
第４７回（平成２８年度）三菱財団社会福祉　事業・研究助成先一覧

番号 所在地 名　　　　　称 使　　　　　途 金　 額

1 東京都

特定非営利活動法人楽の会リーラ

理事長
安齋　陽一　（あんざい よういち）

生活困窮者自立支援法における「ひき
こもり・発達障害者」支援充実の調査
事業 並びに家族会立上げ事業

1,950,000円

2 静岡県

特定非営利活動法人
静岡司法福祉ネット明日の空
代表理事
飯田　智子　（いいだ ともこ）

生活困窮等を原因として犯罪を惹起し
た者の社会再定着過程における現状調
査と社会復帰支援活動モデルの実践

2,900,000円

3 京都府

公益財団法人
京都市国際交流協会事業課
行政通訳相談事業コーディネーター
飯田　奈美子　（いいだ なみこ）

在住外国人の母子保健支援と市民的専
門性の形成－新たな通訳技術の構築－

1,500,000円

4 宮城県

特定非営利活動法人子どもの村東北

理事長
飯沼　一宇　（いいぬま かずいえ）

フォスターケアー（里親養育）の日本
モデル構築のための一試行と考察

1,200,000円

5 東京都

東京大学大学院医学系研究科

講師
五十嵐　歩　（いがらし あゆみ）

地域高齢者の健康情報データベースの
構築：新たな要介護認定方式の妥当性
の検討

1,400,000円

6 神奈川県

相模女子大学学芸学部

専任講師
池下　花恵　（いけした はなえ）

識字学習におけるインタラクティブ教
材の開発

930,000円

7 大阪府

特定非営利活動法人
大阪精神医療人権センター
代表理事
位田　浩　（いだ ひろし）

精神科病院入院患者への意思決定支援
を担う「権利擁護者」の育成プログラ
ムの開発

2,250,000円

8 東京都

東京学芸大学
人文社会科学系
准教授
伊藤　由希子　（いとう ゆきこ）

高齢者における主体的就業能力向上－

米国職業データベース O*NET 日本版の
活用を通して－

1,800,000円

9 東京都

東京大学大学院情報理工学系研究科

准教授
入江　英嗣　（いりえ ひでつぐ）

視覚障害者の支援へのドローンの活用
可能性に関する調査研究

2,900,000円

10 東京都

東京都立東部療育センター小児科

副院長
岩崎　裕治　（いわさき ゆうじ）

重症心身障害者のグループホームに関
する研究－グループホームへのニーズ
調査および先駆的施設の調査－

1,200,000円

11 大阪府

特定非営利活動法人
暮らしづくりネットワーク北芝
代表理事
埋橋　伸夫　（うずはし のぶお）

住まいを伴う生活支援・就労支援を通
してコレクティブタウンの普遍化要素
を構築する調査研究事業

2,900,000円

12 神奈川県

よこはま発達クリニック児童精神科

代表
内山　登紀夫　（うちやま ときお）

福島第一原発事故による避難地区の乳
幼児のメンタル状態・行動特性把握と
支援方法の検討

3,300,000円

13 石川県

北陸先端科学技術大学院大学
情報科学研究科
准教授
鵜木　祐史　（うのき まさし）

非言語情報の伝送が可能な人工内耳用
音声信号処理法の開発

2,600,000円

（代表研究者50音順、以下同じ。）
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14 宮城県

一般社団法人
キッズ・メディア・ステーション
代表理事
太田　倫子　（おおた みちこ）

石巻日日こども新聞のこども記者によ
る「石巻日日こども商店」

4,000,000円

15 兵庫県

神戸学院大学
総合リハビリテーション学部
実習助手
岡田　強志　（おかだ つよし）

【児童福祉施設版】司法面接研修プロ
グラムの開発

1,100,000円

16 愛知県

名古屋大学医学部附属病院

助教
城所　博之　（きどころ ひろゆき）

早産児がNICU退院後に受ける乳児期発
達支援プログラムの構築と実践

1,400,000円

17 岩手県

岩手県立大学総合政策学部

教授
倉原　宗孝　（くらはら むねたか）

施設内看取りや在宅看取り推進に向け
た高齢者意思聴取り調査方法及びその
表現・共有方法に関する基礎的研究

1,800,000円

18 東京都

東京大学大学院総合文化研究科

准教授
小池　進介　（こいけ しんすけ）

精神疾患のスティグマ軽減を目的とし
た当事者インタビュー動画の作成と多
角的評価

2,250,000円

19 東京都

聖路加国際大学看護学部

教授
小林　京子　（こばやし きょうこ）

小児脳腫瘍患者・経験者の認知機能へ
の包括支援の構築

2,400,000円

20 愛知県

名古屋大学学生相談総合センター

特任講師
佐藤　剛介　（さとう こうすけ）

自閉症スペクトラム障害の社会適応に
関する社会生態学的国際比較研究

1,500,000円

21 大阪府

大阪府立母子保健総合医療センター
母子保健情報センター
センター長
佐藤　拓代　（さとう たくよ）

思いがけない妊娠の相談・支援に関す
る研究

1,700,000円

22 東京都

社会福祉法人ふれあい福祉協会

理事長
佐藤　哲朗　（さとう てつお）

ハンセン病療養所退所者実態調査 2,600,000円

23 栃木県

国際医療福祉リハビリテーションセン
ター
センター長
下泉　秀夫　（しもいずみ ひでお）

発達障害児、情緒障害児を早期に発見
し地域で支援するためのシステムの開
発

2,500,000円

24 福岡県

特定非営利活動法人サイエンス・アク
セシビリティ・ネット
代表理事
鈴木　昌和　（すずき まさかず）

読み書きが困難な児童生徒達のための
文章・数式入力可能なマルチメディア
DAISYプレイヤーの開発

3,000,000円

25 東京都

一般社団法人
日本国際手話通訳・ガイド協会
代表理事
砂田　武志　（すなだ たけし）

「日本手話－日本語」通訳（翻訳）技
術の習得に関する研究－手話の科学的
分析及び翻訳の等価性について－

1,500,000円

26 京都府

公益社団法人認知症の人と家族の会

代表理事
髙見　国生　（たかみ くにお）

安心社会をめざす認知症当事者団体
ネットワーク構築事業

2,000,000円

27 宮城県 田上　佑輔　（たのうえ ゆうすけ）
地方の少子高齢化・医療資源不足の解
消に向けた新たなモデルの提案に向け
たプロジェクト

2,900,000円
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28 愛知県

特定非営利活動法人アスペエルデの会

理事長
辻井　正次　（つじい まさつぐ）

保育士による発達障害およびその傾向
のある幼児の早期支援モデルの確立

1,450,000円

29 東京都

公益社団法人 日本てんかん協会

会長
鶴井　啓司　（つるい けいじ）

「てんかん」のある人の救急搬送に関
する実情把握と安心システム構築に向
けた研究事業

2,100,000円

30 大阪府

大阪大学
キャンパスライフ支援センター
講師
中野　聡子　（なかの さとこ）

聴覚障害当事者を対象とした高度専門
領域における支援者養成マネジメント
プログラムの開発

2,900,000円

31 千葉県

特定非営利活動法人
エコ平板・防塵マスク支援協会
理事長
橋田　隆明　（はしだ たかあき）

機械工具を使ったエコモザイク製作の
ステップアップ

2,550,000円

32 茨城県

一般財団法人ワンアース

代表理事
長谷川　洋一　（はせがわ よういち）

千年後の子孫たちへ、東日本大震災の
記憶を語り継ぐための宇宙桜伝説の創
作

1,500,000円

33 東京都

特定非営利活動法人
多文化共生センター東京
代表理事
枦木　典子　（はぜき のりこ）

外国にルーツをもつ子どもたちのため
の多言語学習用語集（数学編）

1,670,000円

34 滋賀県

滋賀医科大学医学部

教授
一杉　正仁　（ひとすぎ まさひと）

脳卒中患者の交通社会復帰に向けた包
括的支援策の確立と標準化

1,500,000円

35 東京都

特定非営利活動法人DPI日本会議

議長
平野　みどり　（ひらの みどり）

障害者総合支援法モデルチェンジデザ
イン提言事業

2,150,000円

36 東京都

特定非営利活動法人テストと学習環境
のユニバーサルデザイン研究機構
理事長
藤芳　衛　（ふじよし まもる）

重度視覚障害者も自立的な点字教材の
作図を可能にする作図システムの改良
と作図法の学習支援

3,000,000円

37 岩手県

岩手医科大学医学部

講師
八木　淳子　（やぎ じゅんこ）

東日本大震災後に誕生した子どもとそ
の家族への縦断的支援研究

3,100,000円

38 埼玉県

城西大学経営学部

准教授
山口　理恵子　（やまぐち りえこ）

スポーツ界の体罰・セクシュアルハラ
スメントに関する処罰規定の比較研究

1,100,000円

39 宮崎県

宮崎大学テニュアトラック推進機構

講師
吉永　尚紀　（よしなが なおき）

職場における対人ストレス軽減に向け
て：看護師に対するアサーティブ・ト
レーニングの短縮版プログラム開発お
よび効果検証

1,500,000円

82,000,000円合　　　　　　　　計　　　　　　　　　　39　 件
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