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掲載号数 タイトル・内容 助成内容 応募締切 お問合せ先・応募先 URL

新着

社会福祉法人中央共同募金会
ソフトバンク・チャリティスマイル
第5回「安心して社会に巣立とう」応援助成
　ソフトバンク株式会社の「チャリティスマイル」
による寄付金をもとに、社会的養護施設等から社会
に自立する子どもたちを対象として、施設等を退所
した後も、頼れる存在や居場所等を作ることで 、安
心して社会に巣立ち暮らしていくことができるよう
に 取り組む 事業を応援します。

助成実施期間：2021年度（2021年4月1日～
2022年3月31日）

1 事業
上限

100万円
総額

1,000万円

1/29
（金）

【お問合せ先】
社会福祉法人中央共同募金会　基金
事業部（チャリティスマイル担当）
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞
が関ビル5階
TEL:03-3581-3846
（平日9時30分～17時30分 土日
祝除く）
E-メール:kikin@c.akaihane.or.jp

【応募先】
WEB応募フォームで応募する。
（メールや郵便での応募は受け付け
ません。）

https://ww
w.akaihane.
or.jp/news/
kigyou/162
63/

新着

独立行政法人福祉医療機構
令和３年度WAM助成＜通常助成事業＞
　高齢者・障がい者などが地域のつながりの中で自
立した生活を送れるよう、また、子どもたちが健や
かに安心して成長できるよう、民間の創意工夫ある
活動や地域に密着したきめ細やかな活動に対する助
成です。

(1)地域連携活動支援事業
(2)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

助成実施期間：2021年度（2021年4月1日～
2022年3月31日）

(1)
上限

700万円

(2)
上限

900万円

2/1
（月）

PM5:00
まで

【お問合せ先】
独立行政法人福祉医療機構　NPOリ
ソースセンター NPO支援課
〒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
TEL:03-3438-4756 又は
        03-3438-9942
　　（月曜～金曜）9:00～17:00
　　（祝祭日を除く）

【応募先】
HPの応募の流れに従い、応募
フォームから応募書類を登録する。

https://ww
w.wam.go.jp
/hp/cat/wa
mjosei/

新着

独立行政法人福祉医療機構
令和3年度WAM助成＜モデル事業＞
　社会課題が一層複雑化するなか、これまで民間福
祉活動団体が培ってきたノウハウや連携体制をもと
に、事業を通じて新たに明らかとなった課題や社会
的に認知が進んでいない課題に対応することを目的
に、国や自治体において政策化・制度化を目指す新
たな｢モデル｣となり得る活動を募集します。

(1)地域連携活動支援事業
(2)全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

助成実施期間：2021年度から2年及び3年

3年間の合計
3,000万円

まで

2年間の合計
2,000万円

まで

2/1
（月）

PM5:00
まで

【お問合せ先】
独立行政法人福祉医療機構　NPOリ
ソースセンター NPO支援課
〒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
TEL:03-3438-4756 又は
       03-3438-9942
　　（月曜～金曜）9:00～17:00
　　（祝祭日を除く）

HPの応募の流れに従い、応募
フォームから応募書類を登録する。

https://ww
w.wam.go.jp
/hp/cat/wa
mjosei/

助成金情報 詳細は必ずホームページ等にて

ご確認ください。

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

まちづくりボランティアセンター(長野市若里7-1-7)
TEL 026-226-1882 / FAX 026-228-0130
E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp

URL http://www.nsyakyo.or.jp/
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新着

令和2年度ENEOS奨学助成
　児童養護施設、母子生活支援施設および里親家庭
の児童等が、高校卒業後の進学を希望する場合、経
済的な困難が問題となることがあります。こうした
児童等に対し、進学への道を開き、その能力を発揮
する場を与えることは、児童の自立の促進をはかる
ことにつながります。
　本助成事業は、これら児童等が高等学校卒業後、
大学・短期大学・専門学校等に進学する際の支度費
等の一部を助成することにより、児童の進学を金銭
面から援助し、もって児童の社会的自立を支援する
ことを目的とします。

助成対象者の詳細は、URLからご確認ください。

対象児童等
1人あたり
10万円

2/12
(金)

当日消印
有効

郵送のみ
受付

（※提出期
限を過ぎた
申請は、理
由の如何を
問わず受付
できませ
ん。）

(1)申請者が児童養護施設、母子生
活支援施設の施設長の場合
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
児童福祉部
〒100-8980
東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞
が関ビル
TEL:03-3581-6503
FAX:03-3581-6509
E-メール:
taisyoji-sien@shakyo.or.jp

(2)申請者が里親の場合
公益財団法人 全国里親会
〒107-0052
東京都港区赤坂9-1-7-857
TEL:03-3404-2024
FAX:03-3404-2034

https://ww
w.shakyo.or.
jp/guide/sh
ikin/sponso
r/20201225
_eneos.html

新着

公益財団法人杉浦記念財団
第10回杉浦地域医療振興助成
　医師、薬剤師、看護師等の医療従事者、及び介護
福祉従事者等の多職種が連携して、「地域包括ケア
の実現」「健康寿命の延伸」の推進に寄与する研
究・活動を助成します。

助成対象期間：2021年度（2021年4月1日～
2022年3月31日）

【研究分
野】
上限

200万円

【活動分
野】
上限

50万円

2/28
（日）

公益財団法人杉浦記念財団
〒474-0011
愛知県大府市横根町新江62番地の
１
TEL:0562-45-2731
FAX:0562-45-2732
E-メール:
prize@sugi-zaidan.jp
（平日9：00～17：00）

https://sug
i-zaidan.jp

新着

公益財団法人こどもの未来創造基金
令和３年度児童養護施設等助成金
　児童養護施設等が、こども達の教育の充実を図
り、将来の社会生活に有用と期待される設備等の購
入及び活動に必要な資金の全部又は一部を助成しま
す。

助成対象期間：2021年度（2021年4月1日～
2022年3月31日）

上限
100万円

2/28
（日）

〒150-0041
東京都渋谷区神南一丁目13番3号
ARK神南２D
公益財団法人 こどもの未来創造基金
事務局
TEL:03-6712-7763

http://iffc.o
r.jp/

№19

中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」
2021年度助成
　公的制度やサービスでは対応できない福祉課題の
解決に向けて、先駆的、モデル的で、今後全国また
は広域的な広がりが期待できる事業・活動に対する
助成です。

助成対象期間：2021年度4月1日～最大3年間
（2024年3月31日）

1事業・活動
年間助成上限

額
1,000万円

１/18
（月）
必着

社会福祉法人中央共同募金会　基金
事業部（赤い羽根福祉基金担当）
TEL:03-3581-3846
お問い合わせ専用E-メール:
kikin-oubo@c.akaihane.or.jp
（平日9時30分～17時30分土日祝
除く）

※お申し込みはHPの応募フォーム
からお願いします。

https://ww
w.akaihane.
or.jp/news/
kikin/15942

/
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№19

一般財団法人令和みらい財団
2020年度児童養護施設等助成金
　困難を抱えた子ども達の健全な育成と自立に寄与
するという目的のため、児童養護施設等で生活する
子ども達の教育環境の充実と、学習環境に必要な設
備等の購入及び活動に必要な資金の全部又は一部を
助成します。

助成対象期間：2021年１月1日～12月31日

1施設
上限

50万円

1/31
（日）
必着

一般財団法人令和みらい財団事務局
〒173-0026
東京都板橋区中丸町11-2ワコーレ
要町ビル６F
TEL:050-3590-4754
E-メ－ル:
info@reiwa-mirai.jp
（13時～17時（月～金、年末年始
を除く））

№17

社会福祉法人全国社会福祉協議会
「ゆたかな育ちと自立」応援助成事業
令和２年度「社会人一年生スタート応援助
成」
　株式会社ジェイ・ストーム（レコード・映画制作
会社）からの寄付をもとに、社会的養護施設（児童
養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム）で
生活する児童等のゆたかな育ちと、社会に向けた自
立への歩みを応援することを目的として、就職時の
各種資格等の取得にかかる費用の一部を助成するた
めの事業です。

【助成対象となる資格等】
①普通自動車運転免許
②就職時に有用となる各種資格
　簿記、パソコン操作技術、TOEIC、ホームヘル
パー等の資格

※令和2年4月以降に取得したものに限ります。

①
児童１名につ

き
上限

180,000円

②
児童１名につ

き
上限

180,000円

令和３年
1/31
（日）

当日消印
有効

【問合せ先】
社会福祉法人全国社会福祉協議会
児童福祉部
「ジェイ・ストーム助成事業」
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞
が関ビル
TEL:03-3581-6503

【応募先】
《児童養護施設または母子生活支援
施設の場合》
上記問合せ先と同様

《自立援助ホームの場合》
自立援助ホーム　あすなろ荘（全国
自立援助ホーム協議会　事務局）
「社会人一年生スタート応援助成事
業」
〒204-0022　東京都清瀬市松山
3-12-14
TEL:042-492-4632


