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公益財団法人前川財団 

 



Ⅰ 事業 

１．概要 
 

前川財団は、家庭・地域社会の教育とりわけ日本の伝統的・文化的な家庭・地域社会の教育の研究

及び実践を支援し、また、その精神を現代の子育て・教育環境に反映させていく方策の探求及び実践

を通じて、失われつつある日本型共同体の再建を図り、そこで育まれた優秀な人材を世の中に輩出し

ていくことをもって永続的な日本の発展に寄与し続けることを目的とし、次の事業を行う。 

 

（1）家庭・地域社会の教育に関する研究及び実践の支援を目的とする助成 

（2）家庭・地域社会の教育に関する普及及び啓蒙を目的とする研修会の開催 

（3）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

２．実施状況 

 

（1）2019年度助成事業（定款第4条1項1号） 
 

2019年4月1日よりホームページにて広く応募要項を公開し、大学、短大、幼稚園、保育園、教育

関連諸学会及び各方面への広報活動と新聞広告掲載を実施して一層の周知に努めた。2019年8月1日

～8月30日の期間で応募受付をした。 

選考においては、当財団の選考委員会は、家庭・地域社会の教育を研究されている3名の外部有識

者で構成されており、選考委員会規程、選考基準が適用され、選考の公正性を確保している。 

一次審査：2019年9月1日～9月17日、二次審査：2019年9月20日を経て選考委員合議の上、対

象者を選定し、2019年9月27日開催の理事会において承認された。 

過去3ヶ年の応募・採択状況は下記の通りである。 

 

年 度 区  分 応募件数 採択件数 助成金額(千円) 採択率 

2019 実践活動助成 29 7 \3,800 24％ 

教育研究助成 109 32 \19,010 29% 

2018 実践活動助成 25 8 \5,100 32% 

教育研究助成 101 32 \20,300 32% 

2017 実践活動助成 22 6 \4,000 27% 

教育研究助成 92 26 \19,995 28% 

 

電子メールにて採択結果を通知し、助成金交付は、所属機関等の受入れ手続きを経て、全39件につ

いて完了した。内訳は下記の通りである。 

助 成 金 交 付 日 振 込 金 額 件 数 

2019年10月10日 ¥13,860,000 26件 

2019年10月15日  ¥1,450,000  2件 

2019年10月18日    ¥750,000  1件 

2019年10月30日  ¥4,000,000  6件 

2019年10月31日    ¥750,000  1件 

2019年11月5日  \1,300,000  2件 

2019年11月22日    \700,000  1件 

      合     計 ¥22,810,000 39件 



2018年度成果報告の評価及び収支報告の確認については、報告期限である2019年7月31日までに

提出された報告書により助成金の費目の合致、費消状況を調査して一覧に集約した。 

集約結果と成果報告書は、選考委員の閲覧に供し、2019年度助成の選考前までの期間を定め各選考

委員が成果及び計画達成度等の評価と講評を行った。 

本成果評価は、各採択案件に対する今後の再申請に加え、助成方針の明確化、顕著な成果が認めら

れる研究・実践活動の発表など、今後の社会発信に活用することを目的としている。また、研修会事

業での登壇や、若手研究者の助成拡大とステップアップ等のきめ細かな助成のベースとし、特に優れ

た研究・実践テーマの発表機会の検討を継続して行っている。 

 

 

（2）2019年度研修会事業（定款第4条1項2号） 

 

第10回未来教育シンポジウム「子どもの育ち」 

開催日時：2019年6月29日（土） 13:00～16:00 

場所：公益財団法人 和敬塾 大講堂 

主催：公益財団法人 前川財団   
 

・基調講演：『子ども集団歩き遍路』と子どもの育ち 

山﨑洋子氏（福山平成大学教授、武庫川女子大学客員教授） 
 

・話題提供：『こころとからだで言葉をつむぐ』 

榎本恵理氏（びわこ学院大学短期大学部准教授） 

杉本栄子氏（びわこ学院大学短期大学部講師） 

 

・パネルディスカッション  

コーディネーター：辻本雅史氏  

パネリスト：山﨑洋子氏、榎本恵理氏、杉本栄子氏 

 

［アンケ－ト集計結果］ 

第10回未来教育シンポジウムアンケ－ト集計（2019年6月29日開催） 

Q1シンポジウムの感想 Q2興味ある講演 Q3参加者の年代 Q4シンポジウムの認知 

良い(大変良い含む) 95％ 子育て支援・実践 18% 60代以上 54% 財団案内 18% 

普通 0% 地域教育 25% 50代 8% 財団ＨＰ 34% 

良くない(あまり含む) 0% 家庭教育 20% 40代 21% チラシ案内 16% 

無回答 5% 徳育 5% 30代 3% 知人の紹介 8% 

  伝統教育･江戸学 11% 20代 11% 幼稚園･保育園 3% 

  幼児教育･保育 16% 10代 0% 大学・短大 8% 

  その他 5% 無回答 3% その他 13% 

Q2興味ある講演（その他）  Q5今後の講演企画への意見 

子どもたちの創造性の開発  幼児～学校～地域の繋がり、地域総がかりの教育 

不登校・ひきこもり・児童虐待など  伝統文化を継承していくことの大切さ 

現代社会の大きな問題と幼児期の環境、子育て等の関連性  高齢者と幼児達のコミュニケーションと伝承遊び 

子育て・教育に含まれる技芸活動のあり方  学校教育以外で学ぶ非認知能力の必要性 

子ども主体の伝承遊び講演会  伝承遊びと保育者との関係の研究内容と考察 

子育て家庭の親育て  チームによる実践、体験学習の気づきと可能性 

実践、経験に基づいた講演  幼児期のあそびと感性豊かに育つことへの影響 

 



第11回未来教育シンポジウム「親になること」 

開催日時：2020年2月8日（土） 13:00～16:00 

場所：株式会社 前川製作所 共創ホール 

主催：公益財団法人 前川財団   

 

・講演：『未来を生き抜くこころを育む－アタッチメントと非認知的な心の発達－』 

遠藤利彦氏（東京大学大学院教授） 

 

・講演：『「寄ってたかって」の子育て』 

辻本雅史氏（中部大学副学長） 

 

・全体ディスカッション：遠藤利彦氏、辻本雅史氏 

 

［アンケ－ト集計結果］ 

第11回未来教育シンポジウムアンケ－ト集計（2020年2月8日開催） 

Q1シンポジウムの感想 Q2興味ある講演 Q3参加者の年代 Q4シンポジウムの認知 

良い(大変良い含む) 94% 地域教育 19% 60代以上 32% 前川財団HP 31% 

普通 2% 家庭教育 18% 50代 32% 知人の紹介 31% 

良くない(あまり含む) 2% 幼児教育･保育 28% 40代 10% 財団案内 20% 

無回答 2% 徳育 5% 30代 12% 新聞広告 8% 

  子育て支援・実践 24% 20代 10% その他 10% 

  伝統教育・江戸学 5% 10代 2%   

  その他 1% 無回答 2%   

   

Q2興味ある講演（その他）  Q5今後の講演企画への意見 

医療保育・病棟保育に関する講演  幼児教育の現場でのアタッチメントについて 

（子ども）の芸術教育  「親性」の研究、子ども目線でどう育てるか 

グレーゾーンや発達障害の子どもの親との関わり方やサポ

ートについて 

 健全な親子関係、アタッチメントについて 

 非認知能力、心のチカラを育むことの重要性について 

子ども中心の教育システムの改革について  乳幼児期の教育投資、質の内容、ポイントは何か 

実験や調査に基づく研究を踏まえたシンポジウム  アタッチメントが得られず育った人への支援について実験

や調査に基づく研究を踏まえたシンポジウム 「親性」研究の成果  

 

法人活動を一般社会に発信し、助成事業及び研修会事業の理解を深めることを目的とする講演集の発

刊は、既刊に続き、第10回～第11回シンポジウム講演集の2020年度発行に向けて編集準備を行った。

講演集は、シンポジウム参加者、教育関連学会、一般への送付や無償配布を実施し、財団の教育振興事

業の趣意の周知を図っている。 

 

 

（3）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 該当なし 

 

 

Ⅱ. 庶務・管理  

1. 会議等に関する事項 

理事会 



開 催 年 月 日 議 事 事 項 結  果 

第1回理事会 

2019年5月13日 

 

1．2018年度事業報告の件 

2．2018年度決算報告の件 

3．2019年度助成事業選考委員選任の件 

委員長 辻本雅史、委員 生田久美子、大戸安弘 

4．定時評議員会開催の件 

報告事項 

理事長より 2019年度助成事業、第10回未来

教育シンポジウム開催についての報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

全会一致で承認 

第2回理事会 

2019年6月10日 

（決議の省略） 

1．理事長選定の件  

理事長 佐野誠再任 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

第3回理事会 

2019年7月2日 

（決議の省略） 

1．第2回臨時評議員会開催の件 

理事選任 前川真 

監事選任 高木秀輔 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

第4回理事会 

2019年7月24日 

15時～15時30分 

1．理事長選定の件 理事長：前川真 

2．専務理事選定の件 専務理事：佐野誠 

3．内部規程改定の件 

「理事会運営規則」「印章管理規程」 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

第5回理事会 

2019年9月27日 

15時～16時 

1．2018年度助成成果報告の件 

2．2019年度助成選考結果の件 

報告事項 

 理事長より 職務執行状況の報告 

 専務理事より 職務執行状況の報告 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

第6回理事会 

2020年3月6日 

(決議の省略) 

1．2020年度事業計画に関する件 

 

2．2020年度収支予算に関する件 

 

3 資金調達及び設備投資の見込みに関する件 

 

4. 2020年度助成事業選考委員の選任の件 

 

5．内部規程改定の件 

「就業規則」「契約職員就業規則」「旅費規程」 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

理事全員の同意及び 

監事の異議なし 

 

 



評議員会 

開 催 年 月 日 議 事 事 項 結  果 

第1回定時評議員会 

2019年6月10日 

16時30分～17時30分 

1．2018年度事業報告の件 

2．2018年度決算報告の件 

3．理事選任の件 

佐野誠の再任 

4．内部規程改定の件 

「役員等の報酬及び費用に関する規程」 

報告事項 

2019年度事業計画及び収支予算について 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

全会一致で承認 

 

全会一致で承認 

 

 

 

第2回臨時評議員会 

2019年7月2日 

（決議の省略） 

1．理事選任の件 

前川真の選任 

2．監事選任の件 

 高木秀輔の選任 

評議員全員の同意 

 

評議員全員の同意 

 

2. 寄附に関する事項 

2019年4月5日 株式会社 前川製作所より￥12,000,000の寄附金を受領した。 

2019年7月19日 Mayekawa Holding AGより￥36,980,856の株式配当金を受領した。 

 

3. 届出事項 

① 内閣府：2018年度事業報告書等に係る提出書類   2019年6月17日 

② 内閣府：役員等の報酬規程の変更届提出         2019年6月17日 

③ 内閣府：理事の増員及び監事の変更届提出       2019年7月17日 

④ 内閣府：代表理事の変更届提出                 2019年8月2日 

⑤ 内閣府：2020年度事業計画等に係る書類提出    2020年3月13日 

 

4. 登記事項 

① 法務局：代表理事・理事の重任登記             2019年6月11日 

② 法務局：理事及び監事の変更登記               2019年7月9日 

③ 法務局：代表理事の変更登記                   2019年7月30日 

 

 

Ⅲ. 附属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項 

2019年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第3項に

規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので附属明細書は作成しない。 


