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  ２０１３年３月２５日 

 

 

マツダ財団が 2013年度の事業計画を決定 

 

公益財団法人マツダ財団（以下、マツダ財団）は、2013 年度の事業計画を発表しました。新年度も引き

続き、科学技術振興と青少年健全育成の 2 つの領域について、研究助成と事業助成を中心にさまざま

な活動を行います。 

 

マツダ財団理事長 山内 孝は、「先見性・独創性を常に念頭に置いて助成効果をより向上させるなど、

事業内容を進化させながら、存在感のある財団を目指し、さらなる社会貢献に努めていきたい」と述べま

した。 

 

なお、2013年度の総事業費は 5,696万円とします。事業計画は次のとおりです。 

 

科学技術振興関係 

1. 研究助成 

2013 年度も機械、電子・情報、材料の 3 分野を対象に、「若手研究者」、「萌芽的研究」、「循環・

省資源への寄与」を優先して助成します。 

（助成金総額 2,800万円、25件程度） 

 

2. 事業助成 

学会・研究機関などが中国地方で開催する小中高の生徒を対象とした科学体験事業に対する

助成を行い、「科学するこころ」を養う取り組みを支援します。 

（助成金総額 100万円、10件程度） 

 

3. 科学わくわくプロジェクト 

広島大学の知的資源を活用した地域貢献を目的に、「科学わくわくプロジェクト」を同大学との共同

事業として展開します。事業内容は、小～中学生を対象に最新の科学を分かりやすく紹介する

「サイエンスレクチャー」、中学生を対象に、教科書にとらわれないハイレベルな科学を集中指導する

「ジュニア科学塾」、応募者の高校生が自ら研究テーマを発意する、双方向での講座プログラム

「科学塾研究室」など、多面的な構成となっています。 

（負担金総額 300万円） 
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青少年健全育成関係 

1. 研究助成 

2013年度も、市民活動の活性化に寄与する実践的な研究に対する助成に注力します｡ 

（助成金総額 400万円、4～5件） 

 

2. 市民活動支援 

2013 年度は、広島・山口両県から寄せられた 100 件の応募の中から、東日本大震災復興支援

活動を含む全 31件、総額 800万円への支援を決定しました。 

 （添付資料「マツダ財団 第 29回市民活動支援一覧 －青少年健全育成－」参照）  

 

3. 感動塾・みちくさ 

財団法人広島市未来都市創造財団と共催の「感動塾・みちくさ」は、児童・指導者・ボランティアの

創意工夫をはぐくむ事業を 3会場で開催します。 

（負担金総額 100万円） 

 

4. スタートラインプロジェクト 

近年大きな社会問題になっている児童虐待の問題に、2013 年度から新たに取り組みます。広島

県内初の子どもシェルターを開設・運営している NPO 法人ピピオ子どもセンターと連携して、被虐

待児等の成長・自立やスタッフの能力開発を支援する「スタートラインプロジェクト」を実施します。 

（負担金総額 100万円）  

 

5. 講演会の開催 

青少年健全育成の啓発を目的とする講演会を昨年度同様に実施します。 

 

6. 大学寄付講義 

広島女学院大学で単位互換「ボランティア論Ⅰ」を実施します。 

 

マツダ財団は、科学技術の振興と青少年健全育成のための助成などを行うことにより、世界の人々が

共に繁栄を享受し、心豊かに生きることのできる社会づくりに寄与することを目的として、1984年 10月に

発足しました。2010 年 11 月に内閣府より公益法人への移行の認定を受け、公益財団法人マツダ財団

として更なる社会貢献に取り組んでいます。これまでの助成実績は今回を含め合計 1,736 件、14 億

2,980万円です。今後一層社会のお役に立てるよう、マツダ財団はこれからも取り組んでまいります。 

 

以 上 
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＜添付＞マツダ財団 第 29回市民活動支援一覧 －青少年健全育成－ 

活    動    名 団  体  名 地域 
金額 

（万円） 

外国籍児童生徒のための日本語学習支援 NPO こどものひろばヤッチャル 
広島県 

東広島市 
25 

千羽鶴ファクトリー構想の推進事業 
特定非営利活動法人千羽鶴未来

プロジェクト 
広島市 25 

つながれ！あなたも私も「復興者」！ 
学生ボランティア団体 OPERATION

つながり震災復興ボランティア事業部 

広島県 

東広島市 
35 

ロボット競技へのチャレンジを通じた知的

好奇心の醸成活動 

ロボカップジュニアジャパン広島

ブロック運営委員会 
広島市 25 

映画製作参加による青少年育成プログラム 市民活動で映画製作をする会 広島市 25 

子どもシェルターの運営 
特定非営利活動法人ピピオ子ども

センター 
広島市 30 

広島県居住の外国人に対する日本語学習

機会の提供と異文化理解を深める交流 
日本語教室ピース 

広島県 

東広島市 
15 

10 周年記念！ぼくたちのキャンプファイ

ヤー場をつくる 100人の夏 CAMP 

（1泊 2日）＆10周年記念誌づくり 

NPO法人ほしはら山のがっこう 
広島県 

三次市 
35 

戸河内小学校夢配達人プロジェクト 

  手作り間伐材鉛筆・遊具づくり 

戸河内小学校夢配達人プロジェクト

実行委員会 

広島県 

山県郡 
30 

よみがえれ！永慶寺川のホタルたち NPO法人おおのの風 
広島県 

廿日市市 
25 

中高校生を被災地の役に立てる人材に

育てる事業：第 2ステージ 
特定非営利活動法人よもぎのアトリエ 広島市 25 

カンナがつなぐ 平和のバトン 

  －カンナプロジェクト－ 

広島市立大州小学校カンナプロ

ジェクト 
広島市 35 

大朝小学校における環境学習の推進に伴う

課題解決のための実施計画再構築事業 
大朝地域資源保全隊 

広島県 

山県郡 
25 

「鞆の町再発見」の旅 福山市立鞆小学校鞆探検クラブ 
広島県 

福山市 
20 

若年者を対象とした農業ボラバイト事業 NPO法人いきいき農業応援し隊 広島市 20 

探検クラブ 
特定非営利活動法人これからの学び

ネットワーク 
広島市 25 

青少年主体性育成プログラム（国際分野） ワンダー・ティーンズ（任意団体） 広島市 45 

子どもと大人の世代を越えたディスカッション

イベント「こどなひろば」の開催 
こどなひろば中国支部 広島市 10 
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子ども中心の伝統芸能“狩留家シャギリ”

の復活 
特定非営利活動法人ＮＰＯ狩留家 広島市 25 

災害時、まず「いのちを自分で守る～

自助～」 

府中町災害ボランティア赤十字

奉仕団 

広島県 

安芸郡 
10 

いのちの教室 特定非営利活動法人ＳＰＩＣＡ（スピ力） 広島市 25 

福島と広島の子供たち 夢のコンサート 福島と広島をつなぐ会 広島市 25 

震災移住親子と仲良く学ぶ魚魚（とと）教室 
呉市市民公益活動団体 Team Jin

「仁」 

広島県 

呉市 
35 

学生ボランティア「ほんわかプロジェクト」

による、積雪地の高齢者宅等での除雪

及び島しょ部での柑橘農家の支援 

ほんわかプロジェクト応援団 
広島県 

東広島市 
25 

第 16回 日本ジャンボリー 
日本ボーイスカウト山口県連盟

山口第 3団 

山口県 

山口市 
25 

こどもっちゃ！商店街 こどもっちゃ！商店街実行委員会 
山口県 

周南市 
50 

「SL べんけい号の復元」をテーマにした

地域活性化と子育て支援イベントの開催 
下松べんけい号を愛する会 

山口県 

下松市 
20 

子供達と自然に学ぶ ボランティア琴音の風 
山口県 

防府市 
25 

チャイルドラインやまぐち開設 10 周年記念

チャイルドライン夢メッセージ展 
NPO法人子ども劇場山口県センター 

山口県 

宇部市 
20 

小学生からゴミ問題対策教育 彦島山中町自治会 
山口県 

下関市 
20 

こども元気塾 with 清光 こども家庭支援センター清光 
山口県 

山口市 
20 

合   計     31件         800万円 
広島県  24件 620万円 

山口県   7件  180万円   

 


