
 
 

 

実施主体 社会福祉法人島根県共同募金会 

事業名称 
「地域に密着した多様な生活支援活動を応援する助成事業」 

第２回募集 

問合せ先 

〒690-0011  
松江市東津田町 1741－3 いきいきプラザ島根５階 （担当：増田） 
TEL：（0852）32－5977 FAX：（0852）32－5978  
E-mail：akaihane@fukushi-shimane.or.jp 

 

概 要  新型コロナウイルス感染症拡大による影響が長期化する中、地域では経済的に困
窮する人や社会的に孤立する人の増加、固定化が大きな課題となりつつありま
す。こうした状況の中、本会ではこれまで行ってきた、新型コロナウイルス感染
下の福祉活動応援という枠組みを継続させ、助成事業を引き続き実施することと
しました。これにより、新型感染症の影響を被って困窮・孤立の状態にある人た
ちを支援するとともに、課題を広く社会と共有し、活動に市民の参加を得ること
で、ポストコロナ時代における、より豊かな地域共生社会づくりに寄与すること
を目的とします。 

助成対象  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、困
りごとをかかえる人たちを支援する活動を対象とします。 

〔活動例〕  
・民間のグループなどが行う相談活動 
・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 
・障がいがある子やその兄弟姉妹など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、これ以外の取組みを対象としないものではありません。 

 

助成額  1 件当たり上限 30 万円（助成総額３００万円） 
※応援キャンペーンにより本会が行う募金活動の寄付金及び中央共同募金会から
の助成金を原資として助成を行うので、募金活動の実績により助成総額は変動し
ます。 

応募締切  2022 年 8 月 19 日（金）※詳細は HP でご確認ください。 

URL：https://www.akaihane-shimane.jp/josei/147 

 
 
 

中川                          

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。 

№９ 
R4.8. 

上旬発行 

https://www.shimane-ikiiki.jp/


実施主体 公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 

事業名称 ２０２３年度りそな環境助成 

問合せ先 

〒541-0051 
大阪市中央区備後町 2 丁目 1 番 8 号 備後町野村ビル 
公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 （担当：武部、杉浦）  
TEL:（06）6203－9481   
E-Mail：info@resona-ao.or.jp 

 
概 要   当財団は、アジア・オセアニア諸国における環境事業（プロジェクト）をおこ

なう方へ助成を行っています。地域に根差した小さな活動は、どうしても影響
が狭い地域に限定されてしまいがちです。しかし、ある地域での経験を別の地
域につないでゆくことで、環境への思いが共鳴しあい、より広く大きな効果を
生むことができます。地域と地域をつなげる事業、地域の小さな活動が大きく
育つような事業に助成できたらと思っています。 

対象事業  アジア・オセアニア地域において、現地活動者と協働して現地の環境問題解決
へ取組む草の根的な実践活動。 
実践活動とは、自然再生活動、自然環境保全活動、自然との共生活動、それら
に付随する教育活動などを指し、自立的かつ持続的な活動への展開が見込める
もの。 
※事業内容が調査研究主体のものや、支出計画が海外出張費のみの事業は、助
成対象としません。 

応募資格  （1）日本において環境保全活動や国際協力活動を行う団体・会社・大学等に所
属する者、もしくは海外で環境保全活動や国際協力活動を行う日本人。 

（2）活動地域において事業遂行が可能な相応の活動経験と実績がある者、もし
くは年齢が３５歳以下で相応の活動経験等がある者の指導を受けることが出
来る者。  

（3）活動地域である現地において、当該事業活動の共同事業者（協力者）がい
る者。 
※いずれの要件も満たしている必要があります。応募回数の制限はありませ
ん。 

助成額  助成期間 1 年につき１００万円迄 （万円単位） 

採択数   ４～６件 
      申込件数と申請内容に応じて決定 
      ※選考基準に沿って審査され、助成趣旨との相応性が重視されます。 

応募締切  2022 年 8 月 31 日（水）必着 ※詳細についてはＨＰでご確認ください。  

URL：https://www.resona-ao.or.jp/project/environment/index.html  

 

 

 

 

 

 



実施主体 一般財団法人日本寄付財団 

事業名称 ２０２２年度助成 

問合せ先 

〒150-0001 
 東京都渋谷区神宮前五丁目 46 番 4 号ＵＮＢＡＢＥＬ２Ｆ 
一般財団法人日本寄付財団 事務局 （担当： 山本） 
TEL・FAX： 03-6712-6636 
E-Mail：info@nippon-donation.org 

 
概 要   日本寄付財団は世界平和を実現するために、児童、青少年、高齢者及び障がい

者の支援、地域社会や環境改善のための活動、伝統文化、芸術やスポーツの復
興、発展途上国の支援など、社会的な課題への支援や解決のための活動を行う
団体が、本助成金の趣旨に沿った活動や設備等の充実のために必要な資金を助
成します。 

助成対象  社会課題に対する支援や解決のための活動全般 

対象期間  2022 年 7 月から 2023 年 3 月末の間に実施される事業 

応募資格  国内外において、貧困、病気、災害による被災など、様々な問題を抱える人々
への支援のための活動を行う公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、社会
福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を持つ非営利団体、及び国、公共団
体※反社会的勢力及び特定の政治団体との関係が認められる事業は対象としま
せん。 

助成額   1 件当たり上限 1,000 万円 （助成総額 1 億円） 

応募締切  2022 年 8 月 31 日（水）17:00 まで ※詳細は HP をご確認ください。 

URL：https://nippon-donation.org/projects/ 

実施主体 特定非営利活動法人 そらべあ基金 

事業名称 第８３.８４.８５基そらべあスマイルプロジェクト 

問合せ先 

〒105-0004  
東京都港区新橋 2-5-6 大村ビル 8 階 
特定非営利活動法人 そらべあ基金 
TEL：03-3504-8166（平日 10 時〜18 時） 
FAX：03-5157-3178（24 時間受付） 

 

概 要  そらべあ基金では、個人や企業の皆様からのご支援により、全国の幼稚園・保育
園・こども園に太陽光発電設備「そらべあ発電所」を寄贈する「そらべあスマイ
ルプロジェクト」に取り組んでいます。 
このプロジェクトは、環境教育の観点で再生可能エネルギーを導入し、環境の大
切さを子どもたちに伝え、より良い環境の循環により地球温暖化を防ぎ未来を変
えていくことを目指しています。 
子どもたちが安心して暮らせる持続可能な社会を目指して、未来を共につくるプ
ロジェクトにぜひご参加ください。 
  

応募資格   ・３歳から 5 歳児が在籍する未就学児童向けの教育・保育施設であること 
      ・設立、管理、運営主体は公立、私立いずれも可 
      ・現在、太陽光発電設備が未設置であること 
      ・ホームページ掲載の応募条件確認表の応募条件を満たしていること                         
※太陽光発電設備の設置場所を独自に確保できない集合住宅内施設などは対応できない場合
があります 

寄贈内容  （1）太陽光発電設備（5kW 相当品、設置環境により変更あり）3 基（1 園に                     
つき 1 基）太陽光パネル、パワーコンディショナー、室内モニター、工事費

https://nippon-donation.org/projects/#:~:text=%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D,%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://nippon-donation.org/projects/


用一式。特別な場合（設置場所の補強など）を除き、取り付けに必要な工事
費用は全て無償です 
※太陽光発電設備の寄贈後にかかる設備維持の費用については実費をご負担
ください                   

（2）環境教育プログラム「そらべあちゃんの日」 
  寄贈園における環境教育&エコ・アクションの推進をサポートします 
   ・プログラム資材の無償提供 
   ・プログラム内容（案）についてはホームページでご確認ください。 
    ※活動内容は年度で見直します 

（３）記念品   
寄贈園には「そらべあ物語」の紙芝居と寄贈記念プレート、園児の皆さんに
は「そらべあ絵本」をプレゼントいたします。 

応募締切 2022 年 8 月 31 日(水)書類必着 ※詳細は HP にてご確認ください。 

URL：https://www.solarbear.jp/news/smileproject/2587/ 

実施主体 住友生命保険相互会社 

事業名称 第１６回未来を強くする子育てプロジェクト 

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（平日 10:00～17:30） 
 

 
趣 旨   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。 

対 象   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。 

要 件  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。 

表 彰  ◎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 

応募方法 HP から応募用紙をダウンロードし基本情報をご記入の上、必要資料と一緒に    
お送りください 

募集締切 2022 年 9 月 9 日（金）必着 ※詳細は HP にてご確認ください。 

URL：https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/ 

. 

 

 

https://www.solarbear.jp/news/smileproject/2587/
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

