あり方に関する調査研究 …2,000,000…

（一社） ソーシャル・インベストメント・
パートナーズ 東京都 渋谷区 社会的事業の成長に向けた伴走支援 …41,670,000…

（一社） レガートおおた 東京都 大田区 外国ルーツの子ども・保護者に対する寄り添い型
相談支援 …4,570,000…

（一社） 渋谷未来デザイン 東京都 渋谷区 SOCIAL…INNOVATION…WEEK
SHIBUYA…2022 …59,990,000…

（一社） ＳＮＯＷＢＡＮＫ 東京都 葛飾区 若年層が献血・骨髄バンクドナー登録の正しい知識
を持ち、自ら行動し具現化出来る仕組みの構築 …12,340,000…

※2022年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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…（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］　3

団体種別
略称 団　体　名 団体

都道府県
団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（一財） 渋谷区観光協会 東京都 渋谷区 THE…TOKYO…TOILET　渋谷区公共トイレに
係る維持管理 …107,450,000…

（特） 湯河原町地域作業所たんぽぽ 神奈川県 足柄下郡
湯河原町 障害者避難施設への非常用自家発電設備の設置 …24,710,000…

（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 …3,120,000…

（特） 日本防災環境 神奈川県 横浜市 災害時要配慮者を災害から守る
福祉防災まちづくりの推進 …4,070,000…

（特） こまちぷらす 神奈川県 横浜市 社会的孤立を防ぐ地域ケア人材の育成 …5,240,000…

（一社） サステイナブル・サポート 岐阜県 岐阜市 保護猫カフェ運営による障害者の雇用創出
（就労継続支援B型） …8,320,000…

（福） 名古屋厚生会 愛知県 名古屋市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 …3,170,000…

（一社） ラ・バルカグループ 愛知県 豊橋市 製菓用パウダー製造販売に係る施設改修及び
機器整備（多機能型） …14,400,000…

（特） 京都自死・自殺相談センター 京都府 京都市 自死・自殺相談における支援体制の強化と
実践的な研修の提供 …4,960,000…

（特） 全国精神保健職親会 大阪府 大阪市 精神障害等を対象とした中小企業における
雇用に向けた地域ネットワークの構築 …5,600,000…

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 第14回国際手話言語学会の開催 …48,800,000…

（特） 大阪精神医療人権センター 大阪府 大阪市 精神科入院者への権利擁護活動開始のための
拠点サポート …4,630,000…

（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 …56,980,000…

（公社） ＯＭＯＩＹＡＲＩプロジェクト 大阪府 大阪市 出所者等に対する求職と職場定着の支援 …93,560,000…

（特） つなげる 兵庫県 尼崎市 オンラインで全国の多胎育児家庭をつなげる
子育てひろば …3,440,000…

（特） はち 兵庫県 尼崎市 共助と自立に根差したコミュニティー経済の構築 …2,290,000…

（学） 関西学院 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 …31,070,000…

（特） 神戸ライトハウス 兵庫県 神戸市 就職等準備支援型放課後デイサービスの
施設内の遊具設置 …4,340,000…

（一社） リベルタ学舎 兵庫県 神戸市 中高生向け社会課題解決実践型プログラム …22,830,000…

（福） 五條市あすなろ福祉会 奈良県 五條市 障害者支援施設（就労継続B型）の車両整備 …1,520,000…

（特） 和歌山自立支援センター 和歌山県 和歌山市 障害者支援施設（就労継続A型、就労移行）の
車両整備 …2,580,000…

手話パフォーマンス甲子園
実行委員会 鳥取県 鳥取市 第９回全国高校生手話パフォーマンス甲子園 …29,450,000…

（福） 真和会 島根県 安来市 障害者支援施設（就労継続A型・B型）の車両整備 …1,990,000…

（一社） Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｎｕｒｓｅ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 島根県 雲南市 看護師を核とした暮らしの交流拠点の整備、

人材育成 …48,970,000…

（特） ハートアートリンク 岡山県 岡山市 インクルーシブデザインのある地域創造 …1,610,000…

（特） エスプリローブ 福岡県 福岡市 障害者就労支援のファッションスクール …3,990,000…

（一社） ヒューマンハーバーそんとく塾 福岡県 福岡市 出所者等に対する求職と職場定着の支援 …36,810,000…

※2022年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。
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…（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］　4

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） セルプセンター福岡 福岡県 大牟田市

共同受注窓口を通じた工賃向上モデルの構築
（福岡県） …19,940,000…

共同受注による作業工程間の
事業所連携モデル構築 …5,990,000…

福岡県就労支援協同組合 福岡県 福岡市 超短時間雇用による就労困難者支援 …25,160,000…

（特） ｎｅｓｔ 福岡県 北九州市 障害者の巣立ちを促す地域生活支援 …2,960,000…

（福） 出島福祉村 長崎県 長崎市 食品加工に係る機器整備（就労継続支援B型） …2,930,000…

（公財） 熊本市美術文化振興財団 熊本県 熊本市 アート鑑賞を通じた「社会的処方」のモデルづくり …13,080,000…

（特） でんでん虫の会 熊本県 熊本市 ひとり暮らしでも安心して暮らせる
「ひと・地域・仕組み」のまちづくり …3,020,000…

（特） ＮＥＸＴＥＰ 熊本県 合志市 農福連携に係る機器整備（就労継続支援A型） …3,920,000…

（福） 大分県聴覚障害者協会 大分県 大分市 大分県におけるろう通訳者・フィーダー養成 …1,860,000…

事業件数	 93
団体数	 85
助成金額（円）	 2,199,410,000

※2022年4月1日に決定した事業・団体の一覧です。



みんなのいのち

9

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）

（福） 恩賜財団済生会 東京都 港区 検診機器の整備 …39,890,000…

（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…

（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 …3,960,000…

（公財） 笹川保健財団 東京都 港区

Sasakawa看護フェロー …146,820,000…

地域保健の推進 …105,900,000…

基盤整備 …77,700,000…

ハンセン病対策 …603,450,000…

（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 …18,620,000…

（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 …1,650,000…

（特） イシュープラスデザイン 東京都 千代田区 医療児・難病児家族向け就学活動支援
プラットフォームの構築 …5,720,000…

（一社） キッズラバルカ 愛知県 豊橋市 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 …2,160,000…

（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…

（大） 大阪大学 大阪府 吹田市 新興感染症に対する先駆的研究体制の構築と推進 …3,030,340,000…

（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 …1,000,000…

（一社） 幹 和歌山県 紀の川市 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 …3,420,000…

（福） よしだ福祉会 島根県 雲南市 高齢者総合福祉施設「ケアポートよしだ」の
大規模修繕 …44,790,000…

（一社） 在宅療養ネットワーク 香川県 高松市 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 …5,450,000…

（医） おがた会 熊本県 熊本市 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 …12,820,000…

（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 …22,320,000…

（特） ホームホスピス宮崎 宮崎県 宮崎市 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 …2,030,000…

…（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

事業件数	 21
団体数	 18
助成金額（円）	 4,200,080,000

※2022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
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　 ■学びのサポート

　 ■里親・養子縁組家庭のサポート

　 ■妊産婦の相談窓口・居場所への支援

　 ■子どもの貧困対策……

　 ■地域子育てコミュニティづくり
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相談窓口の運営 …8,100,000…

（一社） ツギノバ 北海道 利尻郡
利尻町

鹿児島県知名町における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの開設と運営(1年目) …53,660,000…

（特） プラットフォームあおもり 青森県 青森市
青森県青森市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…48,540,000…

（特） アスイク 宮城県 仙台市 宮城県岩沼市における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの開設と運営と車両整備（ 1年目） …53,450,000…

（特） ここはぐ 秋田県 秋田市 妊娠SOS相談窓口の運営 …7,550,000…

（特） 秋田たすけあいネットあゆむ 秋田県 秋田市 秋田県秋田市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営と車両整備（ 2年目） …9,050,000…

（特） Ｌｏｔｕｓ 福島県 会津若松市 福島県会津若松市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …54,710,000…

（特） 居場所サポートクラブロベ 茨城県 つくば市 茨城県つくば市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（特） とちぎボランティアネットワーク 栃木県 宇都宮市 栃木県大田原市における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …4,810,000…

（特） だいじょうぶ 栃木県 日光市 栃木県日光市における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの開設と運営と車両整備（ 1年目） …21,240,000…

（特） キャリアコーチ 栃木県 大田原市 栃木県大田原市における「子ども第三の居場所」
（A）学習・生活支援モデルの開設と運営（ 1年目） …53,010,000…

（特） いちかい子育てネット羽ばたき 栃木県 芳賀郡
市貝町

栃木県市貝町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…42,530,000…

（公社） 群馬県助産師会 群馬県 前橋市 妊娠SOS相談窓口の運営 …5,120,000…

（福） チハヤ会 群馬県 みどり市 群馬県みどり市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

（一社） あんしん母と子の産婦人科
連絡協議会 埼玉県 熊谷市 中高生を対象とした性や妊娠に関する相談援助 …2,670,000…

（特） チアーズ 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」
（C）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（一社） ファルカオフットボールクラブ 埼玉県 久喜市 埼玉県久喜市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（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」
（B）コミュニティモデルの運営と車両整備
（ 2年目）

…9,440,000…

埼玉県さいたま市における「子ども第三の居場所」
（A）常設ケアモデルの運営（ 3年目） …28,610,000…

（福） 三芳町社会福祉協議会 埼玉県 入間郡
三芳町

埼玉県三芳町における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（一社） ｍｅｒｒｙ　ａｔｔｉｃ 埼玉県 戸田市 京都府京都市における「子ども第三の居場所」
（C）学習・生活支援モデルの運営（ 1年目） …9,420,000…

（一社） タテノイト 埼玉県 秩父郡
横瀬町

埼玉県横瀬町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（特） あそびあーとこども劇場いるま 埼玉県 入間市 埼玉県入間市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …6,660,000…

（特） 教育サポートＧＡＡ 千葉県 山武市 千葉県山武市における「子ども第三の居場所」
学習･生活支援モデルの運営（ 2年目） …6,900,000…

※2022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

…（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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※2022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

…（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

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） 信和会 千葉県 長生郡
長南町

千葉県茂原市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…51,180,000…

（公財） ちばのＷＡ地域づくり基金 千葉県 千葉市 千葉県における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営支援（ 2年目） …19,800,000…

（一社） スポーツ・コンプライアンス
教育振興機構 東京都 港区 VRを活用したスポーツ・コンプライアンス教育の

普及 …12,340,000…

（公社） 日本助産師会 東京都 台東区 包括的性教育実践助産師の育成 …12,450,000…

（特） １０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿
ーキッズ＆ファミリー 東京都 新宿区 妊娠SOS相談窓口の運営 …7,190,000…

（一社） 全国妊娠ＳＯＳネットワーク 東京都 東久留米市 妊娠SOS相談窓口の強化 …4,500,000…

（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 …64,600,000…

（公財） 全国里親会 東京都 港区 里親への相談対応および児童相談所との協業 …3,900,000…

（福） 日本国際社会事業団 東京都 文京区 養子縁組後における支援の強化 …3,870,000…

（一社） ポジティブ・ディシプリン
コミュニティ 東京都 江東区 体罰によらない子育てプログラム

「ポジティブディシプリン」の実施 …4,910,000…

（一財） 日本財団母乳バンク 東京都 中央区 母乳バンク事業の推進 …225,010,000…

（公財） 日本財団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 …139,140,000…

（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 …91,520,000…

「子ども第三の居場所」開設と運営支援 …1,071,060,000…

（特） ＥＤＧＥ 東京都 港区 読み書きのスクリーニングとアセスメント …4,290,000…

（特） バディチーム 東京都 新宿区 子育て家庭に対する訪問型養育支援の強化 …4,280,000…

（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 …6,110,000…

（特） ピッコラーレ 東京都 豊島区 若年妊婦の居場所及び若者向け保健室の運営 …25,840,000…

（公社） 母子保健推進会議 東京都 新宿区 妊産婦に関わるボランティアの実態調査及び育成 …7,470,000…

（一社） 日本児童相談業務評価機関 東京都 文京区 児童相談所の第三者評価機関の立ち上げ …14,760,000…

（特） 日本医療政策機構 東京都 千代田区

10代、20代の若者を対象としたユースカフェの
運営 …7,950,000…

幼稚園教諭・保育士等未就学期の保育者の
メンタルヘルスリテラシー向上 …5,920,000…

（一社） ママリングス 東京都 江東区 専門職による産前産後訪問ステーションの運営 …6,000,000…

（一社） ヤングケアラー協会 東京都 渋谷区 ヤングケアラー・若者ケアラーのためのサロンの
運営および就労等支援 …5,060,000…

（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 …3,940,000…

（特） ピルコン 東京都 日野市 性の健康・リレーションシップ教育実践者の養成 …4,880,000…

（特） チャリティーサンタ 東京都 千代田区 貧困家庭の子どもの誕生日祝い支援 …4,520,000…

（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
定着と発展をとおした地域格差の是正 …21,170,000…

高知県須崎市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,190,000…
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※2022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

…（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

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） ユースコミュニティー 東京都 大田区 東京都大田区における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …6,310,000…

（一社） ローランズプラス 東京都 渋谷区 東京都渋谷区における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（一社） 渋谷未来デザイン 東京都 渋谷区 東京都渋谷区における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの運営（ 2年目）　 …7,200,000…

（特） 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ
ネットワーク 東京都 豊島区 東京都豊島区における「子ども第三の居場所」

コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

（特） ワーカーズコープ

東京都 豊島区 東京都江戸川区における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,180,000…

東京都 豊島区
鹿児島県奄美市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…52,290,000…

（公財） 風に立つライオン基金 東京都 港区 高校生ボランティア・アワード2022 …30,780,000…

（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 子どもの福祉・食品ロス削減等に資する食育を

推進する「こどもスマイリング・プロジェクト」… …32,360,000…

（一社） マンガナイト 東京都 文京区 「マンガと学び」普及推進 …8,740,000…

（福） 楽山会 東京都 三鷹市 東京都三鷹市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …10,290,000…

（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（ 2年目） …18,940,000…

（特） 放課後NPOアフタースクール 東京都 文京区
企業行政協働教育プロジェクト …7,030,000…

放課後改革プロジェクト …30,140,000…

（一社） 子ども村ホッとステーション 東京都 荒川区 東京都荒川区における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

（公社） ユニバーサル志縁センター 東京都 港区 教育版Minecraftを活用しすべての
子どもたちにデジタルものづくり教育を届ける …78,310,000…

（特） 東京ソテリア 東京都 江戸川区 東京都文京区における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …50,600,000…

（福） 子供の家 東京都 清瀬市 東京都清瀬市における「子ども第三の居場所」
（A）常設ケアモデルの運営（ 2年目） …28,250,000…

（福） 六踏園 東京都 調布市 東京都調布市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営と車両整備（ 1年目） …12,200,000…

（福） こばと会 東京都 多摩市 東京都多摩市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

（一社） アルバ・エデュ 東京都 文京区 全国の教育現場への「話す力を高めるプログラム」
導入事業 …19,980,000…

（特） 青梅こども未来 東京都 青梅市 東京都青梅市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …6,360,000…

（特） Ｌｉｎｋ・マネジメント 神奈川県 相模原市 認知症介護に関わるヤングケアラーの
実態調査および地域支援モデルの構築 …4,800,000…

（特） エンパワメントかながわ 神奈川県 横浜市 子ども向けLINE相談の運営 …2,560,000…

（特） コドモノトナリ 神奈川県 横浜市 神奈川県横浜市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（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（ 2年目） …10,130,000…

（特） 子ども支援センターつなっぐ 神奈川県 横浜市 神奈川県における虐待を受けた子どもを支援に
つなげるための連携・ネットワーク構築 …1,000,000…

…（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

…（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
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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） ユガラボ 神奈川県 足柄下郡
湯河原町

長野県軽井沢町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …8,850,000…

（特） えんでば 新潟県 新潟市 新潟県新潟市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（一社） 潟上未来会議 新潟県 佐渡市
新潟県佐渡市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
(1年目)

…30,120,000…

（一社） なかのま 富山県 高岡市 富山県高岡市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …5,930,000…

（福） 子育ち・発達の里 山梨県 甲斐市
妊娠SOS相談窓口の運営 …2,700,000…

家庭養育推進自治体モデル事業（山梨県）
地域の子育て家庭支援体制強化 …23,950,000…

（福） 山梨立正光生園 山梨県 甲府市 家庭養育推進自治体モデル事業（山梨県）
における里親支援および地域の子育て家庭支援 …30,320,000…

（公財） 長野県みらい基金 長野県 長野市 長野県における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営支援（ 2年目） …19,460,000…

（公社） 青年海外協力協会 長野県 駒ヶ根市

大阪府摂津市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …9,280,000…

鳥取県南部町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …51,650,000…

（一社） 御代田の根 長野県 北佐久郡
御代田町

長野県御代田町における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（一社） フォースマイル 長野県 諏訪市 長野県諏訪市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの開設と運営（ 1年目） …23,000,000…

（特） 感環自然村 長野県 飯田市
長野県飯田市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…56,720,000…

（特） ノースガイア 静岡県 御殿場市 静岡県御殿場市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …54,380,000…

（特） アスペ・エルデの会 愛知県 名古屋市 軽度の知的な遅れや発達障害のある社会的養護を
経験した若者のための自立支援アプリの構築 …560,000…

（公社） 愛知県助産師会 愛知県 名古屋市 妊娠SOS相談窓口の運営 …4,670,000…

（特） ながいく 愛知県 長久手市 愛知県長久手市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,130,000…

（特） シェイクハンズ 愛知県 犬山市 愛知県犬山市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 1年目） …9,800,000…

（特） えがお咲く丘 愛知県 名古屋市 愛知県名古屋市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …45,790,000…

（特） ＭＣサポートセンター 三重県 桑名市 妊娠SOS相談窓口の運営 …2,490,000…

（特） ときわ会藍ちゃんの家 三重県 伊勢市 三重県伊勢市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（一社） つちからみのれ 三重県 尾鷲市
三重県尾鷲市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…51,420,000…

（特） 芹川の河童 滋賀県 彦根市 滋賀県彦根市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

（福） 積慶園 京都府 京都市 産前産後親子支援のための乳児院の環境整備 …2,560,000…

※2022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

…（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

…（ 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

…（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］　4
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※2022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
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…（公社）…：…公益社団法人
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…（特）…：…特定非営利活動法人
…（宗）…：…宗教法人
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…（医）…：…医療法人　子ども・若者の未来 ［事業計画一覧］　5

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） 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 …22,590,000…

子ども・若者を権利主体とする包括的な
子ども・若者ケアラー支援モデルの開発 …12,540,000…

（一社） ＡＬＬＯＵＮＤ 京都府 京都市 被虐待児や社会的養護の子どもと家族を地域で
支える当事者中心のアプローチ手法の実装 …5,090,000…

（特） ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 京都府 京都市 京都府京都市における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（特） フォーラムひこばえ 京都府 京都市 京都府京都市における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …4,710,000…

（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 …4,610,000…

（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

推進加速事業 …5,980,000…

（福） 大念仏寺社会事業団 大阪府 大阪市 妊娠SOS相談窓口の運営 …4,250,000…

（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 …5,410,000…

（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 …15,190,000…

家庭養育推進自治体モデル事業（福岡市）
における親子里親の開拓 …6,400,000…

（特） ＧＯＦＡＲ　ＢＡＮＫ 大阪府 寝屋川市 大阪府寝屋川市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（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）常設ケアモデルの運営（ 2年目） …28,540,000…

（特） モモの木 大阪府 堺市 大阪府堺市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …6,720,000…

（特） み・らいず２ 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所」
（A）学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（特） クラウドナイン 大阪府 高槻市 大阪府高槻市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（特） キリンこども応援団 大阪府 泉佐野市 大阪府泉佐野市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,890,000…

（特） 不登校・病児自立支援事業
ろーたす 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所」

（B）学習・生活支援モデルの運営（ 1年目） …8,950,000…

（一財） 大阪市よさみ人権協会 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所」
（C）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …6,010,000…

（特） ＩＫＵＮＯ・多文化ふらっと 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所」
（D）学習・生活支援モデルの開設と運営（ 1年目） …50,100,000…

（特） 志塾フリースクール 大阪府 大阪市 島根県益田市における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの改修と運営（ 2年目） …29,910,000…

（福） ストローム福祉会 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所」
（ E）コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …56,050,000…

（一社） 根っこわーくす 大阪府 交野市
大阪府交野市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…46,540,000…

（公財） 住吉隣保事業推進協会 大阪府 大阪市 大阪府大阪市における「子ども第三の居場所事業」
（ F）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …6,680,000…

（一社） 小さないのちのドア 兵庫県 神戸市 妊娠SOS相談窓口の運営 …10,190,000…
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団体
市区町村 事　業　名 助成金額

（単位：円）

（一社） 天理文化の会 奈良県 天理市 奈良県天理市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …7,790,000…

（一社） つなぐプロジェクト 鳥取県 米子市 鳥取県米子市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …51,260,000…

（福） みその児童福祉会 岡山県 岡山市 妊娠SOS相談窓口の運営 …10,100,000…

（特） 妊娠しぇるとＳＯＳ（申請中） 岡山県 岡山市 妊娠SOS相談窓口の運営 …7,440,000…

（一社） 飛島学園 岡山県 笠岡市
岡山県笠岡市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営と船舶整備
（ 1年目）

…56,490,000…

（福） 広島慈愛会 広島県 呉市 妊娠SOS相談窓口の運営 …3,450,000…

（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る「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの運営（最終年度） …19,960,000…

（一社） まなびのみなと 広島県 豊田郡
大崎上島町

広島県大崎上島町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（特） 皆繋 山口県 下関市 山口県下関市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 1年目） …9,600,000…

（一社） キッズラップ 山口県 宇部市 山口県宇部市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（福） 青藍会 山口県 山口市 山口県山口市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …10,600,000…

（特） 山口せわやきネットワーク 山口県 山口市 山口県萩市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …9,200,000…

（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」
（B）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,200,000…

徳島県鳴門市における「子ども第三の居場所」
（A）常設ケアモデルの運営（最終年度） …25,910,000…

（特） Ｃｒｅｅｒ 徳島県 徳島市 徳島県徳島市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（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）常設ケアモデルの運営（ 2年目） …21,260,000…

（一社） キッズポート 香川県 香川郡
直島町

香川県直島町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …50,270,000…

（特） 創作クラブＧｒｉａｎ 愛媛県 今治市 愛媛県今治市における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …5,000,000…

（特） チャレンド 愛媛県 今治市 愛媛県今治市における「子ども第三の居場所事業」
（B）コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …36,100,000…

（福） 福岡県母子福祉協会 福岡県 福岡市
産前産後の母子支援宿泊棟の建築 …208,910,000…

妊娠SOS相談窓口の運営 …3,290,000…

（特） 子どもアドボカシーセンター福岡 福岡県 福岡市 子どもの声に耳を傾け、子どもをまもる地域と
学校のしくみづくり …5,970,000…

（特） ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ 福岡県 福岡市 家庭養育推進自治体モデル事業（福岡市）
における里親による短期子育て支援 …19,290,000…

（福） 慈愛会 福岡県 三井郡
大刀洗町 妊娠SOS相談窓口の運営 …9,560,000…

（特） 子どもＮＰＯセンター福岡 福岡県 福岡市 子どもの権利を軸にしたコミュニティデザイン …4,860,000…

（一社） ｕｍａｕ． 福岡県 久留米市 福岡県久留米市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…
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※2022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

…（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］　7

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） グリーンコープ 福岡県 福岡市

福岡県水巻町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 1年目） …8,380,000…

熊本県人吉市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …34,960,000…

（公財） 佐賀未来創造基金 佐賀県 佐賀市 佐賀県における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営支援（ 2年目） …36,210,000…

（福） 三恵会 長崎県 長崎市 発達障害や困り感のある子どもための遊具の整備 …990,000…

（福） 玉医会 熊本県 玉名市 熊本県玉名市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの運営（ 2年目） …9,600,000…

（特） こどもサポート・みんなのおうち 熊本県 菊池郡
大津町

熊本県大津町における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目）と車両整備 …9,260,000…

（一社） 熊本私学教育支援事業団 熊本県 熊本市 熊本県熊本市における「子ども第三の居場所」
（A）学習・生活支援モデルの運営（ 1年目） …34,520,000…

（特） Ｔｏｐｐａ 熊本県 菊池市 ひとり親家庭の保護者・こどもの進学支援 …3,720,000…

（特） フリースクール地球子屋 熊本県 熊本市 熊本県熊本市における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …7,140,000…

（福） 別府光の園 大分県 別府市 家庭養育推進自治体モデル事業（大分県）
における里親レスパイト等強化 …4,370,000…

（福） 清浄園 大分県 中津市

家庭養育推進自治体モデル事業（大分県）
日田市における里親支援および地域の子育て支援 …19,880,000…

家庭養育推進自治体モデル事業（大分県）
中津市における里親レスパイト等強化 …4,080,000…

大分県日田市における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの開設と運営と車両整備（ 1年目） …53,600,000…

大分県中津市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…52,400,000…

（福） 栄光園 大分県 別府市 家庭養育推進自治体モデル事業(大分県)
における乳幼児総合支援センターの整備 …102,090,000…

（特） おおいた子ども支援ネット 大分県 大分市 大分県におけるケアリーバーのつながりおよび
ピアサポートの構築 …9,940,000…

（福） 大分県福祉会 大分県 大分市 家庭養育推進自治体モデル事業（大分県）
における里親支援および地域の子育て家庭支援 …19,900,000…

（特） ｃｈｉｅｄｓ 大分県 大分市
家庭養育推進自治体モデル事業(大分県)
における里親リクルート及び子育て家庭の
在宅支援プログラム開発

…44,670,000…

（特） しげまさ子ども食堂－げんき広場－ 大分県 豊後大野市
大分県豊後大野市における「子ども第三の居場所」
学習・生活支援モデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…46,670,000…

（特） 親子ネットワークがじゅまるの家 鹿児島県 大島郡
徳之島町 妊娠SOS相談窓口の運営 …5,480,000…

（特） 心音 鹿児島県 大島郡
和泊町

鹿児島県和泊町における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの運営（ 2年目） …14,440,000…

（一社） えらぶ手帖 鹿児島県 大島郡
知名町

鹿児島県知名町における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（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）常設ケアモデルの運営（ 3年目） …24,070,000…

（一社） みんなのももやま子ども食堂 沖縄県 沖縄市 沖縄県沖縄市における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの運営（２年目） …7,200,000…
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※2022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

…（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］　8

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） まちづくりうらそえ 沖縄県 浦添市
沖縄県浦添市における「子ども第三の居場所」
（A）コミュニティモデルの開設と運営と車両整備
（ 1年目）

…18,930,000…

（福） アタイハートネットワーク 沖縄県 国頭郡
本部町

沖縄県本部町における「子ども第三の居場所」
常設ケアモデルの運営（ 2年目） …11,470,000…

（特） Ｏｋｉｎａｗａ　Ｈａｎｄｓ－ｏｎ
ＮＰＯ 沖縄県 沖縄市 沖縄県浦添市における「子ども第三の居場所」

（B）コミュニティモデルの運営（ 1年目） …8,700,000…

（一社） おきなわこども未来サポート 沖縄県 那覇市 沖縄県宜野湾市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（特） にじのはしファンド 沖縄県 那覇市 沖縄県那覇市における「子ども第三の居場所」
（B）コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …12,850,000…

（特） エンカレッジ 沖縄県 中頭郡
北中城村

沖縄県沖縄市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの運営（ 2年目） …7,200,000…

（一社） みんなのいえ 沖縄県 南城市 沖縄県南城市における「子ども第三の居場所」
コミュニティモデルの開設と運営（ 1年目） …51,850,000…

事業件数	 185
団体数	 169
助成金額（円）	 4,916,980,000



豊かな文化

20

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）

（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 …9,820,000…

（一財） 全日本剣道道場連盟 東京都 大田区
剣道の普及振興 …45,670,000…

基盤整備 …17,600,000…

（公財） 日本吟剣詩舞振興会 東京都 港区
吟剣詩舞の普及振興のための大会・コンクール・
講習会の開催 …43,250,000…

吟剣詩舞の普及振興のための調査研究 …76,530,000…

（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） …207,300,000…

（公財） 日本科学協会 東京都 港区

基盤整備（公益） …60,000,000…

科学振興のための研究助成と研究交流（公益） …166,870,000…

日中未来共創プロジェクト（公益） …70,010,000…

（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 …211,000,000…

基盤整備 …26,000,000…

笹川医学奨学金制度35周年記念事業 …178,090,000…

（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 …113,900,000…

障害のある人のアート作品を展示する公募展の開催 …53,290,000…

（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写真記録アーカイブ …17,950,000…

（公財） 日本太鼓財団 東京都 港区
基盤整備 …109,970,000…

日本太鼓文化の振興 …50,800,000…

（一社） シブヤフォント 東京都 渋谷区 障害者の文字や絵のデジタルデータ化「ご当地
フォント・パターン」による障害者理解と地域活性化 …16,790,000…

（公財） 日本音楽財団 東京都 港区
基盤整備 …126,000,000…

楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及 …124,350,000…

（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 …56,590,000…

（公財） 東京財団政策研究所 東京都 港区 READ…JAPAN…PROJECT（公益） …239,680,000…

（公財） 笹川スポーツ財団 東京都 港区

スポーツ振興のための研究調査 …196,000,000…

基盤整備 …202,660,000…

スポーツ振興機関との連携 …71,090,000…

（公財） 日本ゲートボール連合 東京都 新宿区
ゲートボールの振興・普及 …72,000,000…

ゲートボールの活性化のための新たな取り組み …50,000,000…

（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 …10,920,000…

（一社） 渋谷未来デザイン 東京都 渋谷区 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 」 …36,900,000…

（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 …2,990,000…

（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 …6,000,000…

※2022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

…（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

事業件数	 31
団体数	 19
助成金額（円）	 2,670,020,000



コロナ時代の社会を変える

22

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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団体の法人格の略称　

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） ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り
組織委員会 北海道 札幌市 ジュニアキャンプの開催（ covid19 ） …800,000…

（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 ） …2,120,000…

（特） いわき自立生活センター 福島県 いわき市 被災地の生活困窮者への食糧支援(cov id19) …6 ,550,000…

（公財） 東日本盲導犬協会 栃木県 宇都宮市 盲導犬の健康管理における医療措置の
提供(cov id19) …2 ,590,000…

（一社） 脳フェス実行委員会 千葉県 松戸市
オンライン・オフライン双方で、
脳卒中当事者の社会参加を継続的に促進する
仕組みづくり（ covid19 ）

…3,080,000…

（公社） 全国精神保健福祉会連合会 東京都 杉並区 精神障害者家族のサポートシステムオンライン
整備の拡充（ covid19 ） …5,560,000…

（公社） 日本精神保健福祉士協会 東京都 新宿区
「子どもと家族の相談窓口」事業継続及び
精神保健福祉士の子ども家庭支援のための
人材育成（ covid19 ）

…2,990,000…

（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 ） …8,810,000…

（公財） 梅若会 東京都 中野区 梅若会能楽公演（ covid19 ） …5,590,000…

（特） さくらんぼ 神奈川県 横浜市 一時宿泊居室と連携した困難を抱える
若者のための夜の居場所（ covid19 ） …3,350,000…

（特） はっぴぃｍａｍａ応援団 新潟県 新潟市 妊産婦向けの個別相談及びカウンセリングの
提供(cov id19) …7 ,380,000…

（特） ドロップレット・プロジェクト 長野県 千曲市 知的障害・発達障害者向けわかりやすい
情報提供サイトの構築（ covid19 ） …2,040,000…

（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 ） …9,940,000…

（福） 小松河福祉会 岐阜県 各務原市 地域における健康体操講座の開催（ covid19 ） …800,000…

（福） 笠岡市社会福祉協議会 岡山県 笠岡市 コロナ禍における学生への食糧支援の
提供（ covid19 ） …1,760,000…

（特） おかやまＵＦＥ 岡山県 岡山市 シェルターの運営を通じた自立支援モデルの
構築（ covid19 ） …8,880,000…

（福） 健祥会 徳島県 徳島市 介護特殊浴槽の整備（ covid19 ） …5,150,000…

※2022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

…（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

事業件数	 17
団体数	 17
助成金額（円）	 77,390,000

　コロナ時代の社会を変える ［事業計画一覧］　1



海の未来
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海は、私たちにとってかけがえのない存在です。

しかし今日…、海洋汚染…、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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団体の法人格の略称　

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 55,880,000

（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 3,110,000

（公社） ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ 宮城県 石巻市 渚の交番運営事業（宮城県・石巻・2年目） 14,030,000

（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 6,160,000

（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 9,680,000

（一財） 日本水路協会 東京都 大田区 基盤整備 11,950,000

（一社） 日本船舶電装協会 東京都 港区
新しい船内通信環境の構築に係る電装工事に
関する調査研究 4,800,000

基盤整備 57,620,000

（一財） 運輸振興協会 東京都 千代田区 基盤整備 39,580,000

（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

（一財） 日本水路協会 東京都 大田区 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（第六期） 49,110,000

（一社） 日本造船協力事業者団体連合会 東京都 港区
労働災害バーチャルリアリティー体験教育 31,630,000

安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承 14,050,000

（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 26,100,000

船の科学館「海の学びミュージアムサポート」 123,500,000

基盤整備 205,770,000

（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

（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 45,280,000

（公財） 笹川平和財団 東京都 港区 持続可能な海洋環境の構築 117,970,000

（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 60,360,000

（公社） 日本海員掖済会 東京都 中央区 医療機器等の整備 29,380,000

（公財） 笹川平和財団 東京都 港区

海洋政策対話とネットワーク強化 64,990,000

海洋ガバナンスの新たな展開 70,000,000

ブルーエコノミーの実践的研究 129,910,000

（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） 207,300,000

（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） 111,240,000

日中未来共創プロジェクト（海洋） 70,010,000

基盤整備（海洋） 40,000,000

（公財） 日本ライフセービング協会 東京都 港区 子ども達への水辺の安全教育プログラムの推進 26,120,000

（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 23,000,000

（一社） 日本造船協力事業者団体連合会 東京都 港区 基盤整備 57,430,000

※2022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

…（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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団体の法人格の略称　

※2022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

…（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

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） 笹川平和財団 東京都 港区
海洋デジタル社会の構築 72,500,000

海洋関連分野に係る国際協力推進 337,000,000

（一社） 日本船舶品質管理協会 東京都 千代田区

基盤整備 45,400,000

認定事業場の品質管理向上のための人材養成 8,480,000

船用品等に関する法令研究及び情報提供 2,880,000

鋳造品等検査技術の開発 30,760,000

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区 進水式見学会と海事産業ものづくり体験講座の
実施 31,290,000

（公社） 日本海難防止協会 東京都 渋谷区
海事の国際的動向に関する調査研究 8,400,000

基盤整備 106,080,000

（公財） 東京エムオウユウ事務局 東京都 港区 基盤整備 26,000,000

（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 7,880,000

（公社） 日本海難防止協会 東京都 渋谷区 海上安全に関する国際情報収集活動 160,680,000

（一社） 日本舶用工業会 東京都 港区

基盤整備 50,000,000

内航貨物船向けハッチカバーの電動化による
船員負荷低減・環境汚染防止システムの技術開発 23,040,000

船体と帆による風力利用の高度化システムの
技術開発 17,840,000

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 14,320,000

舶用無線ひずみ船体構造モニタリングシステムの
技術開発 21,690,000

内航船等の操船者の負荷低減を実現する
普及型夜間画像認識システムの技術開発 17,820,000

AI画像認識を利用した物標検出センサと
船上センサのセンサフュージョンに関する技術開発 32,160,000

水素・アンモニア燃料用小型ガス燃焼ユニット
（GCU）の技術開発 24,800,000

新規需要開拓のための舶用工業セミナー 5,120,000

（特） 共存の森ネットワーク 東京都 世田谷区 高校生の海の活動を支援するネットワーク構築 6,400,000

（一社） 日本舶用工業会 東京都 港区 舶用工業の海外海事展への参加・広報 87,930,000

（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

（公財） 東京財団政策研究所 東京都 港区 READ…JAPAN…PROJECT（海洋） 59,920,000

（公財） 海上保安協会 東京都 中央区 基盤整備 29,000,000

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区 船舶関係諸基準に関する調査研究 195,000,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区

海洋性レクリエーション指導員の養成と活用 34,750,000

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 14,820,000

海洋センター・クラブにおける施設整備 877,200,000

海洋センター・クラブの活性化事業の推進 21,360,000

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区 基盤整備 69,360,000

　海の未来 ［事業計画一覧］　2



27

団体の法人格の略称　

※2022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

…（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

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 MEGURI2040に係る安全性評価 284,560,000

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

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区 内航カーボンニュートラルに向けた新技術
安全評価手法の構築 29,870,000

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区
造船関連海外情報収集及び海外業務協力 459,500,000

船舶関係産業標準化 36,000,000

日本船舶輸出組合 東京都 港区 国際海事展への参加 31,310,000

（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 19,980,000

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区 内航自動化・デジタル化の環境整備 19,900,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区

基盤整備 62,000,000

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

（一財） 日本船舶技術研究協会 東京都 港区

基盤整備 188,410,000

技術開拓未来塾による人材開発環境の構築 15,120,000

塗装工程の自動化・デジタル化研究開発
（フェーズ2） 56,360,000

（公財） ブルーシー・アンド・グリーンランド
財団 東京都 港区 B＆G全国サミット・全国教育長会議等の開催 13,790,000

（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 23,530,000

（一財） 運輸総合研究所 東京都 港区

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 35,090,000

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

新型コロナウイルスの影響を踏まえた、
地域を支える公共交通のあり方に関する研究 40,000,000

基盤整備 662,140,000

ASEANにおけるニーズや課題を踏まえた
な物流の確保に係る調査研究 20,000,000

新たな海洋安全保障環境下における海上保安能力
向上支援方策の具体化に関する調査研究 38,500,000

（一社） ３７１０Ｌａｂ 東京都 世田谷区 海の学びに係るプラットフォーム構築プロジェクト 41,100,000

（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 45,000,000

（大） 東京海洋大学 東京都 港区 無人運航システムに係る安全評価の基盤となる
船員スキル定量化 95,960,000

（一社） 日本中小型造船工業会 東京都 千代田区 中小造船業の先進技術対応能力向上 74,450,000

（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

学校教育における海洋教育プラットフォーム
構築と指導者の育成 22,280,000

（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及び資機材配備) 56,990,000

（一社） 南知多ユニバーサルビーチ
プロジェクト 愛知県 常滑市 ユニバーサルビーチ促進活動の実施 8,290,000

（特） 琵琶湖ローイングＣＬＵＢ 滋賀県 大津市 渚の交番運営事業（滋賀・大津・2年目） 12,350,000

　海の未来 ［事業計画一覧］　3



28

団体の法人格の略称　

※2022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

…（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

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） 大阪ＹＭＣＡ 大阪府 大阪市 海と身近にふれあう海洋教育を通した
人材育成とSDGsキャンプ 3,640,000

（一社） 北房観光協会 岡山県 真庭市 渚の交番運営事業（岡山・真庭・2年目） 7,700,000

（一社） みんなでびぜん 岡山県 備前市 渚の交番運営事業（岡山・備前・3年目） 11,980,000

（特） ＰＬＵＳ 広島県 尾道市 渚の交番運営事業（広島・尾道・2年目) 15,940,000

（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活動 4,780,000

（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 76,990,000

基盤整備 21,850,000

（学） 久留米大学 福岡県 久留米市 我が国のフーカー潜水漁漁師の就労実態調査と
労働災害予防啓発ポスターの配布 2,790,000

（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・2年目） 11,860,000

　海の未来 ［事業計画一覧］　4

事業件数	 267
団体数	 190
助成金額（円）	 11,325,590,000
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　2022年度収支予算書	1 2022年 4月1日から2023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 23,030 17,893 40,923 0 40,923 25,798 22,331 48,129 0 48,129 ▲…7,206
　基本財産受取利息 23,030 17,893 40,923 0 40,923 25,798 22,331 48,129 0 48,129 ▲…7,206
特定資産運用益 16,747 172 16,919 0 16,919 16,166 644 16,810 0 16,810 109
　特定資産受取利息 16,747 172 16,919 0 16,919 16,166 644 16,810 0 16,810 109
事業収益 252,831 83,021 335,852 19,170 355,022 238,400 81,500 319,900 20,634 340,534 14,488
　賃貸料収益 124,581 83,021 207,602 19,170 226,772 123,100 81,500 204,600 20,634 225,234 1,538
　貸付利息 128,250 0 128,250 0 128,250 115,300 0 115,300 0 115,300 12,950
受取交付金 41,992,596 36,578,997 78,571,593 0 78,571,593 50,855,163 30,101,834 80,956,997 0 80,956,997 ▲…2,385,404
　受取交付金振替額 41,992,596 36,578,997 78,571,593 0 78,571,593 50,855,163 30,101,834 80,956,997 0 80,956,997 ▲…2,385,404
受取寄付金 5,381 6,377,157 6,382,538 0 6,382,538 5,381 6,033,298 6,038,679 0 6,038,679 343,859
　受取寄付金振替額 5,381 6,377,157 6,382,538 0 6,382,538 5,381 6,033,298 6,038,679 0 6,038,679 343,859
受取預保納付金支援金 0 747,999 747,999 0 747,999 0 729,270 729,270 0 729,270 18,729
　受取預保納付金支援金振替額 0 747,999 747,999 0 747,999 0 729,270 729,270 0 729,270 18,729
受取補助金等 0 0 0 1,186,527 1,186,527 0 0 0 633,510 633,510 553,017
固定資産受贈益 0 0 0 3,141 3,141 0 0 0 2,892 2,892 249
　固定資産受贈益振替額 0 0 0 3,141 3,141 0 0 0 2,892 2,892 249
雑収益 13,994 8,732 22,726 70,007 92,733 20,801 10,005 30,806 70,007 100,813 ▲…8,080
　受取利息 50 5 55 0 55 50 5 55 0 55 0
　雑収益 13,944 8,727 22,671 7 22,678 20,751 10,000 30,751 7 30,758 ▲…8,080
　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 42,304,579 43,813,971 86,118,550 1,278,845 87,397,395 51,161,709 36,978,882 88,140,591 727,043 88,867,634 ▲…1,470,239

(２)経常費用
事業費 41,242,867 42,875,167 84,118,034 1,266,968 85,385,002 50,313,523 36,207,641 86,521,164 713,702 87,234,866 ▲…1,849,864
　貸付業務費 429,714 0 429,714 0 429,714 352,000 0 352,000 0 352,000 77,714
　支払補助金 29,400,000 27,800,000 57,200,000 0 57,200,000 23,800,000 22,600,000 46,400,000 0 46,400,000 10,800,000
　協力援助費 5,028,360 4,641,564 9,669,924 0 9,669,924 21,521,238 4,173,451 25,694,689 0 25,694,689 ▲…16,024,765
　情報公開費 2,384,260 596,065 2,980,325 0 2,980,325 1,333,733 333,433 1,667,166 0 1,667,166 1,313,159
　調査研究費 867,202 800,495 1,667,697 59,970 1,727,667 636,190 587,251 1,223,441 59,970 1,283,411 444,256
　社会変革推進事業費 337,277 654,714 991,991 0 991,991 258,751 603,752 862,503 0 862,503 129,488
　海洋連携推進事業費 1,270,725 0 1,270,725 0 1,270,725 1,068,951 0 1,068,951 0 1,068,951 201,774
　寄付文化醸成費 135,381 6,497,157 6,632,538 0 6,632,538 109,370 6,129,286 6,238,656 0 6,238,656 393,882
　支払預保納付金支援金 0 747,999 …747,999… 0 747,999 0 729,270 …729,270… 0 729,270 18,729
　補助金等事業費 0 0 0 986,771 986,771 0 0 0 227,062 227,062 759,709
　ビル運営費 186,090 151,410 337,500 7,000 344,500 158,925 131,075 290,000 7,000 297,000 47,500
　事業管理費 1,203,858 985,763 2,189,621 213,227 2,402,848 1,074,365 920,123 1,994,488 419,670 2,414,158 ▲…11,310
　　給与費 727,530 671,567 1,399,097 20,100 1,419,197 697,654 643,988 1,341,642 21,800 1,363,442 55,755
　　　職員給 546,855 504,790 1,051,645 17,000 1,068,645 533,857 492,791 1,026,648 17,000 1,043,648 24,997
　　　嘱託給 178,560 164,825 343,385 3,100 346,485 161,682 149,245 310,927 4,800 315,727 30,758
　　　臨時雇賃金 2,115 1,952 4,067 0 4,067 2,115 1,952 4,067 0 4,067 0
　　福利厚生費 126,972 117,204 244,176 3,060 247,236 124,808 115,206 240,014 3,060 243,074 4,162
　　退職給付費用 63,000 56,000 119,000 0 119,000 42,000 49,000 91,000 0 91,000 28,000
　　調査費 12,702 11,725 24,427 0 24,427 12,791 11,805 24,596 0 24,596 ▲…169
　　減価償却費 258,574 115,347 373,921 3,141 377,062 172,912 95,324 268,236 2,892 271,128 105,934
　　雑費 15,080 13,920 29,000 186,926 215,926 24,200 4,800 29,000 391,918 420,918 ▲…204,992
管理費 1,061,712 944,304 2,006,016 0 2,006,016 848,186 776,741 1,624,927 0 1,624,927 381,089
　　給与費 271,147 250,290 521,437 0 521,437 259,506 239,546 499,052 0 499,052 22,385
　　　役員報酬 101,629 93,811 195,440 0 195,440 101,629 93,811 195,440 0 195,440 0
　　　職員給 127,825 117,992 245,817 0 245,817 124,967 115,355 240,322 0 240,322 5,495
　　　嘱託給 39,579 36,535 76,114 0 76,114 30,796 28,428 59,224 0 59,224 16,890
　　　臨時雇賃金 2,114 1,952 4,066 0 4,066 2,114 1,952 4,066 0 4,066 0
　　福利厚生費 89,900 82,983 172,883 0 172,883 79,539 73,420 152,959 0 152,959 19,924
　　役員退職慰労金 16,000 15,000 31,000 0 31,000 14,000 19,000 33,000 0 33,000 ▲…2,000
　　退職給付費用 27,000 24,000 51,000 0 51,000 18,000 21,000 39,000 0 39,000 12,000
　　旅費交通費 39,573 36,529 76,102 0 76,102 39,383 36,354 75,737 0 75,737 365
　　事務諸費 149,920 138,388 288,308 0 288,308 139,871 129,113 268,984 0 268,984 19,324
　　諸謝金 91,504 84,466 175,970 0 175,970 89,115 82,261 171,376 0 171,376 4,594
　　調査費 16,427 15,163 31,590 0 31,590 16,427 15,163 31,590 0 31,590 0
　　減価償却費 53,202 14,064 67,266 0 67,266 31,265 12,194 43,459 0 43,459 23,807
　　雑費 307,039 283,421 590,460 0 590,460 161,080 148,690 309,770 0 309,770 280,690
経常費用計 42,304,579 43,819,471 86,124,050 1,266,968 87,391,018 51,161,709 36,984,382 88,146,091 713,702 88,859,793 ▲…1,468,775
当期経常増減額 0 ▲…5,500 ▲…5,500 11,877 6,377 0 ▲…5,500 ▲…5,500 13,341 7,841 ▲…1,464
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 11,877 6,377 0 ▲…5,500 ▲…5,500 13,341 7,841 ▲…1,464
他会計振替額 0 5,500 5,500 ▲…5,500 0 0 5,500 5,500 ▲…5,500 0 0
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 1,200 1,200 0 0 0 1,500 1,500 ▲…300
税引後当期一般正味財産増減額 0 0 0 5,177 5,177 0 0 0 6,341 6,341 ▲…1,164
当期一般正味財産増減額 0 0 0 5,177 5,177 0 0 0 6,341 6,341 ▲…1,164
一般正味財産期首残高 708,158 721,686 1,429,844 23,540 1,453,384 390,231 248,866 639,097 18,562 657,659 795,725
一般正味財産期末残高 708,158 721,686 1,429,844 28,717 1,458,561 390,231 248,866 639,097 24,903 664,000 794,561
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金（指） 37,648,000 34,752,000 72,400,000 0 72,400,000 31,408,000 28,992,000 60,400,000 0 60,400,000 12,000,000
受取寄付金（指） 0 1,515,000 1,515,000 0 1,515,000 0 1,405,500 1,405,500 0 1,405,500 109,500
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 0 506,957 506,957 0 0 0 50,000 50,000 456,957
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） ▲…41,997,977 ▲…43,704,153 ▲…85,702,130 ▲…1,259,668 ▲…86,961,798 ▲…50,860,544 ▲…36,864,402 ▲…87,724,946 ▲…706,402 ▲…88,431,348 1,469,550
当期指定正味財産増減額 ▲…4,349,977 ▲…7,437,153 ▲…11,787,130 ▲…682,711 ▲…12,469,841 ▲…19,452,544 ▲…6,466,902 ▲…25,919,446 ▲…586,402 ▲…26,505,848 14,036,007
指定正味財産期首残高 239,586,477 44,708,055 284,294,532 1,192,557 285,487,089 236,488,903 38,198,900 274,687,803 2,521,510 277,209,313 8,277,776
指定正味財産期末残高 235,236,500 37,270,902 272,507,402 509,846 273,017,248 217,036,359 31,731,998 248,768,357 1,935,108 250,703,465 22,313,783
Ⅲ　正味財産期末残高 235,944,658 37,992,588 273,937,246 538,563 274,475,809 217,426,590 31,980,864 249,407,454 1,960,011 251,367,465 23,108,344
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科目 2022年度予算額 2021年度予算額 2021年度比増減 2022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 40,923 48,129 ▲…7,206 0.05%
　基本財産受取利息 40,923 48,129 ▲…7,206 0.05%
特定資産運用益 16,919 16,810 109 0.02%
　特定資産受取利息 16,919 16,810 109 0.02%
事業収益 355,022 340,534 14,488 0.41%
　賃貸料収益 226,772 225,234 1,538 0.26%
　貸付利息 128,250 115,300 12,950 0.15%
受取交付金 78,571,593 80,956,997 ▲…2,385,404 89.90%
　受取交付金振替額 78,571,593 80,956,997 ▲…2,385,404 89.90%
受取寄付金 6,382,538 6,038,679 343,859 7.30%
　受取寄付金振替額 6,382,538 6,038,679 343,859 7.30%
受取預保納付金支援金 747,999 729,270 18,729 0.86%
　受取預保納付金支援金振替額 747,999 729,270 18,729 0.86%
受取補助金等 1,186,527 633,510 553,017 1.36%
固定資産受贈益 3,141 2,892 249 0.00%
　固定資産受贈益振替額 3,141 2,892 249 0.00%
雑収益 92,733 100,813 ▲…8,080 0.11%
　受取利息 55 55 0 0.00%
　雑収益 22,678 30,758 ▲…8,080 0.03%
　雑収益振替額 70,000 70,000 0 0.08%
経常収益計 87,397,395 88,867,634 ▲…1,470,239 100.00%

(２)経常費用
事業費 85,385,002 87,234,866 ▲…1,849,864 97.70%
　貸付業務費 429,714 352,000 77,714 0.49%
　支払補助金 57,200,000 46,400,000 10,800,000 65.45%
　協力援助費 9,669,924 25,694,689 ▲…16,024,765 11.07%
　情報公開費 2,980,325 1,667,166 1,313,159 3.41%
　調査研究費 1,727,667 1,283,411 444,256 1.98%
　社会変革推進事業費 991,991 862,503 129,488 1.14%
　海洋連携推進事業費 1,270,725 1,068,951 201,774 1.45%
　寄付文化醸成費 6,632,538 6,238,656 393,882 7.59%
　支払預保納付金支援金 747,999 729,270 18,729 0.86%
　補助金等事業費 986,771 227,062 759,709 1.13%
　ビル運営費 344,500 297,000 47,500 0.39%
　事業管理費 2,402,848 2,414,158 ▲…11,310 2.75%
　　給与費 1,419,197 1,363,442 55,755 1.62%
　　　職員給 1,068,645 1,043,648 24,997 1.22%
　　　嘱託給 346,485 315,727 30,758 0.40%
　　　臨時雇賃金 4,067 4,067 0 0.00%
　　福利厚生費 247,236 243,074 4,162 0.28%
　　退職給付費用 119,000 91,000 28,000 0.14%
　　調査費 24,427 24,596 ▲…169 0.03%
　　減価償却費 377,062 271,128 105,934 0.43%
　　雑費 215,926 420,918 ▲…204,992 0.25%
管理費 2,006,016 1,624,927 381,089 2.30%
　　給与費 521,437 499,052 22,385 0.60%
　　　役員報酬 195,440 195,440 0 0.22%
　　　職員給 245,817 240,322 5,495 0.28%
　　　嘱託給 76,114 59,224 16,890 0.09%
　　　臨時雇賃金 4,066 4,066 0 0.00%
　　福利厚生費 172,883 152,959 19,924 0.20%
　　役員退職慰労金 31,000 33,000 ▲…2,000 0.04%
　　退職給付費用 51,000 39,000 12,000 0.06%
　　旅費交通費 76,102 75,737 365 0.09%
　　事務諸費 288,308 268,984 19,324 0.33%
　　諸謝金 175,970 171,376 4,594 0.20%
　　調査費 31,590 31,590 0 0.04%
　　減価償却費 67,266 43,459 23,807 0.08%
　　雑費 590,460 309,770 280,690 0.68%
経常費用計 87,391,018 88,859,793 ▲…1,468,775 100.00%
当期経常増減額 6,377 7,841 ▲…1,464
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 6,377 7,841 ▲…1,464
他会計振替額 0 0 0
法人税、住民税及び事業税支出 1,200 1,500 ▲…300
税引後当期一般正味財産増減額 5,177 6,341 ▲…1,164
当期一般正味財産増減額 5,177 6,341 ▲…1,164
一般正味財産期首残高 1,453,384 657,659 795,725
一般正味財産期末残高 1,458,561 664,000 794,561
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取交付金（指） 72,400,000 60,400,000 12,000,000
受取寄付金（指） 1,515,000 1,405,500 109,500
受取預保納付金支援金（指） 0 0 0
受取補助金等（指） 506,957 50,000 456,957
雑収益（指） 70,000 70,000 0
一般正味財産への振替額（指） ▲…86,961,798 ▲…88,431,348 1,469,550
当期指定正味財産増減額 ▲…12,469,841 ▲…26,505,848 14,036,007
指定正味財産期首残高 285,487,089 277,209,313 8,277,776
指定正味財産期末残高 273,017,248 250,703,465 22,313,783
Ⅲ　正味財産期末残高 274,475,809 251,367,465 23,108,344

(単位:千円）　2022年度収支予算書	2 2022年 4月1日から2023年 3月31日まで
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