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■内部評価
年度 事業区分 評価区分 事業名 団体名

2005
（2件）

１号 事業 子供達に海と船を語る企画「船長、母校へ帰る」 （社）日本船長協会

２号 事業 全国こども民俗芸能大会の開催 （社）全日本郷土芸能協会

2006
（4件）

１号 事業 小学生等を対象とした海事施設等見学研修の実施 （社）東京都港湾振興協会

１号 事業 団員拡充モデル事業 （社）日本海洋少年団連盟

２号 事業 中・高等学校における和装教育の実施 （社）全日本きものコンサルタント協会

２号 事業 小児糖尿病生活指導講習会の開催 （社）日本糖尿病協会

2007
（8件）

1号 事業 舶用工業の人材養成に関する調査研究 （社）日本舶用工業会

1号 事業 次世代型航行支援システムを活用した仮想航路標識に関する調査研究 （財）日本航路標識協会

1号 事業 大陸棚限界画定のためのソフトウエア開発及び情報収集活動 （財）日本水路協会

1号 事業 海の自然観察会を基盤とする沿岸環境保全の取り組み 東京大学

２号 事業 自然教育指導者全国セミナーの実施 （財）小野田自然塾

２号 事業 中・高校生のための能・狂言体験教室の実施 （財）鎌倉能舞台

２号 事業 被虐待児支援のための家庭訪問員の養成 （特）日本子どもソーシャルワーク協会

２号 事業 難病や障がいをもつ子どもと家族のための海や自然を活用したプログラムの開催 （財）日本児童家庭文化協会

2008
（8件）

1号 事業 海洋体験学習の実施 （財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

1号 事業 市民参加による海岸植物群落調査及び保全のための調査研究 （財）日本自然保護協会

1号 事業 構造用接着剤を用いた舟艇建造技術の開発 （財）舟艇協会

1号 事業 安全管理者に対する危険排除のノウハウ等の伝承 （社）日本造船協力事業者団体連合会

２号 事業 自閉症の人たちのためのライフステージサポート事業 （社）日本自閉症協会

２号 事業 「父親参加の子どもの健全育成フォーラム＆ガイダンス」の実施 （財）さわやか福祉財団

２号 事業 発達障害児教育におけるアート活動の調査とフォーラムの開催 （財）たんぽぽの家

２号 事業 成年後見制度利用促進事業 （財）シニアルネサンス財団

2009
（8件）

1号 事業 危険物の海上運送に関する調査研究 （社）日本海事検定協会

1号 事業 ライフセービング活動の基盤強化および講習会の開催等 （特非）日本ライフセービング協会

1号 事業 河川環境の基盤情報整備事業 （社）日本水産資源保護協会

1号 事業 サンゴ礁の保全と回復をめざしたサンゴ造園技術の開発と普及 （財）熱帯海洋生態研究振興財団

２号 事業 全国の聾学校における人形劇による地震防災教育の実施 （財）現代人形劇センター

２号 事業 電子商取引に関連する詐欺被害者に対する支援および詐欺被害の抑制に関する事業 有限責任中間法人ECネットワーク

２号 事業 小児がん児童・家族への慰問活動事業 （財）がんの子供を守る会

２号 事業 筋ジストロフィー児・者の訓練指導及び在宅支援 （社）日本筋ジストロフィー協会

2010
（6件）

1号 事業 海を学ぶ体験型科学教育プログラムの開発及び普及体制の強化 （特非）海の自然史研究所

1号 事業 地域の海洋教育の基盤整備及び総合的なマリンレジャーの情報発信事業 （特非）海の駅ネットワーク

1号 事業 若手マリンエンジニアリング技術者の継続教育 （社）日本マリンエンジニアリング学会

ボランティア 事業 救助犬による水難救助活動の機器整備 （特非）救助犬訓練士協会

ボランティア 事業 発達障害の子どもを持つ親のための「支援課題発見／取り組みワークブック」の作成 （特非）アスペ・エルデの会

２号 事業 ウエルカム・イン予約斡旋センター事業基金の設置（2006年度事業） （財）国際観光サービスセンター

2011
（6件）

1号 事業 水中文化遺産データベース作成と水中考古学の推進 （特非）アジア水中考古学研究所

1号 事業 子ども達に海の大切さを伝える活動の実施 （財）漁港漁場漁村技術研究所

1号 事業 「漂着ごみ」の油化に関する調査及びモデル地区の設立 （社）日本海難防止協会

２号 事業 小学校における通年音楽教育プログラムの実施 （公財）日本交響楽振興財団

２号 事業 離島の小中学校における芸術・芸能公演とワークショップの開催 （財）西日本文化協会

２号 事業 発達障害児者フリースクール「すこやか生活塾」開設事業 （福）青森県すこやか福祉事業団

2012	
（6件）

１号 事業 海・川の名人の「聞き書き」を通じた青少年の育成 （特）共存の森ネットワーク　

１号 事業 九州圏における海運振興関連施設整備事業 （財）九州運輸振興センター　

２号 事業 「カタリ場」モデルの地方展開とテキスト作成 （特）ＮＰＯカタリバ　　

２号 事業 「犯罪捜査で活用される科学技術」に関する巡回展示の実施 （公財）日本科学技術振興財団

２号 事業 屋外型共同保育所の運営 （特）子どもへのまなざし

２号 事業 発達障害を持つ児童生徒を対象にした学習支援員の地域普及モデル事業の実施 （特）エッジ					

■内部評価

■外部評価
年度 事業区分 評価区分 評価対象 団体名

1995
（5件）

１号 団体 基盤整備 （社）日本水難救済会

2号 団体 基盤整備 （財）笹川スポーツ財団

2号 事業 精神保健推進活動 （財）全国精神障害者家族会連合会

海外 事業 障害者のための奨学基金の設置 ガロデト大学

ボランティア 事業 ボランティア活動に対する協力援助 約150団体

1996
（5件）

１号 団体 基盤整備 （財）運輸経済研究センター

2号 事業 ケアポート 庄川・みまき・よしだ

海外 事業 サルボダヤ生活改革運動 スリランカ

海外 事業 スリランカにおける予防外交プロジェクト インターナショナル・アラート（英国）

海外 事業 プライマリー・ヘルスケア推進のための必須医薬品の供与 ミャンマー保健省・ユニセフ・ミャンマー

22 事業評価実施状況一覧
D A T A

年度 事業区分 評価区分 事業名 団体名

2013	
（8件）

１号 事業 「渚の交番」プロジェクトの推進 （特）宮崎ライフセービングクラブ、（公社）宮崎市観光協会

ボランティア 事業 地域連携による石垣島の活性化 八重山漁業協同組合観賞魚部会サンゴ養殖研究班　他3
団体

支援事業 事業 カタールフレンド基金「女川町水産加工施設の建築」 女川魚市場買受人協同組合

２号 団体 基盤整備 （公財）笹川スポーツ財団

２号 事業 全国学校給食甲子園の開催		 （特）２１世紀構想研究会	

２号 事業 ホームホスピスの整備 （特）ホームホスピス宮崎　他4団体

２号 事業 障害者支援施設の機器整備 （福）オリーブの樹、（福）はる

支援事業 事業 被災者に対する足湯ボランティア支援活動 （任）震災がつなぐ全国ネットワーク	

2014	
（8件）

２号 事業 高齢者総合福祉施設「ケアポート」の建築 （福）庄川福祉会、（福）よしだ福祉会、（福）みまき福祉会

２号 事業 放課後プログラムの実施と検証 （特）放課後ＮＰＯアフタースクール

２号 事業 貧困家庭の子どもに対する学習支援の実施 （特）キッズドア

１号 事業 富山県氷見市におけるサスティナブルアートプロジェクト「水辺の文化拠点・海浜文
化発信計画」 （特）アートNPOヒミング

１号 事業 まいづるRB「種は船　船で伝える、海の文化」プロジェクト （一社）torindo、（特）赤煉瓦倶楽部舞鶴

２号 事業 人材バンクによる伝統文化出前講座の実施 （公社）岡山県文化連盟

２号 事業 古民家を活用した新しい地域再生のモデルづくり （特）島の風

２号 事業 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（ソーシャ
ル・スキル・トレーニング）事業 （福）大阪児童福祉事業協会

2016	
（5件）

１号 事業 中国における舶用工業製品に係わる模倣品防止対策 （一社）日本舶用工業会

１号 事業 東南アジア海上保安機関の能力向上啓発 （公財）海上保安協会

２号 事業 新宿-青梅43ｋｍかち歩き大会の開催 （公社）青少年交友協会

２号 事業 ACT（包括型地域生活支援プログラム）チームの立ち上げコンサルテーションおよび
研修会の開催 （特）地域精神保健福祉機構

２号 事業 農村活性化人材育成のためのeラーニングシステムの開発 （特）えがおつなげて

2017	
（5件）

１号 事業 高圧高信頼性ロータリーベーン式舵取機の技術開発 （一社）日本舶用工業会	

１号 事業 アセアン地域におけるHNS事故対応体制の強化支援 （公社）日本海難防止協会

２号 事業 剣道の普及振興 （一財）全日本剣道道場連盟

２号 事業 ディスレクシアの児童生徒のための教材の音声化及び普及 （認特）エッジ

協力援助 事業 災害に備えた全国ネットワークの強化と災害発生・救援時初動対応体制の構築 （任）震災がつなぐ全国ネットワーク

2018	
（5件）

１号 事業 中小型船における総合的騒音低減対策の実証 （一財）日本中小型造船工業会

１号 事業 海の学びミュージアムサポート （公財）日本海事科学振興財団

２号 事業 青少年文化研修道場の修繕 （一財）青少年文化研修道場

２号 事業 ホームホスピスの整備／民家改修（在宅ホスピス推進拠点整備） （特）むゆうげん

２号 事業 小笠原流祭事執行のための諸道具の整備 （特）小笠原流・小笠原教場

合	計79件 （内訳）１号：32件		２号：41件			ボランティア：3件			協力援助：1件　支援事業：2件	
団体評価：1件　事業評価：78件

＊2014年10月1日より協力援助業務に一本化して実施しているため、事業区分名を変更



■外部評価■外部評価

資
料
編　



︱　

事
業
評
価
実
施
状
況
一
覧

22 事業評価実施状況一覧
D A T A

年度 事業区分 評価区分 評価対象 団体名

1997
（4件）

１号 団体 基盤整備 （社）日本海難防止協会

１号 事業 小型造船技術講習 （財）日本小型船舶工業会

2号 団体 基盤整備 （社）エイジング総合研究センター

2号 事業 住民参加型環境保全啓発 （財）千葉県環境財団

1998
（6件）

１号 団体 基盤整備 （社）海外運輸協力協会

１号 事業 舶用工業の海外広報宣伝 （社）日本舶用工業会

１号 事業 海洋環境保全に関する推進 （財）海上保安協会

2号 団体 基盤整備 （福）日本保育協会

2号 事業 地方自治に関する調査研究 （財）地方自治研究機構

2号 事業 人事行政に関する調査研究 （財）日本人事行政研究所

1999
（5件）

１号 事業 船員災害防止の推進 船員災害防止協会

１号 事業 船舶関係工業標準原案等の作成 （財）日本船舶標準協会

2号 団体 基盤整備 （社）日本観光協会

2号 事業 過疎地域振興のための青少年ボランティア活動の促進 （社）日本青年奉仕協会

2号 事業 ホスピスケアナース養成研修 （社）日本看護協会・（財）笹川医学医療研究財団

2000
（5件）

１号 団体 基盤整備 （社）日本造船研究協会

１号 事業 軽量化中型高速フェリーの調査研究 （社）日本中型造船工業会

１号 事業 作業船の運転訓練用シミュレータの開発研究 （社）日本作業船協会

2号 事業 航空保安技術に関する開発調査 （財）航空振興財団

2号 事業 里山の管理指導者の養成並びに里山保全プロジェクトの育成 （社）大阪自然環境保全協会

2001
（4件）

海外 事業 インドにおける最貧困層への基礎教育の提供 北カルナタカ教育・慈善イエズス会
（North	Karnataka	Jesuit	Educational	and	Charitable	Society）

1号 団体 基盤整備 （財）日本海事広報協会

１号 事業 制限水域内における安全操船方法に関する調査研究 （社）日本船長協会

2号 事業 留学生相談事業 （財）アジア学生文化協会

2002
（4件）

1号 団体 基盤整備 （財）日本海事科学振興財団

1号 事業 舶用工業の高度情報化の推進に関する調査研究 （社）日本舶用工業会

2号 事業 相撲の普及振興 （財）日本相撲連盟

2号 事業 「盲・聾・養護学校」児童青少年演劇巡回公演 （社）日本児童演劇協会

2003
（3件）

1号 事業 舶用機関整備士の資格検定 （社）日本舶用機関整備協会

2号 事業 研究成果発表促進のための助成 （財）日本科学協会

2号 事業 福祉車両整備事業 7,148団体

2004
（5件）

1号 事業 高齢者・障害者の移動円滑化に関する施設整備推進 （財）交通エコロジー・モビリティ財団

1号 事業 船舶の河川航行に関する調査研究 （財）日本海難防止協会

2号 事業 実演家と教師による和楽器モデル授業出前教室の実施 （社）日本芸能実演家団体協議会

2号 事業 障害者のための介助制度・自薦ヘルパー推進事業 全国自立生活センター協議会

2号 事業 盲導犬育成事業 （財）日本盲導犬協会（全国盲導犬施設連合会）

2005
（5件）

1号 団体 基盤整備 海洋政策研究財団〈（財）シップ・アンド・オーシャン財団〉

1号 団体 基盤整備 （財）東京エムオウユウ事務局

1号 団体 基盤整備 （財）マラッカ海峡協議会

2号 事業 日中医学奨学事業 （財）笹川記念保健協力財団

2号 事業 里親制度の普及振興 （財）全国里親会

2006
（10件）

1号 団体 基盤整備 （社）日本船舶電装協会

1号 事業 造船技能開発センターの訓練用機材整備等 （社）日本中小型造船工業会

1号 事業 ノンバラスト船の研究開発 （財）日本船舶技術研究協会

1号 事業 民間組織による海上保安の推進（海守事業） （財）海上保安協会

1号 事業 オープンウォータースイミングの開催 （財）笹川スポーツ財団

年度 事業区分 評価区分 評価対象 団体名

2006
（10件）

2号 団体 基盤整備 全国被害者支援ネットワーク

2号 団体 基盤整備 （財）日本音楽財団

2号 団体 基盤整備 （財）ライフ・プランニング・センター

2号 事業 観光総合調査 （社）日本観光協会

2号 事業 地方自治情報啓発研究 （財）自治総合センター

2007
（10件）

1号 団体 基盤整備（国際問題研究所運営事業） （財）運輸政策研究機構

1号 団体 基盤整備 （財）社会貢献支援財団

1号 事業 アセアン地域内三ヵ国における海洋汚染防止体制の充実・強化支援 （社）日本海難防止協会

1号 事業 災害医療支援船の実現に向けた調査・運用訓練の実施 （社）日本透析医会

1号 事業 天然ガス改質舶用遮熱エンジンの技術開発 海洋政策研究財団

2号 団体 ゲートボールの普及振興 （財）日本ゲートボール連合

2号 事業 障害児子育て支援のための研修会等の開催 （福）全国心身障害児福祉財団

2号 事業 防犯ボランティアの活性化事業 （財）全国防犯協会連合会

海外 事業 モンゴル伝統医療普及プロジェクトの推進（2005年度事業） ワンセンブルウ・モンゴリア

ボランティア 事業 「森林・竹林整備に係る機材整備」事業 地球緑化センター自主活動グループ
「名栗さわらび隊」他84団体

2008
（10件）

1号 団体 基盤整備 （社）日本船舶品質管理協会

1号 事業 海洋環境保全の推進、海上防犯の推進 （財）海上保安協会

1号 事業 海と船の博物館ネットワーク活動、海と船の企画展事業 （財）日本海事科学振興財団、各博物館数か所

1号 事業 造船関連海外情報収集及び海外業務協力 （財）日本船舶技術研究協会

2号 団体 基盤整備 （財）全日本剣道道場連盟

2号 事業 知的障害者授産施設の車両整備 （福）田村やまびこ会

2号 事業 長野県西駒郷の地域移行評価・検証に関する研究事業 （福）長野県社会福祉事業団

2号 事業 犯罪被害者支援に関する広報啓発及び支援体制整備他 （特非）全国被害者支援ネットワーク、
日本弁護士連合会、各県犯罪被害者支援センター数か所

2号 事業 国境を越えた未成年者への家族再会の援助 （福）日本国際社会事業団

海外 事業 タイにおける義肢装具士養成学士号提供プログラムの推進（2006年度事業） マヒドン大学医学部シリラート病院

2009
（10件）

1号 団体 基盤整備 （社）日本舶用工業会

1号 事業 沈廃小型船舶処理促進事業（2007年度） （社）日本舟艇工業会

1号 事業 船舶関係諸基準に関する調査研究 （財）日本船舶技術研究協会

1号 事業 日本・アジア造船フォーラムの開催 （社）日本中小型造船工業会

1号 事業 団員拡充モデル事業の実施 （社）日本海洋少年団連盟

2号 事業 教育・研究図書有効活用プロジェクトの実施 （財）日本科学協会

2号 事業 NPO等のファンドレイズ推進ネットワーク構築事業 （特非）シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

2号 事業 自殺対策及び自死遺族対策支援事業 （特非）自殺対策支援センターライフリンク　他

2号 事業 新治療法確立のための基礎研究 （財）癌研究会

海外 事業 聴覚障害者の高等教育環境整備のための国際大学ネットワークの推進（2007年度） 米国立ろう工科大学

2010
（8件）

1号 事業 調査研究船を使用した海洋体験研修の開催 （財）日本科学協会

1号 事業 地域海洋センターの特色を活かした水辺での体験プログラムの開発 （財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

2号 事業 親学〜親が変われば子どもも変わる〜の拠点整備（08-09） （一財）親学推進協会

2号 事業 東京マラソン2009運営ボランティアの体制構築及びコースの運営管理他（06-08）（財）笹川スポーツ財団

ボランティア 事業 地域防犯活動推進のための青パトの購入 御笠パトロール隊ほか全57団体

2号 団体 基盤整備・太鼓ファンド （財）日本太鼓連盟

2号 事業 国内・アジア諸国における障害者アート発掘の調査研究 （福）滋賀県社会福祉事業団

海外 事業 アジアの僻地における小学校の建設 （特非）アジア教育友好協会（AEFA）

2011
（8件）

1号 団体 基盤整備 （社）日本造船協力事業者団体連合会

1号 事業 地域に根ざしたウォータースポーツの普及 （公財）笹川スポーツ財団
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年度 事業区分 評価区分 評価対象 団体名

2011
（8件）

1号 事業 新世紀を拓く深海科学リーダーシッププログラム 東京大学

2号 団体 基盤整備 （財）笹川記念保健協力財団

2号 事業 チャリティ事業　クラシックコンサート公演によるチャリティ事業の実施　他22
事業 子どもの村福岡支援実行委員会　他20団体

2号 事業 農業復興のための先駆的な仕組み作り「農・林で考える田舎暮らし研究会」の実施　
他2事業 （特非）野外教育学修センター魚沼伝習館　他2団体

2号 事業 バイリンガル・バイカルチュラルろう青少年の国際交流プログラム 明晴学園

海外 事業 日本人技能シニアボランティアの海外派遣 （任）技能ボランティア海外派遣協会

2012	
（8件）

１号 団体 基盤整備 （社）日本中小型造船工業会

１号 事業 海洋・船舶科学研究助成 （公財）日本科学協会

２号 団体 基盤整備 （財）日本吟剣詩舞振興会

２号 事業 科学振興のための研究助成と研究交流 （公財）日本科学協会

２号 事業 郷土愛の醸成を目指した「郷土検定」の推進 （ザ・ハカタ・リバイバル・プラン、歩かんね大宰府、八戸観光コ
ンベンション協会　他）

２号 事業 ホスピスナース育成事業 （公社）日本看護協会、（公財）笹川記念保健協力財団　他

海外 事業 日本財団アジア・フェローシップ（APIフェロー・シップ）の推進 チェラロンコン大学アジア研究所

支援事業 事業 被災地域におけるスペシャルニーズ調査の実施 （被災者とNPOをつないで支える合同プロジェクト）

2013	
（6件）

１号 事業 認定事業場の品質管理向上のための人材養成	 （一社）日本船舶品質管理協会

１号 事業 水の事故をゼロにするための周知活動の実施 （公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

２号 事業 障害者の就労支援車両の配備 （福）富岳会　他257団体

２号 事業 寄附講座「緩和医療講座」の実施	 （学）自治医科大学	

海外 事業 フィリピン残留日本人2世の戸籍回復支援	 （特）フィリピン日系人リーガルサポートセンター

２号 事業 手話言語法（仮称）制定推進事業 （一財）全日本ろうあ連盟

2014	
（7件）

１号 事業 「海難救助訓練」、「救助出動報奨」 （公社）日本水難救済会

１号 事業 海上保安協力員の活動推進 （公財）海上保安協会

１号 事業 海難多発海域における安全対策の構築に関する調査研究 （公社）日本海難防止協会

２号 事業 寄付文化の醸成及び非営利組織の資金開拓力強化 （特）日本ファンドレイジング協会

２号 事業 間伐材の搬出に関わる機材購入 （特）杣の杜学舎、（特）土佐の森・救援隊

２号 事業 障がい者の就労支援等に関する「社会福祉公開講座」の開催 （特）福祉ネットこうえん会

協力援助 事業 インドにおけるハンセン病患者、回復者、その家族の尊厳の回復と社会参加を目指
した財団の設立 Sasakawa-India	leprosy	Foundation

2015	
（6件）

１号 事業 造船所の設計技術者の育成 （一社）日本中小型造船工業会

１号 事業 公立小中学校における海洋教育の展開 （一社）葛西臨海・環境教育フォーラム

２号 事業 障害者支援施設（一般就労）の整備／店舗改修 （特）ワークスみらい高知

２号 事業 日中笹川医学協力プロジェクトの実施 （公財）日中医学協会

協力援助 事業 平和大学における平和構築のアジア人専門家の育成 University	for	Peace（平和大学）

預保 事業 2013年度〜2015年度「団体運営の自立に向けた仕組みづくり」（預保納付金支援
事業） 全国の犯罪被害者支援団体39団体

2016	
（8件）

１号 事業 2009年度〜2014年度「出張型災害疑似体験教育」事業 （一社）日本造船協力事業者団体連合会

２号 事業 2012年度〜2016年度	｢植樹リーダーの養成及び植樹｣事業 （公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

２号 事業 1994年度〜2015年度｢福祉車両配備｣事業 3万7千994台の配備先団体

支援事業 事業 2011年度〜2015年度｢地域伝統芸能復興基金（まつり応援基金)」事業 釜石虎舞保存連合会　他

協力援助 事業 2011年度〜2015年度「ミャンマーにおける障害者支援」事業 ミャンマー障害者自立生活協会

２号 事業 2011年度〜2015年度「アールブリュット支援事業」 （社福）松花苑、（社福）安積愛育園、（特）ワークスみらい高知、
（社福）創樹会（計4団体）

支援事業 事業 2012年度〜2016年度「ダイムラー・日本財団イノベーティブリーダー基金」事業 （学）グロービス経営大学院大学

支援事業 事業 2013年度〜2015年度日本財団「WORK	FOR	東北」復興人材プラットフォーム事
業 日本財団

年度 事業区分 評価区分 評価対象 団体名

2017	
（13件）

１号 事業 勤労青少年水上スポーツセンターの運営 （公社）日本モーターボート選手会

２号 事業 聴覚障害者大学教育支援 （学）日本社会事業大学

支援事業 事業 障害者をショコラティエに！
〜ショコラを活用した障害者就労の変革プロジェクト〜 （一社）ラ・バルカグループ

２号 事業 学生ボランティア活動への支援 （一財）日本財団学生ボランティアセンター

２号 事業 若手福祉従事者育成事業　計13事業 （一社）FACE	to	FUKUSHI　含む計6団体

協力援助 事業 日系人に対する日本留学の機会の提供 （公財）海外日系人協会

１号 事業 国際海事展への参加 日本船舶輸出組合

調研 事業 青パトフォーラム等の開催　（調査研究事業） 日本財団

２号 事業 鳥取県×日本財団共同プロジェクト「中山間地域生活支援5事業」 鳥取県漁業協同組合、岩常部落、院内集落、（福）岩美町社会福
祉協議会、岩美町「小さな拠点」推進振興協議会

２号 事業 鳥取県×日本財団共同プロジェクト「UDタクシー2事業」 （一社）鳥取県ハイヤータクシー協会

２号 事業 鳥取県×日本財団共同プロジェクト「障害者就労支援8事業」	 （特）山陰福祉の会　他5団体

１号 事業 海上防災訓練の充実強化 （一財）海上災害防止センター

２号 事業 DVや家庭内暴力に悩む社会的弱者に対する相談・支援活動 （公社）日本駆け込み寺

2018	
（9件）

１号 事業 船舶建造高品質化・効率化技術の調査研究 （一財）日本船舶技術研究協会　（大）東京大学　（大）九州大学

２号 事業 観光総合調査の実施 （公社）日本観光振興協会

２号 事業 認定NPO法人制度の活用の推進 （認特）シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

２号 事業 発達障害支援スーパーバイザー養成研修 （一社）日本自閉症協会	

２号 事業 福祉車両配備 8,596台の配備先団体

２号 事業 日本財団聴覚障害者海外奨学金 （特非）日本ＡＳＬ協会

１号 事業 水産業を中心とした新しいコミュニティ創生のための番屋再生事業 宮古漁業協同組合含む11団体

２号 事業 楽器貸与事業を通した音楽文化の振興・普及 （公財）日本音楽財団	

１号 事業 わがまち基金プロジェクトの実施　計11事業 西武信用金庫含む6団体

2019	
（7件）

１号 事業 ジュニアライフセービング教室の開催および指導者養成プログラムの実施等	　 （特）日本ライフセービング協会

1号 事業 海洋センター・クラブにおける施設整備								 （公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

２号 事業 学習支援等を通じた子どもの貧困対策及び運営基盤整備 （特）Learning	for	All

２号 事業 情報収集・発信機能の強化による国際相互理解の促進 （公財）ニッポンドットコム

２号 事業 にっぽん文楽公演　 （一財）にっぽん文楽プロジェクト

協力援助 事業 インドネシアにおける義肢装具士養成プログラムの推進 ジャカルタ義肢装具士学校

２号 事業 TSURUMIこどもホスピスにおける運営体制の強化	 （一社）こどものホスピスプロジェクト

2020	
（6件）

１号 事業 モバイル・ビックデータの運輸部門における国内実証とASEAN諸国展開調査 （一財）運輸総合研究所

１号 事業 ゲートラダーを使用した省エネ推進システムの技術開発 (一社）日本舶用工業会

２号 事業 社会的投資時代の新水準に合致したコミュニティ財団セクターの機能	
強化事業 （一社）全国コミュニティ財団協会

２号 事業 「食べる通信」加盟団体の育成強化およびプラットフォームの構築 (一社）日本食べる通信リーグ

２号 事業 がん患者等の自己決定を促す相談支援プログラムの啓発 （認特）ｍａｇｇｉｅ’ｓ	ｔｏｋｙｏ

２号 事業 医療的ケアに対応した地域連携ハブ拠点の整備 （福）フラット

2021
（8件）

協力援助 事業 海の世界の人づくり事業 WMU、	（公財）笹川平和財団、GEBCO指導委員会、ブリティッ
シュコロンビア大学

１号 事業 「海洋教育の町	三浦」の実現を目指して　-小・中学校における体系的・永続的海洋
教育　カリキュラムの開発と実践 （一社）みうら学・海洋教育研究所

２号 事業 手話パフォーマンス甲子園の開催 （任）手話パフォーマンス甲子園実行委員会

２号 事業 妊娠ＳＯＳ相談窓口の運営 （特）ピッコラーレ（旧にんしんSOS東京）

２号 事業 社会起業家向け創業支援プログラム （一社）ImpacTech	Japan

２号 事業 日本国内における災害時緊急支援 （任）震災がつなぐ全国ネットワーク

協力援助 事業 アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター	日本財団フェローシップ （任）アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター

２号 事業 鳥取県×日本財団共同プロジェクト 鳥取県、日本財団

合	計185件
（内訳）１号：67件		２号：89件			海外：12件			協力援助：7件　ボランティア：3件			支援事業：5件			預保：1件			調研：1件

		 団体評価：29件				事業評価：156件

■外部評価■外部評価

＊2014年10月1日より協力援助業務に一本化して実施しているため、事業区分名を変更


