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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
事業名称

問合せ先

趣

旨

社会福祉法人 読売光と愛の事業団
「第 19 回 読売福祉文化賞」募集
〒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
ＵＲＬ：http://www.yomiuri-hikari.or.jp
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します。特に新しい
活動を始めた人たちを応援していきます。

対象団体

・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。
・明確なテーマをもって、目覚ましい実績をあげ、将来も継続・発展が期待できる。

表彰部門
申請方法

◆一般部門

3 件（トロフィーと活動支援金 100 万円）

◆高齢者福祉部門

3 件（トロフィーと活動支援金 100 万円）

助成金申請書に必要事項を記入の上、郵送してください。
※申請書は、ホームページからダウンロードできます。
・海外での活動の場合は、日本人の活動によるものか日本に本拠地を置く団体に限ります。
・候補者の活動の実績を示す資料や写真があれば添付してください。（添付資料は A4 サイ
ズ 3 枚まで。原則返却しない。）
・写真等は A4 サイズの紙に貼り付け、簡単な説明をつけてください。
・2020 年度の収支決算書及び 2021 年度の予算書を必ず添付してください。

応募締切

令和 3 年９月３０日（木）※当日消印

実施主体

こくみん共済 coop〈全労災〉地域貢献事務局

事業名称

地域貢献助成 2021 年度募集
こくみん共済 coop 本部地域貢献助成事務局
TEL:03-3299-0161（平日 10 時～17 時 土日祝を除く）

問合せ先

E-mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop
現在、新型コロナ感染拡大に伴い在宅勤務を導入しており、お問い合わせはメールのご
利用をお願いいたします。

対象活動

（１）自然災害に備え、いのちを守るための活動
（２）地域の自然環境・生態系を守る活動
（３）温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
（４）子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
（５）困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動
対象団体 （1）NPO 法人、任意団体、市民団体
（2）設立 1 年以上の活動実績を有する団体（基準日：2021 年 8 月 20 日）
（3）直近の収入が３００万円以下の団体（前年度の繰越金を除く）
助成内容 １団体１事業３０万円を上限（総額 2,000 万円）
旅費交通費、賃借料、物品、資材、事務用品購入費などの活動に直接必要な経費や人件費
（謝金等含む）ただし、人件費は助成申請額の 2 分の 1 を超えない額
2022 年 1 月 1 日～2022 年 12 月 31 日の間に実施、完了する活動
申請方法

HP よりダウンロードください。申請書の作成にあたっては「応募要領」および「申請書・
書き方の手引き」をご確認ください。

応募締切

STEP1

応募フォームからの申込み：

令和３年９月２７日（月）

STEP2

申 請 書 類 の 送 信： 令和 3 年９月３０日（木）

実施主体

独立行政法人福祉医療機構

事業名称

子供の未来応援基金「第 6 回 未来応援ネットワーク事業」

問合せ先

〒105-8486 東京都港区虎ノ門 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
子供の未来応援国民運動推進 事務局
TEL：03-3438-4756、03-３438-9942
URL：https;//www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/

事業目的

明日の日本を支えていくのは今を生きる子どもたち。貧困の連鎖によって、その子どもた
ちの無限の可能性の芽が摘まれるようなことがあってはなりません。貧困の状況にある子
ども等に寄り添って草の根で支援を行っている NPO 等に対して支援を行い、社会全体で
子どもの貧困対策を進める環境を整備することを目的に実施します。
事業 A

対象となる
団体

① 公益法人（公益社団法人又は公益財団
法人）

事業 B
左記に加えて、次に該当する法人または
団体

②ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）

・過去に未来応援ネットワーク事業（

③一般法人（一般社団法人又は一般財人）

第 4 回以降事業 B を除く）の支援を受

④その他ボランティア団体、町内会など非

けたことがない法人等

営利かつ公益に資する活動を行う法人又は

・設立後おおむね 5 年以内の法人又は新

任意団体

規事業もしくは実施後間もない事業を実
施する法人等

支援額
応募方法

上限 300 万円

30 万円または 100 万円

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/miraiouen5th/
・要望書を作成し、機構ホームページから応募フォーム送信、要望書をメールに添付して
送信してください。
・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

趣

令和 3 年 10 月 4 日（月）※15 時まで

実施主体

公益財団法人 SOMPO 福祉財団

事業名称

NPO 基盤強化資金助成 法人取得資金助成

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 福祉財団
TEL 03-3349-9570 FAX 03-5322-5257
URL：https://www.sompo-wf.org/

旨

福祉および文化の向上に資する事を目的に主として障害児・者、高齢者などを対象として
活動する NPO の支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成等を実施し
ています。地域の中核となり、持続的に活動する質の高い NPO 法人づくりを支援し、
「認定 NPO 法人」の取得に必要な資金を助成します。

助成対象

社会福祉分野で活動し、認定 NPO 法人の取得を計画している特定非営利活動法人
（インターネット申請可能な団体
※2021 年 4 月 1 日以降に認定 NPO 法人の取得申請を既に申請している団体も対象

助成金額

1 団体 30 万円（総額 450 万を予定）

応募方法

SOMPO 福祉財団ホームページの申し込みフォームに、必要事項を入力のうえ送信して
ください。URL：https://www.sompo-wf.org/
必要な添付書類を郵送してください。（送付書を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 3 年１０月 8 日（金）※17 時

実施主体

公益財団法人 SOMPO 福祉財団

事業名称

NPO 基盤強化資金助成 組織および事業活動の強化資金助成
〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1
公益財団法人 SOMPO 福祉財団
TEL 03-3349-9570 FAX 03-5322-5257
URL：https://www.sompo-wf.org/

趣

旨

福祉および文化の向上に資する事を目的に主として障害児・者、高齢者などを対象として
活動する NPO の支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成等を実施し
ています。「組織の強化」と「事業活動の強化」に必要な資金を助成します。

助成対象

特定非営利法人・社会福祉法人（インターネット申請が可能な団体）
※原則として２０２３年３月まで事業が完了すること

助成内容

・団体基盤強化に結びつく事業に必要な費用
・組織の強化に必要な費用
・事業活動の強化のために行う新規事業または既存事業拡大・サービス向上に必要な費用
〈使途〉本助成事業に関する人件費（助成学の３０％を上限とする）・物件費

助成金額

1 団体 70 万円を上限（総額 1,000 万を予定）

応募方法

SOMPO 福祉財団ホームページの申し込みフォームに、必要事項を入力のうえ送信して
ください。URL：https://www.sompo-wf.org/
必要な添付書類を郵送してください。（送付書を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 3 年１０月 8 日（金）※17 時

