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島根県社会福祉協議会 地域福祉部・ボランティア活動振興センター（担当：森田）
TEL 0852-32-5997／FAX 0852-32-5982／E-mail voc@fukushi-shimane.or.jp
ボランティア・NPO 活動情報、助成情報はこちら→「島根いきいき広場」
https://www.shimane-ikiiki.jp/

※助成金の詳細は各助成元のＨＰ等でご確認ください。
また、お問い合わせはそれぞれの助成元へ直接お願いします。
＊配信停止および配信先変更をご希望の場合は、ご連絡ください。

趣

実施主体

公益財団法人 前川報恩会

事業名称

2018 年度 地域振興助成

問合せ先

〒135-8482 東京都江東区牡丹3-14-15
公益財団法人 前川報恩会
TEL 03-3642-1566
FAX 03-3643-7094

旨

助成金額

株式会社前川製作所の創立者である故前川喜作が設立。学術振興及び社会福祉の充実
を目的とする助成事業を毎年継続的に行っている。
①多世代が参与し、高齢層から若年層への伝承が含まれる天然資源及び文化的資産の
保全・活用を通じ、当該地域のコミュニティの発展に寄与する継続的事業。
②地域に根ざした未利用エネルギーの有効活用、もしくは農と食のイノベーションと
地域力アップに繋がる事業。
インターネット回線を利用し、財団ホームページの「助成事業登録フォーム」に必要
事項及び申請内容の概略を記入したうえ、下記書類と共に送信する。
（1）申請書（財団ホームページから書式をダウンロードし、PDF に変換すること）
（２）事業計画書 ※２０１８年度
（３）予算書
※２０１８年度
（４）決算報告書 ※２０１７年度（設立初年度の団体は不要）
（５）事業報告書 ※２０１７年度（設立初年度の団体は不要、但し実績報告の書面
を提出すること）
①および②：７００万円（１件あたり 50 万円～限度額１００万円）

応募締切

２018 年 8 月 31 日（金）

対象事業

申請方法

目

17：00 まで（Web 申請のみとする）

実施主体

公益財団法人公益推進協会

事業名称

ＪＭ基金

問合せ先

〒105-0004 東京都港区新橋6-7-9 新橋アイランドビル２階
公益財団法人公益推進協会 ＪＭ基金事務局 担当高野
TEL 03-5425-4201
FAX 03-5405-1814
E-mail：info@kosuikyo.com

的

ＪＭ基金

助成

こどもの心と体の健やかな成長を願い、こども社会に格差ない「平等の機会」を支援
することを目的に作られ、そのような子供たちに無料で食事の提供をしている団体・
個人に対して活動の支援を行う。

対

象

助成金額

日本全国において食事支援活動を行う団体・個人で以下の要件に満たすもの。
① こどもに対して無料の食事支援活動を行っているもの
② １年以上且つ、毎月１回以上の食事支援活動を約束できるもの
③ 営利目的でない事業であること
応募用紙に必要事項を記入し、添付書類（事業計画、見積書及び予算書）と共に送付
してください。
※応募用紙は、財団ホームページよりダウンロードが可能です。
URL：http://kosuikyo.com/
1 件あたり 30 万円以内。

応募締切

2018 年 8 月 31 日（金）

応募方法

実施主体

公益財団法人都市緑化機構

事業名称

「花王・みんなの森づくり活動助成」

問合せ先

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-4 田村ビル 2 階
公益財団法人都市緑化機構 花王・みんなの森づくり活動助成事務局
TEL：03-5216-7191
FAX：03-5216-7195
E-mail：midori.info@urbangreen.or.jp
URL：https://urbangreen.or.jp

助成団体

花王・みんなの森づくり活動助成事務局

国内で身近な緑を守り育てる活動、身近な緑の大切さを次世代に伝える活動に取り組ん
でいる団体が対象。

対象活動

① 持続可能な森づくり活動・・・身近な場所に木を植え育てる活動。また、植えるだけ
でなく、適正に間伐・伐採し再生する手入れにより持続可能な森づくりに取り組む活
動を応援。
② 人づくり活動(環境教育活動)・・・身近な緑に触れ合いながら体験を通じて学ぶ、環
境の中で行う、未来の環境のための教育を応援。
③ 花と緑のコミュニティづくり活動・・・広場や道路の緑地帯などの手入れ、花や緑
などをいかした名所づくりや地域おこし、地域への誇りや愛着を育む活動。
④ 地域の生物多様性を守る活動・・・絶滅が危惧される種を保全したり、地域の生態
系に悪影響を及ぼすと懸念される外来植物を駆除するなど、植生の回復を通じて生
物多様性の確保に資する活動を応援。

助成金額

上限 1・2 年目 50 万円/年、3 年目 25 万円/年

応募方法

所定の申請書に必要事項を記載のうえ、その他の必ず必要な資料と共に郵送にてご応募
ください。
※申請書は都市緑化機構ホームページよりダウンロードが可能です。
URL：https://urbangreen.or.jp

応募締切

2018 年 10 月 14 日（日） ※当日消印有効

実施主体

「エクセレント NPO」をめざそう市民会議

事業名称

第 6 回「エクセレント NPO 大賞」

問合せ先

〒104-0043 東京都中央区湊 1 丁目 1 番 12 号 HSB 鐵砲洲 4 階 言論 NPO
内
「エクセレント NPO」をめざそう市民会議
TEL：03-6262-8772
FAX：03-6262-8773
E-mail：enpo@genron-npo.net

趣

旨

NPO 活動の質の向上をめざして努力している団体を、評価を通じて社会に“見える化”
し、良質な支援が集まる好循環を生み出すことが目的。

応募団体

社会貢献を目的にした市民による民間非営利組織。

表

市民賞・・・・賞状、賞金 50 万円

賞

課題解決力賞・賞状、賞金 50 万円
組織力賞・・・賞状、賞金 50 万円
応募方法

所定の応募用紙 3 枚を記入のうえ、
応募専用アドレス(info@excellent-npo.org)まで、
メール添付にてお送りください。
（問合せ先アドレスと異なりますのでご注意ください。）
※応募用紙はホームページからダウンロードできます。
URL：http://www.excellent-npo.net/

応募締切

趣

2018 年 9 月 14 日（金） ※必着

実施主体

公益財団法人 かめのり財団

事業名称

第 12 回 かめのり賞

問合せ先

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-5 ベルヴュー麹町1Ｆ
事務局「かめのり賞」係
TEL 03-3234-1694
FAX 03-3234-1603
E-mail info@kamenori.jp

旨

応募資格

応募方法

表

彰

締

切

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材
育成に草の根で貢献し、今後の活動が期待される個人または団体を顕彰する。
・NPO（非営利団体）
、ボランティアグループ、個人であること。
・日本とアジア・オセアニアの懸け橋となる活動を目的としていること。
・過去、かめのり賞の顕彰を受けていないこと。
次の応募書類を財団まで送付する。
①所定の応募用紙
②所定の推薦書
③所定の確認書
④以下のいずれかを提出
1) CANPAN へ団体情報を入力のうえ、「団体情報/団体詳細」を印刷したもの
2) 最新の事業計画書、予算書および過去２年間の事業報告書、決算書またはこれら
の内容を記したもの
⑤組織・活動の内容を記したパンフレットなど
⑥活動報告書やアンケート結果など活動成果のわかるもの
⑦今年度以降、特に予定している新規事業があればその内容を記したもの
※募集要項、応募用紙はホームページからダウンロードできます。
URL：http://www.kamenori.jp/
『かめのり大賞』
：
「草の根部門」、
「人材育成部門」の部門毎に楯、副賞 100 万円
『かめのりさきがけ賞』
：楯、副賞 100 万円
平成 30 年 9 月 21 日（金） ※必着

実施主体

独立行政法人

福祉医療機構 NPO リソースセンター

NPO 支援課

事業名称

「子供の未来応援基金」第 3 回未来応援ネットワーク事業

問合せ先

〒105-8486 東京都湊区虎ノ門 4 丁目 3 番 13 号 ヒューリック神谷町ビル 9
階
独立行政法人 福祉医療機構 NPO リソースセンター NPO 支援課
TEL：03-3438-4756 FAX：03-3438-0218
URL：http;//www.wam.go.jp/hp/

事業目的

貧困の状況にある子供たちの抱える困難やニーズは様々であり、貧困の連鎖を解消する
ためには、制度等の枠を越えて、一人ひとりの困難に寄り添ったきめ細やかな支援を弾
力的に行うことが必要です。この事業は、草の根で支援活動を行うＮＰＯ法人等の運営
基盤の強化や、掘り起しを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境を整備するこ
とを目的に、ＮＰＯ法人等への支援金の交付を行う。

対象団体

①公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）
②ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）
③一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）
④その他ボランティア団体、町内会など
非営利かつ公益に資する活動を行う法人又は任意団体

支援金額

上限金額・・・500 万円、対象経費・・・支援事業を実施するために真に必要な経費

応募方法

詳しくは、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内をご覧ください。
URL：http://www.wam.go.jp/hp/cat/kodomomiraikikin/
・要望書を作成し、機構ホームページからフォーム送信、要望書をメールに添付して送
信
・控えとして、お手元に支援金要望書等のデータを必ず保管してください。
・要望書は、ホームページからダウンロードしてください。

応募締切

2018 年 9 月 21 日（金）17 時まで

実施主体

公益財団法人

事業名称

がん患者団体助成

問合せ先

〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1（読売新聞ビル 29 階）
公益財団法人 正力厚生会事務局
TEL：03-3216-7122 FAX：03-3216-8668

助成概要

正力厚生会

がん患者会やがん患者を支援する団体が主体となって取り組む優れた事業に助成しま
す。相談窓口の開設や小冊子の発行、シンポジウムの開催、インターネットによる情報
発信など、企画運営が対象。

応募資格

国内で活動するがん患者会、がん患者やその家族を支援するグループ（医療機関内の患
者会等を含む）など。

助成金額

1 件（1 団体）50 万円以下。

申込方法

申請書（2 枚組）をダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。
URL：https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html
※ダウンロードができない場合、はがきに団体名、代表者名、郵便番号、住所、電話番
号、「助成申請書請求」と明記して、公益財団事務局までお送りください。所定の申請
書類をお送りします。

応募締切

2018 年 9 月 28 日（金） ※必着

