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１．助成制度等一覧 

1-1 各省庁の制度 
 

名   称 所   管 連絡先 主 目 的 対 象 者 費 用 等 

地域資源活用構想策

定等支援調査 

国土交通省  

都市・地域整備局 

http://www.chiikidukuri.net/ 

地方整備課 

03-5253-8404 

自然環境、歴史、文化、人材、既存ストック等、地域の有する資源（魅力）の活用、再発見

による地域活性化のモデル的支援を行うことにより、活力ある誇りの持てる自立的な地域づ

くりを促進する。 

市町村 （16 年度調査の費用） 

・複数市町村で連携して取り組む

場合：上限 400 万円 

・単独市町村の場合：上限 100 万

円 

地域振興アドバイザ

ー派遣制度 

国土交通省  

都市・地域整備局 

http://www.chiikidukuri.net/ 

地方整備課 

03-5253-8404 

地域の活性化・交流を促進するために、様々な課題を抱えている市町村に各分野に専門家を

地域に派遣し、その助言を行うことにより自主的な地域づくり活動を支援する。 

市町村 ・全国において 30地区程度を選定

し、1地区当たり原則 3人以内か

つ 1地区当たり原則 3回以内。 

・交通費､宿泊費：国土交通省負

担、謝金：第 1 回分のみ国土交

通省が負担 

ＵＪＩターン支援プ

ロジェクト 

国土交通省  

都市・地域整備局 

http://www.chiikidukuri.net/ 

地方整備課 

03-5253-8404 

都市と農山漁村の連携・交流を通じた地方の活性化を推進するため、若者を体験調査員とし

て派遣したり、UJI ターンに関する地域情報の発言等を実施する。 

市町村 体験調査員数： 原則､一団体 2

名 

受入期間 ： 2 週間～1 カ月

程度 

「子供の水辺」再発見

プロジェクト 

 

水辺の楽校（がっこ

う）プロジェクト 

文部科学省スポーツ・青少年局 

国土交通省河川局 

環境省総合環境政策局 

http://www.mizube-support-center.org 
/index.htm 

子どもの水辺サポートセン

ター 
TEL：03-5847-8307 

FAX：03-5847-8314 

■「子どもの水辺」 

平成 11 年度から文部科学省・国土交通省・環境省が連携し、『「子どもの水辺」再発

見プロジェクト』を推進している。プロジェクトでは、子どもたちが活動する場として

ふさわしい活動場所を「子どもの水辺」として登録し、川や水辺に関する情報提供、人

材のコーディネート、資機材の貸出し等子どもたちが安全に充実した活動が出来るよう

様々な支援活動を実施。 

■「水辺の楽校」 

「子どもの水辺」に登録した市町村のうち、「子どもの水辺再発見プロジェクト」の趣旨

に鑑み、「子どもの水辺」における子どもたちの河川利用の促進、体験活動の充実を図る

にあたって水辺の整備が必要となる場合について、「水辺の楽校プロジェクト」により、

当該箇所を「水辺の楽校」として整備する。 

市区町村教育委員

会・市区町村河川

関係部局・学校教

育関係者・地域のＰ

ＴＡ・青少年団体・

市民団体等 

・「子どもの水辺」 

ソフト面（ライフジャケット等の資

機材の貸出し、活動をコーディネ

ートできる人材の紹介、各種教

材・資料の情報提供等）の支援

 

・「水辺の楽校」 

安全に水辺に近づけるための施

設整備等、ハード面の支援を河

川管理者が行う 

水源地域対策アドバ

イザー派遣制度 

国土交通省 土地・水資源局 

水資源部  

http://www.mlit.go.jp/ 

tochimizushigen/mizsei/ 

水源地域対策課 

TEL：03-5253-8391 

FAX：03-5253-1583 

農山村振興、産業振興・工業立地、観光・レクリエーション、生活再建対策、イベント企画、

流域連携の各分野の専門家を現地に派遣している。各アドバイザーは派遣地域のダム建設後

の活性化の方向性や具体的手法、地元推進体制の在り方等について指導、提言を行っている。 

ダム所在市町村 ３回の訪問を基本とした指導

団を派遣し、交通費等の必要

な費用は国土交通省の負担 

水源地域活性化リー

ダー養成研修 

国土交通省 土地・水資源局 

水資源部 水源地域対策課 

http://www.mlit.go.jp/ 

tochimizushigen/mizsei/ 

mizusato/rida.htm 

各道府県の水源地域

対策を担当している

部局 

水源地域の自立・新生を図り、健全な水循環系の構築、良質な水の確保のための水源地域の

保全に資することを目的として、問題意識、的確な知見及び行動力を有した水源 地域を担

う地域リーダーを養成する。 

水源地域の活性

化に係る地方公

共団体の職員及

び市町村長が推

薦する地域のリ

ーダー 

旅費・宿泊費・食費等は各自

負担とする。 

その他の研修負担金は徴収し

ない。 

森林を利用して行う

体験学習プログラム 

林野庁 

http://www.rinya.maff.go.jp/ 

森林整備部 

TEL：03-3502-8111 

（内線 6206） 

TEL：03-3502-0048 

（直通） 

森林の教育的利用への期待は今後さらに高まる傾向のため、森林・林業関係者が教育関係者

やボランティア活動と協力して様々な森林・林業体験の機会を提供していくための体制づく

りを一層推進することとし、その一環としてパンフレットを作成した。森林を利用して行う

体験学習についてわかりやすく説明することをねらいとし、基本的な要素や具体的なプログ

ラムを例示。併せてフィールドの問い合わせ先や指導者等の情報を提供した。 

主として小・中学

生とその保護者

及び地域の大人 

無料でパンフレットを利用可

（web 上で配布） 
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名   称 所   管 連絡先 主 目 的 対 象 者 費 用 等 

「森の子くらぶ」 林野庁 

文部科学省 

http://www.rinya.maff.go.jp/ 

kids/park/club.html 

各森林総合利用施設

等 

「森の子くらぶ」として、広く参加者を募集し、地域の森林総合利用施設等を活用して、幅

広い関係者の連携・協力の下に、入門的な森林体験活動等を行う機会を提供するとともに、

さらに段階的な指導を受けて行う森林での多様な体験活動を推進します。 

事業主体：地方公共団体、青少年団体、ＮＰＯ等 

実施場所：市町村民の森、県民の森等の森林総合利用施設等 

活動内容：植林・下刈り作業等の森林づくり活動、森林の多様な役割に関する学習、 

動植物などの自然観察、木工・炭焼きなどのものづくり体験、 

森林と地域の生活や文化との関わりについての学習等 

主として小・中学

生とその保護者

及び地域の大人 

都道府県により異なる。平成

17 年度までは国から都道府県

に交付金を交付、平成 18 年度

からは都道府県に財源委譲す

る予定。 

「ふれあいの森」 林野庁 

http://www.kokuyurin.maff.go.jp/

全国にある森林管理

局 

「森林づくりに参加したい」「森林とふれあいたい」「森林の豊かさを理解したい」とい

う声に応え、国有林をフィールドとして提供するもの。ボランティア団体等が中心となって、

森林作業体験や様々なアイディアを活かして、森林づくり活動や親林活動（森林に親しむ活

動）を楽しむ場。 

植栽・下草刈り・つる切り・除伐などのほか、これらの活動と一体となって行う森林との

ふれあい活動（森林浴・自然観察会・森林教室など）を行うことができる。 

 

公益団体や地方

公共団体及びボ

ランティア団体 

活動に必要な経費は参加者負

担 

緑のオーナー 

（分収育林） 

林野庁 

http://www.kokuyurin.maff.go.jp/

expres/P_ona_menu.html 

林野庁（業務課国有林

野管理室） 

森林管理局・分局（国

有林野管野課）森林管

理署（業務課） 

契約者として参加する者が樹木を植え育て、伐採時に国と収益を分け合う「分収造林」と、

育成途上の森林について、契約者が費用の一部を負担し、伐採時に国と収益を分け合う「分

収育林」がある。 

分収育林は、企業等からの希望があった場合に「法人の森林」として契約をしている。参加

企業はこの「法人の森林」を社員教育の場などに活用しながら、森林づくりに貢献すること

ができる。 

分収林制度を活用して、下流域の地方公共団体等による上流部での水源林の整備や、漁業

協同組合による「漁民の森」の造成等が行われ、水資源のかん養や国土の保全などの公益的

機能の発揮の面においても重要な役割を果たしている。 

国民：社会貢献活

動として森林づ

くりに参加する

意思が明確であ

ること 

分収育林の管理は全て国が実

施 

 

分収造林の費用は全て造林者

負担 

企業・市民等連携環境 

配慮活動活性化モデ

ル事業 

（環境コミュニテ

ィ・ビジネス事業） 

経済産業省 

http://www.tohoku.meti.go.jp 

産業技術環境局 環境

政策課 環境調和産業

推進室 

TEL：03-3501-9271 

（直通） 

地域における事業者、ＮＰＯ、市民等が連携して環境に配慮したまちづくりに資する「環境

コミュニティ･ビジネス」を発掘し、その展開を支援することを通じて、持続的かつ効率的

な環境負荷の低減を図ることを目的とする。 

地域における企業・市民等が連携した「環境コミュニティ・ビジネス」の立ち上げに係るソ

フト的な基盤整備や事業展開に必要な準備作業等を公募する。 

民間法人・任意団

体等 

（法人格は不問）

概ね、100 万円程度から 400

万円程度 
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1-2 公益法人による助成制度（河川関係） 

 
名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

ダム水源地域サポート事

業 

財団法人 

ダム水源地環境整備セン

ター 

http://www.wec.or.jp/ 

調査第一部 

TEL：03-3263-9925 

FAX：03-3263-9922 

支援対象は、ダム水源地域の自立的・継続的な発展のため

の活性化に資し（交流人口の増加も視点において）、継続的

に行われる活動とする。 

事業を開始してからは、平成１７年度までに１８４件の応

募があり、３７団体が認定されている。 

法人（第３セクター、民間企業、特定

非営利活動法人等）、任意団体、（ボ

ランティア団体等）、小・中学校等お

よびこれらに付属する団体 

認定された団体に対しては、原則として

３年間で年度毎５０万円以内を支援す

ることとしている。（単年度事業の場合

は１００万円以内） 

■環境整備対策 

水質、景観等水辺の環境の向上に寄与する施設、または、

水辺の利用者の利便向上に寄与する施設などで積極的な創

意工夫による地域の特徴を生かしたアピール度の高いもの

の整備 

地方公共団体、法人、任意団体 １件につき助成期間１年で５０万円以

内 

河川整備基金助成 財団法人 

河川環境管理財団 

http://www.kasen.or.jp

/ 

河川環境総合研究所 

TEL：03-5847-8303 

FAX：03-5847-8309 

※地域によって申請先が異なる 

■国民的啓発運動 

河川・ダムなどへの国民の理解を深める活動や、河川を活

かした環境教育活動などに対し、助成を行う。単年度分の啓

発活動への助成を行う一般的助成と、設立後間もない団体等

の活動を軌道に乗せるために助成を行う継続助成とがあり

ます。 

地方公共団体、法人、学校、任意団体 ① 全国的規模は１件１年で1,000万円

以内 

② 地域的な規模は１件１年で500万円

以内 

③ 「小中高等学校の総合的な学習の時

間における河川を題材とした活動」

は 1件 10 万円以内。 

④継続的活動は１件５年で 250 万円以

内 

「川に学ぶ」活動助成 財団法人 

リバーフロント整備セン

ター 

http://www.rfc.or.jp/ 

「川に学ぶ」活動助成事業 

事務局 担当：研究第一部 

TEL：03-3265-7121 

FAX：03-3265-7456 

河川・海岸等の水辺空間に関して、市民の人々の関心を高

め「川に学ぶ」社会の実現を促進するため、市民団体等が河

川・海岸等の水辺で行う自然体験や環境教育等の活動等に対

し、その費用を助成するもの。 

助成対象活動は、河川・海岸等の水辺や、水辺に関わる地

域をフィールドとして行う自然体験や環境教育等の活動や

河川・海岸等に関係するセミナーやスクールの実施、情報の

提供等の活動など。 

NPO などの市民団体、学校等の非営利

団体による公益的な活動 

1 活動あたり 10 万円を限度。 

助成対象費目は、活動に必要となる器

具・材料の購入費（賃料を含む）人件費

（謝金等）等。 

 



 5

1-3 公益法人による助成制度（環境関係） 

 
名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

緑の募金公募事業 (1)一般事業 ： 国内または海外で行う森林整備及び緑化推進の活動

【国内の内容】 

①２以上の都道府県にわたる広域的な見地から行う、 

・森林の整備（植裁、下刈り、間伐等の作業） 

・緑化推進を目的とするイベント 

②居住する都道府県以外で行う森林整備 

③川上と川下が連携して行う森林整備 

④その他、上記に準ずる森林整備及び緑化推進を目的とするイベ

ント等 

(2)特定事業 

①花粉の少ない森づくり 

②災害に強い森づくり 

③耕作放棄地の森づくり 

・自主的、組織的な活動で事業を完遂

できること。 

・交付金の使途に係る条件遵守が確実

であること。 

・営利を目的としない民間団体。 

１事業につき 300 万円を限度。 

特定事業は 200 万円を限度。 

「緑と水の森林基金」公

募事業 

森林・林業に係る民間団体の主体的・多様な参画を通じ、

「国民参加の森林づくり」運動の推進を図るため、山村地域

の活性化、青少年教育の場としての森林活用の促進、森林ボ

ランティア活動への支援に重点を置き、普及啓発活動、調査

研究、活動基盤の整備、国際交流の事業に対して助成する。

・自主的、組織的な活動で事業を完遂

できること。 

・交付金の使途に係る条件遵守が確実

であること。 

・営利を目的としない民間団体。 

１件の上限は団体 200 万円（特別な事

業については 300 万円）、個人 100 万円

多様なテーマの森林づく

りボランティア活動支援

事業 

これまで関わりのない幅広い企業や都市住民等の参画が

促進される、斬新で多くの波及効果を生み出す、新たな多様

なテーマの「森づくり企画」の誕生が期待されている。 

そこで、本事業では、他分野の専門性を有する企業・ＮＰ

Ｏ等とのパートナーシップを通して、質が高く、発展的な展

開が期待できる、新たな独創的な「森づくり企画」の立案に

係る経費を支援する。 

「国民参加の森林づくり」に係る活動

を行う民間の非営利団体等 

事業費総額の 50％以内 

概ね 50～100 万円 

先駆的先導的森づくりボ

ランティア活動支援事業 

社団法人 

国土緑化推進機構 

http://www.green.or.jp

/ 

TEL：03-3262-8451 

FAX：03-3264-3974 

Email：info＠green.or.jp 

「国民参加の森林づくり」を更に促進するた 19 年度は、

都市住民による花粉症対策のための森林整備など、各地域に

おける先駆的先導的な森林ボランテイア活動を全国から公

募・支援することとした。 

民間の非営利団体等 交付対象経費の 1/2 以内。 

1 件につき上限 30 万円。 

地球環境基金 独立行政法人 

環境再生保全機構 

http://www.erca.go.jp/ 

地球環境基金部 

地球環境基金課 

TEL：044-520-9505 

FAX：044-520-2190 

Email：c-kikin@erca.go.jp 

①地球温暖化防止に資する活動  

②自然環境の保全、自然との共生に資する活動 

③循環型社会の形成に資する活動 

④地域におけるパートナーシップ（協働）に基づく環境保全

活動 

⑤環境教育等の推進活動 

⑥国際的な環境保全活動 

※環境ＮＧＯ及び地域住民の自立発展性、団体における組織

体制、活動実績（活動実施の確実性）、自主性（資金準備の

有無等）も配慮される 

財団法人、社団法人 

特定非営利活動法人、 

所定の要件を満たす任意団体 

助成額の平均目安は国内 400 万円。 

地域活動等は地方行政・民間の助成制

度の活用を想定し助成下限は 100 万円

程度とする。 

花博記念協会助成 財団法人 

国際花と緑の博覧会記念

協会 

http://www.expo90.jp/ 

企画課 

TEL：06-6915-4516 

FAX：06-6915-4524 

Email:hanahaku@expo90.jp 

国際花と緑の博覧会の基本理念である「自然と人間との共

生」の継承発展又は普及啓発に資する事業であって、生命の

象徴としての「花と緑」に関連する広汎な分野において、科

学技術又は文化等の発展又は交流に寄与するものとする。 

①公益法人（財団法人、社団法人等） 

②特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 

③人格なき社団（研究グループ、実行

委員会など）のうち非収益団体であっ

て代表者の定めがあるもの 

助成対象の全体事業費のうち事業実施

に直接必要な費用（助成対象経費）の

総額の 2 分の 1 以内とし、調査研究開

発：1 件あたり 100 万円以内、活動・行催

事：1件当たり 50 万円以内 
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名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

■活動助成 

市民から寄せられた募金を地域環境や自然環境保護など、市

民が主体となって行っている環境活動に広く社会還元する

ことを目的にした助成。 

NPO 法人または任意の環境市民団体 1 年間総額 7000 万円 

団体数は総額内で決定 

■NPO 法人格取得助成 

2007 年 2 月 28 日までに「環境の保全を図る活動」分野で NPO

法人格を取得し、活動を行っていく団体への助成。活動資金

を原則 3年間継続して助成。 

団体として 3 年間程度の活動実績があ

り、「環境の保全を図る活動」の活動

分野で、2007 年 2 月 28 日までに NPO

法人格を取得し、活動を行っていく任

意の環境市民団体 

3 年間 1団体当り上限 50 万円 

対象は４団体 

■モデル事業助成 

3 年間を目途に完成させることができる先進的で波及効果の

大きいモデル的事業に対し、2年間または 3年間事務局経費

も含め、事業資金を助成。対象は NPO 法人およびプロジェク

トチームで、事業の手法や成果を他の団体に普及してもらう

ことで、環境 NPO 全体の発展を目指す。 

「環境の保全を図る活動」が活動分野

として認証されている NPO 法人または

NPO 法人が入り、地域の複数の団体で

構成されているプロジェクトチーム 

3 年間 1団体当り上限 200 万円 

対象は１団体 

セブン-イレブンみどり

の基金  

２００７年度公募助成 

（環境市民活動助成） 

セブン-イレブンみどり

の基金 

http://www.7midori.org 

セブン-イレブンみどりの基金 

助成担当 

TEL：03－6238－3872 

FAX：03－3261－2513 

■自立事業助成 

3 年間の助成期間内に人件費・事務所費などの財政基盤を安

定的に確保できる事業を構築し、自立した活動ができる環境

NPO を目指す団体を支援。事務局経費(人件費・事務所費)を

原則 3年間継続して助成。 

「環境の保全を図る活動」が活動分野

として認証され、かつ 3 年以上の活動

実績がある NPO 法人 

3 年間 1団体当り上限 360 万円 

対象は１団体 

子どもゆめ基金 独立行政法人 

国立青少年教育振興機構 

http://yumekikin.niye.

go.jp/ 

子どもゆめ基金部助成課 

TEL：0120-579081 

TEL：03-5790-8117･8118 

FAX：03-6407-7720 

Email：yume＠niye.go.jp 

１．子どもの体験活動の振興を図る自然体験活動 

・子どもを対象とする体験活動（自然観察、キャンプ、清掃

活動、高齢者介護体験など) 

・子どもの体験活動を支援する活動（指導者育成など） 

２．子どもの読書活動の振興を図る活動への助成 

・子どもを対象とする読書活動 

・子どもの読書活動を支援する活動 

３．子ども向けソフト教材を開発・普及する活動への助成 

・子どもの体験活動や読書活動を支援・補完する、インター

ネット等で利用可能なデジタル教材の開発・普及 

社団法人、財団法人、特定非営利活動

法人、法人格を有しないが、活動を実

施するための体制が整っていると認め

られる団体 

1.助成金の額は、助成対象経費合計額

又は当該活動に係る経費総額から

収入額を差し引いた額のうちいず

れか低い額を上限。 

2.助成金の額は、2 万円以上 2,000 万

円を限度。 

3.助成金の額の標準額は、市区町村規

模の活動は 50 万円、都道府県規模

の活動は 100 万円、全国規模の活動

は 300 万円。 

WWF エコ・パートナーズ

事業 

財団法人  

世界自然保護基金ジャパ

ン 

http://www.wwf.or.jp/ 

自然保護室 自然保護事業担当 

TEL：03-3769-1714 

FAX：03-3769-1717 

ＷＷＦが国内外で取り組んでいる、6 つのテーマ「森林」、

「淡水生態系」、「沿岸海洋」、「野生生物」、「地球温暖

化」、「有害化学物質」に即した自然保護活動を中心に、資

金的な支援を含めた、市民団体や研究者との協力を強化して

ゆく事業として展開。 

ＷＷＦジャパンとのパートナーシップ

を築き、共に自然保護活動を行ってい

く意思のある団体・個人 

最高 200 万円まで、3年を限度に継続

可能 

公益信託 農林中金８０

周年森林再生基金 

 

全国森林組合連合会 

http://www.zenmori.org/in

dex.shtmｌ 

農中信託銀行㈱ 

http://www.nochutb.co.

jp/shakai.html 

農林中央金庫 

http:www.nochubank.or.

jp/ 

組織部 

TEL：03-3294-9719 

 

営業部 

TEL：03-5281-1340 

 

農林部 

TEL：03-3243-7222 

国内の荒廃した民有林の公益性を発揮させることを目指した活動であっ

て，創造性が高いと認められる以下の事業。 

・複数の森林所有者との長期安定的な契約に基づく，ひとまとまりとなっ

た荒廃林の再生事業。 

・前記に附帯する林地境界確定，林地調査，不在村者調査等。 

・その他，目的を達成するために必要な事業。 

・営利を目的としない団体で法人格を有する

もの。ただし地方公共団体を除く。 

・過去の活動歴等からみて本活動を運営す

るのに十分な能力，知見を有する団体。 

・対象事業の実施状況および予算・決算など

の財政状況について，当基金の求めに応じ

て適正な報告のできる団体（例 森林組

合・農協・漁協，特定非営利法人，社団・

財団等）。 

・各年度募集分の助成金総額は100百万円

程度。 

・1 件当たりの助成金は，対象事業の所要資

金から公的な補助金と対象森林から搬出し

た原木等の販売代金を除いた部分で，上限

金額 30 百万円。 

・18年度募集分は翌年度に事業を実施し，

年度内に事業完了すること.。事業結果を確

認後助成金を支給。 

環境ＮＰＯ助成事業 財団法人 

日立環境財団 

http://www.hitachi.co.

jp/ 

TEL：03-3257-0851 

FAX：03-3257-0854 

Email： 

kankyo＠hdq.hitachi.co.jp 

・政策提言等、実践的活動での効果が期待される「調査研究」

・環境学習、環境教育に係る活動 

・NPO 活動に携わる専門家の育成を目指した活動 

・国際交流（人材の派遣、招聘）活動 

特定非営利活動促進法（NPO 法）第 10

条の規定にもとづき設立された国内の

法人、又は 3 年以上の実践活動歴を有

する国内の任意団体。 

1 件当り原則として 150 万円を限度。
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名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

■プロジェクト助成 

既に緑を守り育てる活動（森づくりの活動）に取り組んでい

る団体が行う森づくり活動のプロジェクトに対して助成 

国内で森づくりの活動に取り組んでい

る団体 

１団体あたりの助成金は、100 万円を

上限とし、30 件程度 

花王・みんなの森づくり

活動助成  

財団法人 

都市緑化基金  

http://www.urban-green

.or.jp/ 

「花王・みんなの森づくり活動 

助成」係 

TEL：03-5275-2291 

FAX：03-5275-2331 

Email： 

midori-info@urban-green.or.j

p 

■スタートアップ助成 

これから緑を守り育てる活動（森づくりの活動）に取り組も

うとする団体や設立後１年未満の森づくりの活動に取り組

んでいる団体に対して助成 

国内で新たに森づくりの活動に取り組

もうとする団体及び設立後１年未満の

森づくりの活動に取り組んでいる団

体、新たに森づくりの活動に取り組む

ための団体を立ち上げようとするグル

ープ 

1 団体あたりの初年度の助成金は、30

万円（3 年間で総額 100 万円を助成）

を上限とし、5件程度 

■地球にやさしい環境学習支援助成 

将来の地球環境を担う子どもの自然への関心と理解、よりよ

い環境を希求するこころを育てることを目的に、自然をテー

マにした「環境学習」に取り組んでいる、またこれから取り

組もうとしている小学校に対し、活動に必要な物品を助成。

日本全国の小学校における「自然環境」

をテーマにした学習活動が対象。 

物品の購入費として、原則として一つ

の活動に対し、10 万円を上限として助

成。 

JATA 環境基金 地球にや

さしい環境学習支援助成 

社団法人 

日本旅行業協会 

http://www.jata-net.or

.jp 

社団法人日本旅行業協会 

業務部業務第 2グループ 

TEL：03-3592-1274 

FAX：03-3592-1268 

Email:gyomu2@jata-net.or.jp 

■地球にやさしい市民活動支援助成 

観光地における自然及び文化遺産の保護活動、ならびに環境

に配慮した観光の発展に寄与している市民活動に対して助

成を行う。 

活動場所が国内外の観光地であり日本

国内に事務所を持つ市民主導のﾎﾞﾗﾝﾃｨ

ｱ団体。海外活動に対する助成を申請す

る団体はNPO法人格を有すること。 

原則として、1団体につき100万円を限

度に助成。 

藤本倫子環境保全活動助

成 

財団法人 

日本環境協会 

http://www.jeas.or.jp 

「藤本倫子環境保全活動助成基

金」運営管理委員会事務局 

TEL：03-5114-1251 

FAX：03-5114-1250 

藤本倫子氏（環境カウンセラー）からの寄附金をもとに設け

られた環境保全活動に対する助成基金で、平成 14 年 4 月か

ら助成事業を開始。環境教育や地域の環境保全活動などを積

極的に実践する団体又は個人を対象に、その活動資金の一部

を助成することを通じて、活動の輪が拡大し、継続していく

ことを目的としている。 

環境教育や地域の環境保全活動などを

積極的に実践する団体または個人。 

１活動あたり 30 万円を上限。 

（同一年度内１申請者１活動に限る）

FGF 助成 

緑とふれあいの活動助成 

公益信託 

富士フイルム･グリーン

ファンド 

http://www.fujifilm.co

.jp/ 

財団法人自然環境研究センター 

公益信託富士フイルム・グリー

ンファンド事務局 

TEL：03-5824-0955 

FAX：03-5824-0956 

身近な自然環境を保全すると共に、人と自然とのふれあいを

積極的に創ろうとする活動の一層の発展を目指して助成。 

対象は、できる限りフィールドが既に確保されているか近々

確保される可能性が高いもので、そこで様々な活動を展開す

るもの。 

無制限。 

営利目的のものは不可。 

期間は 1年間又は 2年間。 

1 件の最大 184 万円。 

環境保全活動助成 

日野自動車グリーンファ

ンド 

財団法人 

日野自動車グリーンファ

ンド 

http://www.hino.co.jp/ 

事務局 

TEL：042-586-5369 

FAX：042-586-5167 

「地球規模で考え、行動は足元から」をモットーに、様々な

環境緑化、自然保護に関わる事業の実践、以下の助成を実施。

・都市及びその周辺の日常生活圏における環境緑化活動の支

援。  

・自然保護活動を普及させるための広報に関する事業等を行

うことにより、日常生活圏における自然環境の保全及び国

民の自然とのふれあいの増進、ひいては心豊かな社会の実

現を図る。 

前記に係わる活動・研究を行う個人・

団体・グループ等。 

事業費総額として 500 万円程度。 

大成建設自然・歴史環境

基金 

公益信託 

大成建設自然・歴史環境

基金 

http://www.taisei.co.j

p/ 

みずほ信託銀行株式会社 

プライベートバンキング企画部 

福祉信託係 公益信託 大成建

設自然・歴史環境基金 

TEL：03-3274-9210 

FAX：03-3274-9504 

１．国内の自然環境の保全及び活用に関する事業 

２．国内の歴史的建造物等の保存及び活用に関する事業 

３．開発途上国の自然環境、歴史的建造物等の保護及び活用

に関する活動 

自然環境、歴史的建造物等の保護に資

する事業を行う公益法人（社団法人、

財団法人に限る。以下同じ）、特定非

営利活動法人及び民間の団体等 

毎年度の助成金総額は1,500 万円程度

とし、助成件数は１５～２０件程度。

助成期間は、原則として助成金贈呈日

より１年間 

として２年連続の助成はしない。 
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名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

三井物産環境基金 三井物産株式会社 

http://www.mitsui.co.j

p/ 

三井物産株式会社 

CSR推進部 三井物産環境基金事

務局 

TEL：03-3285-7655 

E-mail：

MBK-Kankyokikin@mitsui.com 

地球環境問題の解決と持続可能な社会構築への寄与を主たる課題と

位置づけ、地球規模での環境負荷の低減や環境問題の解決に貢献す

る案件を主たる対象とする。 

① 地球気候変動問題     ③ 表土の保全・森林の保護 

④ エネルギー問題        ⑤ 水資源の保全 

⑦ 持続可能な社会構築のための調査とネットワーキング 

・特定非営利活動促進法に基づく NPO

法人、公益法人(財団法人、社団法人)  

・活動実績が3年以上の団体 

助成総額は、別途募集する応募案件も

含め年 2回の公募総額 6億円を予定。

1 案件あたりの助成金額の上限設定な

し。 

全労済地域貢献助成事業

（環境活動助成） 

全国労働者共済生活協同

組合連合会（全労済） 

■申請書類請求先 

特定非営利活動法人地球と未来

の環境基金（EFF） 全労済地域

貢献助成事業事務局＜環境分

野＞ TEL 03-5298-6644 、 

FAX 03-5298-6635 

E-mail：grant@eco-future.net 

■申請書類送付先、問い合わせ 

全労済 経営企画部内 地域貢献

助成事業 環境 事務局 

〒151-8571 東京都渋谷区代々木

2－12－10 

（TEL、FAX、E-mail の受付不可） 

地域の人びとが参加して助け合いの中で地域の環境を守り、次世代へ

豊かな自然を伝える活動を支援する。 

１）地域の自然環境を守る活動 継続的に取り組む森作り、里山や

竹林の整備・保全の活動など  

２）循環型地域社会を作るための活動 ゴミの軽減やリサイクル、省エ

ネルギー、水質浄化活動など  

３）地域の自然や環境の大切さを学ぶための活動 地域の子どもや住

民を対象とした自然観察会など 

◆多数の地域住民が活動に関わることで、人と人とのつながりが

生まれ、コミュニティの形成や 再生につながるような活動を重

視します。 

◆地域に密着し継続して取り組む活動を重視します。 

日本国内を主たる活動の場とする NPO 法

人、市民団体等 
助成総額の上限は3000万円を予定。 

１. 一般助成  １団体に対する助成上限

額：30 万円 

２. 特別助成  １団体に対する助成上限

額：100 万円 

３. 助成申請の対象となる費用について 

物品購入費など活動に直接係る経費

で、人件費（謝金等含む）も対象。 

ただし人件費の申請上限額は、一般助

成が 10 万円、特別助成が 50 万円。 
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1-4 公益法人による助成制度（その他） 

 
名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

「まちづくり人」応援助

成 

財団法人 

まちづくり市民財団 

http://home.interlink.

or.jp/ 

事務局 

TEL：03-3234-2607 

FAX：03-3234-5770 

Email： 

machizkr@interlink.or.jp 

地域振興、地域活性化の向上を目的に市民主導で行う以下の

活動に対して助成。  

①郷土の遺産（産業遺跡・歴史的建造物等）  

②郷土の民話、伝統芸能・技術・工芸の伝承と後継者の育成

③地域の自然環境の改善  

④地域の生活環境・都市景観の改善（町並み、街路樹、歩道、

公園、用水路等）  

⑤まちづくり市民意識の高揚に資する活動  

①新しいまちづくり活動を提唱する人

たち  

②まちの中心に元気を取り戻すまちづ

くり活動をする人たち 

③世代間交流を活発にするまちづくり

活動をする人たち  

④高齢者が元気になるまちづくり活動

をする人たち 

⑤子育てに役立つまちづくり活動をす

る人たち 

⑥まちづくり活動をする子供や若者 

一件 50 万円程度。 

※ 複数年連続で助成する場合もある 

“広がれ、元気っこ活

動”助成 

財団法人 

日本生命財団 

http://www.nihonseimei

-zaidan.or.jp 

ニッセイ財団助成事業部（児童） 

TEL：06-6204-4014  

FAX：06-6204-0120 

Email： 

jidou-syounen@nihonseimei-za

idan.or.jp 

地域活動の一環として定期的・継続的に実施している「子ど

もたち自身が主人公となり自然体験・生活体験活動、仲間づ

くりや文化の伝承活動」等“元気っこ活動”や“フリースク

ール活動”、“地域の子育て支援活動”を定期的に継続して

行っている次のような活動を対象として助成を行う。 

重点助成対象分野１：自然と親しむ活動 

重点助成対象分野２：フリースクール活動 

重点助成対象分野３：子育て支援活動 

一般助成対象分野１：異年齢・異世代交流活動 

一般助成対象分野２：ハンディキャップのある子どもたちの

療育支援、ノーマライゼーション推進活動

一般助成対象分野３：中高生を中心とする居場所づくり活動

一般助成対象分野４：伝承遊びなどの体験学習活動、郷土芸

能の保存・伝承活動 

一般助成対象分野５：地域に根ざした文庫・おはなし・人形

劇活動（子どもたちが実施するもの） 

次の要件を満たしている民間の団体・

グループを対象。 

①活動資金が、原則団体構成員の拠出

資金で運営されている団体 

②助成申請時点で設立後１年以上の活

動実績があり、常時 20 人以上の会員

規模の団体 

③構成員の半数以上が児童・少年であ

る団体（但し、ハンディキャップのある子ども
たちの療育支援活動については活動の性格上、

例外として考慮。）また「子育て支援活動」に

ついては③の要件を適用しません。 
④少なくとも月１回以上の子どもたち

の定例活動日を定め継続して運営し

ている団体 

⑤活動の一環として、地域住民との交

流機会やボランティア活動等を実践

している 

⑥団体助成により購入した物品を直

接・継続的に活用し、管理しうる団

体 

活動に常時・直接必要な物品の購入費

を助成。 

・１団体への助成金額は、 

①重点助成対象分野：30万円～60万円

②一般助成対象分野：30万円～50万円

 

・助成物品には「寄贈 日本生命財団」

と表示することが条件 

 

・東京都、大阪府は、別途モデル事業

助成を実施 

地域社会プログラム 財団法人 

トヨタ財団 

http://www.toyotafound

.or.jp/ 

財団法人 トヨタ財団 

地域社会プログラム係 

TEL：03-3344-1701 

地域社会の再構築と活性化を目指し、地域に暮らす人々が主

体となった実践的プロジェクト(活動助成）と活動記録の出

版、広域ネットワーク（成果普及助成）への助成 

①団体の目的や活動内容が、政治・宗

教・思想・営利などの目的に偏るこ

となく、また閉鎖性が強くないこと 

②物品の購入を主目的としたプロジェ

クトではないこと 

③原則として、プロジェクトの活動対

象地域が日本国内であること 

④取り組みが団体にとっての日常業務

ではなく、新しい展開を意図してい

るものであること 

原則 1年間の活動で、 

活動助成 ：1件あたり上限 200 万円

活動記録の出版：1 件あたり上限 100

万円 

広域ﾈｯﾄﾜｰｸ：1 件あたり上限 400 万円

講師派遣制度 財団法人 

日本レクリエーション協

会 

http://www.recreation.

or.jp/ 

人材開発部 

TEL：03-3265-1369 

FAX：03-3265-1253 

Email： 

jinzia@recreation.or.jp 

余暇・レクリエーション関連活動を手助けするリーダーを派

遣している。当協会の認定する資格を持ったリーダー達は、

全国に１０万人。都道府県レクリエーション協会に相談す

る。 

一般 費用が必要。目安は一人の派遣につい

て 3～5万くらい。 

なお、各地域・派遣内容によって費用

は異なる。 
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名    称 所    管 連絡先 主 目 的 対 象 者 補 助 費 用 

■鳥類保護団体への活動助成 

鳥類保護団体の鳥類保護活動に対して助成を行うことを通

じて、地球環境保全に貢献することを目的する。 

自然環境の保全のため野生動植物の保

護・繁殖に関する業務を行うことを主

たる目的とする法人または任意団体と

しますが、各都道府県の鳥獣保護担当

部署または国立公園・自然保護事務所

より推薦を受けることができる程度の

活動を期待する。 

助成金の使途は、助成対象となる鳥類

保護活動に直接必要とする費用とす

る。数件の活動に対して、総額 1，000

万円（20 年度予定）の助成 

サントリー世界愛鳥基金 公益信託 

サントリー世界愛鳥基金 

http://www.chuomitsui.

co.jp/koueki 

中央三井信託銀行  

本店法人営業第二部 

公益信託課 

TEL：03-5232-8910 

FAX：03-5232-8919 

■地域愛鳥活動助成 

わが国での鳥類保護活動の裾野を広げるために、平成 18 年

度募集から従来の「鳥類保護団体への活動助成」部門に加え、

「地域愛鳥活動助成」部門を新設。地域に根ざした鳥類保護

活動に対して助成を行うことを通じて、地球環境保全に貢献

することを目的とする。 

鳥類の保護・観察活動を行なう小学校、

中学校および高等学校のクラブ・委員

会や子供エコクラブ、又は自治会やボ

ランティア団体等地域のグループとす

る。（学校による応募は不可）以下の

ようなグループの応募を期待。 

①過去に愛鳥活動を行ない、今後も活

動の継続を見込めるグループ 

②地域や学校などをフィールドとして

いるグループ 

③生徒や子供の教育学習的要素を有す

るグループ 

助成金の使途は、助成対象となる鳥類

保護・観察活動に伴う諸費用とする。

（複数年にまたがる一連の活動であっ

ても、当基金の助成は原則 1 年毎とす

る。2 年目以降にも助成を希望する場

合は、再申請が必要。） 

1 件当り 20 万円以内。10 件程度、総額

200 万円の助成を行う。 

通常募集助成金 日本財団 

（財団法人 日本船舶振

興会） 

http://www.nippon-foun

dation.or.jp/ 

総合案内 

TEL：03-6229-5111 

FAX：03-6229-5110 

（２００７年度事業） 

１．海や船に関する事業 

(4)「海」「船」についての理解促進 

①博物館等が行う海や船に関する企画展の開催や造船所

の見学会や体験講習等を通じた理解促進活動 

②海に親しむ活動の推進 

③海とともに暮らしてきた人々の生活文化や技術を後世

に継承するための活動 

２．文化、教育、社会福祉等に関する事業 

(9)郷土の資源と先人の知恵を活用した地域づくり 

(10)森林・竹林整備や里地・里山の保全 

(11)生涯スポーツの充実 

(12)伝統文化・芸術を次世代へ継承する取り組み 

財団法人、社団法人、社会福祉法人、

NPO 法人(特定非営利活動法人)、ボラ

ンティア団体などが行う非営利活動・

公益事業 

 

財団、社

団、社福

NPO 法

人 

ボラン

ティア

団体 

 

補

助

率

上

限

金

額

補

助

率

上

限

金

額

補

助

率

上

限

金

額

１海や船に関

する事業 

80

%

以

内

な

し

80

%

以

内

な

し

90

%

以

内

100

万

円

２文化、教育、

社会福祉等に

関する事業 

80

%

以

な

し

90

%

以

100

万

円

90

%

以

100

万

円

公益事業振興補助事業 

体育、環境等公益の増進 

日本自転車振興会 

http://ringring.keirin

.go.jp/ 

 

 

 

日本小型自動車振興会 

http://www.autorace.or

.jp 

日本自転車振興会 公益事業部 

公益事業課 

TEL：03-3512-1276 

福祉事業課 

TEL：03-3512-1278 

 

日本小型自動車振興会 

振興部振興事業課 

TEL：03-3570-5511（代表） 

03-3570-5526（直通） 

【体育・スポーツ関連の補助】 

 ①スポーツの啓発普及（基礎的研究を含む。） 

 ②青少年、高齢者及び障害者を対象としたスポーツの振興

 ③スポーツ大会（全国的な規模の大会）の開催 

 ④サイクルスポーツ施設の建築・整備 

 ⑤野外活動の普及推進 

 ⑦その他体育の振興に特に寄与すると認められる事業 

社団法人、財団法人 

社会福祉法人 

更生保護法人 

特定非営利活動法人 

当該事業に必要と認められる額の１／

２（沖縄県内において実施される事業

にあたっては４／５）以内とする。 

 ただし、障害者を対象としたスポー

ツの振興事業については、３／４（沖

縄県内において実施される事業にあっ

ては５／６）以内とする。 

 なお、全国的団体等における事業の

うち体育の振興への貢献が特に顕著で

あると認められる事業については、こ

の限りではない。 
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２．各助成制度等の概要 
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2-1 各省庁の制度 

 

■地域資源活用構想策定等支援調査 

項  目 内    容 

対象者 市町村 

所管 国土交通省 都市・地域整備局 

連絡先 地方整備課 TEL：03-5253-8404／FAX：03-5253-1588 

ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/g1_3.html 

主目的 地域資源を活用した地域づくりの構想策定、地域づくりの「きっかけ」となる活動について、地域

の状況に応じ、地元の官民一体となって実施することを調査分析し、その情報発信等を通じた

施策展開を図る。 

応募期限 3 月上旬 

費用等 （16 年度調査の費用） 

・複数市町村で連携して取り組む場合：上限 400 万円 

・単独市町村の場合：上限 100 万円 

支援策の流れ 

事例 

（対象地域と 

キーワード） 

■平成 19 年度対象地域（地域ブランド化に向けた持続可能な地域資源の活用方策について） 

岩手県遠野市：交流・雇用創出、秋田県能代市：地域ブランド、石川県金沢市・富山県射水市・高岡市・砺波市

南砺市・氷見市・小矢部市：観光資源、長野県飯島町：地域ブランド、島根県隠岐の島町：定住促進、広島県三

次市：農村交流、山口県長門市：体験交流・地域ブランド 

■平成１9 年度対象地域（地域資源を活用した戦略的なマーケティング手法の検討について） 

北海道ニセコ町：地域資源の活用、北海道滝川市：季節居住・地域資源、秋田県秋田市：地域資源、新潟県十

日町市：農村アトリエ、奈良県高取町：地域資源、愛媛県今治市：地域資源、沖縄県栗国村：観光交流・地域資

源 

備考  

 

対象地域募集 

応募 

対象地域の選定 

選定結果の通知 

・地域における地域間交流

構想の策定 

・地域間交流連携推進モデ

ル事業の検討 

・地域における地域間交

流構想の策定 
・地域間交流連携推進モデ

ル事業の検討 

モデル事業の実施 

報告会・情報交流会 

事業の成果、今後の課題・取り組み等を整理 

報告書の作成・情報発信 

地域間交流・連携による地域づくりの促進 

―タイムスケジュール― 

2～3月：希望調査 

3～4月：調査対象地区の選定 

5～2月：調査実施（地元における取り組みの実施） 

2月  ：活動報告会の開催 

3月 ：報告書の作成
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■地域振興アドバイザー派遣制度 

項  目 内    容 

対象者 市町村 

所管 国土交通省 都市・地域整備局 

連絡先 地方整備課 TEL：03-5253-8404／FAX：03-5253-1588 

ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/g1_2.html 

主目的 地域の活性化・交流を促進するために、様々な課題を抱えている市町村に各分野の専門家を派

遣し、助言を行うことにより自主的な地域づくり活動を支援。 

応募期限 前年度 12 月：要望照会、前年度 1月：要望書提出 

費用等 ・全国において 30 地区程度を選定し、1 地区当たり原則 3人以内かつ 1地区当たり原則 3回以

内。 

・交通費､宿泊費：国土交通省負担、謝金：第 1回分のみ国土交通省が負担 

支援策の流れ 

 
事例 

（対象地域と 

派遣テーマ） 

■平成１8 年度国土交通省地域振興アドバイザー派遣市町村一覧 

対象区域 派遣テーマ 

青森県三沢市 
市民参加・市民主体の住みよいまちづくりを推進するための具体策及び、市民理解と意識

啓発 

宮城県本吉町 
㈱本吉町産業振興公社における経営改善策（売店部門の販売促進、インターネットを活

用した産地直販） 

千葉県市原市 市原市の中心核である五井駅周辺における景観まちづくり 

長野県北信広域 広域観光推進方策（広域観光のあり方、広域的観光の進め方、広域連合の役割） 

長野県飯島町 会の運営・組織化、さくら丼の展開方策 

京都府京丹後市 久美浜一区の商店街活性化、稲葉家の利用・運営、久美浜湾の活性化、観光振興 

兵庫県香美町 観光振興方策について（海、山、川の連携） 

和歌山県みなべ町 公共施設利活用、みなべの地域活性化と「MI 館」の利用策 

岡山県新見市 御殿町を中心とした商店街振興、地区の活性化 

島根県浜田市 佐々田家の施設を活用した地域づくり 

熊本県苓北町 地域資源を活用したコミュニティビジネス 

長崎県雲仙市 観光地における商店街の活性化 

宮崎県門川市 利用者の増加を主としたかどがわ温泉「心の杜」の温泉経営の改善策 

鹿児島県薩摩川内市 新たな特産品開発と振興策 

沖縄県那覇市 那覇市内の特定地区における公共交通の推進方策について 

   

備考 ■アドバイザーの情報誌を発行 

 

派遣要望調査 

応募 

派遣地域の選定 

オリエンテーション 

事前打ち合わせ（都内） 

現地派遣 

研修会（必要に応じ） 

フォローアップ調査 

（必要に応じ）. 

・地域活動､まちづくりを始めようとしている地域   

・地域活動が停滞している地域   

・山村第 3 セクターの経営､維持に行き詰まっている地域   

・市町村合併後の地域づくりを課題としている地域 等 

派遣要望地域からのヒアリング等をもとに

派遣対象地域を選定 

第 1 回：現地視察､意見交換､ヒアリング調査等 

第 2 回：意見交換ワークショップの開催等 

第 3 回：課題への最終助言･派遣結果のとりまとめ､ 

今後の方向性等について協議 

・地域づくり､山村 3 セク経営をテーマとした研修会  

・当該派遣対象地域や先進地域からの事例発表  

・アドバイザーを招いての情報交換 

過去に派遣を行った団体の中から後年度にもう一度現地調査

を行い､派遣後の実態を調査 
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■ＵＪＩターン支援プロジェクト 

項  目 内    容 

対象者 市町村 

所管 国土交通省 都市・地域整備局 

連絡先 地方整備課 TEL：03-5253-8404／FAX：03-5253-1588 

ホームページ http://www.mlit.go.jp/crd/chisei/g2_1.html 

http://www.ujiturn.net/intern/index.htm 

主目的 以下の 3 つの事業から成り立つ 

■地域づくりインターン事業（若者の地方体験交流支援事業） 
都市と農山漁村の連携・交流を通じた地方の活性化を推進するため、国土交通省が大学生や大学院生

を中心とした 20～35歳の三大都市圏に居住する若者を体験調査員として派遣し､地域で進められている地

域づくり活動や､地域産業の体験、地域住民との交流などに参加してもらい地域の魅力を理解してもらう。 

■ふるさと search（定住促進情報データベース） 
UJI ターンに関する地域情報の発信等を実施。手軽に全国各地の魅力を探し、発見してもらう手段となる

「定住促進情報データベース」（”ふるさと search”(http://www.ujiturn.net/)）を構築 

■全国 UJI ターン･定住シンポジウムの開催 
地方公共団体の UJI ターンや地方定住の担当者､UJI ターン者などが､施策や課題に関する情報交換･意

見交換を通じて､連携･交流を深め､UJIターン機運を醸成することを目的とした全国UJIターン･定住シンポジ

ウムを開催。 

応募期限 地域づくりインターン事業参加者(若者)の応募期間：6 月中旬締め切り 

費用等 ■地域づくりインターン事業の費用等について 

・派遣先までの往復交通費：参加者（若者）の自己負担。 

・首都圏外に在住の応募者はオリエンテーション参加に伴う旅費を事務局で負担。 

・派遣地域での宿泊費等については原則として受け入れ地域が負担。 

・体験中（派遣地域までの往復の移動期間も含む）の傷害保険は事務局で加入。 

・報告書作成費用として一人 1万円を事務局より参加者（若者）に支給。 

支援策の流れ ■地域づくりインターン事業内容 

・体験調査員数： 原則､一団体 2名。 

・受入期間： 2 週間～1 カ月程度。 

・受入時期： 7 月上旬から 9 月まで。 

・プログラム： 地域づくり活動への参加や地域産業を体験。 

事例 

 

■地域づくりインターン事業平成 18 年度派遣先地域（25 地域） 

・新規 11 地域 

北海道紋別町、石川県小松市、長野県天龍村、岐阜県飛騨市、岡山県高梁市、長崎県小値賀町、熊本県産山

村、熊本県山江村、大分県津久見市、宮崎県高千穂町、鹿児島県三島村（市町村名は１８年４月１日現在） 

・継続 14 地域 

岩手県柴波町、山形県遊佐町、群馬県嬬恋村、新潟県上越市、富山県氷見市、石川県珠洲市、石川県羽咋市、

静岡県浜松市、和歌山県高野町、島根県浜田市、山口県長門市、徳島県美波町、福岡県大木町、鹿児島県錦

江町（市町村名は１８年４月１日現在） 

■ふるさと search（定住促進情報データベース） 

国勢調査などの統計から国土交通省が統一的に収集した項目と、各地方自治体がそれぞれ提供している項目で構

成。全体の９割強の地方自治体から情報提供あり。 

■全国 UJI ターン･定住シンポジウムの開催 

ＵＪＩターンに対する現状などに関して、地方公共団体、学生、地域づくりインターンも交えて情報交換を行い、連携・交

流を深め、ＵＪＩターンの気運を醸成する目的で平成 16 年２月までに 10 回を開催している。 

第10回のテーマは｢ＵＪＩターン・定住施策の過去・現在・未来｣とし､この10年間の地方定住の流れを様々な観点から振

り返り、今後の地方定住に向けて、どのような視点で施策を展開していくのかを議論している｡ 

備考  
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■「子供の水辺」再発見プロジェクト・水辺の楽校（がっこう）プロジェクト 

項  目 内    容 

対象者 市区町村教育委員会・市区町村河川関係部局・学校教育関係者・地域のＰＴＡ・青少年団体・

市民団体等、行政・河川管理者・教育関係者・市民から構成される「子どもの水辺協議会」。 
（この協議会が当該箇所を「子どもの水辺」に登録し、その内、水辺のハード整備が必要となる場合

に「水辺の楽校」に申請・登録する） 

所管 文部科学省スポーツ・青少年局、国土交通省河川局、環境省総合環境政策局 

連絡先 子どもの水辺サポートセンター TEL：03-5847-8307／FAX：03-5847-8314 

ホームページ http://www.mizube-support-center.org/index.htm 

主目的 ■「子どもの水辺」とは 

子どもたちの川離れが進む中、子どもたちの河川利用を促進し、地域における体験活動の充

実を図ろうと平成11年度から文部科学省・国土交通省・環境省が連携し、『「子どもの水辺」再

発見プロジェクト』を推進している。プロジェクトでは、子どもたちが活動する場としてふさわしい場所

を「子どもの水辺」として登録し、川や水辺に関する情報提供、人材のコーディネート、資機材の

貸出し等、子どもたちが安全に充実した活動が出来るよう様々な支援活動を実施する。 

■「水辺の楽校」の趣旨 

「子どもの水辺」に登録した箇所の内、河川利用の促進、体験活動の充実を図るにあたって

水辺の整備が必要となる場合について、国土交通省所管事業である「水辺の楽校プロジェクト」

により、当該箇所を「水辺の楽校」として整備する。 

応募期限 通年 

費用等 登録された「子どもの水辺」について、「子どもの水辺サポートセンター」がソフト面（ライフジャケット等

の資機材の貸出し、活動をコーディネートできる人材の紹介、各種教材・資料の情報提供等）の支

援を行う。 

また、「水辺の楽校」については、安全に水辺に近づけるための施設整備等、「子どもの水辺」におい

て活動を推進するために必要なハード面の支援を河川管理者が行う。 

支援策の流れ 

事例 ■「子どもの水辺」登録総数：248 件（平成 19 年 4 月 20 日現在） 

■「水辺の楽校」登録総数：249 件（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

備考 ■平成14年度 5月 30日「子どもの水辺再発見プロジェクト」及び「水辺の楽校プロッジェクト」の一体的推進について（国交

省河川局河川環境課長通達）。 

 

「子どもの水辺協議会」の設立 

・市区町村教育委員会 

・河川管理者 

・市民団体等（PTA、子ども会等の青少年団体、学校教育関係

者等、川をフィールドとする市民団体、市区町村の河川関係部

局等、水辺をフィールドとする代表的なエコクラブ等） 

「子どもの水辺」に登録 

（河川管理者 → サポートセンター） 

（子どもの水辺協議会が）「水辺の楽校構想」作成 

・子どもたちの水辺での遊びや自然体験活動に関するプラン 

・プランの実施のために必要となる整備内容及び箇所 

「水辺の楽校」登録申請 

（市区町村 → 河川局長（都道府県経由）） 

水辺整備の実施・運営 

ソフト面での支援 

資機材の提供、市民団体等とのコ

ーディネート等、「子どもの水辺サポー

トセンター」を窓口とした様々な支援 
河川整備が必要な場合 
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■水源地域対策アドバイザー派遣制度 

項  目 内    容 

対象者 ダム所在市町村 

所管 国土交通省 土地・水資源局 水資源部 

連絡先 水源地域対策課 TEL：03-5253-8391／FAX：03-5253-1583 

ホームページ http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/ 

主目的 農山村振興、産業振興・工業立地、観光・レクリエーション、生活再建対策、イベント企画、流域

連携の各分野の専門家を現地に派遣している。各アドバイザーは派遣地域のダム建設後の活性化

の方向性や具体的手法、地元推進体制の在り方等について指導、提言を行っている。 

応募期限  

費用等 ３回の訪問を基本とした指導団を派遣し、交通費等の必要な費用は国土交通省の負担 

支援策の流れ アドバイザーは、指導対象地域の資源、社会的ニーズ、産業基盤の状況を調査するとともに、地元地方公共

団体代表者、地元各種団体代表者等との意見交換を行い、当該地域に関する次の事項について具体的な

指導、助言を行う。 

①当面の地域活性化の方向 

②地域活性化の具体的手法 

③地元推進体制のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 

 

1988 年度の川上ダム、丹生ダムを皮切りに、2002 年度までに延べ 26 ダムの地元にアドバイザーを

派遣。 

平成 15 年度は 6 分野 14 人の専門家にアドバイザーを委嘱し、秋田県東成瀬村（成瀬ダム）、

愛知県設楽町（設楽ダム）及び大分県野津原町（大分川ダム）へ観光・レクリエーション、流域連携

等の分野のアドバイザーを計 12 人派遣した。 

平成16年度は、愛媛県肱川町（山鳥坂ダム）、群馬県中之条町（四万ダム）へ観光・レクリエー

ション，流域連携等の分野のアドバイザーを計5人派遣。平成17年度は、埼玉県飯能市（有間ダ

ム）へ観光・レクリエーション、農山村振興の分野のアドバイザーを2人派遣した。 

 

 

 

 

備考  
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■水源地域活性化リーダー養成研修 

項  目 内    容 

対象者 水源地域の活性化に係る地方公共団体の職員及び市町村長が推薦する地域のリーダー 

所管 国土交通省 土地・水資源局 水資源部 水源地域対策課 

連絡先 各道府県の水源地域対策を担当している部局 

ホームページ http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/ 

主目的 水源地域の自立・新生を図り、健全な水循環系の構築、良質な水の確保のための水源地域の保

全に資することを目的として、問題意識、的確な知見及び行動力を有した水源 地域を担う地域リ

ーダーを養成する。 

応募期限 11 月下旬 

費用等 旅費・宿泊費・食費等は各自負担とする。その他の研修負担金は徴収しない。 

支援策の流れ ■研修内容 
地域づくり・地域の活性化等に取り組んでいる講師による講義に加え、研修生が日頃から抱えているそれぞ

れの地域における問題等について発表し、講師及び研修生相互と意見交換を行うなど、より実践的な内容

のカリキュラムにより研修を実施。  

■研修の実施要領（平成 15 年度の例） 

人   員 ： 10 名～15 名程度 

研修期間 ： 平成 15 年 1月 28 日（水）～平成 15 年 1月 30 日（金） 3 日間 

場   所 ： 都内 

研修修了者には、国土交通省土地・水資源局水資源部長名の修了証書を交付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 平成 15 年度は合宿形式による研修を行い、地域のリーダーとなるべき者 15 人が参加。 

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/hakusyo/h16/2-9.pdf 

平成16年度は10人が参加。平成17年度は、北海道金山ダムにおいて全国から7名が参加した。 

 

 

 

 

 

備考  
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■森林を利用して行う体験学習プログラム 

項  目 内    容 

対象者 主として小・中学生とその保護者及び地域の大人 

所管 林野庁 

連絡先 森林整備部 TEL：03-3502-8111（内線 6206）／03-3502-0048（直通） 

ホームページ http://www.rinya.maff.go.jp/kids/challenge/index.html 

http://www.rinya.maff.go.jp/kouhousitu/keikakukapanfu/taikengakusyu.html 

主目的 森林の教育的利用への期待は今後さらに高まる傾向にあるため、森林・林業関係者が教育関係

者やボランティア活動と協力して様々な森林・林業体験の機会を提供していくための体制づくりを一

層推進することとし、その一環としてパンフレットを作成。森林を利用して行う体験学習についてわかり

やすく説明することをねらいとし、基本的な要素や具体的なプログラムを例示。併せてフィールドの問

い合わせ先や指導者等の情報を提供。 

応募期限 随時 

費用等 随時無料でパンフレット提供 

（ネット上においても上記アドレスにおいてパンフレットを配布） 

支援策の流れ ■パンフレット内容 

(1)森林を利用して行う体験学習プログラムの要素例 

次の４つの視点から分類した体験学習プログラムの要素を例示。  

［1］ 「森を知る、体感する」（森林の多様性や自然の仕組み）  

［2］ 「森の恵みを利用する」（森林と人とのかかわり）  

［3］ 「森を育てる」（育てることの意味や資源の循環利用）  

［4］ 「生きる力を育む」（人が生きる本質的な力）  

 

(2)森林を利用して行う体験学習の具体案等 

上記［1］～［4］の要素を組み合わせることにより、森林と人とのかかわりや郷土の文化を学びながら、森林の

整備と資源の循環利用を体験できるようなプログラムの具体案や実例を例示等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 各都道府県の林務部局や教育委員会、森林・林業体験の受け入れ施設等に配布するほか 

http://www.rinya.maff.go.jp/kouhousitu/keikakukapanfu/taikengakusyu.html 

においてパンフレットをダウンロード可 

備考  
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■「森の子くらぶ」 

項  目 内    容 

対象者 主として小・中学生とその保護者及び地域の大人 

所管 林野庁、文部科学省 

連絡先 各森林総合利用施設等 

ホームページ http://www.rinya.maff.go.jp/kids/park/index.html 

主目的 「森の子くらぶ」として広く参加者を募集。地域の森林総合利用施設等を活用し、幅広い関係者の

連携・協力の下に、入門的な森林体験活動等を行う機会を提供するとともに、さらに段階的な指

導を受けて行う森林での多様な体験活動を推進。 

応募期限 随時。 

費用等 都道府県により異なる。平成17年度までは国から都道府県に交付金を交付、平成18年度からは

都道府県に財源委譲する予定。 

支援策の流れ ■申し込み方法 

事業の実施希望団体は実施時期、予定人数、活動内容等の計画書を作成の上、各森林総

合利用施設等に申し込む。 

 

■対象活動内容 

・実施時期  学校休業日となる土・日曜日、夏期休業日等  

・実施場所  市町村民の森、県民の森等の森林総合利用施設等  

・活動内容  森林インストラクター等の指導により、以下のような活動を実施  

(1) 植林・下刈り作業等の森林づくり活動  

(2) 森林の多様な役割に関する学習  

(3) 動植物などの自然観察  

(4) 木工・炭焼きなどのものづくり体験  

(5) 森林と地域の生活や文化との関わりについての学習等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 平成 16 年度 4月 1 日時点における受け入れ可能施設数は 47 都道府県における 361 施設。 

森の子くらぶ施設一覧・・・http://www.rinya.maff.go.jp/kids/park/index.html 

 

 

 

備考  
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■「ふれあいの森」 

項  目 内    容 

対象者 公益団体や地方公共団体及びボランティア団体（自主的な森林づくり活動を行うことを目的とする

もの）で以下の要件を満たすもの。 
・団体の目的、運営等に関する規約を有すること。  

・団体の意思を決定し、森林づくり活動を行う体制があること。  

・活動の目的が特定の者の利益に資するものとならないこと。 

所管 林野庁 

連絡先 全国にある森林管理局 

ホームページ http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/REC_fwood.html 

主目的 「森林づくりに参加したい」「森林とふれあいたい」「森林の豊かさを理解したい」という声に応え、国有

林をフィールドとして提供するもの。 

応募期限 随時 

費用等 活動に必要な経費は参加者負担 

支援策の流れ 

事例 http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/REC_fwood_ex.html 

■社員ボランティアによる森林整備 
沖電気グループでは、社員・家族による「ＯＫＩ山と緑の協力隊」を結成し、群馬県高崎市に「沖電気

グループふれあいの森」の協定を締結しています。第１回の活動は、群馬森林管理署とＮＰＯ法人地球緑

化センターの協力を得て、直径約３㎝の灌木の除伐やつる切りを約５時間かけて行いました。今後も継続

して、下草刈り、除伐、つる切りの作業を実施していく予定です。 

■生協組合員参加による植樹活動 
青森県生活協同組合連合会は、環境保全のため、牛乳パックの回収を行っており、この回収資金を山づ

くりに還元しようと、青森市に「生協ふれあいの森」の協定を青森森林管理署と締結しています。植樹祭

では、生協組合員約７０名が参加し、ヒバの山採り苗約１００本を植樹し、その後、森林管理署の案内で、

眺望山自然休養林の植物観察会を行いました。 
■「ふれあいの森」で親子森林教室 

高知林業土木協会の「しこくの森づくりに参加する会」は、徳島森林管理署と協定を締結し徳島県那賀

町に「ふれあい高城の森」を設定し、森づくり活動を実施しています。 その活動の一環として、公募に

より参加した小中学生と保護者を対象に森林教室を開催しました。植樹体験では、使い慣れない鍬を手に、

ブナやヤマボウシの苗木を植え、各人の森への思いなどを書いた木札も取り付けました。また、ブナ林の

散策のほか、親子で協力して間伐材を使った巣箱も作りました。 
■一般参加者の募集による下刈作業 

神室山系の自然を守る会は、山形森林管理署最上支署と山形県新庄市に「一杯盛ふれあいの森」の協定

を締結しており、ブナ等が植栽された箇所で下刈り作業を実施しています。この活動の実施は、守る会の

活動をＰＲするため、「新緑の中で森林浴・山の幸」をテーマとして、一般の参加者を募集して実施しまし

た。 

備考  

 

ふれあいの森の選定 

森林管理局・署 参加団体 

希望団体の募集 

実施団体の選定 

技術指導 

実施協定の締結 

森林づくり活動の実施 

申請書の提出 

活動計画、山火事防止、 

安全確保、傷害保険の加入等に

ついて 

必要に応じアドバイス 
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■緑のオーナー（分収育林） 

項  目 内    容 

対象者 国民（社会貢献活動として森林づくりに参加する意思が明確であること） 

所管 林野庁 

連絡先 林野庁（業務課国有林野管理室） 

森林管理局・分局（国有林野管野課）森林管理署（業務課） 

ホームページ http://www.kokuyurin.maff.go.jp/expres/P_ona_menu.html 

主目的 国民の参加により国有林の森林整備を促進すること等を目的としており、契約者として参加する者

が樹木を植え育て、伐採時に国と収益を分け合う「分収造林」と、育成途上の森林について契約者

が費用の一部を負担し、伐採時に国と収益を分け合う「分収育林」がある。 

応募期限 販売時期は地域により異なる。 

費用等 ・分収育林は、生育途上の若い森林を対象に、オーナーが樹木の持分の対価、保育及び管理に

要する費用の一部(１口当たり 50 万円又は 25 万円)を負担し、国とオーナーが一緒に森林を育て

ていく制度。 

・分収育林は、分収木を販売した結果はじめて分収額が確定し、分収木の販売は一般競争入札

により行うこととしており、販売時の木材価格の動向(木材市況)等に左右されるため、分収額は、

費用負担額を上回ることも下回ることもある。 

・分収額は、契約箇所ごとに樹種、林齢、本数、材積、生育の条件、契約期間等がそれぞれ異な

ることや、その地域の木材価格動向等にも左右されることなどから、箇所ごとに異なる。 

・以上のような分収育林制度の趣旨から、分収木を販売した結果、仮に分収額が費用負担額を

下回っても、費用負担額の補償を行うことはできないしくみとなっている。 

支援策の流れ ■分収育林のしくみ 

事例 制度発足以来、延べ８万６千人のオーナーが参加。平成 10 年度では面積２万５千 ha、契約口数

延べ１０万口となっている。 

備考  

 

緑
の
オ
ー
ナ
ー 

分
収
育
林
契
約 

森
林
管
理
局
長
等
（
国
）

■契約時 

共有持分の対価等 

の支払い 

対象森林の選定 

保育及び管理 

■伐採時 

販売収益分収 

■伐採時 

販売収益分収 
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■環境コミュニティ・ビジネスモデル事業（企業･市民等連携環境配慮活動活性化モデル事業） 

項  目 内    容 

対象者 民間法人・任意団体等（法人格は不問） 

所管 経済産業省 

連絡先 産業技術環境局 環境政策課 環境調和産業推進室 

TEL：03-3501-9271（直通） 

ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/eco_business/community/index.html 

主目的 地域における事業者、ＮＰＯ、市民等が連携して環境に配慮したまちづくりに資する「環境コミュニティ･ビジネス」を

発掘し、その展開を支援することを通じて、持続的かつ効率的な環境負荷の低減を図ることを目的とし、地域にお

ける企業・市民等が連携した「環境コミュニティ・ビジネス」の立ち上げに係るソフト的な基盤整備や事業展開に必

要な準備作業等を公募する。 

応募期限 公募期間：2 月中旬～4月初旬 

費用等 概ね、100 万円程度から 400 万円程度 

支援策の流

れ 

事例 ■平成 18 年度モデル事業 
申 請 者 事 業 名 

特定非営利活動法人産業クラスター東オホーツク（北海

道網走市） 

廃食油再資源化でオホーツクの環境を守る!バイオディーゼル

燃料寒冷地ビジネスモデル構築事業 

大島宝島委員会（宮城県気仙沼市） かき殻再資源化と里海保全ビジネスモデル構築事業 

特定非営利活動法人えがおつなげて（山梨県北杜市） 黒森自然エネルギー自給村プロジェクトによるマイクロ発電事業の創出 

特定非営利活動法人ＮＰＯぐんま（群馬県高崎市） 
梅（バイ）オマスタウン －剪定枝を活用した温浴施設等熱供

給と古梅霊芝栽培－ 

特定非営利活動法人三重スローライフ協会（三重県松坂市） 食品系未利用資源を活用した養豚向けリキッド飼料化事業 

生駒竹研究会（奈良県生駒市） 
竹廃材の再資源化プロジェクトを事業化するための調査研究

と地域コミュニティの形成 

協同組合ヒップ滋賀（滋賀県草津市） 
ソーラー技術と屋台船を融合させた“ソーラー和船”のレンタル

事業の創出 

東近江水環境自治協議会（滋賀県安土町） ヨシの二期作－着想とＰＲ、試行と拡大を経て事業化と新しい連携へ－ 

特定非営利活動法人エコパートナーとっとり（鳥取県米子市） 
中海再生・農業活性化プロジェクト（環境改善・資源循環サイクルの構

築） 

高知エコデザイン協議会（高知県高知市） 
エコデザイン商品の「発掘・普及支援」による循環型社会シス

テム構築及び環境教育事業 

特定非営利活動法人南畑ダム貯水する会（福岡県福岡市） 
資源再利用による雨水貯水の拡大、潤いのある地域の水循

環を、みんなで再生する事業 

特定非営利活動法人循環生活研究所（福岡県福岡市） 
団塊の世代が輝く、段ボールコンポストを介した、緑と笑顔あ

ふれる地域再生ビジネス 

特定非営利活動法人コーラル沖縄（沖縄県那覇市） 
養殖サンゴの植え付けによる地域の産業振興および自然環

境復元事業 

特定非営利活動法人しまづくりネット（沖縄県那覇市） 自転車活用により公共交通利用促進を図るレンタル自転車事業  
備考  

経済産業省 

経済産業局 

企業グループ・市民活動団体等 

推進委員会 ①公募開始 

2 月中旬 

③申請書提出 

2 月中旬～ 

4 月初旬 

②説明会 

2 月下旬～ 

3 月中旬 

⑦審査結果 

の通知

5月末 

⑥採択事業の決定 

5 月下旬 

④審査委託 

民間法人（依託） 

⑤ヒアリング調査 

5 月初旬 

～5 月中旬 

採択団体 

⑧再委託 

6 月上旬 

⑨報告書 

提出 

2 月末 

モデル事業採択までの 

スキーム 

事業実施にあたっての 

スキーム 
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2-2 公益法人による助成制度（河川関係） 
 
■ダム水源地域サポート事業 

項  目 内    容 

対象者 法人（第３セクター、民間企業、特定非営利活動法人等）、任意団体（ボランティア団体等）、

小・中学校等およびこれらに付属する団体 

所管 財団法人 ダム水源地環境整備センター 

連絡先 調査第一部 TEL：03-3263-9925／FAX：03-3263-9922 

ホームページ http://www.wec.or.jp/center/support/support.html 

主目的 支援対象は、ダム水源地域の自立的・継続的な発展のための活性化に資し（交流人口の増

加も視点において）、継続的に行われる活動とする。 

応募期限 公募期間：10 月初旬～1月下旬 

補助費用 認定された団体に対しては、原則として３年間で年度毎５０万円以内を支援することとしてい

る。（単年度事業の場合は１００万円以内） 

支援策の流れ 

事例 

 

平成 19 年度認定団体 

平成 18年度は、10月から 1月下旬まで募集を行い、37件の応募を頂きました。平成 19年 4月 26日に申請案件

の厳正な審査を行い、その結果、ダム水源地の自立的・持続的な発展、あるいは上下流交流を通じて、積極的にダム

水源地と受益地との結びつきを推進させ、ダム水源地の活性化に寄与することが期待される事業として次の 8 件が認定

されました。 

団体名 水源地名 活動内容 

西川町大井沢自

然博物館 

山形県 

寒河江ダム 

寒河江川流域の希少動植物が生息する池沼・湿地を守るための調査・

保全活動や水源地域の自然環境をベースとした自然学習・イベントの実

施 

しゃくなげ湖畔を楽

しむ会 

新潟県 

三国川ダム 

ダム湖の魅力を高め、三国川に訪れる交流人口を増やすため、ダム周辺

の景観（植栽）整備を実施 

中尾歌舞伎保存

会 

長野県 

美和ダム 

三峰川上流域に伝わる伝統文化「中尾歌舞伎」を継承する取り組みを

通じて郷土愛を育み、地域に誇りを持つ次世代を育成する 

岐阜県立恵那農

業高等学校 

岐阜県 

阿木川ダム 

ダム湖の水質浄化のために水上で野菜栽培を行い、地域での野菜流通と

水質保全意識向上のための広報活動を実施 

川上産吉野材販

売促進協同組合 

奈良県 

大滝ダムほか 

吉野杉伐採体験ツアーなどの上下流交流を通じ、吉野川源流の川上産

材と供給先ニーズを橋渡しし、国産材の復権と地域の活性化を図る 

伊予川芋炊き実

行委員会 

徳島県 

池田ダムほか 

河川の清掃活動、木炭敷設による河川の浄化、小学生による水質検

査、ラフティング体験などによる環境学習の実施とともに、芋炊き会による

河川環境保全の呼びかけを行う 

さめうら水源の森ネ

ットワーク 

高知県 

早明浦ダム 

間伐により混相林化を図るなどの森林環境の改善、間伐作業を通じた上

下流交流、森林環境学習の提供、林業を中心とした学習会の実施 

熊本県菊池市立

菊池北小学校 

熊本県 

竜門ダム 

ダム下流域にある堰付近に炭を入れたかごを設置し河川の水を浄化する

取り組みや、河川に生息する生物の調査、水質調査などを通じた環境教

育の実施  

備考  

 

 

申請書の作成・提出 

審査・認定 

実施及び収支決算報告 

支援金の交付 

ダム水源地域サポート事業審査認定委員会にて審査・認

定を行う 

「実施報告書」及び支援金の使途に関する「収支決算報

告書」を提出する 

支援が設定された事業に対し、必要手続きを経て、支援金

を交付する 
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■河川整備基金助成 

項  目 内    容 

対象者 ■環境整備対策 ： 地方公共団体、法人、任意団体 

■国民的啓発運動 ： 地方公共団体、法人、学校、任意団体 

所管 財団法人 河川環境管理財団 

連絡先 河川環境総合研究所 TEL：03-5847-8303／FAX：03-5847-8309 

（※地域によって申請先が異なる） 

ホームページ http://www.kasen.or.jp/kihu/annai/fund.htm 

主目的 ■環境整備対策 

地方公共団体や各種法人等が実施する水辺の環境の向上や利用者の利便向上に寄与する施設の

整備に対し助成を行うものであり、積極的な創意工夫による地域の特徴を生かしたアピール度の高いもの

が対象。 

■国民的啓発運動 

河川・ダムなどへの国民の理解を深める活動や、河川を活かした環境教育活動などに対し、助成を行

う。単年度分の啓発活動への助成を行う一般的助成と、設立後間もない団体等の活動を軌道に乗せる

ために助成を行う継続助成が存在。 

応募期限 ともに 1 月末 

補助費用 ■環境整備対策 ：1 件につき助成期間１年で 50 万円以内 

■国民的啓発運動 
① 全国的規模は１件１年で 1,000 万円以内 

② 地域的な規模は１件１年で 500 万円以内 

③ 「小中高等学校の総合的な学習の時間における河川を題材とした活動」は 1 件 10 万円以内。 

④ 継続的活動は１件５年で 250 万円以内 

支援策の流れ 

事例 

 

昭和 63年度から平成18年度までに環境整備対策については計382件・185,530千円、国民

的啓発運動については 3,677 件・4,760,490 千円を助成。 

備考 ■河川整備基金とは 

「河川整備基金」は、閣議了解に基づき昭和63年に設立され、国民各層、企業等の協力により造成されている基

金であり、基金の運用益（利息）をもとに、水害被害の軽減や河川の生態系、水質浄化等に関する研究、河川をテ

ーマとする市民の交流活動や啓発活動等に対し助成を行うことにより、幅広い分野の方々の「よりよい川づくり」、「より

よい河川環境づくり」のための多様な活動を通じて河川整備の推進を支援することが目的。「調査･試験･研究（指定

課題助成、一般的助成）」と上記「環境整備対策」「国民的啓発運動」計 3種の助成を実施。 

 

11月 

助成事業募集要項の決定 

（河川整備基金運営審議会） 

12月 

募集要項配付・募集受付開始 

1月 

募集受付締切 

5月 

年度予算及び助成事業の決定 

（河川整備基金運営審議会） 

6月 

申請者への採択通知請書提出 

助成事業着手 

翌年5月 

助成事業終了 

6月 

助成事業成果報告書の提出 

助成金精算 
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■「川に学ぶ」活動助成 

項  目 内    容 

対象者 NPO などの市民団体、学校等の非営利団体による公益的な活動 

所管 財団法人 リバーフロント整備センター 

連絡先 「川に学ぶ」活動助成事業事務局 担当：研究第一部 

TEL：03-3265-7121／FAX：03-3265-7456 

ホームページ http://www.rfc.or.jp/ 

主目的 河川・海岸等の水辺空間に関して、市民の人々の関心を高め「川に学ぶ」社会の実現を促

進するため、市民団体等が河川・海岸等の水辺で行う自然体験や環境教育等の活動等に対

し、その費用を助成するもの。 

助成対象活動は、河川・海岸等の水辺や、水辺に関わる地域をフィールドとして行う自然体

験や環境教育等の活動や河川・海岸等に関係するセミナーやスクールの実施、情報の提供等

の活動など。 

応募期限 4 月中旬 

補助費用 1活動あたり 10万円を限度。助成対象費目は活動に必要となる器具・材料の購入費（賃料を

含む）人件費（謝金等）等。 

支援策の流れ 

事例 

 

平成 16 年度は、243 件の応募中、42 団体に助成。 

平成 17 年度は、202 件の応募中、65 団体に助成。 

平成 18 年度は、231 件の応募中、71 団体に助成。 

備考  

 

 

助成対象期間（4月中旬～1月下旬） 

募集（1月～4月中旬） 

審査（5月～6月中旬） 

結果通知（6月中旬） 
実施報告書第1回提出（8月下旬） 

実施報告書第2回提出（11月下旬） 

実施報告書第3回提出2月中旬 

助成金交付 

リバーフロント整備

センター
応募者 

（ＮＰＯ等） 

事業完了 



 26

2-3 公益法人による助成制度（環境関係） 
 

■緑の募金公募事業 

項  目 内    容 

対象者 ・自主的、組織的な活動で事業を完遂できること。 

・交付金の使途に係る条件遵守が確実であること。 

・営利を目的としない民間団体。 

所管 社団法人 国土緑化推進機構 

連絡先 TEL：03-3262-8451／FAX：03-3264-3974／Email：info＠green.or.jp 

ホームページ http://www.green.or.jp/ 

主目的 以下の事業について助成を行う。 

(1)一般事業 ： 国内または海外で行う森林整備及び緑化推進の活動 

【国内の内容】 

①２以上の都道府県にわたる広域的な見地から行う、 

・森林の整備（植裁、下刈り、間伐等の作業） 

・緑化推進を目的とするイベント 

②居住する都道府県以外で行う森林整備 

③川上と川下が連携して行う森林整備 

④その他、上記に準ずる森林整備及び緑化推進を目的とするイベント等 

(2)特定事業 

①花粉の少ない森づくり 

②災害に強い森づくり 

③耕作放棄地の森づくり 

応募期限 公募期間：5 月初旬～6月中旬 

補助費用 一事業につき 300 万円（特定事業は 200 万円）を限度とする。 

支援策の流れ ■採択までの流れ 

応募申請書等を「有識者による審査会」で審査の上、「社団法人 国土緑化推進機構理

事会」の議決を経て決定し、応募申請者に通知する。 

■活動実施期間 

9月初旬～8月末。可能な範囲で活動の一部または全てを「森林ボランティアの日」（9月第

3 日曜日）の前後 1 ヶ月の間に実施するよう計画すること。 

■緑の募金の仕組み 

事例 

 

平成１７年は約３億８００万円を、森林整備、緑化推進、国際緑化の１８６件の支援のために

交付。 

備考  

募金者 

（国民・企業等） 

運営協議会 

運営協議会 

国土緑化推進機構 

都道府県 

緑化推進委員会 

市町村段階の

支会・分会 

緑の募金 

（緑の協力員） 

緑の募金 

（緑の協力員） 

都道府県を区

域とした森林

整備、緑化の推

進、国際緑化の

推進 

交

付

募金 

募金 

森林整備・緑化

の推進・国際緑

化の推進を行

う者 

全国的な見地

からの森林整

備、緑化の推

進、国際緑化の

推進 

森林整備・緑化

の推進・国際緑

化の推進を行

う者 

交付金交付 

交付金交付 
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■「緑と水の森林基金」公募事業 

項  目 内    容 

対象者 民間の非営利団体、法人、個人（調査研究に限る） 

・自主的、組織的な活動で事業を完遂できること。 

・交付金の使途に係る条件遵守が確実であること。 

・営利を目的としない民間団体。 

所管 社団法人 国土緑化推進機構 

連絡先 TEL：03-3262-8451／FAX：03-3264-3974／Email：info＠green.or.jp 

ホームページ http://www.green.or.jp/ 

主目的 森林・林業に係る民間団体の主体的・多様な参画を通じ、「国民参加の森林づくり」運動の

推進を図るため、山村地域の活性化、青少年教育の場としての森林活用の促進、森林ボラン

ティア活動への支援に重点を置き、普及啓発活動、調査研究、活動基盤の整備、国際交流

の事業に対して助成する。 

応募期限 公募期間：5 月初旬～6月中旬 

補助費用 団体 200 万円（特別な事業については 300 万円）、個人 100 万円 

（いずれも 1 件あたり） 

支援策の流れ 

事例 

 

■水と緑の森林基金造成目標 
「緑と水の森林基金」は、「国民参加の森林づくり」を実現するための財源確保を目的として昭和63年に

創設され、一般市民・企業・団体などからの募金により、200 億円の造成を目標としており、その運用益

を森林や水資源の活用・整備に関する様々な事業に役立てている。現在までの基金造成額は 180 億

円で、目標の 9割に達している。 

■平成 18 年度の助成実績 
啓発活動 75 件、調査研究 28 件、活動基盤整備 24 件、国際交流 6件に助成。 

備考  

 

募集 

（5月初旬～6月中旬） 

審査 

（森林基金業務検討会・森林基

金運営審議会・ 

国土緑化推進機構理事会・総

会） 

採否決定・通知 

（９月上旬） 

申請 

応募者 

（ＮＰＯ等） 

国土緑化推進機構

活動 

（9月初旬～翌年 8月末） 

森林ボランティア活動に対する理解と

その社会的地位向上のため設定された

９月第３日曜日の「森林ボランティアの

日」に併せて、可能な範囲で事業の一部

（または全部）を計画すること 

実績報告書提出 

審査 

助成金交付 
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■多様なテーマの森林づくりボランティア活動支援事業 

項  目 内    容 

対象者 「国民参加の森林づくり」に係る活動を行う NPO 等 

所管 社団法人 国土緑化推進機構 情報・普及部 

連絡先 TEL：03-3262-8451／FAX：03-3264-3974／Email：info＠green.or.jp 

ホームページ http://www.green.or.jp/ 

主目的 「国民参加の森林づくり」は、約20年の歴史を積み重ねる中で、全国で森林ボランティア団体

数が 1,863 を超えるなど、量的な拡大が果たされてきた。 

その中、新たな「企業」「労働組合」の参加による新たな従業員や顧客等が参加した森づくり

や、「商店街」や「旅館組合」「旅行業者」等と連携・協働した地域づくりやツーリズム等と一体と

なった森づくりなど、これまで関わりのない幅広い企業や都市住民等の参画が促進される、斬新

で多くの波及効果を生み出す、新たな多様なテーマの「森づくり企画」の誕生が期待されている。

そこで、本事業では、他分野の専門性を有する企業・ＮＰＯ等とのパートナーシップを通して、

質が高く、発展的な展開が期待できる、新たな独創的な「森づくり企画」の立案に係る経費を

支援する。 

応募期限 募集期間：平成１９年５月１日から平成１９年６月１５日の間 

補助費用 新たな「森林づくり企画」の立案過程で、以下の経費を助成する。 

(1) 学識経験者やコンサルタント等の外部専門家による助言 

(2) 社会ニーズや地域シーズ等の的確な把握のための調査 

(3) 専門性を有する団体との協働関係の構築 

(4) ＰＲ効果が高く波及性のある広報媒体の作成 

(5) 各種説明会等の広告宣伝等に係る活動  

事業費総額の 50％以内、概ね 50～100 万円を支援する。 

支援策の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例  

 

備考  

 

 

国土緑化推進機構 申請者（ＮＰＯ等）

外部組織 

付帯支援事業 

窓口の開設 

第三者委員会の設置

審査結果の通知 

説明会・集合研修等

の開催 

助言・協力 

助成事業の情報発信

助成事業の成果の 

情報発信 

森づくり活動等の実施

森づくり企画案の作成

助成対象事業 助成対象事業 

企画の検討 有識者等 

地方自治体等 事業パートナーの募集 

実施体制・計画の確立

新たな主体と連携・協働によ

る新たな森づくり活動の実施 

情報発信

通 知

申 請

参 加

報 告

報 告

助言・協力

依頼

依頼

協力等

助言等
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■先駆的先導的森づくりボランティア活動支援事業 

項  目 内    容 

対象者 民間の非営利団体等 

所管 社団法人 国土緑化推進機構 

連絡先 TEL：03-3262-8451／FAX：03-3264-3974／Email：info＠green.or.jp 

ホームページ http://www.green.or.jp/ 

主目的 「国民参加の森林」づくりが提唱されて以来、森林ボランテイア、企業の森林整備への参加が

進んできている。国土緑化推進機構ではこれまで国からの助成を受け、「青少年ボランテイア活

動の支援」、「地球温暖化防止の森林づくりボランテイア活動の支援」等の事業を通じて「国民

参加の森林づくり」を支援してきたが、「国民参加の森林づくり」を更に促進するため 19 年度は、

都市住民による花粉症対策のための森林整備など、各地域における先駆的先導的な森林ボ

ランテイア活動を全国から公募・支援することとした。 

応募期限 募集期間：平成１９年４月１日～４月２０日（都道府県県緑化推進委員会により異なる） 

補助費用 交付対象経費の 1/2 以内。30 万円が上限。 

先駆的先導的森づくりボランティア活動として実施する、植樹祭、育樹祭等のイベント、森林整

備・保全活動等 

支援策の流れ 

事例 ３４県５７件：総額１２，４１５千円。 

 

備考 平成１９年度の募集は終了しています。次年度以降の助成事業の有無につい

ては、（社）国土緑化推進機構のＨＰにてご確認ください。 

 

 

募集 

（4月 1日～4月 20 日） 

審査 

（検討審査会） 

採否決定・通知 

（都道府県緑化推進委員会

経由） 

申請 

（都道府県緑化推進委員会

経由） 

応募者 国土緑化推進機構

活動 

（5月１日～3月 15 日） 

森林ボランティア活動に対する理解と

その社会的地位向上のため設定された

９月第３日曜日の「森林ボランティアの

日」に併せて、可能な範囲で事業の一部

（または全部）を計画すること 

事業実施報告 

（3月 26 日まで） 審査 

助成金交付 
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■地球環境基金 

項  目 内    容 

対象者 財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、所定の要件を満たす任意団体 

所管 独立行政法人 環境再生保全機構 

連絡先 地球環境基金部地球環境基金課 

TEL：044-520-9505／FAX：044-520-2190／Email：c-kikin@erca.go.jp 

ホームページ http://www.erca.go.jp/jfge/index.html 

主目的 ■国の内外の民間団体（NGO）が行う以下の環境保全活動に資金助成を行う 
日本の NGO が開発途上地域で現地の人々と一緒になって行う環境保全活動 

海外の NGO が開発途上地域で行う環境保全活動 

日本の NGO が国内で広範な国民の参加を得て行う環境保全活動 

■環境保全活動に助成を行う 
自然保護・保全・復元、森林保全・緑化、砂漠化防止、大気・水・土壌環境保全、地球温暖化防

止、循環型社会形成、環境保全型農業等、総合環境教育、環境活動情報化、日中韓三カ国環境

協力、総合環境保全活動 

応募期限 公募期間：1 月初旬～1月下旬 

補助費用 助成額の平均目安は国内 400 万円。 

地域活動等は地方行政・民間の助成制度の活用を想定し助成下限は 100 万円程度とする。

支援策の流れ 

事例 平成１９年度地球環境基金助成金内定団体 ： 総数１７６件、内定総額６１６，０００千円 

・国内民間団体による開発途上地域での環境保全活動 助成対象 46 件・内定総額 184,200 千円 

・海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動  助成対象 5件・内定総額 17,800 千円 

・国内民間団体による国内の環境保全活動        助成対象 125 件・内定総額 414,000 千円 

備考  

 

 

環
境
再
生
保
全
機
構
地
球
環
境
基
金 

助
成
先
団
体 

助成金交付要望の公募（1月初旬～下旬） 

助成金交付要望書の提出 

受付確認用ハガキの送付 

ヒアリング（適宜） 

助成金内定通知書の送付（4月下旬） 

運
営
委
員
会 

付議 
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■花博記念協会助成事業 

項  目 内    容 

対象者 ①公益法人（財団法人、社団法人等） 

②特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 

③人格なき社団（研究グループ、実行委員会など）のうち非収益団体であって代表者の定めが

あるもの 

所管 財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 

連絡先 企画課 

TEL：06-6915-4516／FAX：06-6915-4524／Email:hanahaku@expo90.jp 

ホームページ http://www.expo90.jp/ 

主目的 1990 年（平成 2 年）に大阪・鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会の基本理念の継承

発展・普及啓発につながる研究開発や活動などを支援し、潤いのある社会の創造に寄与する

ことを目的。対象事業は国際花と緑の博覧会の基本理念である「自然と人間との共生」の継承

発展又は普及啓発に資する事業であって、生命の象徴としての「花と緑」に関連する広汎な分

野において、科学技術又は文化等の発展又は交流に寄与するものとする。 

応募期限 公募期間：11 月初旬～12 月中旬（変更の場合あり） 

補助費用 助成対象の全体事業費のうち事業実施に直接必要な費用（助成対象経費）の総額の 2 分の

1以内とし、調査研究開発：1件あたり 100万円以内、活動・行催事：1件当たり 50万円以内

支援策の流れ 

事例 ■平成 18 年度助成対象：16 団体、助成金総額約 1,000 万円（応募総数 55 団体）。 
事業

区分

応募者 

区分 

応募者

所在地
申請団体名 事業名 

NPO 秋田県 みちのく植物研究会 秋田県男鹿半島植物総合調査 

グループ 大阪府 照葉樹林文化研究会 中尾佐助植物探検資料のデータベース化による活用研究 

社団法人 東京都 社団法人日本造園学会 「海外の日本庭園」の調査成果英訳図書の刊行 

財団法人 富山県 財団法人花と緑の銀行 アヤメ科植物遺伝子資源保全のための日中共同研究 

NPO 沖縄県 国際マングローブ生態系協会 西表島のサンゴの保全・再生に関する調査 

グループ 茨城県 樹形研究会 樹木のフェノロジー調査とその手法開発プロジェクト

グループ 長野県 ひと・むし・たんぼの会 図鑑「農家と水田生物との共存」の刊行 

調
査
研
究
開
発 

グループ 熊本県 熊本博物館植物同好会 熊本城築城 400 年記念 熊本城内植物相調査 

社団法人 東京都 社団法人 日本植物園協会 植物多様性保全活動と植物園の役割－市民への啓発と広報－ 

社団法人 大阪府 社団法人 フラワーソサイエティー 花・緑・造園系雑誌の要約集「花アブストラクト」 

NPO 大阪府 NPO おおさか緑と樹木の診断協会 巨樹・古木「おじいさんの木をみつけよう」

活動団体 愛知県 相生山緑地 オアシスの森くらぶ みんなでやろまい！“伐って育てる雑木林公園づくり” 

NPO 大阪府 山田池公園・花のくらぶ 大阪府営山田池公園の花壇管理ボランティア活動 

活動団体 高知県 焼畑による山おこしの会 焼畑から始める近自然の森づくり 

活動団体 大阪府 久宝寺緑地ヒーリングガーデナークラブ 久宝寺緑地ヒーリングガーデナー養成講座 

活
動 

・
行
催
事 

実行組織 東京都 中越震災みどり復興ワークキャンプ実行委員会 中越震災みどり復興ワークキャンプ  

備考  

募集（11 月初旬～12 月中旬） 
応募 

助成金交付 

活動 

（翌年度 4月 1日～3月 31 日） 

国際花と緑の博覧会記念協会 応募者 

一次審査（書類審査）（12 月～1月中旬）

完了報告書提出 

二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査） 

（2月） 

結果通知（３月下旬） 
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■セブン-イレブンみどりの基金 ２００７年度公募助成（環境市民活動助成） 

項  目 内    容 

対象者 ■活動助成 
NPO法人または任意の環境市民団体 

■NPO法人格取得助成 
団体として 3 年間程度の活動実績があり、「環境の保全を図る活動」の活動分野で、2008 年 2 月 29 日

までに NPO法人格を取得し、活動を行っていく任意の環境市民団体 

■モデル事業助成 
「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証されている NPO法人または NPO法人が入り、地域の複

数の団体で構成されているプロジェクトチーム 

■自立事業助成 
「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され、かつ 3 年以上の活動実績がある NPO法人 

所管 セブン-イレブンみどりの基金 

連絡先 セブン-イレブンみどりの基金助成担当 TEL：03－6238－3872／FAX：03－3261－2513 

ホームページ http://www.7midori.org 

主目的 以下の 4 つの助成からなる 

■活動助成 
市民から寄せられた募金を地域環境や自然環境保護など、市民が主体となって行っている環境活動に広

く社会還元することを目的にした助成。 

■NPO法人格取得助成 
2008 年 2 月 29 日までに「環境の保全を図る活動」分野で NPO 法人格を取得し、活動を行っていく団体

への助成。活動資金を原則 3年間継続して助成。 

■モデル事業助成 
3 年間を目途に完成させることができる先進的で波及効果の大きいモデル的事業に対し、2 年間または 3

年間事務局経費も含め、事業資金を助成。対象はNPO法人およびプロジェクトチームで、事業の手法や成

果を他の団体に普及してもらうことで、環境 NPO全体の発展を目指す。 

■自立事業助成 
3 年間の助成期間内に人件費・事務所費などの財政基盤を安定的に確保できる事業を構築し、自立し

た活動ができる環境 NPO を目指す団体を支援。事務局経費(人件費・事務所費)を原則 3 年間継続して

助成。 

応募期限 ２００７年 １月３１日 当日消印有効 

補助費用 ■活動助成 ： 1 団体あたり上限特になし総額 7000 万円。団体数は総額内で決定 

■NPO法人格取得助成 ： 1 団体あたり上限 50 万円。対象は 4団体 

■モデル事業助成 ： 1 団体あたり上限 200 万円。対象は 1団体 

■自立事業助成 ： 1 団体あたり上限 360 万円。対象は 1団体 

支援策の流れ ■スケジュール （２００７年度実績） 

①応募期間 ： 2006 年 11 月 1 日～2007 年１月 31 日 

②プレゼンテーション審査 ： 4 月（モデル事業助成と自立事業助成のみ） 

③助成決定 ： 4 月末日 

④助成金振り込み ： 5 月末日まで（『助成確認書』が交わされた団体に全額前払いにて振込） 

⑤報告書提出 2008 年 3 月 12 日までに、助成事業の報告書を提出する義務あり。 

■事業年度：2007 年 3 月 1 日～2008 年 2 月 29 日とする。 

事例 ■２００７年度助成状況 

項 目 活動助成 
NPO 法人格 

取得助成 

モデル事業 

助成 
自立事業助成

助成件数（件） １０４ ４ １ １ 

助成金額（円） 70,915,140 1,971,480 2,000,000 3,600,000 
 

備考 ２００７年度公募助成は、この他にも「地域美化活動助成（植花活動助成・地域

清掃活動助成）」があります。 
２００８年度公募助成については、２００７年１１月頃に、セブン-イレブンみど
りの基金ホームページにてお知らせいたします。 
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■子どもゆめ基金 

項  目 内    容 

対象者 社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、法人格を有しないが、活動を実施するための

体制が整っていると認められる団体 

所管 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 

連絡先 子どもゆめ基金部助成課 TEL：0120-579081／TEL：03-5790-8117･8118 

FAX：03-6407-7720／Email：yume＠niye.go.jp 

ホームページ http://yumekikin.niye.go.jp/ 

主目的 国と民間が協力して子どもの体験・読書活動などを応援し子どもの健全育成の手助けをする

基金であり、以下の活動に助成。 

■子どもの体験活動の振興を図る活動への助成 

①子どもを対象とする体験活動 

 ・自然観察、キャンプなどの自然体験活動 

 ・清掃活動、高齢者介護体験などの社会奉仕活動 など 

②子どもの体験活動を支援する活動 

 ・子どもの体験活動の指導者養成 など 

■子どもの読書活動の振興を図る活動への助成 

①子どもを対象とする読書活動 

 ・読書会活動、読み聞かせ会 など 

②子どもの読書活動を支援する活動 

 ・子どもの読書活動の振興を図るフォーラムの開催 など 

■子ども向けソフト教材を開発・普及する活動への助成 
・子どもの体験活動や読書活動を支援・補完する、インターネット等で利用可能なデジタル教材を開発

し、普及する活動 

応募期限 12 月初旬 

補助費用 ■助成金の額は、助成対象経費合計額又は当該活動に係る経費総額から収入額を差し引

いた額のうちいずれか低い額を上限とし、審査委員会の議を経て決定する。  

■助成金の額は、2 万円以上 2,000 万円を限度とする。  

■助成金の額の標準額は、市区町村規模の活動は 50 万円、都道府県規模の活動は 100

万円、全国規模の活動は 300 万円とする。 

支援策の流れ 

 
事例 平成１９年度 応募３，０７６件、採択２，３４２件、交付予定額１，６３７，８６４千円 

備考 平成 19年度子どもゆめ基金助成活動の募集は終了しました。 
平成 20年度子どもゆめ基金助成活動の募集は９月中旬からの予定です。 

募集（12 月初旬締切） 

交付決定 

助成金交付 

計画調書の提出 

助成金の支払申請 

必要な場合 8割を上限に 

概算払いの申請が可能 

実績報告書の提出 

助成金交付 

国立青少年教育振興機構 応募者 

審査（審査委員会） 

交付内定 

交付申請書の提出 

活動実施 

（翌年度が対象活動期間） 

助成額の決定 

支払申請書の提出 
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■WWFエコ・パートナーズ事業 

項  目 内    容 

対象者 ＷＷＦジャパンとのパートナーシップを築き、共に自然保護活動を行っていく意思のある団体・個

人 

所管 財団法人 世界自然保護基金ジャパン 

連絡先 ＷＷＦジャパン 自然保護室 助成事業エコ･パートナーズ担当 

TEL 03-3769-1714／FAX 3769-1717／e-mail : ecopartners@wwf.or.jp 

ホームページ http://www.wwf.or.jp/activity/enetwork/ptnsp/index.htm 

主目的 ＷＷＦが国内外で取り組んでいる、6 つのテーマ「森林」、「淡水生態系」、「沿岸海洋」、「野

生生物」、「地球温暖化」、「有害化学物質」に即した自然保護活動を中心に、資金的な支援

を含めた、市民団体や研究者との協力を強化してゆく事業として展開。 

応募期限 第 1 期募集期間 1月初旬～2月中旬 

第 2 期募集期間 6月初旬～8月末 

補助費用 最高 200 万円まで。最長１年間とするが、3 年を限度に継続可能 

支援策の流れ ■第 1期募集 
募集期間 ： 2007 年 1 月 20 日必着 

審 査 ： 2007 年 3 月（内部＋外部審査） 

対象活動期間 ：  4 月 1 日～3月 31 日（最長１年間） 

 

■第 2 期募集 
募集期間 ： 2007 年 6 月～8月末日 

審 査 ： 2007 年 9 月（内部＋外部審査） 

対象活動期間 ： 10 月 1 日～翌年 9月 30 日（最長 1年間） 

 

■中間報告および継続申請について 
期間が半年を超える活動については、中間報告を提出し（第 1期 毎年 9月 10日、第 2期 毎年 3

月 10 日必着）、該当期の新規申請団体と同時に評価を行う。継続申請も可能であり、同一の活動に

ついては最長 3年間とする。 

事例 2003 年度までに、ＷＷＦが支援活動を通じて支援を行なってきた国内の自然保護プロジェクトは延べ 746

件、支援総額4億 4,580万円。2006年からは名称をWWF エコ･パートナーズ事業と改め、WWF の活動テ

ーマに通じた活動を支援することで、国内の自然保護を促進する取り組みを進めている。 

この事業で研究者や市民団体に助成される資金は全て「日本の自然を守りたい」と願うＷＷＦの会員と一

般の方の寄付金による。 

■２００６年度第一期助成先 
助成先名 活動タイトル 助成金額

鈴木 倫太郎 石垣白保、アオサンゴの分布地図をつくる～保全と

持続的な活用の基礎となる地図を目指して～ 

165 万円 

生態保全研究会 チベタンニュートラスト 149 万円 

東北森林認証制度普及会 東北地域における責任ある林産物調達の普及啓蒙 90 万円 

■２００６年度第二期助成先 
助成先名 活動タイトル 助成金額

大森 保 サンゴ礁および周辺環境における有害化学物質の

調査・研究 

120 万円 

特定非営利活動法人 気象キャスタ

ーネットワーク 

WWF 環境情報をメディア配信するプロジェクト 50 万円 

ジュゴン保護キャンペーンセンター 沖縄島東海岸でのジュゴン保護区実現をめざして 90 万円 

特定非営利活動法人 「環境・持続

社会」研究センター（JACSES） 

クリーン開発メカニズム（CDM）の質の向上のため

の活動 

150 万円 

 

備考 「エコ・パートナーズ事業」は、各回テーマが指定されます。必ずしも水源地

域活性化活動が対象となるとは限りません。詳細については、当会のホームペ

ージにて確認ください。 
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■公益信託 農林中金８０周年森林再生基金 

項  目 内    容 

趣旨 

森林は，農林水産業の持続的な発展に資することに加え，近時，地球温暖化防止，水源涵

養，自然災害防止，保健文化機能等，その多面的機能を評価されています。しかし，民有林

（特に私有林）は山村の高齢化・不在村化が進むとともに，施業意欲の低下から間伐等の手

入れが放棄され荒廃が進んでいます。このため森林は，戦後の拡大再造林期に植栽した人工

林が成熟期を迎えているなか，その多面的機能を発揮できない状況にあります。農林中央金庫

は，このように荒廃した民有林を再生することにより，森林の公益性を発揮させることを目指した

活動の助成を目的として，この基金を設定しました。 

助成対象事業 

国内の荒廃した民有林の公益性を発揮させることを目指した活動であって，創造性が高いと認

められる以下の事業。 

・複数の森林所有者との長期安定的な契約に基づく，ひとまとまりとなった荒廃林の再生事業。 

・前記に附帯する林地境界確定，林地調査，不在村者調査等。 

・その他，目的を達成するために必要な事業。 

助成対象者 

・営利を目的としない団体で法人格を有するもの。ただし地方公共団体を除く。 

・過去の活動歴等からみて本活動を運営するのに十分な能力，知見を有する団体。 

・対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について，当基金の求めに応じて適

正な報告のできる団体（例 森林組合・農協・漁協，特定非営利法人，社団・財団等）。 

助成内容 

・各年度募集分の助成金総額は 100 百万円程度。 

・1 件当たりの助成金は，対象事業の所要資金から公的な補助金と対象森林から搬出した原

木等の販売代金を除いた部分で，上限金額 30 百万円。 

・18 年度募集分は翌年度に事業を実施し，年度内に事業完了すること.。事業結果を確認後

助成金を支給。 

募集時期等 

（予定） 

・平成 19 年度（第 3回）募集期間：平成 19 年 6 月 1日(金)～7 月 20 日(金)（当日消印有効）

・審査： 第 1 次審査 平成 19 年 9 月，第 2 次審査 平成 20 年 2 月 

事業主体 農林中央金庫 

問合せ先 
全国森林組合連合会 組織部 03-3294-9719，農中信託銀行㈱ 営業部03-5281-1340，

農林中央金庫 農林部 03-3243-7222 

ホームページ 
http://www.zenmori.org/index.shtmｌ，または http://www.nochutb.co.jp/shakai.html， 

または http://www.nochubank.or.jp/ 

平成 18 年度 

（第 2 回助成） 

募集結果 

平成 18 年度助成金交付先（助成金総額 128,073 千円） 

助成先 事業名 

金山町森林組合 

（山形県） 

桝沢水源の森 再生整備事業－循環型社会の自律した森づくり－ 

（対象地面積 160ha） 

東白川村森林組合 

（岐阜県） 

急傾斜地森林経営環境整備事業 

（対象地面積197ha） 

真庭森林組合 

（岡山県） 

低コスト施業とバイオマス活用で進める低質林改良モデル事業 

（対象地面積 312ha） 

美馬森林組合 
（H19.4.1合併により名称変更、 

旧名：美馬南部森林組合） 

（徳島県） 

『調和の森』造成事業 

（対象地面積422ha） 

南那珂森林組合 

（宮崎県） 

再生! 飫肥林業(森林ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築による高付加価値材の生産

と森林管理) 

（対象地面積 385ha） 

http://www.nochubank.or.jp/pdf_news/n_20070330150332.pdf 

備考 
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■環境ＮＰＯ助成事業 

項  目 内    容 

対象者 特定非営利活動促進法（NPO 法）第 10 条の規定にもとづき設立された国内の法人、又は 3

年以上の実践活動歴を有する国内の任意団体（再委託や、第三者の活動支援を主たる目的

とする活動は除く）。 

なお、活動暦が 3 年未満の任意団体についても、優れた提案については審査委員会の判断で

助成対象とする。 

所管 財団法人 日立環境財団 

連絡先 TEL：03-3257-0851／FAX：03-3257-0854 

Email：kankyo＠hdq.hitachi.co.jp 

ホームページ http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/index.html 

主目的 「環境と経済との調和」及び「環境と科学技術との調和」に資することを目的とし、政策提言

活動、環境学習・教育活動、専門家・実務家を含めた人材育成、国際交流活動（人材の派

遣・招聘）等を推進する環境 NPO活動に対して助成を行う。 

応募期限 １０月中旬 ～ １月上旬 

補助費用 原則として 1 件あたり 150 万円を上限とし、数件の助成を行う。 

支援策の流れ ・書類審査とする。  

・外部有識者・学識経験者等で構成される審査委員会で厳正に審査し、決定。  

・4 月初旬に各応募者宛に通知するとともに、財団法人日立環境財団ホームページを通じて助

成先を公表。  

・助成金は、当財団と受領団体との間で覚書を交わした後、4 月初旬に送金する。  

事例 ■平成 19 年度助成団体（敬称略、順不同） 

１．ＮＰＯ法人 環境文明２１（代表者 加藤三郎） 

「「成長」神話脱却への挑戦を促す方策の調査研究」  

２．特定非営利活動法人 北の海の動物センター（代表者 大泰司紀之） 

「北方四島の生物圏の持続可能なシステムの構築」  

３．特定非営利活動法人 木野環境（代表者 齊藤友宣） 

「雪室利用による地域活性化の可能性調査」  

４．特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド（代表者 杉山さかゑ） 

「風車への鳥類衝突に関する調査研究―海外動向調査および実地調査―」  

５．特定非営利活動法人 日本ウミガメ協議会（代表者 亀崎直樹） 

「ウミガメ類混獲防止のための脱出装置の開発」  

http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/topics/topics27.html 

備考  
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■花王・みんなの森づくり活動助成 

項  目 内    容 

対象者 ■プロジェクト助成：国内で森づくりの活動に取り組んでいる団体 

■スタートアップ助成：国内で新たに森づくりの活動に取り組もうとする団体及び設立後１年未

満の森づくりの活動に取り組んでいる団体、新たに森づくりの活動に取り組むための団体を立ち

上げようとするグループ 

所管 財団法人 都市緑化基金 

連絡先 「花王・みんなの森づくり活動助成」係 

TEL：03-5275-2291／FAX：03-5275-2331／Email：midori-info@urban-green.or.jp 

ホームページ http://www.urban-green.or.jp/side_C/contents_06.html 

主目的 花王㈱の支援を受け、生活の身近な場所に緑豊かな環境を創造することを目的として、緑を

守り育てる活動に取組む以下の住民団体等の支援を実施。 

■プロジェクト助成 
既に緑を守り育てる活動（森づくりの活動）に取り組んでいる団体が行う森づくり活動のプロジェクトに対

して助成 

■スタートアップ助成 
これから緑を守り育てる活動（森づくりの活動）に取り組もうとする団体や設立後１年未満の森づくりの

活動に取り組んでいる団体に対して助成 

応募期限 公募期間：8 月初旬～10 月下旬 

補助費用 ■プロジェクト助成 
１団体あたりの助成金は、100 万円を上限とし、30 件程度 

■スタートアップ助成 
1 団体あたりの初年度の助成金は、30 万円（3 年間で総額 100 万円を助成）を上限とし、5 件程度 

支援策の流れ 

事例 ■平成 18 年度助成先 

プロジェクト助成：31 団体、 

スタートアップ助成（新規）：4 団体、スタートアップ助成（継続）：4 団体 

備考  

 

 

募集（10 月下旬締切） 
応募 

中間報告書の提出（10月中旬） 

助成金交付 

活動開始 

都市緑化基金 応募者 

書類選考 

（学識経験者等で構成する  

選考委員会） 

選考結果（助成内示） 

通知（1月中旬） 

活動計画書・各種書類提出 

助成決定 

完了報告書・精算報告書の提出 

（全活動終了後） 

活動終了 
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■JATA環境基金 

項  目 内    容 

対象者 ■地球にやさしい環境学習支援助成 
日本全国の小学校における「自然環境」をテーマにした学習活動が対象。 

■地球にやさしい市民活動支援助成 
活動場所が国内外の観光地であり日本国内に事務所を持つ市民主導のボランティア団体。海外活動

に対する助成を申請する団体は NPO法人格を有すること。 

所管 社団法人 日本旅行業協会 

連絡先 社団法人日本旅行業協会 業務部業務第 2 グループ 

TEL：03-3592-1274／FAX：03-3592-1268／Email:gyomu2@jata-net.or.jp 

ホームページ http://www.jata-net.or.jp/ 

主目的 ■地球にやさしい環境学習支援助成 
将来の地球環境を担う子どもの自然への関心と理解、よりよい環境を希求するこころを育てることを目的

に、自然をテーマにした「環境学習」に取り組んでいる、またこれから取り組もうとしている小学校に対し、活

動に必要な物品を助成。 

■地球にやさしい市民活動支援助成 
観光地における自然及び文化遺産の保護活動、ならびに環境に配慮した観光の発展に寄与している市

民活動に対して助成を行う。 

応募期限 ■地球にやさしい環境学習支援助成公募期間：6 月初旬～7月中旬 

■地球にやさしい市民活動支援助成公募期間：10 月中旬～12 月中旬 

補助費用 ■地球にやさしい環境学習支援助成 
物品の購入費として、原則として一つの活動に対し、10 万円を上限として助成。 

■地球にやさしい市民活動支援助成 
原則として、1 団体につき 100 万円を限度に助成。 

支援策の流れ ■地球にやさしい環境学習支援助成 
応募受付期間 6 月初旬～7月中旬 → 書類審査 7 月中旬～8月初旬 → 

→結果通知 8 月下旬          → 物品の助成 9 月初旬～ 

■地球にやさしい市民活動支援助成 

事例 ■平成 19 年度 地球にやさしい市民活動支援助成対象 ： 計 5 件、総額 259.79 万円 

備考  

募集（10 月中旬～12 月中旬） 
応募 

助成金交付 

活動 

JATA 環境基金 応募者 

一次審査（書類審査）（1月中旬） 

ヒアリング（電話） 

（1月下旬～2月中旬） 

完了報告書提出 

二次審査（書類審査）（1月下旬） 

最終審査・選考（２月下旬） 

承認（３月上旬） 

結果通知（３月下旬） 
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■藤本倫子環境保全活動助成 

項  目 内    容 

対象者 日本国内において、環境教育や地域の環境保全活動を行う営利を目的としない団体又は個

人。団体の場合は主として一般市民により構成されていること、個人の場合は環境カウンセラー

で、環境教育や地域の環境保全活動などを積極的に実践していることが必須。日本国内の団

体又は個人からの推薦があること。 

所管 財団法人 日本環境協会 

連絡先 「藤本倫子環境保全活動助成基金」運営管理委員会事務局 

TEL：03-5114-1251／FAX：03-5114-1250 

ホームページ http://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_00.html 

主目的 藤本倫子氏（環境カウンセラー）からの寄附金をもとに設けられた環境保全活動に対する助成

基金で、平成 14 年 4 月から助成事業を開始。環境教育や地域の環境保全活動などを積極

的に実践する団体又は個人を対象に、その活動資金の一部を助成することを通じて、活動の

輪が拡大し、継続していくことを目的としている。 

応募期限 公募期間 

第 1 回：1 月初旬～2月中旬 

第 2 回：4 月初旬～5月中旬 

第 3 回：6 月初旬～8月中旬 

補助費用 1 活動（同一年度内 1申請者 1活動に限る）あたりの助成金額は 30 万円を上限とする。 

支援策の流れ ■スケジュール 

 募集期間 交付内定 交付手続 交付決定 

第 1回 1 月初旬～2月中旬 3 月中旬 3 月下旬 4 月上旬 

第 2回 4 月初旬～5月中旬 6 月中旬 6 月下旬 7 月上旬 

第 3回 6 月初旬～8月中旬 9 月中旬 9 月下旬 10 月上旬 

・助成対象者の決定は助成対象者選考委員会において書類審査により決定。 

・助成額については、申請額、活動内容等を勘案して決定。 

事例 ■平成 18 年度助成実績（21 件） 

団体名 助成額 活動名 

武庫川の治水を考える連絡協議会  \300,000 武庫川流域の自然環境・生態系維持に努める 

環境カウンセラー 福田裕 \300,000 地域の自然保全活動及び観察会などの普及啓発活動 

NPO エコバンクあいち  \300,000 ヒマワリっち 

環境カウンセラー 池田昇 \300,000 環境カウンセラーとしての小さな鳥の資料館を活用した環境教育及び環境保全活動 

環境カウンセラー 武藤博昭 \163,000 こどもエコクラブ設立促進モデル事業 

NPO 法人 京都・雨水の会 \300,000 小学生向けの水環境教育教材作成 

紀州えこなびと エコツアー事業部会 \300,000 親子で守るラムサールの海 オニヒトデ駆除・清掃・自然観察会事業

環境カウンセラー 後藤道雄 \300,000 ごっつぁんの「夏休み林間学校 in おきなわ」 

NPO 法人 ニッポンバラタナゴ高安研究会 \300,000 第二回全国タナゴサミット in 八尾の開催 

すんぷ☆エコアクション \300,000 すんぷ☆エコアクション 

NPO 法人 ジョイナス有田 \299,700 家庭の生ゴミ再資源化から始まる、環境にやさしい陶都づくり 

上越プラネット \300,000 環境は市民一人一人の行動から進めよう！ 

松恵小緑の少年団・松恵小緑の少年団育成会 \300,000 カヌーを手作りし、漁川で森林と川のつながりを調べよう 

未来の会 \227,000 子どもと一緒のエコプロジェクト 

NPO 法人 くりはら活性化ネット \190,000 環境保全と美化活動に関する実践講座 

日本チョウ類保全協会 \300,000 展示による普及啓発活動および普及啓発ツール作成 

サークルおてんとさん \132,000 報告・交流会「集まれ！奈良の自然エネルギー2006」 

「新宿の環境学習応援団・まちの先生見本市」実行委員会 \300,000 「新宿の環境学習応援団 まちの先生見本市」 

NPO 法人 川口市民環境会議 \300,000 「環境出前授業研修会の開催」と「環境出前授業ノウハウ集の製作」

胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る \100,000 胆沢ダム建設に伴う岩石採取山（大森山）の緑化事業 

環境カウンセラー 三吉章雄 \300,000 槇尾山自然環境調査マップの作成  

備考  
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■FGF助成 

項  目 内    容 

対象者 助成の目的に合致した活動あるいは研究で、次の条件を満たすもの。 

・営利を目的としない活動及び研究 

・活動及び研究が行われるフィールドは日本国内 

・活動フィールドの基盤がしっかりしているもの（活動助成の場合） 

・フィールドでの研究に対し地権者の許可もしくは協力関係が保たれているもの（研究助成の場合） 

・個人もしくは団体申請において活動及び研究の実績があるもの 

・個人による申請の場合、助成金の使途が助成の趣旨に沿って的確・厳正であること。 

・団体による申請の場合、代表者または管理者の定めのある団体で、事業の運営に重要な事項が特定の

者、あるいは特別の関係者等の意思に従わずに決定運営されている団体。また、特定の者等に特別の利

益を与えていない団体 

所管 公益信託 富士フイルム・グリーンファンド 

連絡先 財団法人自然環境研究センター 公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局 

TEL：03-5824-0955／FAX：03-5824-0956 

ホームページ http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/socialcontribution/index.html 

http://www.jwrc.or.jp/shintaku/2005koeki.htm#fgf 

主目的 ■活動助成事業 

身近な自然の保全や、自然とのふれあいを積極的に行っている人々に対して助成。 

・身近な自然：地域の里地や緑地及び学校の樹林等を最小限のスケールとし、園芸の範疇に入るもの

は対象外。 

・自然とのふれあい：自然と接し楽しむだけではなく、上記のフィールドにおいて自然環境保全、自然環境

教育、自然環境保護思想の普及に資する啓発につながるもの。 

■研究助成事業 

身近な自然環境の保全・活用の促進に関する具体的な研究や、ふれあいの場としての緑地

の質的向上を目指した実証研究等を行っている人々に対して助成。 

応募期限 公募期間：5 月中旬まで 

補助費用 活動助成・研究助成合わせて総額 650 万円。（助成件数：3 件程度、1 件の上限なし） 

支援策の流れ ・募集時期 ： 5 月中旬まで 

・審査選考 ： 7 月上旬 

・面   接 ： 8 月上旬 

・決定時期 ： 8 月中旬  

・支給時期 ： 8 月末  

・助成期間 ： 1 年間または 2 年間  

・選考方法 ： 運営委員会で審査 

事例 ■平成 18 年度助成実績 

題名 分類 助成先 都道府県 
助成額

（万円）

小網代の森保全推進のためのパトロール活動 活動 特定非営利活動法人小網

代野外活動調整会議 

神奈川県 224

里山と共に育つ学校の森づくり－里山が育つ、

里山と育つ、里山から育つ－ 

活動 奈良教育大学付属中学校

裏山クラブ 

奈良県 122.5

名古屋周辺における外来カメ類の現状調査と

在来カメ類の保護・保全活動 

活動 特定非営利活動法人犬山

里山学研究所 

愛知県 170.2

水田におけるゲンゴロウ幼虫の保全に関する野

外調査研究 
研究 大庭伸也（岡山大学大学

院） 

岡山県 89.2

http://www.jwrc.or.jp/shintaku/pdfs/jisseki_fgf.pdf 

備考  
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■環境保全活動助成 日野自動車グリーンファンド 

項  目 内    容 

対象者 ■助成の対象  
 ①都市並びにその周辺住民の生活上の潤いに資する緑化  
 ②都市並びにその周辺に残された自然環境の保全  

 ③自然環境保全に資する調査研究  

 ④自然教育、自然保護思想の普及、自然環境保全に資する啓発等  

■助成対象者  

 ①前記に係わる活動・研究を行う個人・団体・グループ等  

 ②申請者の資格  

  a）活動の基盤が日本国内であること。 

  b）団体については、原則として設立２年以上を経過しており活動実績のあること。 

  c）外国人でも応募可能、但し日本語での応募であること。  

所管 財団法人 日野自動車グリーンファンド 

連絡先 事務局 TEL：042-586-5369／FAX：042-586-5167 

ホームページ http://www.hino.co.jp/j/brand/environment/greenfund/index.html 

主目的 「地球規模で考え、行動は足元から」をモットーに、様々な環境緑化、自然保護に関わる事

業の実践、以下の助成を実施。 

・都市及びその周辺の日常生活圏における環境緑化活動の支援。  

・自然保護活動を普及させるための広報に関する事業等を行うことにより、日常生活圏におけ

る自然環境の保全及び国民の自然とのふれあいの増進、ひいては心豊かな社会の実現を

図る。 

応募期限 公募期間：5 月上旬～7月末 

補助費用 事業費総額として５００万円程度 

支援策の流れ ・応募方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、事務局宛送付。 

・応募期間：5 月上旬～7月末 

・選考方法：選考委員会で選考を行い理事会にて決定し、各応募者には書面で採否結果を

通知。 

事例 ■平成 18 年度助成先 

団体名 内容 

生駒市ふれあいセンター内桜並木造成 生駒ロータリークラブ（奈良） 

モンキーウォッチング～同種共存編～ 東京の野生ニホンザル観察会（東京） 

多摩動物公園での里山保全及び普及活動 多摩丘陵の里山保全活動グループ（東京） 

明日香村の景観保全活動と国際ネットの構築 景観ボランティア明日香（奈良） 

秩父地方の老樹名木追加調査とシンポジウム 秩父の環境を考える会（埼玉） 

里親制度によるシナイモツゴ生息池の拡大 シナイモツゴ郷の会（宮城） 

自然学習用副読本「生きている由良川」作成の

ための生物生態調査 
野生生物を調査研究する会（兵庫） 

失われつつある身近な自然環境の再評価 エコライフ（群馬） 

野生化動物アライグマの在来種への影響 日の出むじなクラブ生態班（東京） 

四国カエル図鑑作成と高知カエル類生息調査 四国自然史科学研究センター（高知） 

茨城県南地域における自然保護貢献活動 土浦植物友の会（茨城） 

長池公園トンボ図鑑の発行 長池公園生き物図鑑勉強会（東京） 

次代を考え小学生の「緑の環境教育」に寄与 多摩さくら百年物語フォーラム（東京） 

青少年対象の自然環境保護教育「森の学校」 丹沢自然保護協会（神奈川）  

備考  
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■大成建設自然・歴史環境基金 

項  目 内    容 

対象者 自然環境、歴史的建造物等の保護に資する事業を行う公益法人（社団法人、財団法人に限る。以

下同じ）、特定非営利活動法人及び民間の団体等 

所管 公益信託大成建設自然・歴史環境基金 

連絡先 みずほ信託銀行株式会社 プライベートバンキング企画部 福祉信託係 

公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 

TEL：(03)3274-9210／FAX：(03)3274-9504 

ホームページ http://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/ 

主目的 現在及び将来の人類共通の財産である自然環境・歴史的建造物及び伝統的建造物群の保護に

資する事業に助成することにより、これらを次代に継承し、もって人類の健康で文化的な生活の確保に

資することを目的とする。 

応募期限 公募期間：5 月～7月 

補助費用 毎年度の助成金総額は 1,500 万円程度とし、助成件数は 15～20 件程度。 

助成期間は原則として助成金贈呈日より 1 年間として 2 年連続の助成はしない。 

支援策の流

れ 

■募集スケジュール  

5 月～7 月 募集期間 

10 月 助成団体決定 

11 月 助成金贈呈 

事例 ■平成 18 年度自然環境助成実績 

団体名 地域 活動内容 

NPO 泉京・垂井（セントタルイ） 岐阜県不破郡垂井町全域 
垂井町の水みちについての調査研究と災害時対応

地図の作成 

NPO 楽竹会 
横浜市瀬谷区、泉区、旭区

及び連携したＮＰＯ団体地域

荒廃した竹林の整備再生と間伐竹の粉末化及びそ

の用途開発実践活動を通じた環境技術の開発・環

境づくり 

海辺の環境教育フォーラム 

１．東京都内の屋内施設 

２．鹿児島県大島郡龍郷町

３．沖縄県石垣市米原 

サンゴ礁保全をテーマにした海外資料の翻訳と研修

会の実施 

ＮＰＯ小笠原野生生物研究会 聟島列島の嫁島 
帰化植物（ヤダケ）の増殖を抑え、海鳥の生息環境を

保全する 

NPO・アイウエオサークル 
ネパール王国・パルバット県・フ

ワス郡・ハチヤ村 

ネパール住民主導の植林により棚田を再生する環境

保全活動 

バビルサ基金東京支部 

インドネシア共和国中部スラ

ウェシ州ポソ県に属するトギア

ン諸島内のマレンゲ島 

インドネシアの希少動物バビルサとその生息地環境の

保護実態調査ならびに自然環境教育の実施 

NPO エバーラスティングネイチャー

小笠原諸島の主な４つの列

島（聟島列島、父島列島、

母島列島、火山列島） 

小笠原諸島に繁殖来遊するザトウクジラの社会構成

を解明する研究とその啓蒙 

NPO 日本ツキノワグマ研究所 
冬季の東北地方（秋田、岩

手県）の山岳地帯 

ドングリの不作とツキノワグマの出産の相関関係の研

究 

瀬戸内海研究会 

１．紀伊・播磨地域 

２．備讃瀬戸地域 

３．芸予諸島地域 

４．周防・関門地域 

瀬戸内海の自然環境保全のための新たな景観評価

の動きに関する研究 

 

備考  

 



 43

 
 
■三井物産環境基金 

項  目 内    容 

対象者 ■活動助成 

NPO 法人、公益法人、大学等で活動実績が 3年以上の団体 

所管 三井物産株式会社 

連絡先 三井物産株式会社 CSR 推進部 三井物産環境基金事務局 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-1 

TEL：03-3285-7655 

E-mail：MBK-Kankyokikin@mitsui.com 

ホームページ http://www.mitsui.co.jp/csr/fund/index.html 

主目的 本基金は 2005 年 7 月に設立され、地球環境問題の解決に向けた様々な活動を支援すること

により、大切な地球と、そこに住む人々の夢溢れる未来作りに貢献し、経済と環境の調和を目

指す｢持続可能な発展｣を実現することを目的とする。 

■対象地域 

活動地域は日本国内、及び海外いずれも対象 

■対象案件 

地球環境問題の解決に貢献する実践的な活動。 

① 地球気候変動問題 

② 水産資源の保護・食料確保 

③ 表土の保全・森林の保護 

④ エネルギー問題 

⑤ 水資源の保全 

⑥ 生物多様性及び生態系の保全 

⑦ 持続可能な社会構築のための調査とネットワーキング（様々な主体との協働） 
注）必ずしも全ての対象領域につき案件選定を行うとは限りません。応募案件の分野、数、案件規模などの状況

により、限定的な対象領域にのみ案件選定を行う場合があります。今回選定に至らない案件に関しては次回の

再応募を妨げません。 

■自己資本比率 

案件の総支出額に占める自己資金の比率が20％以上であるものを対象とする。 

■助成期間 

原則3年間。但し、複数年にまたがる案件は１年毎に継続審査を行う。 

応募期限 年 2 回公募 公募期間： ①9～10 月 ②3～4月 

補助費用 別途募集する当社役職員、退職者による案件や海外 NGO の案件を含め、年 2 回の公募で

総額約 6億円、を予定。 

1 案件当たりの上限設定なし。但し、案件の効率的な実施に必要な金額とする。 

支援策の流れ ■募集スケジュール  

募集期間： ①9～10 月 ②3～4月 

助成案件の発表： ①2 月頃 ②8 月頃 

６ヶ月毎に進捗報告書、会計報告書を提出 

複数年の案件の場合は、１年毎の継続審査 

助成終了後 成果報告書提出 

事例 ■ 助成実績 （活動助成は従来、年 1回のみ募集、2007 年度より年 2回募集の予定） 

2005 年度 15 件 117 百万円 

   2006 年度 18 件 217 百万円 

備考 次回募集は 2007 年 9 月開始予定。詳細については三井物産環境基金ＨＰを

ご確認ください。 

次回より、「活動助成」に加え、「研究助成」の募集を開始する予定（研究助成は年 1回）。 
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■全労済地域貢献助成事業（環境活動助成） 

項  目 内    容 

対象者 日本国内を主たる活動の場とする NPO法人、市民団体等 

所管 全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済） 

連絡先 ■申請書類請求先 

特定非営利活動法人地球と未来の環境基金（EFF） 全労済地域貢献助成事業事務局

＜環境分野＞ TEL 03-5298-6644 、 FAX 03-5298-6635 

E-mail：grant@eco-future.net 

■申請書類送付先、問い合わせ 

全労済 経営企画部内 地域貢献助成事業 環境 事務局 

〒151-8571 東京都渋谷区代々木 2－12－10 

（TEL、FAX、E-mail の受付不可） 

ホームページ http://www.zenrosai.or.jp/zenrosai/shakai_kouken.php 

主目的 地域の人びとが参加して助け合いの中で地域の環境を守り、次世代へ豊かな自然を伝える活

動を支援する。 

１）地域の自然環境を守る活動 継続的に取り組む森作り、里山や竹林の整備・保全の活

動など  

２）循環型地域社会を作るための活動 ゴミの軽減やリサイクル、省エネルギー、水質浄化活

動など  

３）地域の自然や環境の大切さを学ぶための活動 地域の子どもや住民を対象とした自然観

察会など 

◆多数の地域住民が活動に関わることで、人と人とのつながりが生まれ、コミュニティの形

成や 再生につながるような活動を重視します。 

◆地域に密着し継続して取り組む活動を重視します。 

■助成対象期間 

2007年8月1日～2008年7月31日に実施する活動 

応募期限 公募期間：2007 年 3 月 27 日～4月 10 日 

補助費用 助成総額の上限は3000万円を予定。 

１. 一般助成  １団体に対する助成上限額：30 万円 

２. 特別助成  １団体に対する助成上限額：100 万円 

３. 助成申請の対象となる費用について 

物品購入費など活動に直接係る経費で、人件費（謝金等含む）も対象。 

ただし人件費の申請上限額は、一般助成が 10 万円、特別助成が 50 万円。 
 

一般助成の要件  （①直近の年間収入が500万円以下の団体 ②活動実績は問いません） 

特別助成の要件  （①直近の年間収入が100万円以上の団体 ②設立後２年以上の活動実績を有すること） 

支援策の流れ ■募集スケジュール  

3 月～4 月 募集期間 

7 月上旬頃 助成団体の結果通知 

8 月上旬頃 助成金の交付 

特別助成については助成開始後半年を目処に中間報告書の提出 

助成終了後 報告書の提出 

事例 2006 年全労済環境活動助成 
助成の種類 応募総数 助成団体数 助成総額 

活動助成 277 73 15,677,920 円 

特別助成 121 15 13,730,400 円 

合  計 398 88 29,408,320 円  

備考 ２００７年募集は終了しています。次年度以降の募集の詳細については、全

労済ＨＰをご確認ください。 
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2-4 公益法人による助成制度（その他） 
 

■「まちづくり人」応援助成 

項  目 内    容 

対象者 ①新しいまちづくり活動を提唱する人たち  

②まちの中心に元気を取り戻すまちづくり活動をする人たち 

③世代間交流を活発にするまちづくり活動をする人たち  

④高齢者が元気になるまちづくり活動をする人たち 

⑤子育てに役立つまちづくり活動をする人たち 

⑥まちづくり活動をする子供や若者 

所管 財団法人 まちづくり市民財団 

連絡先 事務局 TEL：03-3234-2607／FAX：03-3234-5770 

／Email：machizkr@interlink.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://home.interlink.or.jp/%7Emachizkr/index.htm 

主目的 地域振興・地域活性化の向上を目的に市民主導で行う次の活動に対して助成。  

①郷土の遺産（産業遺跡・歴史的建造物等）  

②郷土の民話、伝統芸能・技術・工芸の伝承と後継者の育成  

③地域の自然環境の改善  

④地域の生活環境・都市景観の改善(町並み･街路樹･歩道･公園･用水路等) 

⑤まちづくり市民意識の高揚に資する活動 

応募期限 公募期間：3 月 1 日～3月 31 日 

補助費用 一件 50 万円を上限とし、内容等選考の上、10 数件程度選出(複数年連続で助成する場合あり) 

支援策の流

れ 

■選考選出と助成金交付について 

・選考は一次書類選考選出後、選考委員会にて選考を行い選出。 

・選考委員会の日程は、締切日の翌々月に開催し選考選出、その後速やかに書面にて通知、そ

の後助成金を交付する。  

・助成金は申請団体の代表者に対して交付。代表者には活動の内容･助成金の管理･報告書

の提出等に責任を持つこと。  

・助成金対象活動の実施期間は、当該年度4月 1日～翌年3月 31日の間に実施される活動

を基本とする。 

事例 ■平成 18 年度助成実績 ： 計 14 件 
団体名 事業名称 都道府県名 助成金額

東鳴子ゆめ会議 GOTEN GOTEN 2006 アート湯治祭 宮城県 500,000 

（特活）サン・はぎわら まちかどサロン開設･運営事業 岐阜県 500,000 

「心の子育てネット にしよどがわ」 子育てしやすい街づくり事業 大阪府 500,000 

高知県東海岸町並み 

ネットワーク会議

土佐の町家雛まつり 

イベントおよび講習会の開催 
高知県 500,000 

「かぐや姫」なごみの里竹原 なごみの里竹原景観整備 栃木県 500,000 

（特活）藤枝・お茶事の村 
藤枝”お茶の香ロード”演出イベントと 

”まちづくり研究会”の運営 
静岡県 400,000 

（特活）キッズアイランド淡路島 冒険の島「淡路島」～キッズ宝島プロジェクト～ 兵庫県 500,000 

新世界アーツパーク未来計画 

実行委員会 
ビッグ盆！ 大阪府 500,000 

小田原まちづくり応援団 
小田原デザインストリート２００６ 

水と緑の歳時記 
神奈川県 500,000 

イカスいかるみん －来田家洋館の登録文化財記念展覧会－ 東京都 300,000 

ＮＰＯブリッジ 
都市と農村の交流によるまちづくり事業 

「田舎い～なか隊！」 
熊本県 500,000 

狛江青年会議所 狛江･落書き一斉消去・プロジェクト・2006 東京都 200,000 

社団法人 鹿児島青年会議所 かごしまキャンドルナイト 2006 鹿児島県 100,000 

社団法人 東京青年会議所  

第4地区特別委員会

第 2回ＴＨＩＮＫ ＳＥＴＡＧＡＹＡ 

～せたがやまちづくり～ 
東京都 200,000 

 
備考  
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■“広がれ、元気っこ活動”助成 

項  目 内    容 

対象者 次の要件を満たしている民間の団体・グループを対象  

①活動資金が、原則団体構成員の拠出資金で運営されている団体  

②助成申請時点で設立後１年以上の活動実績があり、常時 20 人以上の会員規模の団体  

③構成員の半数以上が児童・少年である団体 （但し、ハンディキャップのある子どもたちの療育支援活動に

ついては活動の性格上、例外として考慮。）また「子育て支援活動」については、③の要件を適用しませ

ん。  

④少なくとも月１回以上の子どもたちの定例活動日を定め継続して運営している団体  

⑤活動の一環として、地域住民との交流機会やボランティア活動等を実践している  

⑥団体助成により購入した物品を直接・継続的に活用し、管理しうる団体 

所管 日本生命財団 

連絡先 ニッセイ財団助成事業部（児童） 

TEL：06-6204-4014／FAX：06-6204-0120 

Email：jidou-syounen@nihonseimei-zaidan.or.jp 

ホームページ http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/index.html 

主目的 地域活動の一環として定期的・継続的に実施している「子どもたち自身が主人公となり自然体

験・生活体験活動、仲間づくりや文化の伝承活動」等“元気っこ活動”や“フリースクール活動”、

“地域の子育て支援活動”を定期的に継続して行っている次のような活動を対象として助成。  
重点助成対象分野１：自然と親しむ活動 

重点助成対象分野２：フリースクール活動 

重点助成対象分野３：子育て支援活動  

一般助成対象分野１：異年齢・異世代交流活動 

一般助成対象分野２：ハンディキャップのある子どもたちの療育支援、ノーマライゼーション推進活動 

一般助成対象分野３：中高生を中心とする居場所づくり活動 

一般助成対象分野４：伝承遊びなどの体験学習活動、郷土芸能の保存・伝承活動 

一般助成対象分野５：地域に根ざした文庫・おはなし・人形劇活動（子どもたちが実施するもの） 

応募期限 ・当助成は全国都道府県知事の推薦に基づき実施するものであり、申請要項・申請書類は各

都道府県担当課を通じ所定の用紙を配布。  

・申請締切日は都道府県毎に定められており、助成申請にあたっては団体所在地の各都道府

県担当課の指示に従い申請手続きを行うものとする。 

助成金額 活動に常時・直接必要な物品の購入費を助成。 

・１団体への助成金額は、 

①重点助成対象分野：１団体当たり３０万円～６０万円（物品助成） 

②一般助成対象分野：１団体当たり３０万円～５０万円（物品助成） 

・助成物品には「寄贈 ニッセイ財団」または「寄贈 日本生命財団」と表示することが条件 

・東京都・大阪府は、別途モデル事業助成を実施 

支援策の流れ ①申請（都道府県によって締切日が異なる） 

②助成決定の連絡（4 月下旬） 

③目録贈呈式・懇談会への出席 

④物品購入手配と助成金受入口座の申請 

⑤助成物品納品時手続き（寄贈表示入れ、写真撮影） 

⑥助成金の送金 

事例 

 

・H18 年度は全国 331 団体に対して 1 億 4142 万円の助成を実施。 

・H19 年度は全国 252 団体に対して 1 億 682 万円の助成を決定。 

・S54 年から H19 年までの 29 年間の累計では 10,202 団体に対し 70 億 5000 万円を超える助

成を実施。 

備考  
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■地域社会プログラム 

項  目 内    容 

対象者 ①団体の目的や活動内容が、政治・宗教・思想・営利などの目的に偏ることなく、また閉鎖性

が強くないこと 

②物品の購入を主目的としたプロジェクトではないこと 

③原則として、プロジェクトの活動対象地域が日本国内であること 

④取り組みが団体にとっての日常業務ではなく、新しい展開を意図しているものであること 

所管 財団法人 トヨタ財団 

連絡先 地域社会プログラム係 TEL：03-3344-1701 

ホームページ http://www.toyotafound.or.jp/shimin.html 

主目的 地域社会の再構築と活性化を目指し、地域に暮らす人々が主体となった実践的プロジェク

ト(活動助成）と活動記録の出版、広域ネットワーク（成果普及助成）への助成であり、以下の

事項を目的とし、公募を実施。 

①グローバル化にともない空洞化や荒廃にさらされている、「くらしといのち」を支える場である

「地域社会」の再構築と活性化を目指す。 

②また、そのような再構築と活性化に取り組んでいる地域の人々や地域に根ざした活動を結

びつけるネットワークづくりを狙いとする。 

応募期限 10 月初旬～11 月中旬 

補助費用 ・活動助成 ： 1 件あたり上限 200 万円 

・活動記録の出版 ： 1 件あたり上限 100 万円 

・広域ネットワーク ： 1 件あたり上限 400 万円 

・原則 1 年間の活動とする。 

支援策の流れ ■実施期間 

活動助成、および(2)成果普及助成とも、翌年度年 4月 1日から 3 月 31 日の 1 年間。 

■選考方法 

選考は、選考基準にもとづいて、外部有識者によって構成される「地域社会プログラム選

考委員会」にて行う。 

■選考結果 

助成対象は、「地域社会プログラム選考委員会」にて選考の上、3 月のトヨタ財団理事会

において決定。選考結果については、理事会終了後に応募者に文書にて通知。 

■助成プロジェクトの実施 

①助成対象となった団体は、トヨタ財団と覚書を取り交わし、これに基づいて活動を実施する

こと。 

②助成金は、活動実施期間中の4月下旬と同9月下旬の2回に分けて交付。「活動記録

の出版」については、刊行した月の翌月下旬に交付。 

③助成対象団体は、プロジェクト終了時に報告書を提出すること。 

事例 平成 16 年度は 56 件に総額 5500 万円を助成。 

平成 17 年度は応募総数 467 件中 47 件に総額 5454 万円を助成。 

平成 18 年度は 50 件に総額 6500 万円を助成。 

備考  

 

 



 48

 
 
■講師派遣制度 

項  目 内    容 

対象者 一般 

所管 財団法人 日本レクリエーション協会 

連絡先 人材開発部 TEL：03-3265-1369／FAX：03-3265-1253 

Email：jinzia@recreation.or.jp 

ホームページ http://www.recreation.or.jp/about/03/03/index.html 

主目的 余暇・レクリエーション関連活動を手助けするリーダーを派遣している。当協会の認定する資格

を持ったリーダー達は、全国に１０万人。都道府県レクリエーション協会に相談する。 

応募期限 随時 

補助費用 費用が必要。目安は一人の派遣について 3～5万くらい。 

なお、各地域・派遣内容によって費用は異なる。 

支援策の流れ ①近くのレクリエーション協会へ連絡 
【相談のポイント】 

開催日時、会場、行事（研修会）の内容、依頼の内容、希望するリーダーのイメージ、予算等を明

示。 

②依頼の内容に適したリーダー（講師）を選出、提案 

③諸条件等、協議の上リーダーが決定 

④開催当日、実施会場へ派遣 

事例 ■派遣実績 

派遣先 内容 

都道府県および市区町村の教育委員会 総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブづくり、ニュー

スポーツの体験と指導法 

東京都国民健康保険連合会 実技「ニュースポーツ体験」 

東京税関 レクリーダー講習会、ニュースポーツの指導 

（社）東京都歯科医師会 付属歯科衛生士専門学校 ホームヘルパー養成講習会の中のレクリエーション体験

学習 

医療法人社団 翠会 成増厚生病院 ホームヘルパー養成講習会の中のレクリエーション体験

学習 

江戸川区葛西保健相談所 軽度痴呆症の本人及び家族へのレクリエーション指導 

（財）日本ユースホステル協会 ネイチャーエクスプロアリングライト体験の指導 

（社）日本環境教育フォーラム ネイチャーエクスプロアリングのプログラム活用術 

全国学校レクネットワーク ネイチャーエクスプロアリングライト ワークショップ 

明治生命 夏休み親子教室 ペーパークラフト作り 

北里大学医学部 新入生ガイダンスでの交流タイム 

全日空共済会、全日空商事、石川島播磨重工業、

東京ガス労働組合、古河電工労働組合、NTT ﾌｧｼﾘﾃ

ｨｰｽﾞ 

レク・リーダー研修会 

財務省、国税庁 レクリーダー養成講習 

航空自衛隊府中基地 講義と演習「余暇生活開発法」 

宗教法人高安寺 高安寺保育園 親子でできる簡単なゲーム遊びの指導  

備考  
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■サントリー世界愛鳥基金 

項  目 内    容 

対象者 ■鳥類保護団体への活動助成 
自然環境の保全のため野生動植物の保護・繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人また

は任意団体としますが、各都道府県の鳥獣保護担当部署または国立公園・自然保護事務所より推薦

を受けることができる程度の活動を期待する。 

■地域愛鳥活動助成 
鳥類の保護・観察活動を行なう小学校、中学校および高等学校のクラブ・委員会や子供エコクラブ、

又は自治会やボランティア団体等地域のグループとする。（学校による応募は不可）以下のようなグループ

の応募を期待。 

①過去に愛鳥活動を行ない、今後も活動の継続を見込めるグループ 

②地域や学校などをフィールドとしているグループ 

③生徒や子供の教育学習的要素を有するグループ 

実施団体 公益信託 サントリー世界愛鳥基金 

受託者 中央三井信託銀行 本店法人営業第二部公益信託課 

TEL：03-5232-8910／FAX：03-5232-8919 

ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/koueki 

主目的 ■鳥類保護団体への活動助成 
鳥類保護団体の鳥類保護活動に対して助成を行うことを通じて、地球環境保全に貢献することを目

的する。 

■地域愛鳥活動助成 
わが国での鳥類保護活動の裾野を広げるために、平成 18 年度募集から従来の「鳥類保護団体への

活動助成」部門に加え、「地域愛鳥活動助成」部門を新設。地域に根ざした鳥類保護活動に対して助

成を行うことを通じて、地球環境保全に貢献することを目的とする。 

応募期限 ■鳥類保護団体への活動助成：10 月末日 

■地域愛鳥活動助成：10 月末日 

助成内容 ■鳥類保護団体への活動助成 
助成金の使途は、助成対象となる鳥類保護活動に直接必要とする費用とする。数件の活動に対し

て、総額 1，000 万円（20 年度予定）の助成 

■地域愛鳥活動助成 
助成金の使途は、助成対象となる鳥類保護・観察活動に伴う諸費用とする。 

（複数年にまたがる一連の活動であっても、当基金の助成は原則 1 年毎とする。2 年連続の助成は行

いません。） 

1 件当り 20 万円以内。本年度は、10 件程度、総額 200 万円の助成を行う。 

選考スケジュール ■鳥類保護団体への活動助成 
公益信託の運営委員会で選考のうえ採否を決定し、代表受託者より、12 月下旬に書面にて通知。 

助成金の交付は翌年 4月中旬を予定。 

■地域愛鳥活動助成 
運営委員会で選考のうえ採否を決定し、代表受託者より 12 月下旬に書面にて通知。 

助成金の交付は翌年 4月中旬を予定。 

事例（助成実績） 

 

■鳥類保護団体への活動助成 

平成 19 年度助成実績：トキの野生復帰連絡協議会他 4件、助成金総額 920 万円。 

■地域愛鳥活動助成 

平成 19 年度助成実績：根室市立厚木小学校 PTA 他 17 件、助成金総額 200 万円。 

備考  
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■通常募集助成金 

項  目 内    容 

対象者 財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人（特定非営利活動法人）、 

ボランティア団体 など 

所管 日本財団  （財団法人 日本船舶振興会） 

連絡先 総合案内 TEL：03-6229-5111／FAX：03-6229-5110 

ホームページ http://www.nippon-foundation.or.jp/kyotu_site/zyoseikin/g_bosyu_tujou.html 

主目的 財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO 法人(特定非営利活動法人)、ボランティア団体など

が行う非営利活動・公益事業を対象に助成。分野・テーマは問わないが、以下に掲げる重点テーマ

に沿った事業を優先的に助成。（２００７年度事業実績） 
1．海や船に関する事業 

(1)船舶、海運に関する技術の研究・開発と産業の基盤強化 

(2)海洋に関する研究及び情報・体制の整備 

(3)航行の安全確保及び海上災害対策 

(4)海・船に関する国民の理解促進 

・博物館等が行う海や船に関する企画展の開催や造船所の見学会や体験講習等を通じた理解促進活動 

・海に親しむ活動の推進 

・海とともに暮らしてきた人々の生活文化や技術を後世に継承するための活動 

2．文化、教育、社会福祉等に関する事業 

(5)改修による福祉拠点の充実 

(6)犯罪被害者、自殺者家族に対する支援 

(7)ホスピスケア充実のための活動 

(8)子どもの健全育成 

・家庭の教育力強化のための「親学プログラム」の推進 

・親子による体験活動推進のための地域指導者の育成 

・虐待や親の失踪により社会的養護が必要な子どもへの支援 

(9)郷土の資源と先人の知恵を活用した地域づくり 

(10)森林・竹林整備や里地・里山の保全 

(11)ハンセン病制圧活動の推進 

(12)生涯スポーツの充実 

(13)伝統文化・芸術を次世代へ継承する取り組み 

応募期限 ２００７年度事業 受付期間（終了） 
海や船に関する事業、全般 
2006年 10月 2日（月）～10月 31日（火） 

財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO 法人、(特
定非営利活動法人)、ボランティア団体など 

文化、教育、社会福祉等に関する事業 
2006年 10月 2日（月）～10月 31日（火） 

財団法人、社団法人、社会福祉法人 

文化、教育、社会福祉等に関する事業 
2006年 11月 10日（金）～12月 11日（月） 

NPO法人、ボランティア団体、（任意団体） 
 

補助費用 

 

財団、社団、社福 NPO 法人 ボランティア団体 事業種類 

補助率 

 

上限 

（万円）

補助率 

 

上限 

（万円） 

補助率 

 

上限 

（万円）

海や船に関する事業 80%以内 なし 80%以内 なし 90%以内  100 

文化、教育、社会福祉等に関する事業 80%以内 なし 90%以内 100  90%以内  100 

郷土学事業 90%以内 50 90%以内  50  

改修による福祉拠点の整備事業 
原則対象外 

90%以内 500 90%以内 30  

支援策の流れ  

 

 

 

 

 

事例 ■平成 2007 年度実績：申請事業数 1,710 件、採択事業数 540 件 

備考 上記内容は、２００７年度事業を参考として作成しています。２００８年度事業の詳

細内容については、今後更新される日本財団のホームページをご確認ください。 

申請（１０月） 

審査（約４ヶ月） 

助成金交付決定（４月）

助成金支払（４月） 

事業実施（４月～翌年３月） 

完了報告 
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■公益事業振興補助事業 

項  目 内    容 

対象者 社団法人、財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、特定非営利活動法人 

所管 日本自転車振興会 、 日本小型自動車振興会 

連絡先 日本自転車振興会 公益事業部 

公益事業課 TEL：03-3512-1276

福祉事業課 TEL：03-3512-1278

日本小型自動車振興会振興部振興事業課 

TEL：03-3570-5511（代表）／03-3570-5526（直通）

ホームページ http://ringring.keirin.go.jp/ 

http://www.autorace.or.jp/ 

主目的 【体育・スポーツ関連の補助】 

 ①スポーツの啓発普及（基礎的研究を含む。） 

 ②青少年、高齢者及び障害者を対象としたスポーツの振興 

 ③スポーツ大会（全国的な規模の大会）の開催 

 ④サイクルスポーツ施設の建築・整備 

 ⑤野外活動の普及推進 

 ⑥その他体育の振興に特に寄与すると認められる事業 

応募期限 9 月末 

補助費用 当該事業に必要と認められる額の 1/2（沖縄県内において実施される事業にあたっては 4/5）以

内とする。 ただし、障害者を対象としたスポーツの振興事業については、3/4（沖縄県内におい

て実施される事業にあっては 5/6）以内とする。 

 なお、全国的団体等における事業のうち体育の振興への貢献が特に顕著であると認められる

事業については、この限りではない。 

支援策の流れ 

事例 ■平成 19 年度助成実績 ： 469 件、9,514,220 千円 
・公益の増進：145 件、総額 6,363,292 千円 

・社会福祉の増進：324 件、総額 2,700,928 千円 

・非常災害の援護等：1 件、総額 300,000 千円 

・地域振興：1 件、150,000 千円 

備考  

 

補助方針の作成 

（7～8 月） 

公示（補助方針） 

（8月中旬） 

要望書の受付期間 

（９月初旬～下旬） 

要望内容の審査期間 

（3月まで） 

補助事業計画案の作成 

（2月下旬～3月） 

内定通知 

（４月初旬） 

交付申請書提出 

（内定通知書受理後） 

事業実施期間 

（4月 1日～3月 31 日） 

事務手続きの説明会 

（6月中旬～7月上旬） 

補助金支払い 

（原則事後完了後生産払い） 

事業完了報告書の提出 

（事業完了後 2ヶ月以内） 

補助金確定のための調査 

（完了報告書提出後から約1年半以内）

補助事業の監査 

（補助金確定後から 2年以内） 
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