［報道発表資料］
独立行政法人環境再生保全機構

平成 27 年度地球環境基金 助成金交付要望の募集について
(環境省記者クラブ、川崎市市政記者クラブ同時配布)

平成 26 年 11 月 19 日（水）
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 中田 孝之
担当 本城、崎枝
連絡先 044-520-9505

独立行政法人環境再生保全機構

FAX:044-520-2190

地球環境基金では、日本国内外の民間団体（NGO・NPO）が開発

途上地域または日本国内で実施する環境保全活動に対し、助成金の交付を行っています。平成 27 年度
の助成金募集を開始いたしますので、お知らせいたします。
平成２７年度より「地球環境基金企業協働プロジェクト」として「つり環境ビジョン助成」を創設し
ました（詳細は別添の冊子をご参照ください）。
～環境保全活動に意欲的に取り組まれている団体の積極的な応募をお待ちしています～
＜平成２７年度募集の概要＞
助成対象団体

： NPO 法人、（一般/公益）財団法人・社団法人、任意団体

対象地域

： 日本全国、開発途上地域

助成金募集案内の公表

：平成 26 年 11 月 19 日（水）16：00

要望書受付期間

：平成 26 年 12 月 19 日（金）～平成 27 年 1 月 14 日（水）

助成期間

：平成 27 年 4 月 1 日（火）～平成 28 年 3 月 31 日（木）

対象となる活動分野

：幅広い分野の環境保全活動を対象としています。
自然保護・保全・復元、森林保全・緑化、砂漠化防止
環境保全型農業等、地球温暖化防止、循環型社会形成
大気・水・土壌環境保全、総合環境教育、総合環境保全活動
東日本大震災関連

助成メニュー

：６種類（次項参照）

年間助成金額

：50 万円～1200 万円（助成メニューにより異なります）

平成 26 年度実績

：197 団体、1 件あたり平均 330 万円（総額約 6 億 5 千万円）の助成

平成２７年度重点配慮事項
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

平成 27 年度 助成メニュー
募集期間：平成 26 年 12 月 19 日～平成 27 年 1 月 14 日（水）（必着）。

（１）入門助成

（２）一般助成

地域活動の種を育て、地域に根付いた活動を中心

課題解決能力等に磨きをかけ、より効果的な活動

に、地域からの環境保全のボトムアップの充実を

の展開を実現し団体組織のステップアップを目

目指す支援制度

指すための支援制度
50 万～
300 万円

原則
1 年間

イ・ロ・
ハ案件

最大
3 年間

200 万～800 万円（イ案件）
200 万～600 万円（ロ・ハ案件

（３）復興支援助成

（４）プラットフォーム助成

東日本大震災被災地域における環境保全を通じ

日本の環境 NGO・NPO が横断的に協働・連携し

た復興に資する活動への支援制度

国際会議等で意見表明を行うなどの大きな役割
を果たすための支援制度

最大
3 年間

100 万～
500 万円

最大
3 年間

ハ案件

（５）フロントランナー助成

200 万～
800 万円

イ・ハ案
件

（６）地球環境基金企業協働プロジェクト

日本の環境 NGO・NPO が中心となり、市民社会

つり環境ビジョン助成

に新たなモデルや制度をつくるための支援制度

（詳しい内容は、別途報道発表資料をご覧ください）

原則
3 年間

600 万～
1200 万
円

イ・ハ案
件

原則
1 年間

900 万円
以内

ハ案件

イ案件・・・国内の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ロ案件・・・海外の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
ハ案件・・・国内の民間団体による国内での環境保全のための活動
平成 27 年度助成金説明会のご案内
場所

日時

場所

日時

北海道釧路市

平成 26 年 12 月 13 日（土）午後

大阪府大阪市

平成 26 年 12 月 16 日（火）午後

⻘森県⻘森市

平成 26 年 12 月 13 日（土）午前

島根県米子市

平成 26 年 12 月 9 日（火）午後

群馬県前橋市

平成 26 年 12 月 2 日（火）夜

香川県高松市

平成 26 年 12 月 9 日（火）午後

東京都渋谷区

平成 26 年 12 月 1 日（月）午後

沖縄県浦添市

平成 26 年 11 月 20 日（木）夜

岐阜県岐阜市

平成 26 年 12 月 13 日（土）午後

助成金要望書は地球環境基金 HP からダウンロードしてください。
http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/
【要望書提出先】
独立行政法人環境再生保全機構
〒212-8554

地球環境基金部地球環境基金課

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

新

