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機械振興補助事業

自転車・モーターサ
イクル・障がい者ス
ポーツ支援に資する

　オリンピック・パラリン
ピック開催等に向けた
取組はもとより、障がい
者スポーツに関する競
技力向上に寄与する機
材等の開発・改良・調
査・研究等に関する事
業に助成します。

安全・安心、生活の
質の向上及び防災・
減災に関する事業

　機械技術・機械工学
を通した、人命事故へ
の取組はもとより、健
康・医療・介護・福祉分
野における技術の開
発・改良やIT技術等の
高度化による生活の質
の向上に資する取組、
自然災害等への対策に
助成します。

機械技術を活用した
福祉機器の振興

　機械技術・機械工学
の活用により、医療・介
護・福祉サービスの適
正化・効率化を図るとと
もにすべての人が快適
に利用できること、幸せ
で豊かな生活を送るこ
とができる福祉機器に
助成します。

振興事業補助

　　　　　　　　　　　　№9

上限　15,000万円

上限　5,000万円

上限　3,000万円

公益財団法人
大和証券福祉財団

https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/

公益財団法人JKA
補助事業部
〒108-8206
東京都港区港南1丁
目2番70号
品川シーズンテラス
25階

公益財団法人　JKA新着

2022年度（第29回）
ボランティア活動助成

　高齢者、障がい児
者、子どもへの支援活
動及びその他、社会的
意義の高いボランティ
ア活動と地震・豪雨等
による大規模自然災害
の被災者支援活動に助
成します。

上限　30万円

9/15
（木）

当日消印
有効

※申請書
は、当財
団のHP
からダウ
ンロード
できま
す。所定
の「申請
書」を当
財団事務
局にご郵
送くださ
い。

公益財団法人　大和
証券福祉財団事務局
〒104-0031
東京都中央区京橋1-
2-1　大和八重洲ビル
TEL:03-5555-4640
FAX:03-5202-2014
Email:fukushi
@daiwa.co.jp

新着

9/22
（木）
15時ま
で

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(長野市中御所岡田98番地1)
TEL 026-226-1882 / FAX 026-227-0137
E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp

URL http://www.nsyakyo.or.jp/

https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/


事業費

施設の建設

施設の補修

事業費

施設の建築

施設の補修

事業費

検診車の整備

施設の補修

事業費

施設の建築

福祉車両の整備

就労支援機器の整備

施設の補修

事業費

施設の建築

福祉車両の整備

就労支援機器の整備

施設の補修

上限　5,000万円

上限　5,000万円

　日ごろから、高齢者の
社会参加や地域社会
が高齢者を支える新た
な仕組み作り、活動の
普及等に取組む事業に
助成します。

Ⅱ.社会福祉の増進

高齢者
上限　5,000万円

上限　8,000万円

　安全・安心な社会づく
りを目指す活動や地域
社会等の安全・安心に
資する活動に助成しま
す。

文教・学術文化
上限　5,000万円

上限　5,150万円

上限　5,000万円

　伝統芸能・音楽・映画
など学術・文化の振
興、これらの振興を通し
た青少年の健全育成に
資する事業並びに主体
的に取組む事業に助成
します。

新世紀未来創造プロ
ジェクト

　小学生・中学生・高校
生を対象として、地域
の『ひと・もの・こと』を
活かした活動、自己表
現力を高め、自立心を
養う活動や社会福祉活
動など、個性豊かな次
世代を担う青少年の育
成に資する活動に助成
します。

上限　100万円

Ⅰ.公益の増進

児童

　子どもの虐待、貧困
や飢えから守る子ども
食堂その他青少年の居
場所づくりに関する活
動、ヤングケアラーを支
援する活動など子ども
の健やかな育成、子ど
もとその親が幸せに暮
らせるために日々取組
む活動に助成します。

上限　5,000万円

上限　8,000万円

上限　375万円

上限　1,125万円

社会環境

上限　10,000万円

上限　5,000万円

上限　375万円

上限　1,125万円

上限　5,000万円

公益財団法人JKA
補助事業部
〒108-8206
東京都港区港南1丁
目2番70号
品川シーズンテラス
25階

公益財団法人　JKA新着

9/22
（木）
15時ま
で

公益事業振興補助事業

スポーツ（障がい者
スポーツを含む）

　競技力の向上のほ
か、「スポーツ基本法」
の基本理念に則り、ス
ポーツの推進に主体的
に取り組む事業に助成
します。

上限　15,000万円

上限　5,000万円

上限　5,000万円



事業費

施設の建築

福祉車両の整備

就労支援機器の整備

施設の補修

事業費

福祉の建築

福祉車両の整備

就労支援機器の整備

施設の補修
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　児童、高齢者、障が
いのある人のほか、引
きこもりや生活困窮な
どを含め社会の支援が
必要な人など、年齢、
性別、国籍等にかかわ
らず多様な主体が地域
において、相互に支援
を行い、社会を支え合う
活動、多文化共生活
動、地域を活性化する
活動、あるいは地域経
済の担い手として活動
できるような取組みや
事業等に助成します。

障がい児・者
上限　5,000万円

上限　8,000万円

上限　375万円

上限　1,125万円

上限　5,000万円

　障がいのある人の社
会参加や自立を支援す
る活動、文化芸術活動
及びその家族を支援す
る活動など、障がいの
ある人が地域で幸せに
暮らせるために日々取
組む活動に助成しま
す。

地域共生型社会支援事業
事業費

上限　5,000万円

上限　1,125万円

施設の補修

上限　5,000万円

施設の建築

上限　8,000万円

福祉車両の整備

上限　375万円

就労支援機器の整備

幸せに暮らせる社会
を創るための活動及
び車両・機器等の整

　施設利用者の活動や
生活の質の向上に資す
る福祉車両の整備並び
に施設で必要な自立を
支援する就労支援機器
の整備等、地域に関わ
る活動及び幸せに暮ら
せる福祉社会を創る活
動に助成します。

Ⅱ.社会福祉の増進

　東日本大震災や2016
年熊本地震等の震災
のほか、激甚災害等に
より災害救助法等の適
用を受けた被災者・被
災地域において主体的
に取組み、その成果を
還元するとともに、被災
地域の復興・再生に寄
与する活動に助成しま
す。

Ⅲ.復興支援

２０２３年度奨学生
東京海上日動あんしん生命
奨学金制度

　疾病により保護者を
失った遺児で、経済的
理由により進学が困難
な方に、奨学金の給付
を行うことで大学等へ
の進学を後押しするこ
とを目的とし助成しま
す。

上限
年間　３０万円

公益財団法人
日本フィランソロピー協
会

R4
№8

http://www.philanthropy.or.jp/anshin

10/31
（月）
当日消
印有効

※HPよ
りダウン
ロードし
て提出
いただく
書類、各
自でご
用意い
ただく書
類があり
ます。

公益財団法人　日本
フィランソロピー協会
〒100-0004
東京都千代田区大手
町2-2-1　新大手町ビ
ル244
「東京海上日動あんし
ん生命　奨学金制度」
事務局
TEL:03-5205-7580

上限　5,000万円

上限　8,000万円

上限　375万円

上限　1,125万円

上限　5,000万円

上限　300万円

公益財団法人JKA
補助事業部
〒108-8206
東京都港区港南1丁
目2番70号
品川シーズンテラス
25階

公益財団法人　JKA新着

https://hojo.keirin-autorace.or.jp/contact.html

9/22
（木）
15時ま
で

https://hojo.keirin-autorace.or.jp/contact.html
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/contact.html
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/contact.html
http://www.philanthropy.or.jp/anshin
http://www.philanthropy.or.jp/anshin
http://www.philanthropy.or.jp/anshin
http://www.philanthropy.or.jp/anshin
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/contact.html

