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第 1号議案 平成 29年度学術研究助成に関する件 

 当財団の平成 29度学術研究助成の助成先候補として以下の通り決定いたしました。審議

のうえ承認を求めます。 

 

平成 29年 9月 1日から同年 9月 30日までの公募期間において、当財団のホームページ上

にて下記の通り申請を受け付けたところ、合計 75名、総額￥162,097,000-からの申請があ

りました。平成 29年 12月 5日の学術研究助成選考委員会においてこれらの申請を審査し

た結果、合計 11名に対する¥18,980,000-の助成を採択候補としました。 

 

●助成先選考趣旨について（添付表ご参照） 

※選考委員会にて審査された、評価点が上位の申請者への助成 

※若手研究者を主体に、現在は萌芽的な研究ではあるが、将来（継続助成の上）イノベーシ

ョンを期待出来る研究課題を優先選考した 

※ミニ科研の様な研究申請は評価を低くした  

※申請書内容に於いて、不必要な申請金額をチェックの上、減額とした 

 

 

 

 

●申請状況及び採択状況 

募集内容 
申請

件数 
申請金額 

採択

件数 
採択金額 予算 

環境配慮型のエネルギー利用・開発又

は食料生産・流通の改善に資する研究 
75件 ¥162,097,000  11件 ¥18,980,000 ¥19,000,000  
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●採択一覧 

No. 所属 氏名 役職 年齢 研究課題 採択額 

A17021 鳥取環境大学 戸苅丈二 講師 42歳 

マイクロ波照射による廃

棄物系バイオマスからの

エネルギー回収メタン発

酵システムの開発 

￥1,980,000 

A17016 東京農工大学 村岡貴博 准教授 38歳 

食品・医薬品の長期保存

を可能にする新規タンパ

ク質安定化剤の開発 

￥2,600,000 

A17015 山形大学 星野友紀 准教授 41歳 

環境変動に適応可能な穀

物の品質安定化遺伝子の

同定 

￥900,000 

A17018 
北海道大学大学

院工学研究院 
石田洋平 助教 30歳 

金属クラスター精密集合

構造を用いた新しい太陽

光エネルギー集約システ

ムの提案 

￥1,800,000 

A17038 日本大学 早川麻美子 助手 28歳 

太陽光を用いる環境調和

型有機合成反応の開発に

関する研究 

￥1,900,000 

A17056 東京大学 佐々木和浩 助教 37歳 
イネの生育ステージで変

遷する共生細菌の特定 
￥1,800,000 

A17058 名古屋大学 上野智永 助教 33歳 

カーボンナノチューブを

基盤にした熱スイッチン

グ材料の創成 

￥2,300,000 

A17001 三重大学大学院 西村 顕 准教授 45歳 

広波長域光応答ハイブリ

ッド光触媒のCO2改質性

能向上 

￥1,200,000 

A17042 北見工業大学 本間雄二朗 特任助教 31歳 

種子デンプン質の代わり

にショ糖が蓄積される変

異イネの解析による糖化

処理不要なバイオリファ

イナリー作物開発を目指

した基礎研究 

￥700,000 

A17055 東北大学 原田尚之 助教 34歳 

IOT に向けた表面プラズ

モンによる微小素子への

電力供給法の開拓 

￥2,500,000 

A17060 東京大学大学院 松岡真生 
農学共同

研究員 
34歳 

新規亜硝酸型硝化脱窒法

に用いる亜硝酸酸化細菌

特異的阻害剤の開発 

￥1,300,000 

合計 11件（予算：￥19,000,000） ￥18,980,000 
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第 2号議案 平成 29年度地域振興助成に関する件  

 当財団の平成 29度地域振興助成の助成先候補として以下の通り決定いたしました。審議

のうえ承認を求めます。 

 

平成 29年 8月 1日から同年 8月 31日までの公募期間において、当財団のホームページ上

にて下記区分の通り申請を受け付けたところ、合計 15団体、総額￥10,500,000-からの申請

がありました。 

平成 29 年 11 月 9 日の地域振興助成選考委員会においてこれらの団体を審査した結果、  

合計 10団体に対する¥7,000,000-の助成を採択候補としました。 

 

●助成先選考趣旨について（添付表ご参照） 

※選考委員会にて審査された、評価点が上位の団体への助成 

※地域の精神文化に役立つ団体への助成 

※社会課題を地域の内で解決して行こうと取り組んでいる団体への助成 

※助成後の姿を感じる・見える・具体的にはっきりしている団体への助成（課題と目標が 

明示されている） 

 

 

●申請状況及び採択状況 

区

分 
募集内容 

申請 

件数 
申請金額 

採択

件数 
採択金額 予算 

①  

多世代が参与し、高齢層から若年

層への伝承が含まれる天然資源及

び文化的資産の保全・活用を通

じ、当該地域のコミュニティの発

展に寄与する継続的事業 

9件 ¥4,500,000  6件 ¥3,000,000  ¥4,000,000  

②  

地域に根ざした未利用エネルギー

の有効活用、もしくは農と食のイ

ノベーションと地域力アップに繋

がる事業 

6件 ¥6,000,000  4件 ¥4,000,000  ¥3,000,000  

合計 15件 ¥10,500,000  10件 ¥7,000,000  ¥7,000,000 
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●採択一覧 

区分 申請 No. 所属機関 事業の名称 採択額 

①多世代

が参与す

る天然資

源及び文

化的資産

の保全・活

用事業 

B17003 
一般社団法人  四日市大学

エネルギー環境教育研究会 

里地・里山の衰退に向き合

う～持続可能なまちづくり

〝八郷″～ 

¥500,000 

B17015 
震災復興学生サポート「ハ

マヒルガオ Ambassdor」 

地域の未来を切り拓くため

の、東松島子どもプロジェ

クト 

¥500,000 

B17013 
セ・カ・イ（繊維・会館・一

宮）建築チーム 

近代建築再生スクール 現

代アートプログラム「（仮）

尾州の起点」 

¥500,000 

B17006 
特定非営利活動法人  大森

まちづくりカフェ 

おおたユニバーサル・ワー

クショップ～伝統文化 de

コミュニケーション 

¥500,000 

B17012 
NPO 法人 伊勢原森林里山

研究会 

失われた民族儀礼 日向地

区「虫送り」の再現と継続 
¥500,000 

B17011 
特定非営利活動法人  まな

びデザインラボ 
海とつながりプロジェクト ¥500,000 

区分① 小計 6件（予算：¥4,000,000） ￥3,000,000 

②地域未

利用エネ

ルギーの

有効活用・

農と食の

イノベー

ション 

B17008 
認定特定非営利活動法人 

びわ湖トラスト 

未利用の太陽エネルギーを

利用した自律型水上移動物

体の普及と地域振興 

¥1,000,000 

B17001 
東尋坊愛のマラニック実行

委員会 

第７回東尋坊愛のマラニッ

ク 
¥1,000,000 

B17004 
NPO 法人 支援センターあ

んしん 

農業用ハウス暖房・融雪バ

イオマス燃料化事業 
¥1,000,000 

B17005 
子育て支援 NPO いないい

ないばあ 

自宅開放型子育て支援にお

ける木材遊びの遊具（螺旋

階段等） 

¥1,000,000 

区分② 小計 4件（予算：¥3,000,000） ¥4,000,000 

    合計 10件（予算: ¥7,000,000） ¥7,000,000 



 6 

第 3号議案 平成 29年度福祉助成に関する件  

 当財団の平成 29度福祉助成の助成先候補として以下の通り決定いたしました。審議のう

え承認を求めます。 

 

平成 29年 7月 1日から同年 7月 31日までの公募期間において当財団のホームページ上に

て下記区分の通り申請を受け付けたところ、合計 36団体、総額￥13,517,423-からの申請が

ありました。平成 29 年 9 月 29 日の福祉助成選考委員会においてこれらの団体を審査した

結果、合計 22団体に対する¥6,892,869-の助成を採択候補としました。 

 

●助成先選考趣旨について（添付表ご参照） 

※選考委員会にて審査された、評価点が上位の団体への助成 

※質を重視した選考（少額であっても、前川報恩会が助成をする事により、その利用者が大

変助かるといった団体へ最優先に助成） 

※利用者主体の支援（物品助成） 

※共生社会への実現に向けて努力している福祉団体への助成 

※特徴が見出せる福祉内容への助成 

 

 

●申請状況及び採択状況 

申請件数 申請金額 採択件数 採択金額 予算 

合計 36件 ¥13,517,423 22件 ¥6,892,869 ¥7,000,000 
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●採択一覧 

申請 No. 法人名 申請物品・取組内容等 採択額 

C17007 
特定非営利活動法人 支援セ

ンターなのはな畑 
食品乾燥機 ¥190,000  

C17014 
美作大学 生活科学部 森本恭

子研究室 

発達障害者向け健康料理レ

シピ開発及びレシピ本の刊

行・配布 

¥300,000 

C17031 社会福祉法人 ふれ愛名古屋 
ケア用ベッド用品（ポジシ

ョニングクッション等） 
¥500,000 

C17012 麦の里 

電動アシスト付自転車２

台、交換バッテリー、サイ

クルカバー２枚 

¥328,000 

C17015 
特定非営利活動法人 横浜市

視覚障害者福祉協会 

パーキンスブレーラー（点

字タイプライター）、点字

ラベラー 

¥172,000 

C17020 社会福祉法人 共生の里 
掃除器具（ポリッシャー、

汚水バキューム等） 
¥500,000 

C17005 社会福祉法人邑智福祉振興会 車椅子３台 ¥230,000 

C17016 
特定非営利活動法人 小さな

種・こころ 

ヤンマー運搬車、昭和ブリ

ッジアルミブリッジ（階段

や段差に置いて、その上を

動かす物） 

¥500,000 

C17018 社会福祉法人 ウイズ福祉会 ぎんなん皮むき機 ¥280,000 

C17023 
特定非営利活動法人 視覚障

がい者ネットワークコトリナ 

読むべえスマイル（読み上

げ器）、プレストーク（視

覚障害者用読書器）、リン

グポケット（点字データ

器） 

¥449,000 

C17036 
特定非営利活動法人 そらい

ろプロジェクト京都 
移動シャンプー台 ¥500,000 

C17002 NPO法人 ぐるっぽ AED ¥210,000 

C17024 
一般社団法人 神戸ダルクヴ

ィレッジ 
エアコン ¥416,448 

C17029 
特定非営利活動法人 ハート

ツリー 
冷凍冷蔵庫、換気扇 ¥252,000 



 8 

C17030 
社会福祉法人 視覚障害者支

援総合センター 
携帯型拡大読書器 ¥150,000 

C17032 
特定非営利活動法人 四ツ葉

の会 
瞬間冷凍機 ¥400,000 

C17025 
特定非営利活動法人 発達障

がい者就労支援ゆあしっぷ 

物品：プロジェクタスクリ

ーン取組：カフェ運営費 
¥112,421 

C17001 社会福祉法人 セーナー苑 除雪機 ¥300,000 

C17006 
社会福祉法人 芳香会 青嵐荘

つくし園 

長胴太鼓・紋太鼓土台、ワ

イヤレスマイク、各機材の

シールドアンプ運搬用ケー

ス等 

¥150,000 

C17009 
特定非営利活動法人 ハート

オブマインド 
AED ¥353,000 

C17011 一般社団法人めりぃ 車両商品の搬入 ¥300,000 

C17033 社会福祉法人 枚岡福祉会 壁修繕工事 ¥300,000 

合計 22件（予算：¥7,000,000） ¥6,892,869 
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第 4号議案 公益財団法人前川報恩会保有株式（志村産業株式会社）売却の件 

 

 平成 29年 10月 02日開催平成 29年度第 3回理事会 第 1号議案の決議結果

「他の団体の意思決定に関与することができる株式の売却に関しては可とする

が、提示価格に関しては再度先方と協議を行い、改めて理事会・評議員会を開催

すること」に関して、下記の通りに先方より再打診を受けましたので、4,406円

での売却について審議のうえ承認を求めます。 

 

一株あたり提示価額：4,406 円（前回

提示価額：4,627円の 95.2％） 

売却総額：147,601千円（＝￥4,406ｘ33,500株） 

 

 なお、本株式を売却後の現金は定期預金に回した後に引き続き公益目的保有

財産として国債等の安全資産での運用を行います。 

 

 

第 5号議案 評議員会開催の件 

 上記の第 4 号議案決での理事会決議事項に関する議決を求める評議員会を、

以下の要領で行うことといたしますので、審議のうえ承認を求めます。 

 

平成 29年度第 3回評議員会 

方法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194条第 1項の規定及び 

定款 20条第 4項の規定にもとづく決議の省略 

議題：公益財団法人前川報恩会保有株式（志村産業株式会社）売却の件 

 

※ 第 4号議案決議事項に関する承認を頂く内容となります。 

本件に関しては理事会同様に、評議員会においても平成 29 年 10 月 10 日（火）

にて、「他の団体の意思決定に関与することができる株式の売却に関しては可と

するが、提示価格に関しては再度先方と協議を行い、改めて理事会・評議員会を

開催すること」との結果となったため。 


