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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

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会

事業名称

令和２年度 花博自然環境助成
〒538-0036 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-136

問合せ先

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 企画事業部第一課
TEL 06-6915-4516 FAX 06-6915-4524
E-mail：clover@expo-cosmos.or.jp

国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という理念の継承発展・普及啓発につながる調査研究や活動並び
に被災地復興を支援し、潤いのある豊かな社会の創造に寄与することを目的としています。
対
象
（1）公益・一般財団法人、公益・一般社団法人。
（2）特定非営利活動法人（ＮＰＯ）
（3）人格なき社団のうち非収益団体であって代表者の定めがあるもの。
（研究グループ、実行委員会、活動クラブ、友の会、ボランティア団体など）
助成金額
・調査研究
：一件当たり 100 万円以内で、４分の３以内。
・活動・行催事：一件当たり 50 万円以内で、４分の３以内。
・復興活動支援：一件当たり 50 万円以内で、5 分の 4 以内。
応募方法
「花博記念協会助成金交付申請書（様式１）
」に必要事項を記入し、添付書類とともに当協会宛に送
付してください。申請書類等は、ホームページからダウンロードできます。
http;//www.expo-cosmos.or.jp/main/invitation＿02.html
応募締切
令和元年９月１３日（金） ※当日消印有効

実施主体

公益財団法人 トヨタ財団

事業名称

201９年度 国内助成プログラム

問合せ先

〒163-0437 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 新宿三井ビル37階
公益財団法人トヨタ財団 国内助成プログラム 担当：武藤、比田井、石井
TEL 03-3344-1701
FAX 03-3342-6911
E-mail：gp4ca@toyotafound.or.jp
URL：http://www.toyotafound.or.jp/

趣

旨

対

象

「未来の担い手と創造する持続可能なコミュニティー地域に開かれた仕事づくりを通じてー」をテ
ーマとし、地域の実態を明らかにする調査およびその結果を踏まえた事業戦略の散る案に取り組む
「しらべる助成」と、多様な主体と共に地域の課題解決の仕組みづくりやその担い手の育成に取り
組む「そだてる助成」の二つを設定します。
運営の中心を担う組織の法人格の有無・種類は問いません。実施メンバーの中に 40 代までの若者
の参加が１名以上含むことが要件。

助成金額
応募方法

受付期間

趣

【しらべる助成】上限１件 100 万円
【そだてる助成】上限なし（過去３年間の実績２年間で平均６５４円。
）
ウェブサイト【応募の受付はこちら】よりエントリーし、応募者専用ページにログイン、送信して
応募。
http://www.toyotafound.or.jp/community/2019/data/Final.pdf
※メール、郵送での提出はお受付できませんので、ご注意ください。
令和元年８月１９日（月）午前９時～令和元年９月３０日（月）午後３時

実施主体

公益財団法人 つなぐいのち基金

事業名称

201９年度 「つなぐ助成」
（後期）

問合せ先

公益財団法人 つなぐいのち基金 助成選定委員会 事務局
お問合せフォーム http://tsunagu-inochi.org/contactus/

旨 社会的ハンディキャップを抱える子どもたちを支援する団体、活動や事業プロジェクト（以下、
「児童支援団体」とする。）に助成を行うことにより児童の心身の健全な育成に貢献することを目
的として、優れた活動及び、これを推進する団体機関を支援するための助成先募集を行います。

応募要件 次の条件を全て満たす団体を対象とします。
(1) 日本国内を活動の場とする、下記のいずれにも該当する団体であること
1. 社会福祉法人、ＮＰＯ法人、任意団体等 （ＮＧＯやボランティア団体等）
2. 活動開始後１年以上の活動実績を有する団体
3.法人の場合は、基準日:平成31 年4 月1 日時点で登記が完了していること。
(2) 次のいずれかの活動を行う団体であること
1. 子どもたちが地域社会などと関わりながら、より人間らしく健全に成長できるための直接支援活動
2. 単発的レクリエーションではなく、社会的ハンデを抱えた子どもたちの中長期的生育環境改善活動
3. 助成によりどのように点が充実、発展するのか、成果（課題明確化含む）が明確である活動
4. 新たな子どもの支援についての調査・研究、啓発活動など
助成金額

１団体２５～５０万円
事業計画・実施・広報・取材対応・報告など、下記掲載の「9.助成金の交付および被助成団体
の義務について」を１団体で担っていただくことが前提となります。

応募方法 ①ホームページ最下段の「助成金 仮申込書 フォーム」への入力で仮申込エントリー
②「正式申請書」の E メール送信 の方法のみ
http://tsunagu-inochi.org/wp-content/uploads/2019/07/tsunagu_grants_standar
ds_2019latter-1.pdf ※郵送での提出はお受付できません。
応募締切

令和元年９月２日（月）午後１時まで

※仮申込エントリーは８月３１日まで

実施主体

一般社団法人 公園財団

事業名称

公園・夢プラン大賞 201９

問合せ先

〒112-0014 東京都文京区関口 1-47-12 江戸川橋ビル 2 階
一般社団法人 公園財団 「公園・夢プラン大賞」係 （担当：高橋、尹）
TEL：03-6674-1188
FAX：03-6674-1190
E-mail：yumeplan@prfj.or.jp
URL： https://yumeplan.prfj.or.jp/caution.html

各部門

応募
条件

「実現した夢」部門

「やりたい夢」部門

公園で行われ、皆さんの「夢の実現」

公園で「やってみたい」「できたらいいな」という

となった、素敵なイベントや活動の募集

楽しいイベントや活動のアイディア募集

・過去 5 年間(平成 2７年 1 月 1 日以降)に、公
園で実施されたイベントや活動とします。イベン
トや活動の主催者は問いませんが、市民が主体と
なり実施したイベントや活動とします。
・個人・グループ・団体・企業を問わず、どなた
でも応募できます。自薦・他薦を問いません。
・過去に「公園・夢プラン大賞」に応募したイベ
ントや活動も応募できます。
（入賞・入選プランを除く）
・最優秀賞・・・1 団体

・どなたでも応募できます。
・応募プランは、実際に公園のイベントとして
実現することがあります。
・応募プランの実現に際しては、内容の一部が
変更される場合があります。
・指定管理者等、公園管理に携わる方のアイデ
アも大歓迎です。
・最優秀賞・・・1 団体

賞状＋副賞（10 万円のギフト券）
表彰

・優 秀 賞・・・2 団体

賞状＋副賞（5 万円のギフト券）
・優 秀 賞・・・2 団体

賞状＋副賞（5 万円のギフト券）
・入

選・・・5 団体

賞状＋副賞（3 万円のギフト券）
・入

賞状＋副賞（1 万円のギフト券）

応募
方法

選・・・5 団体

賞状＋副賞（1 万円のギフト券）

・応募用紙に必要事項を記入し、郵送または、

・応募用紙に必要事項を記入し、郵送または、

E-mail でお送りください。

E-mail でお送りください。

・HP の応募フォームからも応募できます。

・HP の応募フォームからも応募できます。

・実施状況写真は必ず添付してください。

・内容は文章・イラストなど自由に表現してく
ださい。

応募
締切

令和元年 9 月 30 日（月）

実施主体

公益財団法人 大和証券福祉財団

事業名称

令和元年度（第 2 回）子ども支援活動助成

問合せ先

〒104-0031
東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル
公益財団法人 大和証券福祉財団事務局
TEL 03-5555-4640 FAX 03-5202-2014 E-mail：fukushi@daiwa.co.jp
URL：http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html

応募課題
育児放棄や子どもの虐待防止につながる支援活動
＜助成対象の活動例＞ 乳幼児等の保護活動、母子及び父子家庭の子ども支援活動、子どもの居場所づくり活動、
貧困家庭の子ども支援活動、子どもの学習支援活動、育児放棄や虐待防止の啓発活動、育児放棄や
虐待防止の相談支援（ホットライン）活動等
応募資格
ボランティア活動を行っているメンバーが 5 名以上で、かつ営利を目的としない団体。
活動実績は問いませんが、設立して間もない団体・グループによる応募は、助成対象期間の活動予
定が決まっている団体に限ります。
助成金額
1 団体当たり上限５0 万円。（総額３００万円）
助成期間
１団体あたり最大３年間
※継続支援に際し、毎年、審査を実施いたします。
応募方法
・所定の「申請書」を当財団事務局宛にご郵送ください。
※申請書は、ホームページからダウンロードすることができます。
・申請書のコピーは必ずお手元に保管しておいてください。
・お送りいただきました書類の返却はできませんのでご了承ください。
応募締切

令和元年 ９月 15 日（日） ※当日消印有効

