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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。

実施主体

日本郵便株式会社

事業名称

2019 年度年賀寄付金配分事業

問合せ先

〒100-8792 東京都千代田区大手町 2-3-1 大手町プレイスウエストタワー
日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄付金事務局
TEL：03-3504-4401

配分対象

次のアに掲げる法人であって、イの事業を行う団体が対象となります。
ア 一般枠：社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法
人、公益財団法人、特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)
特別枠：営利を目的としない法人
イ 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に定められた 10 の事業
対象の事業については、ホームページの要領をご確認ください。

配分事業

配分事業は次の 6 つの分野とします。
一般枠：①活動・一般プログラム
②活動・チャレンジプログラム
③施設改修
④機器購入
⑤車両購入
特別枠：東日本大震災、平成 28 年熊本地震及び平成 30 年度 7 月豪雨災害の被災者救
助・予防（復興）

助成金額

1 件当たり 500 万円を上限とし、活動・チャレンジプログラムについてのみ 50 万円
とします。

応募方法

所定の申請書にご記入の上、必ず受付期間内に郵送してください。
申請書はホームページからダウンロードして下さい。
（申請書は、配分事業分野ごとに 6
種類ありますので、いずれか 1 つを選択してください。）
URL：https://www.post.japanpost.jp/kifu/

応募締切

平成３０年１１月９日（金）

※当日消印有効

実施主体

TOTO 株式会社

事業名称

第 14 回 TOTO 水環境基金

問合せ先

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1
TOTO 株式会社 総務部 総務第二グループ 担当:津田、原
TEL：093-951-2224
FAX：093-951-2718

趣

旨

地域の水とくらしの関係を見直し、再生することを目指した創造的な取り組みを支援し
ます。

対

象

[活動内容] 地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動
スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動
[活動地域] 日本国内

対象団体

・営利を目的としない市民活動団体
・目的や内容が、特定の宗教や政治に偏っていない団体
・暴力団、暴力団員、暴力団関係者他、反社会的勢力等と交際、関係がない団体

助成金額

1 件当たり上限 80 万円/年×最長 3 年(最大 240 万円)
申請された活動内容・予算内容を精査の上、助成金額を決定します。

応募方法

所定の申込書に必要事項をご記入の上、前年度の決算書、活動場所が分かる地図を添付
し、郵送してください。
申込書類一式は、ホームページからダウンロードできます。

URL：https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/group/index.htm
応募締切

平成３０年１０月２０日（土）

※当日消印有効

実施主体

公益財団法人コメリ緑育成財団

事業名称

第 29 回コメリ緑資金

問合せ先

〒950-1457 新潟県新潟市南区清水 4501-1
公益財団法人コメリ緑育成財団 事務局
TEL：025-371-4455
FAX：025-371-4151
E-mail：midori@komeri.bit.or.jp

助成内容

①緑化植栽活動
花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いや公園隣地などで行う「花い
っぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動
②自然環境保全活動

応募資格

緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や河川敷、里地里山などで行う自然環境の
保護保全活動や整備、植樹活動
※①②ともに、個人での申し込みはできません。

助成金額

有識者を中心とする審査委員により公正に審議し、助成先・助成額を決定。

応募方法

所定の申込書に必要事項をもれなく記入の上、提出書類とともに財団事務局まで送付し
てください。
申込書はホームページからダウンロードして下さい。
URL：http://www.komeri-midori.org/

応募締切

平成３０年１０月３１日（水） ※消印有効

実施主体

公益社団法人程ヶ谷基金

事業名称

平成３０年度男女共同参画・少子化関連顕彰事業

問合せ先

〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町 1324
公益社団法人程ヶ谷基金事務局
TEL：045-921-0050

趣

旨

この顕彰は、男女共同参画社会の推進及び少子化対策が、わが国の健全なる発展におい
て極めて重要な礎になるとの認識に鑑み、若手研究者等の研究・活動の一層の推進を目
指すことを旨とします。

顕彰対象

原則、満 45 歳未満の研究者、学生、または満 45 歳未満の方を中心としたグループ、
研究団体であり、ジェンダー研究、子育て支援活動など、男女共同参画社会の推進また
は少子化対策について、以下の部門ごとに定められた要件を満たした個人または団体。
(1) 論文部門
(2) 活動部門

顕 彰 金

1 件につき上限 50 万円、5 名(または団体)程度

申込方法

応募書類(部門に応じた)に、論文部門は 1 名以上、活動部門は 2 名以上の推薦状を付し
て、当基金事務局へ郵送して下さい。
詳細はホームページをご覧ください。
URL：https://hodogawa-foundation.or.jp/equality/req/

応募締切

平成３０年１０月１５日（月）※必着

実施主体

公益財団法人日本科学協会

事業名称

２０１９年度

問合せ先

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 5 階
日本科学協会 笹川科学研究助成係
TEL：03-6229-5365
FAX：03-6229-5369
E-mail：josei@iss.or.jp

助成内容

笹川科学研究助成

学術研究部門

実践研究部門

人文・社会科学および自然科学(数物・工 ①教員・NPO 職員等が行う問題解決型研究

対象事業

学・科学・生物・複合・ただし医学を除

学校、NPO などに所属している方が、その

く)に関する研究を対象とします。

活動において直面している社会的諸問題の

※昨年まで、海洋・船舶科学系に申請さ

解決に向けて行う実践的な研究。

れた方も、学術研究部門から選択してく

②学芸員・司書等が行う調査・研究

ださい。「海に関係する研究」として扱

学芸員・司書等が博物館や図書館等の生涯

います。

学習施設の活性化に資する調査・研究。
所属機関とは別の機関や、大学、自治体な
どの異分野の機関・施設と連携した研究も
歓迎いたします。

募集対象

助成金額
応募方法

2019 年 4 月 1 日現在、大学院生ある

教員、学芸員、司書、カウンセラー、指導

いは所属機関等で非常勤または任期付き

員、市民活動・地域活動等の専門的立場に

雇用研究者として研究活動に従事する方

ある方などで、特に年齢は問いません。

であって、35 歳以下の方とします。但

なお、非常勤や嘱託等の方は、雇用期間内

し、「海に関係する研究」については、

に調査・研究が終了することを条件としま

雇用形態を問いません。

す。

1 件当たり上限を 100 万円とします。

1 件当たり上限を 50 万円とします。

申請はホームページより行うことができます。
※E-mail や郵送など、他の方法では受け付けられません。
詳しい申請方法はホームページにあります「申請マニュアル」をご確認ください。
URL：http://www.jss.or.jp

申込期間

ユーザー登録を事前に行った後、申請登録を 10 月 16 日（火）23：59 までに完了さ
せたものまでとします。※事前にユーザ登録が必要となります。

実施主体

全労済

事業名称

2018 年全労済地域貢献助成

問合せ先

全労済本部 経営企画部内
地域貢献助成事業事務局 担当：高松、稲田
TEL：03-3299-0161 FAX：03-5371-2685
E-mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop

助成内容

(1)自然災害に備え、いのちを守るための活動
(2)地域の自然環境・生態系を守る活動
(3) 温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
(4) 子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
(5) 困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

対象団体

(1)NPO 法人、任意団体、市民団体
(2)設立 1 年以上の活動実績を有する団体
(3)直近の年間収入が 300 万円以下の団体

助成金額

1 団体あたり 1 事業のみとし、助成上限額は 30 万円。

応募方法

所定の申請書に記入のうえ、必要書類を各 2 部事務局まで送付してください。また、可
能な限りデータをメールでもご送付いただきますようお願いします。
申込書はホームページからダウンロードして下さい。
URL：https://www.zenrosai.coop/joseijigyou

応募締切

２０１８年１０月 5 日（金） ※必着

実施主体

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団

事業名称

YMFS スポーツチャレンジ助成

問合せ先

〒438-8501 静岡県磐田市新貝 2500
公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団
TEL：0538-32-9827 FAX：0538-32-1112

助成内容

平成 31 年度〈第 13 期生〉

体験分野

研究分野

【アドバンスド】【ベーシック】世界選

【基本】助成期間中、大学や研究機関等で研

手権など国際レベルでの実績を有する、

究職として活動に従事する、満 40 歳未満の

中学 3 年生以上の個人および、これによ 方。国籍は問いません。
区分・
応募資格

って構成されるグループ・団体

【奨励】助成期間中、大学院博士課程に在籍

【ジュニア】ジュニア世代の国際大会で

中または終了した方のうち、満 30 歳未満の

の実績を有する、中学 1 年生以上の個人 方。国籍は問いません。
および、これによって構成されるグルー
プ・団体
助成件数

【アドバンスド】【ベーシック】合わせ

【基本】10 件程度

て、10 件程度

【奨励】 5 件程度

【ジュニア】5 件程度
助成金額

【アドバンスド】上限 150 万円

【基本】 上限 120 万円

【ベーシック】 上限 100 万円

【奨励】 上限 60 万円

【ジュニア】

上限 50 万円

応募方法

当財団 WEB サイト http://www.ymfs.jp にて電子申請を受け付けます。

応募締切

平成３０年１０月３１日（水）

※日本時間正午にて入力締切

