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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。

主

催

事業名称

2018 年度公募福祉助成金

問合せ先

〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞大阪社会事業団
TEL 06-6346-1180 FAX 06-6346-8681
URL http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/

趣

旨

対
内

象
容

毎日新聞読者らから寄せられた「歳末たすけあい運動」の歳末義援金や、「チ
ャリティー名士寄贈書画工芸作品入札・即売会」の収益などをもとに、地域で
福祉活動に取り組む民間団体や施設などに資金助成する。
児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉、医療福祉などを行う民間団体
緊急を要する活動費助成、もしくは事業（プロジェクト）助成。
※機器や設備の助成は対象としない。
一団体につき上限 50 万円
所定の申請書に収支報告書（会計報告）や事業計画書、予算書などの添付書類
をつけて郵送する。
2018 年 12 月 20 日（木） ※必着

助成金額
応募方法
応募締切
主

趣

(公財)毎日新聞大阪社会事業団

催

(公財) 毎日新聞大阪社会事業団

事業名称

2018 年度「世界子ども救援金」公募助成金

問合せ先

〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞大阪社会事業団
TEL 06-6346-1180 FAX 06-6346-8681
URL http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/

旨

対
象
内
容
助成金額
応募方法
応募締切

毎日新聞読者らから寄せられた「世界子ども救援金」をもとに、海外で活動す
る NGO や NPO などの民間団体に資金助成する。
海外での支援活動を行う民間団体やそれに準じる団体。対象地域は国内外。
緊急を要する活動費助成、もしくは事業（プロジェクト）助成。
一団体につき上限 100 万円
所定の申請書に収支報告書（会計報告）や事業計画書、予算書などの添付書類
をつけて郵送する。
2018 年 12 月 20 日（木） ※必着

主

催

(公財) 毎日新聞大阪社会事業団

事業名称

2018 年度「シンシア基金」公募助成金

問合せ先

〒530-8251 大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞大阪社会事業団
TEL 06-6346-1180 FAX 06-6346-8681
URL http://www.mainichi.co.jp/osaka_shakaijigyo/

趣

旨

対
内

象
容

毎日新聞読者らから寄せられた「シンシア基金」をもとに、身体障害者補助犬
支援に関する活動をする民間団体に資金助成する。
身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）支援を行う民間団体。
身体障害者補助犬の普及・啓蒙活動や訓練施設への活動費助成、もしくは事
業（プロジェクト）助成など。
一団体につき上限 50 万円
所定の申請書に団体の収支報告書（会計報告）や活動の事業計画書、予算書な
どの添付書類をつけて郵送する。
2018 年 12 月 20 日（木） ※必着

助成金額
応募方法
応募締切
実施主体

公益信託しまね女性ファンド事務局

事業名称

2019 年度公益信託しまね女性ファンド助成事業
〒694-0064 大田市大田町大田イ 236-4 島根県立男女共同参画センター

問合せ先

「あすてらす」公益財団法人しまね女性センター内
公益信託しまね女性ファンド事務局
TEL 0854-84-5514

趣

旨

対象団体

対象事業

応募方法
助成金額

応募締切

FAX 0854-84-5589

女性が持てる力を十分に発揮して地域でいきいきと活躍してもらうため、女性
たちが主体的に企画・運営する事業を支援する。
・島根県の女性たちが中心となって活動している民間の団体やグループ。
・構成員はおおむね１０名以上で、その半数以上が女性であることが目安とな
る。また代表者が女性で、役員の半数以上が女性であること。
・営利法人や行政機関は対象とならない。
・島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する事業。
・一般に開放され、地域への影響力が大きく、ネットワークの広がりがある事
業。
・行政が主催、主導する事業や、行政の支援が適当と考えられる事業は対象外。
・営利を目的とした活動、政治活動、宗教活動は対象外。
助成申込書(所定用紙)、事業計画書（同）、ほか必要添付書類を郵送または持
参する。
・対象経費の２／３を助成（1 万円単位で上限５０万円）
・男女共同参画社会づくりの普及・啓発活動は、対象経費全額を助成（１万円
単位で上限１０万円）
2019 年 1 月 15 日（火）【前期】 ※当日消印有効

実施主体

公益財団法人さわやか福祉財団

事業名称

さわやか福祉財団「連合・愛のカンパ」助成金

問合せ先

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8 日本女子会館 7 階
公益財団法人さわやか福祉財団
TEL：03-5470-7751
FAX：03-5470-7755

活動内容

対象活動
対象団体

助成金額
申請方法

応募締切

新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」
高齢者・子ども・障がい児（者）を含めた地域ぐるみの助け合い・支え合い活
動等
※既存活動の継続は対象としません。
2017 年 11 月 1 日以降に新たに立ち上がった団体、または既存の団体であっ
ても、従来の活動に加えて新たに開始した事業。
ふれあい・助け合い活動団体/グループに限定
助けあい活動を主たる目的とする任意団体、NPO 法人、グループ、サークル等。
※社会福祉協議会ほか中間支援団体への直接の助成はしておりません。
1 団体当たり 15 万円を上限とします（19 団体を目処に助成）。
所定の申請書と必要書類を添えて郵送にてお送りください。
申込書様式はホームページよりダウンロードすることができます。
URL：https://www.sawayakazaidan.or.jp
2018 年 12 月 25 日（火） ※必着

実施主体

全日本社会貢献団体機構

事業名称

社会貢献活動支援のための助成について

問合せ先

〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町 16 市ヶ谷見附ハイム 103
全日本社会貢献団体機構 事務局
TEL：03-5227-1047
FAX：03-5227-1049
E-mail：josei-jigyo@ajosc.org

対象事業

対象団体
助成金額
応募方法

応募締切

①子どもの健全育成支援
少子高齢化が進む中、21 世紀の社会が活力ある豊かな社会となることを目
的に、次世代を担う子ども達がたくましく健やかに成長することを願う。
②災害復興コミュニティ支援（地震・水害などの大規模災害等）
東日本大震災、熊本地震や、北海道胆振地震や、九州北部豪雨、西日本豪雨、
台風などによる大規模災害被災地で、安定した生活を取り戻すことを願う。
民間の非営利組織であること（法人格の有無は問いません）
1 件当たり上限を 250 万円とします。
所定の申請書をホームページからダウンロードのうえ、必要事項を記入し添付
書類と共に送付してください。
URL：http://www.ajosc.org/subsidy/application.html
2018 年 12 月 14 日（金） ※必着

実施主体

一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

事業名称

2019 年度住まいとコミュニティづくり活動助成

問合せ先

〒105-0014 東京都港区芝 2-31-19 バンザイビル 7 階
一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団（助成係）
TEL：03-6453-9213
FAX：03-6453-9214

対象団体
対象活動

助成金額
申請方法

応募締切

営利を目的としない民間団体（法人格の有無は問いません）
・社会のニーズに対応した地域活動
・地域コミュニティの創造・活性化
・地域環境の保全と向上
・安心、安全に暮らせる地域の実現
・その他、豊かな住環境の実現につながる活動
1 件当たり上限額を 120 万円とします。
所定の申込書にご記入の上、財団まで郵送してください。
申込書様式は当財団のホームページよりダウンロードすることができます。
URL：http://www.hc-zaidan.or.jp/
2019 年 1 月 8 日（火） ※必着

