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２０１４年３月１８日 

 

マツダ財団が 2014 年度の事業計画を決定 
～マツダ財団設立 30 周年へ向けて～ 

 

 

公益財団法人マツダ財団（以下、マツダ財団）は、2014 年度の事業計画を発表しました。 

マツダ財団設立 30 周年目を迎える 2014 年度は、科学技術振興と青少年健全育成の両分野における

研究助成、事業助成等の各事業で、プログラム内容の変革や拡大を行います。また、社会問題への先

駆的な対応の一つとして、若い世代への支援についても積極的に取り組んでいく計画です。 

マツダ財団理事長 金井誠太は、「科学技術振興と青少年健全育成という 2 つの目的のもと、常に時代

を先取りした事業を志していきたい。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。 

30 周年記念事業は、マツダ財団のプログラムそのものを通じて展開していく計画で、主な取り組みは以

下の通りです。 

30 周年記念事業（主なもの） 

（科学技術研究助成）「選考委員奨励賞」の新設 

（市民活動支援）支援件数・金額の拡大 

（講演会）30 周年記念講演会（詳細未定） 

2014 年度の事業費は、前年度比で約 1,000 万円増額し、6,671 万円とします。 

詳細は次のとおりです。 

 

科学技術振興関係 

1. 研究助成 

<マツダ研究助成> 

2014 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 3,000 万円、25 件) 

<マツダ研究助成選考委員奨励賞> （新設） 

マツダ研究助成対象の中から特に優れた研究に対して、1 件 50 万円の副賞（追加助成金）を授与

します。 

（助成金総額 200 万円、4 件) 

 

2. 事業助成 

中国地方で開催される小中高の生徒を対象とした「科学体験」に関する事業・研究会等を支援し
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ます。これまで研究機関を対象としてきましたが、範囲を拡大し、民間の非営利団体（NPO 等）も

応募可とします。 

(助成金総額 200 万円、10～15 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、中・高校生を対象に理科の真の面白さを伝える出前講座を

実施する「サイエンスレクチャー」、中学生を対象に広島大学の最先端の設備を活用したハイレベル

な演習講座を行う「ジュニア科学塾」など、多面的な構成となっています。 

（負担金総額 300 万円) 

 

青少年健全育成関係 

1. 研究助成 

2014 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 

2014 年度は、広島・山口両県から寄せられた 110 件の応募の中から全 39 件、総額 1,000 万円の

支援を決定しました。東日本大震災復興支援活動や次世代のリーダーを育成する活動、また今回

は、マツダ財団の設立 30 周年にちなみ、周年記念事業等も支援します。 

 (添付資料「マツダ財団 第 30 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への対応として、昨年度から開始しました。2014 年度

も、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恒例のマツダ財団講演会を、30 周年記念に相応しい記念講
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演会とし、広島市内で開催する予定です。 

 

6. 大学寄付講義 

安田女子大学で単位互換「現代社会と人間Ｂ（ボランティア活動）」を実施します。 

 

7. 調査・研究 

若者自立支援事業の実施に向けての調査・研究を実施します。 

 

 

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。これまでの助成実績は、今回を含め合計 1,818 件、14 億 7,780 万円です。 

マツダ財団は、2014 年 10 月 26 日に設立 30 周年目を迎えることとなりました。今後ますます、公益法

人として存在感のある財団を目指し、更なる社会貢献に努めてまいります。 

 

以 上 

 

＜添付＞マツダ財団 第 30 回市民活動支援一覧 －青少年健全育成－ 

マツダ財団ホームページ：http://mzaidan.mazda.co.jp/ 

活  動  名 団  体  名 地域 
金額 

(万円)

届けよう子どもたちに 甲田の民話「とんかち

り」 
甲田町地域振興連合会 

広島県 
安芸高田市 

30 

馬洗川環境美化活動 
NPO 法人みよし子育て･学び支援あす

なろ 
広島県 
三次市 

20 

鹿川小学校＆中町小学校環境総合学習支援

事業 
能美脱温暖化未来会議 

広島県 
江田島市 

35 

地域の子育て支援の為のフリースペース、も

のづくり、遊びの企画、リズム遊びなどを実施 
みんなの寺子屋 広島市 15 

冒険遊び場 in ひろせふれあいの丘 ひろせ冒険遊び場運営委員会 
広島県 
福山市 

20 

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 20 

障がい児が主体の音楽活動 くちたにこにこくらぶ 広島市 20 

自閉症・知的障がい・肢体不自由児の音楽サ

ークル 
ぽこあぽこ 広島市 20 

バリアフリー・プロジェクト ～いつでもだれでも

集まれる拠点作り～ 
特定非営利活動法人夢の広場ようこそ 広島市 30 

亘理プロジェクト「TEAM わっこう」 
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 
30 
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活  動  名 団  体  名 地域 
金額 

(万円)

行動人であれ！未来の地球のために―広島

からアマゾンへ― 若者による先住民との交

流・国際理解活動 
(特活)熱帯森林保護団体ひろしま 広島市 20 

冒険遊び場 てんぐりかっぱ 遊具修繕及び作

業小屋補強事業  
冒険遊び場 てんぐりかっぱ 

広島県 
福山市 

16 

郷土料理で繋ぐ健康な地域づくり 
一般社団法人 農・食・医 同源研究セン

ター 
広島市 20 

いのちの教室 特定非営利活動法人 SPICA 広島市 30 

地域住民・栗原小学校等の連携による環境保

全活動（30 周年記念誌発行事業） 
栗原地区地球温暖化対策地域協議会 

広島県 
尾道市 

20 

広島県の学生による、広島県の学生の“ポジ

ティブな社会的影響力の向上”を目指したプロ

デュースプロジェクト 
Port+ project 

広島県 
東広島市 

40 

みんなでつくろう！わがまち公園マップ チャイルドリーフ 
広島県 
安芸郡 

30 

安地区まちづくりプランプロジェクト「おとなりさ

ん」 
安地区まちづくりプランプロジェクト「おと

なりさん」 
広島市 19 

ひがしひろしま音楽キャラバン／生の音楽に

接する事が難しい環境の子ども達のための音

楽事業 
東広島青少年オーケストラ運営委員会 

広島県 
東広島市 

25 

青少年のロボット競技へのチャレンジ活動 
 ～「マツダ財団オープン大会」の開催～ 

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 30 

まちづくり＝ひとづくり ～人と人との心をつな

ぐ～ さんさんキャンプ・５周年イベント 
さんらいず 広島市 30 

陽だまり発！子どもの居場所づくり 特定非営利活動法人 陽だまり 
広島県 

東広島市 
20 

ソーシャルスキルアップ支援事業 ～カカオチ

ームの接客マナー研修とスピーチ活動～ 
日本ダウン症協会広島支部えんぜるふ

ぃっしゅ 
広島市 25 

忍者まちをはしる！三次の巻 NPO 法人三次おやこ劇場 
広島県 
三次市 

30 

児童（低学年）のメンタルヘルス対策「ストレス

マネジメントをプログラム化し、ストレスに強い

子どもを育てよう！」 

タッチ・コミュニケーションを楽しむ会 in
佐東 

広島市 30 

湯来こども教室 湯来のまち再生プロジェクト協議会 広島市 13 

ボランティアリーダー育成とボランティア活動

の実践（広島と福島の中高生の交流を通して）

高校生災害復興支援ボランティア派遣

隊 
広島市 50 

地域における高校生・大学生のキャリア教育 特定非営利活動法人ひろしまジン大学 広島市 20 

発達に何らかの課題のある中学生・高校生の

居場所づくり 
発達に何らかの課題のある中・高校生

のサロン「てらこや」運営委員会 
広島県 
福山市 

35 

地域で育てる地域の子どもたち 
 ～運営協議会の新たな試み 子どもクラブ～

長門市中央公民館運営協議会「子ども

クラブ」担当 
山口県 
長門市 

25 

宇部市レクリエーション協会 40 周年記念 
兼 あそびの城 10 周年特別体験事業 

宇部市レクリエーション協会 
山口県 
宇部市 

20 
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活  動  名 団  体  名 地域 
金額 

(万円)

通学合宿「たかみず」  高水通学合宿実行委員会 
山口県 
周南市 

21 

～子どもと読書の橋渡し～ 子どももおとなも

本の世界を楽しもう！ 
おはなしの会「おひさまにこにこ」 

山口県 
宇部市 

36 

第 21 回青少年日韓交流 社会福祉法人 防府海北園 
山口県 
防府市 

30 

小中学生に郷土の収集民俗資料と歴史資料

の体験学習 
牟礼郷土誌同好会 

山口県 
防府市 

15 

虹の鯉のぼりプロジェクト 浅江まちづくりの会 
山口県 
光市 

30 

理系子ども育成応援活動 
特定非営利活動法人 山口科学技術子

供フォーラム  
山口県 
防府市 

20 

つながる、つなげる、こどもキャンプ 2014 認定 NPO 法人こどもステーション山口 
山口県 
山口市 

35 

アクティブシニア住民力による青少年育成 
（自治会創立 48 周年記念事業） 

彦島山中町自治会 
山口県 
下関市 

25 

合   計    39 件     1,000 万円 
広島県  29 件 743 万円 

山口県  10 件 257 万円 
  

 


