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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：中川）
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

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４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、03-３438-9942
FAX：03-3438-0218
URL：https;//www.wam.go.jp/hp/miraiouen4th/

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。
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ため、ＮＰＯ法人等へ支援金を交付する。

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

支援分野

〇学びの支援

〇居場所の提供・相談支援

〇衣食住などの生活の支援

〇児童または保護者の就労支援

〇児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援
支援事業
支援金額

子供の貧困対策のための事業 （実施期間：2020 年４月１日から２０２１年３月３１日まで）
事業 A：上限金額３00 万円

事業 B(新設)：３0 万円または１００万円

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・・・ https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen4th/
・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

令和元年 9 月 2０日（金）17 時まで

実施主体

社会福祉法人 読売光と愛の事業団

事業名称

第 1７回 読売福祉文化賞

問合せ先

〒100-8055 東京都千代田区大手町 1-7-1
社会福祉法人読売光と愛の事業団「福祉文化賞」係
TEL：03-3217-3473 FAX：03-3217-3474

目的・対象

①
②
③
④
彰

表

応募方法

応募締切

趣

社会福祉の各分野で 21 世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らしやすい環
境づくり、自立支援、社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援などに貢献している
団体、個人を励まし、豊かな福祉社会づくりの一助とする。特に新しい活動を始めた人たちを応援
していく。
公益性ある創造的な事業で、
ハンディを持つ方や地域の人々に元気を与え、
ネットワークを広げている。
個人または団体が生き生きとした活動の場を持てる支援を実践している。
福祉の現場において、多様な文化の向上に尽くしている。
明確なテーマを持って、目覚ましい実績をあげ、将来も継続、発展が期待できる。
一般部門・・・・・トロフィーと活動支援金１００万円（３件）
高齢者福祉部門・・トロフィーと活動支援金１００万円（３件）
申請書に記入後、事務局へ郵送。 ※申請書はホームページよりダウンロードが可能です。
URL：https://www.yomiuri-hikari.or.jp
・201８年度の収支決算書及び 201９年度の予算書を必ず添付してください。
令和元年 9 月 30 日（月） ※当日消印有効

実施主体

公益財団法人 かめのり財団

事業名称

第 1３回 公益財団法人かめのり財団「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 URL：http;//www.kamenori.jp/

旨

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。
応募資格
・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。
応募方法
次の応募書類を財団まで送付する。
① 所定の応募用紙(全７ページ)
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(http://fields.canpan.infp/organization)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/
表
彰
『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
締
切
令和元年 ９月３０日（月） ※必着

実施主体

花王株式会社・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
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。
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・伐採し再生し、手入れによる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
５０万円/年。２０２０年３月から２０２２年３月までの２年間。
応募方法
所定の申請書に必要事項を記載のうえ、その他の必要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/grant/kao_minnanomori/youkou-kao
応募締切
令和元年 １０月１４日（日） ※当日消印有効

実施主体 公益財団法人
事業名称 2020 年度

JKA
「機械振興補助事業」
「公益事業振興補助事業」

〒108-8206 東京都港区港南一丁目２－７０ 品川シーズンテラス２５階

問合せ先 公益財団法人 JKA 補助事業部 補助事業統括室
Email : jouhouhasshin@keirin-autorace.or.jp URL : http://hojo.keirin-autorace.or.jp
基本方針

機械振興と公益事業振興のそれぞれの分野において、「チャレンジ」「チェンジ」をキーワードに、
さまざまな社会的課題を解決するための取り組みを積極的に支援する。

対象事業 （１）機械振興
・振興事業補助…「自転車・モーターサイクル・パラスポーツ」
「安全・安心、生活の質の向上、防
災・減災」
「機械技術を活用した福祉機器の振興」
「国際競争力強化に資する標準化の推進」
「公設
工業試験研究所等における機械設備拡充」
「公設工業試験研究所等における地域の特性を活かした
新産業の創出・人材育成等」
「公設工業試験研究所等が主体的に取り組む共同研究」
「ものづくり支
援」
「地域の機械産業の振興」
「省エネルギー等の環境分野の振興」
「医療機器の振興」
・研究補助
・緊急的な対応を必要とする事業への支援 など
（２）公益事業振興
・公益の増進…「自転車・モーターサイクル」
「スポーツ・パラスポーツ」
「文教・社会環境」
「国際
交流」
「医療・公衆衛生」
「新世紀創造プロジェクト」
・社会福祉の増進…「児童」
「高齢者」
「障がい児・者」
「地域共生型社会支援事業」
「幸せに暮らせる
社会を創るための活動や車両・機器等の整備」
・復興支援事業
・研究補助
・非常災害の援護
・緊急的な対応を必要とする事業への支援
など
助成金額

事業内容により補助金額は異なります。詳細はホームページでご確認ください。

申請方法

「競輪とオートレースの補助事業」ホームページにおける事業者登録及びインターネット申請と、
別途、要望書類の郵送が必要です。

申請期間

令和元年 ９月１３日（金）１５時 （事業者登録は９月１２日(木)１５時まで。要望書類の必着
期限 ９月１９日(木)１７時）
※公設工業試験研究所等及び研究補助は、１０月１５日(火)１０時～１１月１９日(火)１５時が申請期間。
※非常災害の援護、緊急的な対応を必要とする事業への支援は 2020 年度内に随時受付。

