
特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

１ 事業の成果

○事業概要

第３回助成先(2003年度募集分)の調査研究・研修の成果発表会を実施した。

第４回助成先(2004年度募集分)については、その調査研究・研修活動の支援を行った。

引き続き、第５回助成の公募・選考を行い、国内の助成枠について12件、710万円の助成を決定し、アジア枠については、

2件70万円の助成を決定した。

これらの活動を「高木基金だより」とメールマガジン、ホームページなどを通じて報告するとともに、市民科学のあり方・

進むべき方向性等についての問題提起を行ってきた。

○事業経過

2005年 5月27日 高木基金だより NO.10 発行

2005年 6月12日 第３回助成先の成果発表会を実施（ｶﾀﾛｸﾞﾊｳｽｾﾐﾅｰﾎｰﾙ：参加者90名）

2005年 6月24日 総会開催

2005年 8月 5日 高木基金だより NO.11 発行

2005年 9月 3日 講演会「高木仁三郎メモリアル 市民科学のこれから」を開催（ｶﾀﾛｸﾞﾊｳｽｾﾐﾅｰﾎｰﾙ：参加者92名）

2005年 9月 3日 高木基金助成報告集 Vol.2(2005) 発行（1,000部）

2005年 9月16日 「核燃料サイクル国際評価パネル報告書」 発行

2005年10月13日 高木基金だより NO.12 発行

2005年10月23日 「核燃料サイクル国政評価パネル研究成果報告会」を開催（主婦会館ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ｢ｸﾗﾙﾃ｣：参加者45名)

2005年11月 1日 第５回助成募集受付開始（国内枠調査研究助成）

2005年12月10日 第５回助成募集受付終了（国内枠調査研究助成）

2005年12月17日 委託研究の成果報告会「自治体政策からプルサーマルを考える」を開催

（佐賀県唐津市民会館：参加者60名）

2006年 1月24日 選考委員会開催

2006年 2月 5日 委託研究の成果報告会「自治体政策から核燃料再処理を考える」を開催

（青森県観光物産会館アスパム：参加者50名）

2006年 2月18日 第５回助成の公開プレゼンテーション開催（文京シビックセンター：参加者80名）

同日、理事会にて、第５回助成先を内定

２ 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 実施日時 実施場所
従事者の

人数
受益

対象者
受益対象者の範囲及

び人数

国内の個人･NPO(NGO)に対す
る調査研究資金の助成

2006/2/18
(理事会での内定日)

主に国内
主に国内
の個人・
NPO(NGO)

個人５名
NPO(NGO)７団体

市民科学をめざす
個人･ｸﾞﾙｰﾌﾟへの調
査研究助成金

7,100,000円

国内の個人に対する研修資
金の助成

2006/2/18
(理事会での内定日)

主に国内
主に国内
の個人

該当者なし
市民科学をめざす
個人への研修奨励
金

－

(3) アジアの若手研究者
の育成

調査研究資金の助成
2006/2/18

(理事会での内定日)
主にアジア

アジアの
個人・
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

調査研究助成
２団体

市民科学をめざすｱ
ｼﾞｱの個人･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
への調査研究助成
金

700,000円

(1)～(3)に共通する支出
助成関係費(成果
報告会費を除く)

912,557円

市民科学の実践例を提示す
る取り組みとしての核燃料
サイクル政策委託研究

2005/4/1～
2006/3/31

主に国内 一般
(広く社会一般に成果が

還元されるもの)
委託研究費 6,471,960円

①助成先の調査研究成果の
報告会開催及び②報告集の
出版

①2005/6/12
②2005/9/3

①ｶﾀﾛｸﾞﾊｳｽ
ｾﾐﾅｰﾎｰﾙ

②主に国内
一般

①90名(参加者)
②1,000名(発行部数)

成果報告会費 784,522円

支援者及び一般への研究成
果の普及・活動状況等の広
報としての「高木基金だよ
り」の発行

①2005/5/27
②8/5③10/13
④2006/1/27

国内
高木基金
の支援者
及び一般

①～④
各2,500名
(発行部数)

広報活動費 1,105,263円

助成先の支援及び市民科学
の理念の普及

2005/4/1～
2006/3/31

国内 一般
(広く社会一般に成果が

還元されるもの)
普及活動費 185,826円

講演会「高木仁三郎メモリ
アル 市民科学のこれか
ら」開催

2005/9/3
主婦会館
ﾌﾟﾗｻﾞｴﾌ

一般 45人(参加者) 普及活動費 151,788円

（２）収益事業 なし

以 上

（ 2005年4月1日から2006年3月31日まで ）

2005年度 事業報告書

支出額

(1)-(4)
共通で

専従１名

(4) その他、目的を達成
するために必要な事
業

(1) 市民の科学を目指す
研究者個人への資金
面での奨励と育成

(2) 市民の科学を目指す
NPO(NGO)の資金面で
の奨励と育成



特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 収入の部
１ 会費収入 4,526,000
２ 事業収入 0
３ 補助金等収入 0
４ 寄付金収入 10,309,924
５ 運用収入 297
６ その他収入 554,964
当期収入合計 15,391,185

Ⅱ 支出の部
１ 事業費

助成金
市民科学をめざす個人・グループへの調査
研究助成金

7,100,000

市民科学をめざす個人への研修奨励金 0

市民科学をめざすアジアの個人・グループ
への調査研究助成金

700,000

市民科学をめざすアジアの個人への研修奨
励金

0

委託研究費 6,471,960
助成金計 14,271,960

助成関係費
公募関係費 6,927
選考会費 416,008
公開プレゼンテーション関係費 489,622
成果報告会費 784,522

助成関係費計 1,697,079
広報・普及事業費

広報活動費 1,105,263
普及活動費 337,614

その他事業費計 1,442,877
事業費合計 17,411,916

２ 管理費
事務局人件費 3,544,029
法定福利費 71,499
消耗品費 26,895
通信運搬費 187,719
支払家賃 399,250
印刷費 89,800
旅費交通費 1,240
外部委託費 0
会議費 5,113
支払手数料 110,279
新聞図書費 58,650
備品購入費 34,890
租税公課 1,400
雑費 15,750

管理費合計 4,546,514

当期支出合計 21,958,430
当期収支差額 -6,567,245

2005年度 (特定非営利活動に係る事業) 収支計算書

科 目 金 額 （単位：円）

2005年4月1日から2006年3月31日まで



高木仁三郎市民科学基金 2005年度 助成金明細

受付
番号

テーマ
助成申込者名
または代表者名

グループ名 助成金(円)
2005年度末
未払助成金
計上額(円)

【国内の個人・グループへの調査研究助成】

51011 日の出町エコセメント製造工場の環境へ
の影響調査

濱田 光一 たまあじさいの会 700,000 350,000

51012 「高経年化（技術）評価報告書」の詳細な
批判的検討

湯浅 欽史 原発老朽化問題研究会 1,000,000 500,000

51016 児童生徒疾病調査をもとに神奈川県全
域の大気汚染を検証する

西岡 政子 300,000 150,000

51019
水俣市の廃棄物最終処分場建設予定地
周辺の水環境に関する調査研究――建
設反対のための科学的データの収集と
分析

遠藤 邦夫 水俣病センター相思社 500,000 100,000

51021 杉並における「杉の子」と原水禁運動 丸浜 江里子 200,000 100,000

51023 大間原子力発電所フルMOXの安全性研
究

大場 一雄
大間原発フルMOX研究
会

1,000,000 500,000

51024 六ケ所再処理工場からの放射能放出に
関する調査研究

古川 路明
六ケ所再処理工場放出
放射能測定プロジェクト

1,200,000 1,200,000

51025 アトピー性皮膚炎の成人患者支援スキー
ムづくりのための基礎研究

安藤 直子 300,000 150,000

51026 日本型エコツーリズムの自然科学・社会
科学的研究

奧田 夏樹 400,000 200,000

51031 米､英､仏､独における高速増殖炉開発か
らの撤退について

池島 芙紀子 ストップ・ザ・もんじゅ 200,000 100,000

51032
アナログ式ブラウン管TV受像機器廃棄
物(バーゼル条約対象廃棄物)の発生の
予測と、環境リスクおよびとるべき対策に
ついて

関根 彩子 300,000 300,000

51034 上関原発詳細調査による自然環境・生態
系へのダメージの検証

高島 美登里 長島の自然を守る会 1,000,000 1,000,000

【国内の個人・グループへの調査研究助成小計】 7,100,000 4,650,000

【アジアの個人・グループへの調査研究助成】

53002

Community-Based Research and
Grassroots Education on the
Environmental and Health Condition of
Small-scale Mining Communities

Rey, Erika M. AGHAM 200,000 200,000

53003
Research of impact from pipelines
construction under the Sakhalin II
project

Lisitsyn Dmitry “Sakhalin Environment
Watch” 500,000 500,000

700,000 700,000

受付
番号

テーマ
助成申込者名
または代表者名

グループ名
委託研究費

(円)

2005年度末
未払助成金
計上額(円)

「核燃料サイクル政策」への市民科
学アプローチ

飯田 哲也
「核燃料政策」
研究タスクチーム

6,100,000 2,400,000

総合計 13,900,000 7,750,000

【委託研究費】

【アジアの個人・グループへの調査研究助成小計】



特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 資産の部

１ 流動資産

資産の部

現金 59,557
普通預金 東京三菱銀行 3,645,615

東京三菱銀行（基金口） 30,002,042
あさひ銀行 842,563

郵便振替 00140-6-603393 164,354
00160-4-758972 618,070

仮払金 8,731
流動資産合計 35,340,932

２ 固定資産 なし

資産合計 35,340,932
Ⅱ 負債の部

１ 流動負債 未払金 第５回助成金 未払い分 5,150,000
委託研究費 未払い分 2,400,000

預かり金 源泉所得税 34,560
雇用保険料本人負担分 20,616

２ 固定負債 なし

負債合計 7,605,176
Ⅲ 正味財産の部

正味財産 27,735,756
正味財産及び負債の合計 35,340,932

2005年度 (特定非営利活動に係る事業)
財産目録

科 目 金 額 （単位：円）

2006年3月31日現在



特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 資産の部

１ 流動資産 現金 59,557
普通預金 東京三菱銀行 3,645,615

東京三菱銀行（基金口） 30,002,042
あさひ銀行 842,563

郵便振替 00140-6-603393 164,354
00160-4-758972 618,070

仮払金 8,731

流動資産合計 35,340,932

２ 固定資産 なし 0
固定資産合計 0

資産合計 35,340,932
Ⅱ 負債の部

１ 流動負債 未払金 第５回助成金 未払い分 5,150,000
委託研究費 未払い分 2,400,000

預かり金 源泉所得税 34,560
(2006年1月～3月給与支払分)

雇用保険料本人負担分 20,616
(2005年5月～2006年3月給与支払分)

流動負債合計 7,605,176

２ 固定負債 なし 0
固定負債合計 0

負債合計 7,605,176
Ⅲ 正味財産の部

前期正味財産 34,103,001
当期正味財産増減額 -6,567,245

正味財産合計 27,735,756
正味財産及び負債の合計 35,340,932

2005年度 (特定非営利活動に係る事業)
貸借対照表

科 目 金 額 （単位：円）

2006年3月31日現在



特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 収入の部
収益事業収入 0

当期収入合計 0

Ⅱ 支出の部
１ 事業費

事業費 0
事業費合計 0

２ 管理費
管理費合計 0

管理費合計 0

当期支出合計 0
当期収支差額 0

特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 資産の部

資産 0
資産合計 0

Ⅱ 負債の部

負債 0
負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部
正味財産 0

正味財産及び負債の合計 0

特定非営利活動法人 高木仁三郎市民科学基金

I 資産の部

資産 0
資産合計 0

Ⅱ 負債の部

負債 0
負債合計 0

Ⅲ 正味財産の部
前記繰越正味財産 0
当期正味財産増減額 0
正味財産 0

正味財産及び負債の合計 0

2005年度 (収益事業) 財産目録

2006年3月31日現在

科 目 金 額 （単位：円）

2006年3月31日現在

科 目 金 額 （単位：円）

2005年度 (収益事業) 貸借対照表

2005年度 (収益事業) 収支計算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで

科 目 金 額 （単位：円）


