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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：西山）
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
事業名称

問合せ先

趣

旨

（公財）楽天 未来のつばさ
（公財）楽天 未来のつばさ
プロジェクト支援事業 2020【後期】
〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-27-30
新宿イーストサイドスクエア 16 階
公益財団法人 楽天 未来のつばさ
TEL：03-6205-5638
FAX：03-6205-5639
URL：https://mirainotsubasa.or.jp/institution/outline/

児童養護施設や里親委託家庭で生活する子ども達は、家庭復帰や高校卒業などを機に施設
を退所し、社会へ巣立っていきますが、今日の厳しい社会経済状況においては、社会的養
護のもとで育った子どもが、次代を担う一員として自立していくためには、家庭で育った
子どもと同じスタートラインに立って自立していけるように支援していくことが必要で
す。また、社会的養護を必要とする子どもを減らし、本来的な家庭の温かさを感じ、より
豊かな夢のある子ども達の未来を実現することも大切です。
楽天 未来のつばさでは、これらの主旨に沿った活動を実施する団体に対し、助成を行い
ます。
支援対象プロジェクト
●児童養護関連プロジェクトで、そのテーマや内容が子どもの権利擁護、子どもの最善の
利益に資するものであること。
●児童養護関連プロジェクトに於いて、そのプロジェクトの計画性及び方法が目的を達成
するために適切で、かつ支援によりプロジェクトの効果が十分発揮できると認められた
ものであること。
●当該支援プロジェクトは、営利を目的としないものであること。
申請条件
支援を受けようとする団体は、日本国内における児童養護関連団体で事業計画に従って遂
行に足る能力を有する団体であり、また、それを過去の実績等で証明できること。申請は
1 団体、1 プロジェクトとする。また原則 2 年連続の助成は行わない。
※法人格を有しないボランティア、任意団体でも 2 年以上の活動実績がある団体は申請
いただけます。
交付申請額・対象事業年度
後期交付金：（上限）３０万円（6 件）・当年度または来年度実施プロジェクト
※団体への助成ではなく、団体の実施するプロジェクトに対する助成として行います。
また、申請団体の関連団体への委託経費は認められません。
※通常の団体運営に関する経費すなわち本来業務は対象外といたします。
（団体設立資金、団体の一般的な経費不足の補てん、管理費、施設で毎年行っている

申請方法

申請締切

趣

恒例行事などは支援不可。）
※プロジェクトに直接必要な経費が対象となります。
※申請金額の全てが設備・什器費は対象外といたします。また、法人内部者（役職員）へ
の謝金等の人件費も対象外となります。但し、事前承認された場合は除きます。
支援を希望する団体は、所定の「支援交付申請書」に申請に必要とする書類を添えて申請
する。（申請書類の返却はいたしません）
お問い合わせフォーム（https://mirainotsubasa.or.jp/contact/）からもお問い合わせ
いただけます。
令和 2 年 10 月 30 日（金）必着

実施主体

（公財）SOMPO 環境財団

事業名称

（公財）SOMPO 環境財団

問合せ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
公益財団法人 SOMPO 環境財団 環境保全プロジェクト係
TEL：03-3349-4614
FAX：03-3348-8140
E-mail：office@sompo-ef.org
URL：https://www.sompo-ef.org/project/project.html

環境保全プロジェクト助成

旨

SOMPO 環境財団では、環境問題に取組む NPO・NGO や任意団体の環境保全プロジェ
クトが、より充実したものとなるよう資金助成を行います。
対象となるプロジェクト
次の 3 つの条件を満たすプロジェクトが対象となります。
①活動の内容
原則、国内において「自然保護」「環境教育」「リサイクル」「気候変動対応」など広
く環境に関する分野で、実践的活動や普及啓発活動を行うもの
②原則、2020 年度中に開始予定のもの（すでに開始されているプロジェクトも対象）
③継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献するもの
対象団体
次の 2 つの条件を満たす団体が対象となります。
①2020 年 12 月末時点で公益法人、ＮＰＯ法人または任意団体としての環境保全活動実
績が２年以上あること
②助成対象となったプロジェクトの実施状況および収支状況について適正に報告できるこ
と（助成実施後、活動報告書等を作成いただきます）
助成金額
１プロジェクトにつき 20 万円を上限（10 団体程度、総額 200 万円を予定）
※助成対象となったプロジェクトに関するものであれば、使途は問いません。
応募方法
助成申請書に以下の書類を同封のうえ郵送でお申し込みください。
●助成申請書：SOMPO 環境財団のホームページよりダウンロードしてください。
●同封書類：団体規約、役員名簿、今年度予算、昨年度会計報告書、プロジェクト実施に
関する補足資料（パンフレット、写真など）
応募締切
令和 2 年 10 月 31 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 31 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
URL：http://www.komeri-midori.org/

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（http://www.komeri-midori.org/）からダウンロー
ドして下さい。

応募締切

令和２年１０月３１日（土）※消印有効

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

スポーツチャレンジ助成事業

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

助成内容

2021 年度〈第 15 期生〉

体験分野

研究分野

【ジュニア】ジュニア世代の国際大会での

【奨 励】助成期間中、大学院博士課程に

実績を有する、2008 年 4 月 1 日以前生

在籍中または修了した方のうち、1990 年

まれ（応募時、中学 1 年生以上）の個人お

4 月 2 日以降生まれの方。

よび、これにより構成されるグループ・団

【基 本】助成期間中、大学や研究機関等

体

で研究職として活動に従事する、1980 年

【ベーシック】世界選手権など国際レベル

4 月 2 日以降生まれの方。※教授職または

区分・

を目指す、2006 年 4 月 1 日以前生まれ

教授職相当の職位の方は除きます。

応募資格

（応募時、中学 3 年生以上）の個人およ
び、これにより構成されるグループ・団体
【アドバンズド】世界選手権など国際レベ
ルでの実績を有する、2006 年 4 月 1 日
以前生まれ（応募時、中学 3 年生以上）の
個人および、これにより構成されるグルー
プ・団体

助成件数

【ジュニア】5 件程度

【奨励】 5 件程度

【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
【ジュニア】
助成金額

上限 50 万円

【奨励】 上限 60 万円

【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
応募方法

当財団 WEB サイト（https://www.ymfs.jp/project/assist/15th/）にて電子申請を受け
付けます。

応募締切

令和２年１０月３0 日（金）※日本時間正午にて入力締切

