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 [報道発表資料] 

平成２６年度地球環境基金助成金交付要望の募集について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月２０日（金） 

独立行政法人環境再生保全機構 

    地球環境基金部 

部長       草薙 智紀

地球環境基金課長 今井 博人 

 TEL：044-520-9605 FAX：044-520-2190 

 

平成２６年度地球環境基金助成金募集案内を公表いたします。 

独立行政法人環境再生保全機構は、国の出資金と民間からの寄付金（※1）により基金（地球環 

境基金）を設け、その運用益と国からの運営費交付金を用いて、日本国内外の民間団体（ＮＧＯ・

ＮＰＯ）が開発途上地域又は日本国内で実施する環境保全活動（実践活動、知識の提供・普及、

調査研究等）に対し、助成金の交付を行っています。 

環境保全活動に意欲的に取り組まれている団体が積極的に応募されることを期待しています。 

１． この助成金募集においては、 

（１）入門助成 

地域活動の種を育て、地域に根付いた活動を中心に、地域からの環境保全のボトムアップで 

の充実を目指す支援制度 

（２）一般助成 

課題解決能力等に磨きをかけ、より効果的な活動の展開を実現し団体組織のステップアップを

目指すための支援制度 

（３）復興支援助成 

   東日本大震災被災地域における環境保全を通じた復興に資する活動への支援制度 

（４）特別助成 

   国連 ESD（持続可能な開発のための教育）の 10 年の締めくくり会合（総括会合）に関連する活 

動を支援するための制度 

（５）プラットフォーム助成 

   日本の環境 NGO・NPO が横断的に協働・連携し国際会議等で意見表明を行うなどの大きな 

役割を果たすための連携支援制度 

（６）フロントランナー助成 

   日本の環境 NGO・NPO が中心となり、市民社会に新たなモデルや制度を作るための支援制度 

の６種類の募集を行います。 

（※1）平成２４年度においては、個人の方々や企業の皆様方などから７８５件のご寄付を頂きまし 

た。（p.6 参照） 
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  募  集  期  間     

平成２６年１月６日（月）～平成２６年２月１２日（水）（必着）持込は午後６時迄 

 

  助成の対象となる団体   

 「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」が対象であり、具

体的には次の団体が対象となります。 

（１）一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律に基づき設立された法人（公益社団

法人若しくは公益財団法人を含む）又はこれに準ずる非営利法人 ((２)に該当するものは

除く。) 

（２）特定非営利活動法人 

（３）法人格を有していない民間団体で一定の要件を満たすもの 

 

２. 平成２６年度の助成金のトピックは、以下の３点です。 

（１）地球環境基金は、平成 25 年に創設 20 周年を迎え、これを機に、事業内容の充実や環境保

全活動に取り組む民間団体の更なる発展を目的として地球環境基金の今後のあり方につい

て、各種専門家や助成団体、他資金提供団体等からのご意見を伺い、下記の変更を行うこと

としました。（詳細は別紙を参照下さい。） 

 

 ①地球環境基金のビジョン・ミッションの明確化  

 ②助成メニューの多様化  

   助成の主旨や助成活動の内容・目的によって、助成メニューを多様化することで、助成の対

象像を明確にしました。新たにフロントランナー助成、プラットフォーム助成、復興支援助成を

助成メニューに加えました。 

 ③若手プロジェクトリーダー活動推進費（人件費） 

   今後の非営利活動の更なる促進を目的として、活動を担うリーダーの支援を開始します。こ

れは、助成事業からの「活動推進費」として支援する面と振興事業の「研修」として支援する面

を“パッケージ”とした、新たなプログラムを新設しました。 

 ④海外案件代理人の役割の強化  

  

（２）東日本大震災・原発事故により甚大な被害を受けた被災地において、産業・生活の基盤とも 

なる自然環境の再生・復元活動や自然との共生を考えた持続可能な地域づくり・街づくりなど、

震災に関連する環境保全活動について重点的に支援します。 

（３）地球温暖化の防止、生物多様性の保全、循環型社会の形成に資する活動を重点配慮事項

とし、低炭素社会の実現に向けた取組や、平成２４年９月に閣議決定された「生物多様性国家

戦略 2012-2020」に掲げられた目標の達成に向けた取組など重点的に支援します。 

（４）「国連持続可能な開発のための教育の１０年（ＵＮＤＥＳＤ）」の動きや学校における環境教育

の関心の高まりなどを踏まえた環境教育の推進、開発途上地域での環境保全活動について

重点的に支援します。 
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 助成の対象となる活動    

民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するものです。 

  イ  国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を

図るための活動 

  ロ  海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を

図るための活動 

  ハ  国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図るための

活動 

 ※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除かれます。 

 

 募 集 の 種 類 等    

助成金交付要望に当たっては、次の種類に応じて募集を行います。 

 

（１）入門助成 

助成期間：      原則 1 年間（但し、活動の進捗状況によっては、最大 3 年間可能） 

対象となる活動：  ・環境保全に資する活動  

・地域に根ざした活動  

助成対象団体：   ・助成活動関連分野における活動実績を 1 年以上有していること 

・団体設立から 10 年以下であること 

・過去に地球環境基金の助成金を受けたことがないこと 

年間助成金額：   50 万円～300 万円（イ・ロ・ハ案件） 

 

（２）一般助成  

助成期間：      最大 3 年間  

対象となる活動：  ・環境保全に資する活動  

・団体にとって、新しい課題、分野、手法に取り組もうとする活動  

助成対象団体：   ・助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること 

年間助成金額：   200 万円～800 万円（イ案件） 

             200 万円～600 万円（ロ・ハ案件） 

 

（３）復興支援助成 

助成期間：      最大 3 年間 

対象となる活動：  東日本大震災被災地域における環境保全を通じた復興に資する活動 

助成対象団体：   ・助成活動関 連分野における活動実績を 1 年以上有していること 

・東日本大震災被災地域に主たる事務所を有する（有していた）こと 

年間助成金額：   100 万円～500 万円（ハ案件） 

 

（４）特別助成 

助成期間：      原則 1 年間 

対象となる活動：  国連持続可能な開発のための教育の 10 年に関連する環境保全活動 

            「国連 ESD の 10 年」の最終年にあたる 2014 年に日本において開催さ

れる最終年会合の開催に向けて、主要テーマと深い関連を有する活動 

助成対象団体：  ・助成活動関連分野における活動実績を３年以上有していること 

年間助成金額：  200 万円～600 万円（ハ案件） 
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（５）プラットフォーム助成 

助成期間：      最大 3 年間 

対象となる活動：  国際会議に関し、様々な主体を横断的につないで連携・協働で取り組

む環境保全活動 

助成対象団体：   ・事務局となる団体は、主たる事務所を日本国内に有していること 

・事務局となる団体は助成活動関連分野における活動実績を３年以

上有していること 

年間助成金額：  200 万円～800 万円（イ・ハ案件） 

 

（６）フロントランナー助成 

助成期間：      原則 3 年間（但し、活動の進捗状況及び第三者評価の結果によって

は、最大 5 年間可能） 

対象となる活動：   日本国内において新たな価値や制度を創造しようとする環境保全活

動 

助成対象団体：   ・主たる事務所を国内に日本国内に有していること 

・助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること 

・常勤職員が 2 名以上確保されていること 

年間助成金額：   600 万円～1,200 万円（イ・ハ案件） 

 
 
  審査重点事項など    

平成２６年度の審査に当たっては、下記（１）～（７）の事項を優先的に配慮して採択案件の

選定を行います。 

【活動分野の配慮事項】 

（１）地球温暖化防止に資する活動 

（２）生物多様性の保全に資する活動 

（３）循環型社会の形成に資する活動 

（４）東日本大震災に関連する環境保全活動 

（５）環境教育、持続可能な開発のための教育（ESD）等の推進のための活動 

【分野横断的な活動に対する配慮事項】 

（６）パートナーシップ（協働）に基づく環境保全活動  

（７）国際的な環境保全活動 

 

  助成の対象となる活動の期間    

平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 

  募集案内の入手方法    

・環境再生保全機構ホームページ（http://www.erca.go.jp/jfge/）からダウンロードできます。 

・また、印刷物も作成しますので入手を希望される方は下記までご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】〒212-8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー8階  
独立行政法人環境再生保全機構  地球環境基金部地球環境基金課 
TEL：044-520-9505／FAX：044-520-2190 
 
 



5 
 

（参考）平成 25 年度地球環境基金助成金の状況 

１. 助成件数・助成金額   

助成の種類 件  数 金  額（注） 

一般助成 １４２件 ４９９．５百万円 

入門助成 ３６件 ８５百万円 

特別助成 １２件 ４０．８百万円 

合    計 １９０件 ６２５．３百万円 

 

２.分野別内訳 

 

 
 
 

 
 

(１)国内案件 150 件の分野別内訳 

(２)海外案件 40 件の分野別内訳 
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３.基金の造成状況 

本基金は、国からの出資金、企業からの寄付金、個人や自治体からの寄付金か

ら造成されています。 

（平成 24 年度実績 延べ 785 件 10,552 千円のご寄付を頂きました。） 

  

○企業 延べ 179 件 （敬称略・五十音順）  

アーク引越センター（株）  

アートバンライン（株）  

ITC ネットワーク（株） 

（株）アクアフィナンシャルグループ  

（株）アクセル  

浅香工業（株）  

（株）朝日フィナンシャルグループ  

（株）アゼスタ  

（株）EC ナビ  

イーパートナーズ（株）  

岩見沢ガス（株） 

（有）インターリンク  

（株）植木組 

（株）内田洋行 

（株）エースランドリー  

NDS（株）  

ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 

（株）エムウェーブ  

（株）エル・ジェイ  

（株）オークローンマーケティング  

（株）オーディオテクニカ  

（株）大室明治也  

奧野製薬工業（株） 

（株）カワサキ電通  

京都中央信用金庫  

キヨタ（株）  

（有）倉田商店 

（株）クレディセゾン 

車屋 ボルテックス  

（株）サイバーガジェット  

（株）ジェイアール西日本  デイリーサー

ビスネット 

ＪＮＣ（株）  

ジェイチャイナ 

（株）ジェフグルメカード  

（株）ジャパンクリエイト  

昭和マテリアル（株） 

（株）仁志建築事務所 

SUI INTERNATIONAL（株）  

双日エアロスペース（株）  

（株）ソーラーネクスト 

（株）そごう・西武   

（有）第一環境  

武部建設（株） 

（株）橘フィナンシャルグループ  

千代田工商（株） 

（株）ちょびリッチ  

電源開発（株）磯子火力発電所 

東京ガス（株）環境エネルギー館 

東光電機工業（株） 

（株）トーカイ  

トータリゼータエンジニアリング（株） 

日本リライアンス（株）  

ネットオフ（株）  

能勢電鉄（株）  

早川建築資材（株） 

（株）ハロートラベル・アイ 

阪急阪神ホールディングス（株）  

（有）ふじ井   

（株）富士通エフサス  

（株）富士通マーケティング 

（株）富士通マーケティング 秋葉原事業所 

（株）富士通マーケティング・エージェント  

（株）富士通マーケティング・オフィスサー

ビス  

ブックオフコーポレーション（株）  

ブックサービス（株）  

（株）プレミアシステムサポート  

（株）プレミアバンク  

三井住友カード（株） 

三菱 UFJ ニコス（株）  

山本辰勇税理士事務所



（別紙） 

平成 26 年度地球環境基金助成金募集のポイント 

  

 地球環境基金は、平成 25 年に創設 20 周年を迎え、これを機に、事業内容の充実

や環境保全活動に取り組む民間団体の更なる発展を目的として地球環境基金の今後

のあり方について、各種専門家や助成団体、他資金提供団体等からのご意見を伺い、

下記の変更を行うこととしました。 

 

 

１．地球環境基金のビジョン・ミッションの明確化  

  地球環境基金は創設 20 周年を迎え、創設当初と現在では NGO・NPO を取り巻く

環境が異なることから、今後の地球環境基金のあり方を明確にするために、ビジ

ョンとミッションを制定しました。 

 

 

２．助成メニューの多様化  

  助成の主旨や助成活動の内容・目的によって、助成メニューを多様化すること

で、助成の対象像を明確にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 年度まで 
 

26 年度以降 
 

特別助成 
復興支援助成 

特別助成 

入門助成 

一般助成 

入門助成 

プラットフォーム 

助成 

一般助成 

フロントランナー 

助成（3 年＋2 年） 

 



2 

３．若手プロジェクトリーダー活動推進費（人件費） 

  今後の非営利活動の更なる促進を目的として、活動を担うリーダーの支援を開

始します。これは、助成事業からの「活動推進費」として支援する面と振興事業

の「研修」として支援する面を“パッケージ”とした、新たなプログラムです。 

具体的には、若手プロジェクトリーダーへ活動推進費を支給し、当該リーダー

は、必要なスキル習得のため、3 年間に複数回、研修を受講してもらいます。 

また、プロジェクトリーダーに対し、活動における事業計画や活動終了時の自

立に向けた目標設定を明確にさせるほか、リーダー間の意見交換や情報交換の場

を設けるとともに、助成終了後、報告会等で集まり、フォローする場を設けるな

ど、人材のネットワーク形成も視野にいれた一連の支援プログラムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．海外案件代理人の役割の強化  

  発展途上国の民間団体が、地球環境基金の助成金を要望する場合については、

日本国内在住の代理人を立てることが必須条件となっていますが、その代理人任

務に比して待遇面が過小であることに鑑み、代理人の役割及び待遇面の強化を行

います。 

 

５．その他  

 ① 平成 27 年度より概算払いを導入することとしました。ただし、平成 26 年度

は助成団体の財務状況・事務処理能力の審査の一年とし、この審査を通過し

た団体のみ平成 27 年度より概算払いを可能とします。 

 

 ② これまで当該団体の役員及び常勤職員へのアルバイト賃金は助成対象外でし

たが、無給であれば助成対象としました。 

 

③ 旅費の助成額は、助成金総額の 50%以内というルールを撤廃しました。 

 

 ④ 審査の観点を助成メニューごとに再構成しました。 

  

 ⑤ 助成金交付要望書様式を一部改正しました。  

助成事業の若手プロジェクトリーダー活動推進費を助成 

若手プロ

ジェクト 

リーダー 

・事業計画の設定 

・活動終了時の自立に向けた

目標設定 

新たな研修事業として助成団体対象

者向け「プロジェクトリーダー」育成

研修を創設 

 

 

３年後、プロ

ジェクトリー

ダの育成 

助成終了後、

報告会等で集

まりフォロー 


