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（財）地域創造 地域伝統芸術等保存事業
●受付締切／10月18日（水）
●助成の対象となる活動／地域の失われつつあり、記録にもほとんど残され
ていない伝統芸術などをデジタルビデオに記録・保存し、ライブラリー化する
とともに、地域の伝統芸術などに関するイベントを開催する事業です。現在、
「映像記録保存事業」と「都道府県イベント事業」について助成申請を受付け
ています。詳細はお問い合わせください。
●問い合わせ先／（財）地域創造総務部振興助成課（担当／坂田） 107-
0052 東京都港区赤坂6-1-20 国際新赤坂ビル西館13階 Tel.03-
5573-4056 ホームページ http://www.jafra.nippon-net.ne.jp/

（財）国際コミュニケーション基金
●受付期間／10月2日（月）～10月20日（金）必着
●助成の目的／国際電気通信に関連した分野の助成・援助を行うことによっ
て、幅広い人々の国際間交流の振興を図り、世界の調和ある健全な発展に寄
与することを目的に下記の3分野について助成・援助を行います。
1、調査研究助成
●助成の対象となる活動／国際分野を主軸とし、また国内も含めた通信の普
及・発展、グローバル化、特にマルチメディア時代を先取りする調査、研究（法律、
政治、経済、社会、文化、技術の各分野あるいは各分野にまたがるもの）。但し、通
信事業者などの本来業務に該当するものは対象外とします。なお、助成・援助の
申込者は、個人の場合は調査研究者本人、グループの場合は代表者とします。
●助成対象事業の期間／調査研究が平成13年4月以降に開始され、平成
16年3月までに終了のもの。
2、国際会議開催助成
●助成の対象となる活動／通信の普及・発展に寄与する国際会議。
●助成対象事業の期間／平成13年4月～平成14年9月
3、社会的・文化的諸活動助成
●助成の対象となる活動／情報化社会の動向に即し、電気通信を通じて社会

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
新エネルギー地域活動支援事業
●受付締切／10月10日（火）必着
●助成の対象となる団体／新エネルギーの地域レベルでの導入や、それに
ついての地域住民等の啓発、理解、支援を促進させるため、営利を目的とし
ない事業を行う民間団体など。
●助成の対象となる活動／「1.新エネルギー設備導入地域活動（民間団体
などが、第三者が行う新エネルギー導入事業を支援するもの）」「2.新エネル
ギー普及啓発地域活動事業（民間団体等が自ら実施するもの）」
【補助事業の内容】…1.太陽光発電、2.風力発電、3.太陽熱利用、4.温度差
エネルギー利用、5.天然ガスコージェネレーション、6.燃料電池、7廃棄物発
電、8廃棄物熱利用、9廃棄物燃料製造、10.クリーンエネルギー自動車
●問い合わせ先／太陽光発電以外…新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）新エネルギー導入促進部導入企画課（戸田・西川・太田）
Tel.03-3987-9399 Fax.03-3590-5803
太陽光発電…（財）新エネルギー財団 導入促進本部 太陽光発電部（景
山・勝部）Tel.03-5275-3046 Fax.03-5275-9831

（財）地域創造 地域の芸術環境づくり支援事業
●受付締切／10月27日（金）
●助成の対象となる団体／地域の芸術環境づくり事業を実施する地方公共
団体、公益法人
●助成の対象となる活動／「創造プログラム」…地域の芸術環境づくりに関
し、段階的・継続的に推進する事業の支援。「連携プログラム」…3以上の地
方公共団体などが共同で企画・制作して行う事業の支援。「単独プログラム」
…地域の人々の参画を伴いながら地方公共団体などが自ら企画・制作する事
業の支援。「研修プログラム」…地方公共団体などで企画運営に携わる職員
などを対象とした研修の場を提供する事業の支援。詳細は下記まで。
●問い合わせ先／（財）地域創造総務部助成振興課（担当／平田、坂田、大森）
107-0052 東京都港区赤坂6-1-20 国際新赤坂ビル西館13階
Tel.03-5573-4050 ホームページ http://www.jafra.nippon-net.ne.jp/

待できるもの。3、政府・自治体などの公的機関から資金を得にくいもの。4、複
数の団体で共同・協力して行うことによって、より高い効果が得られるもの。
なお、今年度の重点課題は以下のものです。ただし、これ以外でも高い評価
を受ければ助成の対象となります。
1、成長過程にある若い人たちの心身の健やかな発達を支援する活動…主
に10代がかかえる問題を克服し、生きる喜びをもつことを助けるもの。2、医療
を受けにくい環境にある人たちの心身の保健・医療を支援する活動…外国
人、路上生活者、貧困層などを対象とするもの。3、障害を持つ人や療養にあ
る人たちの充実した生き方を支援する活動…身体障害、知的障害、精神障
害、難病、長期疾病にある人たちの社会生活を豊かにするもの。
●助成対象事業の期間／13年1月1日～12月31日
●応募方法／申請用紙はインターネットまたは郵送にて入手できます。インター
ネットの場合は下記からダウンロード。郵送の場合は「申請用紙希望」と明記の
上、氏名、住所（郵便番号も）、電話番号を添えて、Faxまたはハガキで申込ん
でください。なお、申請書類は下記まで郵送または宅配便で送ってください。
●問い合わせ先／ファイザー製薬株式会社 インターナル・コミュニケーション
ズ部（担当／田村、山中） 163-0461 東京都新宿区西新宿2-1-1 新
宿三井ビル内 私書箱226号 Tel.03-3344-7524 Fax.03-3344-
7215 ホームページ  http://www.pfizer.co.jp

や教育などに貢献する各種の非営利団体（ＮＰＯ）、非政府組織（ＮＧＯ）の活動、
「草の根」活動。地域社会の国際化（特にアジア太平洋地域）につながる各種
の活動、通信を通じて社会に貢献する各種の文化事業、通信の普及・発展あ
るいは国際間の相互理解促進に寄与する活動や事業など。
●助成対象事業の期間／平成13年4月～平成14年9月

… … …
●応募方法／申込書は下記へ申込むか、ホームページからダウンロード。
●問い合わせ先／（財）国際コミュニケーション基金 163-0907 東京都
新宿区西新宿2-3-1 モノリスビル7階（私書箱第7003号） Tel.03-
3347-7094 Fax.03-3347-6439 E-mail info@icf.or.jp ホー
ムページ http://www.icf.or.jp

日本財団助成事業 公益福祉関係
●受付期間／10月2日（月）～10月31日（火）必着
●助成の対象となる団体／原則として社団法人、財団法人、社会福祉法人
●助成の対象となる活動／1、海事思想の普及に関する事業に寄与するも
の。2、観光に関する事業に寄与するもの。3、体育事業に寄与するもの。4、文
教事業、社会福祉事業等その他の公益の増進を目的とする事業に寄与する
もの。5、以上に掲げる事業の振興を目的とする事業に寄与するもの。
なお、今年度の重点項目は下記の通り。
1、市民文化としての生涯スポーツの活性化。
2、多様な芸術文化の創造活動と啓発普及。
（1）創造性の高い芸術活動への支援。（2）子どもたちに対する良質な芸術鑑
賞・参加機会の提供。（3）伝統芸術の継承・発展。
3、子どもたちの豊かな感性を育む活動。
4、社会的弱者が自立し、生き生きと社会参加するための環境づくり。
（1）高齢者の社会活動への参加の促進と在宅介護の支援。（2）障害者の地
域での自立した生活の支援。（3）子育て支援。（4）福祉に係わる人材の養
成。（5）ホスピスプログラムの推進。
5、環境問題に関する地域レベルの啓発・実践活動。
6、国際社会における相互理解と国際協力の促進。
●助成対象事業の期間／平成13年4月1日～平成14年3月31日
●応募方法／要項を下記に請求するか、ホームページを参照。今回から電子
データ（フロッピーディスク）での申請を受付ます。書式はＣＤ－ＲＯＭで配布。
●問い合わせ先／日本財団公益・福祉部 105-8609 東京都港区虎ノ
門1-15-16 日本財団ビル Tel.03-3502-2387（公益・福祉部公益
振興課） ホームページ http://www.nippon-foundation.or.jp/

社会福祉・医療事業団
長寿・子育て・障害者基金（特別分）
●受付締切／10月31日（火）
●助成の対象となる団体／公益法人、社会福祉法人、ＮＰＯのほか法人格の
ない民間団体など。
●助成の対象となる活動／社会福祉を振興するための事業であって、独創
性、先駆性があり、普遍性がある事業のうち、次に掲げるテーマに関連する事業。
『長寿社会福祉基金』
テーマ1「在宅福祉事業等に従事するマンパワーの養成・研修に関すること」
テーマ2「高齢者・障害者の日常生活環境の向上に対する支援に関すること」
テーマ3「痴呆性高齢者及び在宅で介護にあたっている家族への支援に関すること」
テーマ4「その他高齢者・障害者の在宅福祉事業等の支援に関すること」
『高齢者・障害者福祉基金』
テーマ1「地域の福祉・介護のネットワークの形成に関すること」
テーマ2「緊急に充実を図る必要のある高齢者、障害者在宅福祉の推進に関すること」
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国際交流基金 地域・草の根交流欧州派遣助成
●受付締切／12月20日（水）必着
●助成の対象となる団体／日本国内で地域・草の根レベルにおいて、文化、
スポーツ、教育、福祉、環境、国際交流などの分野で活動を行う非営利団体。
●助成の対象となる活動／
1、欧州において関係機関などとの意見交換などのために人物を派遣すること。
2、欧州において行われる会議、シンポジウムなどに発表、司会など重要な役
割を果たすために人物を派遣すること。
3、わが国の地域レベルの国際交流活動を指導する立場にある人物を、当該
人物の従事する業務の研修のために欧州へ派遣すること。
4、その他地域・草の根レベルにおける国際相互理解、または国際友好親善
に特に寄与すると認められる活動のために欧州に人物を派遣すること。
●助成対象事業の期間／平成13年4月1日～平成14年3月31日までの
間に日本を出発する事業。上記の対象活動の1、2、4の場合は1か月以内。
3の場合は1か月以上1年未満。
●応募方法／申請書を下記まで請求。
●問い合わせ先／国際交流基金 人物交流部派遣課 107-6021東京
都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル21階 Tel.03-5562-
3521 Fax.03-5562-3497

ルーセント・テクノロジー ＩＹＦ青少年育成基金
●受付期間／10月1日（日）～11月30日（木）必着
●助成の対象となる活動／1、児童・生徒を中心とした学校改革…青少年が
参画し、学校の各種状況や生活環境を改善・改革を目指した活動などを促進
し、さらなる学習・生活環境の向上を支援します。2、（国公私立を問わず）教職
員の研修…教職員の研修を通じ、学校内のさまざまな課題に対し、よりよい対
処法や新たな実践を模索するなど、意識の変革や問題対処能力の向上など
を目指す事業を支援し、ひいては青少年の学校生活・学習環境の改善を目
指します。3、オルターナティブ教育分野の拡充…自分に適した学習・成長の
場と、その機会を「選択」することが、社会的に広がりを持つようになることを期

（財）こども未来財団
児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業
●受付締切/12月31日（日）※ただし、事業開始のおおむね2か月前まで
には、提出するようにしてください。助成枠に達し次第締切。
●助成の対象となる団体・活動／児童健全育成に関わるボランティア活動へ
の取り組みを支援し、地域社会のボランティア活動の活性化を図ることをねら
いとして、ボランティアコーディネーターを養成するための研修を実施する社会
福祉法人、財団法人、社団法人およびNPO法人
●申込方法／県社協より申請書を取り寄せ、直接財団へ送付
●申込・問い合わせ／（財）こども未来財団 104-0061 東京都中央区
銀座3-11-18眞帆ビル Tel.03-5550-9460 Fax.03-5550-
9469 三重県社協ボランティアセンター（野村）Tel.059-227-5145
Fax.059-227-6618

ハウジングアンドコミュニティ財団
住まいとコミュニティづくり活動助成
●受付期間／10月1日（日）～12月1日（金）必着（11月30日の消印有効）
●助成の対象となる活動／民間の有志グループが行う、住まいとコミュニティ
づくりに関する下記7項目の活動。なお、事業記録などの作成・出版、講演会・
シンポジウムの開催も含まれます。1、探検・点検型の活動。2、施設の提案・創
造型の活動。3、住環境の保全・整備型の活動。4、自然の保護・活用型の活
動。5、入居者参加の住まいづくりを目指した活動。6、集合住宅の建て替え、
増改築、大規模修繕をめざした活動。7、その他の活動。
●助成の期間／平成13年4月～平成14年3月31日
●応募方法／応募要項・申込書はホームページからダウンロードし、A4サイズ
の用紙にプリントして使用。郵送希望の場合は11月22日（水）までに送料分
の切手（1部に月140円）を貼り、郵送先を記入した返信用封筒（A4用紙が
入る大きさ）を同封し、下記「活動助成係」まで請求してください。
●問い合わせ先／（財）ハウジングアンドコミュニティ財団 107-0052
東京都港区赤坂1-5-11 新虎ノ門ビル5階 Tel.03-3586-4869
Fax.03-3586-3823 ホームページ http://www2.tokyoweb.or.
jp/housingandcommunity/

（財）ポーラ美術振興財団各種助成
●受付期間／10月2日（月）～11月20日（月）消印有効
●助成の対象／1、若手芸術家の在外研修。2、美術館職員の調査研究。
3、美術に関する国際交流…Ａ、海外美術展、Ｂ、国内開催の国際会議
●助成対象事業の期間／平成13年4月1日～平成14年3月31日
●応募方法／Ａ4サイズ入る返信用封筒（140円切手を添付）に返信先と希
望する対象分野を明記し、下記まで申請書を申込む。E-mail及びMicrosoft
Wordを使用可能な方はE-mailにてart@pola.co.jpまで申請書希望の旨を
連絡してください。おってE-mailに申請書ファイルを添付して返信されます。
なお、記入済みの申請用紙は必ず郵送してください。
●問い合わせ先／（財）ポーラ美術振興財団 141-0031 東京都品川区
西五反田2-2-10 Tel.03-3494-8237（代） Fax.03-3493-6293

トヨタ財団市民活動助成
●受付期間／10月1日（日）～11月20日（月）消印有効
●助成の対象となる活動／市民としての自治の形成に役立ち、地域や社会
の変革につながる波及性の高い計画や試みを対象とします。対象とする内容
の形式（事業の開発・立案、調査・研究、会議、集会、交流、印刷物の作成、出
版（注）など）は特に問いませんが、そのプロセスや成果が新たな状況創出に
つながる提言型の計画を重視します。
（注）出版の応募に関しては次の要件を満たすことが必要です。原稿作成の
作業が完了、またはその目処がたっており、若干の手直し程度で出版社に入
稿できる状態であること。出版社との間に、出版計画の大筋について合意が
得られていること。個人で入手しやすい販売価格に設定されていること。
●助成対象事業の期間／平成13年4月1日～平成14年3月31日
●応募方法／応募用紙は（1）プロジェクト用（出版を除く）と（2）出版用の2種
類があります。「プロジェクト」、「出版」それぞれ希望の項目を明記し、送料分の
切手（1部のみ…普通郵便200円、速達郵便470円。2～3部…普通郵便
390円、速達郵便760円）を同封し、11月13日までに下記へ応募用紙を請
求するか、ホームページよりダウンロード。応募用紙は簡易書留にて送付。
●問い合わせ先／（財）トヨタ財団市民活動助成係 163-0437 東京都新
宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル37階 私書箱236号 Tel.03-3344-
1701～1703 ホームページ http://www.toyotafound.or.jp/

テーマ3「高齢者、障害者の社会参加の促進に関すること」
テーマ4「民間非営利団体等による地域の福祉・介護活動に関すること」
『子育て支援基金』
テーマ1「地域や家庭における子育て支援事業に関すること」
テーマ2「青少年の非行防止・健全育成事業に関すること」
テーマ3「非行等児童や家庭問題を巡る諸課題等に関する調査研究に関すること」
テーマ4「子育てや非行児童等に関する広報啓発活動に関すること」
テーマ5「小・中学生や小・中学生のいる家庭に対する支援事業に関すること」
『障害者スポーツ支援基金』
テーマ1「障害者スポーツの育成・強化事業に関すること」
テーマ2「障害者の競技スポーツに係る競技用具の研究開発・改良等に関すること」
テーマ3「障害者スポーツに対する意識高揚に関すること」
テーマ4「地域におけるスポーツを通じた障害者の社会参加の推進に関すること」
●助成対象事業の期間／平成14年3月31日までに完了すること。
●応募方法／下記まで請求。募集要領はホームページでも見ることができま
す。なお、同一の事業のため2つ以上の基金に同時応募はできません。
●問い合わせ先／社会福祉・医療事業団基金事業部振興第二課 105-
8486 東京都港区虎ノ門4-3-13 秀和神谷町ビル9階 Tel.03-
3438-9946 Fax.03-3438-0218 ホームページ http://
www.wam.go.jp/wam/ ※『高齢者・障害者福祉基金』、『子育て支援基
金』、『障害者スポーツ支援基金』については地方分の助成があります。こちら
は三重県社会福祉協議会（Tel.059-227-5145）まで問い合わせを。

待し、具体的な選択肢の拡充のため、オルターナティブ教育分野の活動を支
援します。※ここでいうオルターナティブ教育とは「居場所」「フリースクール（不
登校児童・生徒を対象としたものを含む」など、年間を通じ、青少年と継続的
な関係を持ちうる事業を指します。
●助成対象事業の期間／13年4月1日～14年3月31日
●問い合わせ先／国際青少年育成財団日本事務局（ＩＹＦジャパン）内「ルー
セント・テクノロジーＩＹＦ青少年育成基金」事務局（担当／鈴木） 108-
0074 東京都港区高輪4-10-63-302 Tel.03-3440-3373
Fax.03-3440-4447 E-mail ysiyfjpn@gol.com

助成財団センターは、助成、表彰、奨学などを行う財団法人や、その他の法人
などの情報を収集し、その活動内容を広く社会に発信していくことを主な目的
としています。http://www.jfc.or.jp/






