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助成実績
1979年の財団設立以来、累計で2万394件、総額176億6645万円を助成しております。

件数

262 件

13 件

229 件

25 件

2件

544 件

1億 2398 万円

1939 万円

1145 万円

4000 万円

570 万円

2億 2340 万円

13910 件

29 件

2826 件

1278 件

392 件

20394 件

87 億 3754 万円

3840 万円

1億 4130 万円

29 億 3200 万円

13 億 6738 万円

176 億 6645 万円

金額 件数 金額

児童・少年の健全育成助成
（実践的研究助成）

生き生きシニア活動顕彰

13 件 2288 万円 594 件 16 億 6710 万円高齢者会助成

環境問題研究助成

出版助成

合計

2021年度実績 累計実績
助成事業名称

児童・少年の健全育成助成
（物品助成）

児童・少年の健全育成助成
（物品助成）

生き生きシニア活動顕彰

高齢社会助成

環境問題研究助成

出版助成

子どもの健全育成に向け活動する
地域の団体へ必要な物品を助成

高齢者が主体となる地域貢献活
動を顕彰

高齢社会の課題解決に資する
活動・研究に助成

環境問題研究に取り組む研究
者等への研究助成

環境助成の成果出版と博物館
展示案内助成

3ページ

6ページ

5 ページ

7~8
ページ

9ページ

都道府県
助成領域

研究・
地域活動
助成領域

児童・少年の健全育成助成
（実践的研究助成）

子どもの健全育成に資する研究に 
取り組む研究者等への研究助成 4ページ

日本生命財団の助成事業の概要

児童・高齢・環境の三分野を中心に、６つの助成事業を実施しております。児童・少年の健全育
成助成(物品助成)、および生き生きシニア活動顕彰の２事業は、「都道府県助成領域」として
全都道府県のご協力を得て進めております。

助成事業

2021年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から贈呈式の開催を見合
わせ、シンポジウムを オンライン開催とするなど柔軟な対応を進めるなか、関係各
位のご協力により、おかげさまで 各助成は滞りなく実施することができました。
これからも、SDGｓ等新たな時代の動きを踏まえながら、真に豊かな社会づくりに
役立つことを目指し、努力を続けて参ります。
引き続き皆様方の深いご理解とご支援を賜わりますよう心よりお願い申しあげます。

公益財団法人 日本生命財団（ニッセイ財団）は、日本生命保険相互会社が、創業
90周年を迎えるに当り、同社創業以来の共存共栄、相互扶助の精神に基づき、
「人間性・文化性あふれる真に豊かな社会の建設に資すること」を目的として、
1979年7月に設立された助成型財団でございます。
　とりわけ、「変化する時代・社会的要請に柔軟に対応して公益事業を進め、都市部
のみならず日本全国を対象とした社会還元を行う」という機能・役割を託されま
した。
　以来、この目的と付託された機能・役割を達成するため様々な検討を重ね、主に
児童・高齢・環境の三分野を中心として、以下６つの助成事業を進めております。

山極 壽一会長 林 武史理事長



2020年度に当財団が助成した、香川大学・大久保智生准教授らによる
研究成果が、第15回キッズデザイン賞少子化対策担当大臣賞を受賞し
ました。
同研究で開発された防犯ウォーキングアプリ「歩いてミイマイ」を子ども
たちが活用し、街の危険な場所を見つけ楽しみながら情報を入力するこ
とで、防犯意識の醸成、得られた情報を公共知としてシェアすることに
役立っています。
導入や運用の負荷が少なく、様々な地域での展開が期待されています。

助成先研究の成果がキッズデザイン賞を受賞
INFORMATI
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｜研究・地域活動助成領域

子どもを巡る社会的課題が広範、かつ複雑化する
なか、健全育成に資する実践性高い研究の役割・
重要性が高まっています。
当財団は設立40周年を機に、研究者と現場の専
門職等実践家の協働による実践的研究を対象
に、2020年度より助成を開始しました。

助成趣旨

上記の趣旨のもと、当助成は「子どもを巡る『真の
ウェルビーイング』の探求」を基本テーマとし、以
下の２つの重点募集分野を掲げて助成を行ってお
ります。
　1.健全育成のための教育、周到な準備を図る分野 
2.健全育成にとって喫緊の対応を要する分野
(各分野のキーワード・キーフレーズを当財団HP
に例示しております)
　2021年度は13件・1939万円を助成し、累計実績
は29件・3840万円となっております。

助成概要

実践的研究助成の概要

児童・少年の健全育成助成（実践的研究助成）

助成期間

助成金額

助成予定件数

２年間

研究組織

助成対象者

研究成果の
社会還元

最大400万円

3～４件

シンポジウム
書籍出版 

研究者、または実践家

研究者と実践家の双方が参画

１年間

最大100万円

6～7件程度

ワークショップ

研究者、または実践家
（大学院博士課程在籍者も対象）

＊1  2022年度の公募は2022年3月に終了いたしました。
＊2  出版の助成金は別途準備いたします。

公募開始案内ポスター

防犯ウォーキングアプリ
「歩いてミイマイ」の使用風景

2*

1*

詳しくは
日本生命財団HP
児童・少年の健全
育成助成(物品
助成)へ！

年間スケジュール

選考
委員会

理事会にて
助成先
決定

決定通知

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

贈呈式

募集告知
都道府県にて
申請受付

当財団は、活力あふれる真に豊かな社会の実現
にむけて、次代をになう子どもたちがたくましく
心豊かに成長することをめざしています。児童・
少年の健全育成には、地域社会を構成する住民
や諸組織が手を携え、地域活動の一環として、子
どもたちの生きる力を育んでいくことが必要に
なっています。 

そこで、当財団は、都道府県のご協力のもと、地
域活動として定期的・継続的に実施している子ど
もたちが行う自然体験・生活体験活動、仲間づく
りや文化の伝承活動、地域の子育て応援活動に
対して、都道府県知事のご推薦に基づき助成を行
い、活動の輪を広げてまいります。

児童・少年の健全育成助成（物品助成）

助成趣旨

上記の趣旨のもと、右記５分野を中心に活動を
定期的かつ日常的に継続して取り組んでいる民間
の団体に対して、その活動に常時・直接必要な
物品を助成いたします。 
助成額は１団体30万円～60万円としており、
助成物品は、子どもたち自らが主体的に直接活用
するものとしております。

この助成活動は財団設立時より継続され、2021年
度に43年目を迎えました。2021年度は全国262団
体・1億2398万円を助成いたしました。43年間の
累計実績は、13910団体・87億3754万円となり、
全ての都道府県で1億2千万円を上回る助成を実
施しております。

助成概要

助成団体活動の様子

分野１ 自然と親しむ活動

異年齢・異世代交流活動
子育て支援活動

療育支援活動

フリースクール活動

分野２
分野３

分野４

分野５

｜都道府県助成領域

助成物品の例

サッカーゴール

ピッチングマシン タブレット端末 絵本・本棚 食器・冷蔵庫

剣道防具 天体望遠鏡 楽器

※一部、撮影のためにマスク等を外した写真や過年度の写真があります。

詳しくは
日本生命財団HP
児童・少年の健全
育成助成(実践的
研究助成)へ！

年間スケジュール

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

公募告知

公募受付期間 選考

8月 9月

理事会にて
助成先決定

選考
委員会

選考結果
通知

助成開始



全都道府県のご協力を得て進めております「児童・少年の健全育
成助成(物品助成)」、「生き生きシニア活動顕彰」については、毎年
夏ごろに贈呈式・懇談会を各都道府県庁等で開催しております。
2020年度・2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の
観点から開催をやむなく断念いたしましたが、この贈呈式・懇
談会は、都道府県関係者のご参加のもと、地域に根差した地
道な活動を続けてこられた団体の皆さまを讃える場となって
おります。
懇談会では、助成・顕彰を受けられた皆さまから、日ごろの
活動の様子や率直なご意見を伺っております。

INFORMATI
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全都道府県で贈呈式・懇談会を開催しています！

贈呈式の様子(埼玉県)贈呈式の様子(埼玉県)

贈呈式後の懇談会の様子(大阪府)贈呈式後の懇談会の様子(大阪府)

※一部、撮影のためにマスク等を外した写真や過年度の写真があります。

生き生きシニア活動顕彰

高齢社会を迎えるなか、元気で活力にあふれた
高齢者の地域貢献活動が注目されています。
当財団では、高齢者が主体となって行う地域貢
献活動に対して、都道府県知事のご推薦に基づ
き顕彰し、地域活動の輪を広げてまいります。

地域の高齢者が主体となって行う右記のような
活動に取り組む団体に対して、１団体５万円の
顕彰金を贈呈いたします。この顕彰活動は2021
年度に15年目を迎えました。2021年度は、229
団体・1145万円の顕彰を実施し、15年間の累計
実績は2826団体・1億4130万円となっております。

顕彰趣旨

顕彰概要

分野１ 児童・少年の健全育成活動
（登下校時見守り活動、居場所づくり等）

障がい者支援活動
（手話・点訳・朗読ボランティア活動等）

分野２

高齢者支援活動
（高齢者の見守り活動、生活支援活動等）

分野３

地域づくり活動
（健康増進活動、環境保護活動等）

分野４

顕彰団体活動の様子

｜都道府県助成領域

詳しくは
日本生命財団HP
高齢社会助成へ！

年間スケジュール

公募告知

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

公募受付期間 選考
選考委員会

シンポジウム・
ワークショップ
開催の募集

シンポジウム・
ワークショップ

開催

シンポジウム・
ワークショップ
記録集発行選考結果

通知

理事会にて
助成先
決定

高齢社会助成は、1983年度より将来の高齢社会
を見据えた先駆的・実践的な事業への助成に取
り組んでまいりました。
これからの「人生100年時代」を活力溢れるも
のにするためには、自助・互助・共助・公助が一体
となって人々を支え合う社会の構築が喫緊の課
題です。
当財団は、この課題の解決に資するための活動、
研究に対し助成を行い、助成成果をシンポジウ
ム等を通じて広く社会に還元してまいります。

「人生100年時代の社会システム・持続可能な
地域づくり」へ向け、継続的自立生活を支える
地域包括ケアシステムの展開、多世代交流に
つながる活動等へチャレンジするための助成
を行います。
助成期間は2年間、助成金額は最大40 0万円
(1年最大200万円)としております。

研究者と実践家が協働し実践に役立つ成果をあ
げるために、実践的課題研究と若手実践的課題
研究（45歳未満の若手対象）へ助成を行います。
実践的課題研究は助成期間2年間、助成金額は
最大400万円(1年最大200万円)としておりま
す。若手実践的課題研究は1年間で、助成金額
は1件最大100万円としております。

助成趣旨

高齢社会助成
｜研究・地域活動助成領域

年間スケジュール

選考
委員会

理事会にて
顕彰先
決定

決定通知

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

贈呈式

募集告知
都道府県にて
申請受付

詳しくは
日本生命財団HP
生き生きシニア活動
顕彰へ！

顕彰趣旨 顕彰団体活動の様子シンポジウム開催の様子

第34回高齢社会シンポジウム(2021年12月、オンライン開催)

※4団体、活動成果発表と総合討論を実施

※上記も含め、合計8件の研究成果発表を実施

※上記も含め、合計7件の活動に対して助成を実施

※上記も含め、合計6件の活動に対して助成を実施

2021年度地域福祉チャレンジ活動助成

2021年度実践的研究助成

第34回高齢社会シンポジウム
「高齢社会を共に生きる」開催

助成先

日程

活動タイトル

社会福祉法人
武蔵野会 リアン文京

（東京都文京区）

[実践的課題研究]

[若手実践的課題研究]

（オンライン開催）

リアンdeつながるプロジェクト　
都市型複合施設の地域共生の場づくり

森川美絵
津田塾大学総合政策学部・教授

(他計4名)

「会社人」から「社会人」へ
-シニアプロボノが拓く地域社会-

福定 正城
日本福祉大学大学院
福祉社会開発研究科
博士課程(他計2名)

世帯の社会的脆弱性に着目した
住民の孤立予防・軽減に関する研究

2021年
12月4日(土)

（オンライン開催）

2022年
2月23日(水・祝)

 コロナ禍を超える
新たなつながりに向けて 

第28回高齢社会ワークショップ
「高齢社会実践的研究助成 成果報告」開催

日程 研究タイトル

・「『夢前花街道事業』と『加点式健診事業』の
  連携による地域活性化実践研究」
・「認知症ケアユニット（認知症ケア専門病床）の
  効果についての研究」　等



INFORMATI
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「生態系減災」とは、生態系の機能を巧みに活かして防災・減災
しようとするもので、自然災害に強く持続可能な社会の構築を
目指すうえで、重要な考え方の一つです。
災害からの復旧・復興についても、生態系との調和を図り、そ
の機能を上手く活用していくことが大切になります。
当書籍は、東日本大震災をケースに、景観生態系がもつ減災機
能やレジリエンス機能（復元力）に注目して、復興のあり方を探
る研究成果をまとめたものです。

「生態系減災による震災復興」の研究成果を出版！

・自然と歴史を活かした防災・減災とは

・自律的な植生再生を活かした
  砂浜海岸エコトーンの防災・減災

・居久根の多面的機能性と景観再生

・海岸林と暮らしの共生

・地域コミュニティ主体の復興とレジリエンス   他

書籍の
主な内容

（目次より抜粋）

研究課題

代表研究者

原慶太郎
東京情報大学
総合情報学部・教授
(他計8名)

詳しくは
日本生命財団HP
環境問題助成へ！

年間スケジュール

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

公募告知

公募受付期間

選考委員会
1回目

選考委員会
2回目 ワークショップ開催ワークショップの

参加者募集

理事会にて
助成先
決定

選考結果
通知

選考

※上記も含め、合計23件の若手研究・奨励研究に助成

　財団の助成趣旨を踏まえた環境問
　題研究で、若手研究者の基礎的・萌
　芽的研究から新しい分野への挑戦
　的研究まで、幅広く募集をしておりま
　す（募集課題については特に設定は
　しておりません）。

■ 若手研究・奨励研究

｜研究・地域活動助成領域｜研究・地域活動助成領域

　研究者のみならず行政機関・ＮＰＯ/
　ＮＧＯ・地域住民等の実践活動者な
　どが協働して取り組む総合的な研究
　に対して助成いたします。

　募集テーマは予め財団が設定をいた
　します（テーマは2年毎に見直し）。

　研究期間は2年間、助成金額は1,000
　～1,500万円としております。

2021年度学際的総合研究

鎌田磨人
徳島大学大学院

社会産業理工学研究部 ・教授
(他計7名)

多様なセクターの参加による
自然資本管理のための論理と技術

2021年度若手研究・奨励研究（一部を抜粋）

後藤和久
東京大学大学院
理学系研究科・教授
（他計5名）

歴史津波による湖沼環境・生態系の
長期変化の実態解明と将来予測

田中厚子
琉球大学
理学部・助教

亜熱帯沿岸域における海藻・海草藻場の
生態系サービス評価に向けた基盤調査

海岸砂丘の不均一な植生が創り出す
土壌微生物多様性

濱本亨
東北大学大学院
農学研究科・助教
（他計2名）

代表研究者 研究タイトル

代表研究者 研究タイトル

環境保全・再生における都市と農山村の役割、
流域を中心とする環境保全・再生、

自然災害と環境保全

年度 募集テーマ

’13～’14

’15～’16
自然環境の保全と農山村の再生・持続可能な地域づくり、

都市・生活環境の改善と持続可能な社会づくり

’19～’20
人口減少社会における持続可能な地域づくり、
気候変動の影響や自然災害に対する適応力の強化

’21～’22
陸域・淡水生態系の保全再生と持続可能な利用、
気候変動の影響や自然災害に対する適応力の強化

’17～’18
人と自然が共生する持続可能な地域づくり、

自然災害と環境保全

学際的総合研究助成　
「募集テーマ」一覧（直近10年）

当財団では、21世紀の社会が活力あふれる真に
豊かな社会となるためには、調和のとれた社会・
自然環境に支えられた、活力と創造性ある人間
性豊かな生活環境を一層確立していくことが重要
と考え、豊かな人間生活にとって欠かせない基盤
の一つである、環境の改善・充実に資する研究に
対し、助成を行っております。
　
また当助成では、研究の遂行と並び、助成による
研究成果の普及を図ることも重要であり、研究
成果が社会に受け入れられ実践されてこそ、環境
問題への具体的貢献であると考えています。 
このため当財団では、研究成果出版物の刊行を
支援する成果発表助成、助成成果を報告・討議
するワークショップの開催など、助成成果の普及や
環境問題の啓発にも注力しております。

上記の趣旨のもと、環境問題研究助成の「全体
テーマ」は一貫して「人間活動と環境保全との
調和に関する研究」を掲げてまいりました。

当初は、期間１年の研究助成を行っていました
が、1996年度からは、期間２年の大型研究への
助成「学際的総合研究助成」を新設しています。
これは、社会の変化とともに環境問題も変化す
るなか専門分野の異なる研究者たちによる共同
研究、また研究者だけでなく多様なステークホル
ダーとの協働による研究が重要だとの課題認識
によるものです。公募に際しては、その時々の環
境問題をめぐる社会的な重要度等に対応するよ
う、「募集テーマ」を提示しております。

現在では、上記の「学際的総合研究」と若手の
着想豊かな新しい分野への挑戦を支援する「若
手研究・奨励研究」の２種類の研究助成を行って
います。

学際的総合研究助成　
「募集テーマ」一覧（直近10年）

2021年度成果出版物『自然と歴史を活かした震災復興』
(P8「INFORMATION」をご参照ください)

環境問題研究助成

助成概要

助成趣旨 例年のワークショップの様子 助成プログラム

■ 学際的総合研究

生態系と歴史記憶を活かした防災・
減災による景観再生
～持続可能性とレジリエンスを高める震災
復興～



出版助成
｜研究・地域活動助成領域

出版助成による刊行書籍

2021年度助成「滋賀県立琵琶湖博物館」(シリーズ第78作)

2021年度までの助成先博物館の分布

環境問題研究成果出版（累計57書目）

地域文化の振興や青少年の文化教育に資す
るため、各地の博物館の協力を得て展示案
内書を出版し、当該博物館をはじめ所在地
県内の小・中・高等学校・図書館等に寄贈し
ております。 

２.博物館展示案内出版助成

環境問題研究助成の研究成果の普及を目的
に、過去の研究助成対象者に対して、優れた
研究結果の成果発表としての出版物の発刊に
対して助成を行っております。

１.環境問題研究助成成果発表助成

助成成果の社会還元や地域文化の振興等を
目的に、出版助成を行っています。
現在、下記の２つの助成プログラムを実施して
おります。

助成趣旨

役職等は2022年7月現在 五十音順(敬称略)

理事・監事・評議員名簿

理事

監事

評議員
京都大学　名誉教授
総合地球環境学研究所　所長

会 長 山極 壽一

近鉄グループホールディングス株式会社
代表取締役会長　グループCEO小林 哲也

日本生命保険相互会社　常務執行役員岩崎　貢
弁護士櫻井 美幸

代表理事
理事長 林　武史

代表理事
常務理事 水野 充彦

公益財団法人大原美術館  名誉館長大原 謙一郎

国際医療福祉大学大学院　教授白澤 政和
公益財団法人地球環境戦略研究機関　理事長
東京大学未来ビジョン研究センター　特任教授武内 和彦
株式会社三菱UFJ銀行　名誉顧問玉越 良介
日本生命保険相互会社　代表取締役会長筒井 義信
サントリーホールディングス株式会社　代表取締役副会長鳥井 信吾
関西学院大学　名誉教授松見 淳子

東京大学　名誉教授
中央大学研究開発機構　機構教授石川 幹子

同志社大学　名誉教授上野谷 加代子

大阪ガス株式会社 　相談役尾崎　 裕

活水女子大学　名誉教授上出 恵子

弁護士櫻田 典子

日本生命保険相互会社 取締役常務執行役員佐藤 和夫
大阪大学　名誉教授
大阪警察病院　院長澤　芳樹

日本生命保険相互会社 代表取締役社長 社長執行役員清水　博

公益財団法人日本生命済生会　理事長三木 章平

東京大学　名誉教授鷲谷 いづみ




