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掲載号数 タイトル・内容 助成金額 応募締切 お問合せ先・応募先 URL

新着

独立行政法人福祉医療機構
令和2年度WAM助成＜通常助成事業＞
　WAM助成は、国庫補助金及び寄付金を助成金の
財源とし、NPOやボランティア団体などが行う民間
福祉活動に対して助成する制度です。
　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

(1)
50万円

～
700万円

(2)
50万円

～
900万円

2/3
（月）
17:00

メール必
着

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、指定メー
ルアドレスへ必要書類を送信。

http://www
.wam.go.jp/
hp/

新着

独立行政法人福祉医療機構
令和2年WAM助成＜モデル事業＞
　WAM助成は、国庫補助金及び寄付金を助成金の
財源とし、NPOやボランティア団体などが行う民間
福祉活動に対する助成する制度です。
　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をもとに事業をさ
らに発展させ、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、新規性又は先駆性のある「モデル」
となり得る活動のための助成です。

(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

3年間の合計
3,000万円

まで

2年間の合計
2,000万円

まで

2/3
（月）
17:00

メール必
着

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、指定メー
ルアドレスへ必要書類を送信。

http://www
.wam.go.jp/
hp/

№21

公益財団法人　杉浦記念財団
第9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」
「健康寿命の延伸」を実現しようとする研究のため
の助成です。

【研究分

野】

１件
300万円
を限度
（総額

1,500万
円）

【活動分

野】

１件
50万円を

限度
（総額
500万
円）

2/29
（土）

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：
info@sugi-zaidan.jp

http://sugi
-

zaidan.jp/as
sist_decorat
ion/boshuy
oko.html

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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№21

公益財団法人こどもの未来創造基金
令和2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の助成で
す。

１施設
上限

100万円

2/29
（土）

（期間内
に必着）

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

http://iffc.o
r.jp/

№19

公益財団長野県みらい基金
休眠預金を活用した事業を実施する「実行団
体」の公募
　「休眠預金活用法」に基づき、金融機関の口座で
10年以上出し入れが確認できない休眠預金を民間公
益活動の促進のために活用する制度が2019年度か
ら始まり、長野県みらい基金が同法に基づく資金分
配団体に決定。
　長野県内で民間公益活動を行う「実行団体」を公
募し助成が実施されます。

1団体
600万円
～920万

円
（7団体）

1/24
（金）

公益財団法人長野県みらい基金　松
本事務所
〒390-0852
松本市島立1020 松本合同庁舎２階
TEL/FAX:0263-50-5535
Eメール:
kyumin-nagano@mirai-kikin.or.jp

https://ww
w.mirai-
kikin.or.jp/k
yumin/

№19

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
令和元（2019）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、母子家庭支援施設、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
パー等で公的機関が認定・認証した資格

①
児童１名
につき
限度額

180,000
円

②
児童１名
につき
限度額

180,000
円

1/31
（金）

【お問合せ先】
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」担
当：森屋、星野、岡田
〒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

【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

№15

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団
第21回社会貢献基金助成
　高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、環境・文
化財保全、調査研究事業、地域つながり事業、冠婚
葬祭継承事業などの社会貢献事業に対する助成で
す。

１件
上限

200万円
以内

（年間助
成総額：
1,000万

円）

2020年2
月末日

（必着）

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団
事務局　助成金担当
〒105-0003
東京都港区西新橋1-18-12
COMS虎ノ門5階
（受付時間/月～金・午前10時～午
後5時）
TEL:03-3500-4211

http://www
.ceremony-
culture.jp/
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