№9
R3.8.5 発行
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：中道 ）
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

朝日新聞厚生文化事業団

事業名称

2021 年度 児童養護施設・里親家庭等の進学応援金

問合せ先

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-6-12
Ｇ－7 ビルディング 9 階 株式会社ウィズアス内 進学応援金事務局
TEL：03-6670-2587
È-mail： asahi-shingaku★withus-inc.co.jp
（メールは「★」記号を「@」に置き換えて送信ください。）

趣

旨

社会的養護で暮らし、将来の目的に向けて進学を希望する方に進学応援金を送ります。

対

象

助

成

・児童養護施設、里親家庭（ファミリーホーム含む）で暮らす高校 3 年生（高卒認定合
格見込み者を含む）
・自立援助ホームで暮らしている人（従来の年齢要件はなくなりました。
）
・自らの未来に希望を持ち、大学・短大・専門学校への進学意欲がある人
・社会的養護を良くすることに役立ちたいという希望のある人（進学する学部や将来希
望する職業などは問わない。
）
①入学祝金
一律 10 万円
②学生応援金 卒業するまで毎年、学費として一律年間 30 万円（最大 120 万円、た
だし 6 年制大学は 180 万円）
返済不要の給付型奨学金です。
15 人程度

募集人数
申込方法

①本人申込書、②資金計画表、③推薦書、④課題提出用紙を郵送にてお送りください。
申込書類と作文用紙は、下記からダウンロードして下さい。
（課題提出用紙は、ホームページからダウンロードしてください。

留意事項

URL：http://www.asahi-welfare.or.jp/
・本人申込書と資金計画表、課題提出用紙は必ず本人が自分で作成してください。
・進学後、在学中は半年ごとに「近況報告書」と「在学証明書」を提出いただきます。

応募締切

令和 3 年 8 月１２日（木）※当日必着
※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、現在、在宅勤務による事務所運営を行なっております。
お電話でのご回答にお時間をいただく場合がございますので、メールでのお問い合わせにご協力を
お願い申し上げます。

実施主体

住友生命「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局

事業名称

第 15 回未来を強くする子育てプロジェクト 子育て支援活動の表彰

問合せ先

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル
「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局
TEL 03-3265-2283
URL：https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html

趣

旨

対

象

要

件

表

彰

応募方法
応募締切

より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体を募集します。各地域の参考になる特徴
的な子育て支援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、子育て環境を
整備し、子育て不安を払拭することを目的としています。
より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体（規模は問
いませんが、次の要件を満たすことが必要）を対象とします。
①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。
②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。
③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。
④日本国内で活動している個人・団体であること。
⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名（本名）
、活動の写真、活動内容等を、新聞・
雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取材にご協
力いただける方。
◎文部科学大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与
◎厚生労働大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与
◎スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円 ※2 組程度
◎スミセイ未来賞／表彰盾、副賞 50 万円 ※10 組程度
本プロジェクトの web サイトから応募用紙をダウンロードし、必要資料と一緒に郵送し
てください。
令和 3 年 9 月 10 日（金）※必着

実施主体 公益財団法人
事業名称 2022 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」
「2025 年日本国債博覧会」
「感染症に関する事業」
・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」
「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」
「文教・学術文化」
「新世紀未来創造プロジェクト」
・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
別途、要望書類の郵送が必要です。
申請期間
令和 3 年 ９月 22 日（水）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 10 月 4 日(月)１７時）
※公設工業試験研究所等及び研究補助は、１０月 12 日(火)１０時～１１月 17 日(水)
１５時が申請期間。
※緊急的な対応を必要とする事業への支援は 2022 年度内に随時受付。
実施主体

社会福祉法人 島根県共同募金会

事業名称

令和３年度 赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援
全国キャンペーン「地域に密着した生活支援活動助成事業」

問合せ先

〒690-0011
島根県松江市東津田町 1741-3
社会福祉法人 島根県共同募金会（担当：今岡・増田）
TEL：0852-32-5977 FAX：0852-32-5978
E-mail：akaihane@fukushi-shimane.or.jp
ＵＲＬ：http://www.akaihane-shimane.jp/

趣

旨

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、さまざまな生活課題が顕在化してきてい
ることから、今年度においても、福祉活動応援全国キャンペーンを継続することとし、
民間の相談支援活動、食支援や居住支援、居場所を失った人への活動などの“いのちを
つなぐ支援活動”を応援する「地域に密着した生活支援活動助成事業」を実施すること
とします。

対象団体

地域に密着して行われる様々な生活支援課活動を行う組織、グループ等

助成対象事業 〔活動例〕
・民間のグループ等が行う相談活動
・子ども食堂やフードバンク、弁当の配達などの食支援
・高齢者だけの世帯やひとり親家庭への見守り、声掛けを行う活動
・障がいのある子やその兄弟姉妹等のための居場所支援 など
・学習や遊びの機会が損なわれた子どもたちへの支援
※上記は例示であり、これ以外の取組を対象としないものではありません。
助成対象とする事業の実施期間
助成対象事業は９月末日までには着手することとし、年度内において実施される事業ま
たは、既に着手、あるいは完了したもの
助成内容
応募締切

1 件当たり上限 30 万円 （総額３００万円）

令和 3 年 7 月３0 日（木）

