2021 年８月２日

公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団
〒530-8341 大阪市北区芝田二丁目４-24
TEL 06-6375-3202 FAX 06-6375-3229

２０２２年度
公募助成(活動及び研究)
のお知らせ

身近な「いのち」を支える活動・研究を応援します
ＪＲ西日本あんしん社会財団は、
「安全で安心できる社会」の実現に向け、心身のケア、防災、救命、事故
防止、並びに事故・災害等の風化防止など身近な「いのち」を支える活動及び研究に対して助成します。

●研究助成に新たに助成期間を 2 年間とする「２年助成」を導入。
社会的要請に応える様々なテーマに、一層取り組んでいただきやすくなります。

●平成 30 年７月豪雨（西日本豪雨）に対する活動も対象とし、
広島県、岡山県に拠点のある団体にも、引き続き助成させていただきます。
真摯に活動や研究に取り組む皆さまのご応募をお待ちしています。
１．「２０２２年度公募助成（活動及び研究）」の概要
（１）

助成対象

事故、災害や不測の事態に対する備えに関する活動※及び研究
事故、災害や不測の事態が起こった後の心身のケア等に関する活動※及び研究
事故、災害等の風化防止に関する活動※及び研究
※「東日本大震災」及び「平成 30 年７月豪雨」（西日本豪雨）に関する被災地・被災者
支援活動を含む。

（2）

助成期間

2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日までの１年間

活動助成
（3）

助 成 金

研究助成

50 万円以下／件
[1 年助成] 150 万円以下／件
[2 年助成] 300 万円以下／件

2022 年３月下旬
に助成金交付予定

※150 万円以下×2 年間の助成となります。

（4）

募集期間

2021 年 １０ 月

１

日（金） から 202１年

１1 月 １5 日（月）

まで

※その他詳細は別紙をご覧ください。

２．過去の助成事業の紹介（参考）

グリーフケアを学ぶ講習会

被災地区の子供を支援するイベント（広島市）

視覚障がい者歩行補助具の開発

置および運営

グリーフケアを中心とした心のケアや災害時にお互いが支えあうために必要な地域コミュニティを重視
した活動など、これまで様々な活動及び研究を応援してきました。

【 別紙１ 】
「2022 年度公募助成（活動及び研究）」の詳細について
１．対象となる活動・研究のテーマ
○活動助成
事故、災害や不測の事態に対する備えに関する活動（自主防災訓練、心肺蘇生法普及活動等）。または、
事故、災害や不測の事態が起こった後の心のケア（グリーフケア等）や身体的ケア（リハビリテーション等）並
びに事故、災害等の風化防止に関する活動
上記活動のうち、「東日本大震災」及び「平成 30 年７月豪雨」（西日本豪雨）による災害に関する被災地・
被災者支援活動に対し、特別枠を設定。なお、「東日本大震災」の特別枠については、設定 10 年目となる
今回の募集を以って最後とさせていただきます。
○研究助成
事故、災害や不測の事態に対する備え（災害被害低減、心肺蘇生法）や事故の防止に関する研究。また
は、事故、災害の不測の事態が起こった後の心のケア（グリーフケア等）や身体的ケア（リハビリテーション等）
並びに事故、災害等の風化防止に関する研究
２．対象となる団体・研究者の要件
○活動助成
近畿２府４県に拠点があり、応募時点において１年以上の継続的活動実績のある非営利の民間団体（法
人格の有無は問いません）。ただし、特別枠の場合は活動実績の有無は問いません。
（例：ＮＰＯ法人、地域の自治会、学生ボランティア団体、職場サークル 等）
※特別枠である「平成 30 年７月豪雨」（西日本豪雨）による災害に関する被災地・被災者支援活動について
は広島県及び岡山県に拠点のある非営利の民間団体も対象とします。
○研究助成
近畿２府４県にある大学、大学院（附属機関含む）、大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関、
医療機関の何れかに所属している研究者であり、当該機関で実質的に研究できる方（国籍等は不問）。
ただし学生（大学院生含む）は 1 年助成のみ応募可といたします。
３．助成期間
・活動助成 ： 2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日までの１年間
・研究助成 ： 2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日までの１年間
若しくは 2024 年３月 31 日までの２年間
４．助成金
活動助成及び研究助成の総額として 3,500 万円程度を予定
１件あたりの金額は以下のとおりとし、2022 年３月下旬に助成金を交付予定
（研究助成[２年助成]の第２年度の助成金については 2023 年３月下旬予定）
・活動助成 ： 50 万円以下
・研究助成 ： [1 年助成] 150 万円以下、[２年助成] 300 万円以下（各年最大 150 万円×２年間）
５．募集期間
2021 年 10 月１日（金）～ 202１年 11 月 15 日（月） （厳守）
６．応募方法
・８月２日（月）に募集要項を、10 月１日（金）に当財団指定のお申込みフォーム（申請書）をホームページに
ご用意いたします。
ホームページ：https://www.jrw-relief-f.or.jp/ （または 【ＪＲ西日本財団】で検索）
当該お申込みフォーム（申請書）に必要事項を入力のうえご応募ください。
・助成内容の詳細等については、ホームページをご覧いただくか、当財団事務局までお問合せください。
7．個別相談会
応募を検討・計画されている方を対象に以下の日程で個別相談会を開催します（要予約）。
・大阪地区 ： 2021 年 10 月 ３ 日（日）・10 月 ４ 日（月） 場所：ホテルグランヴィア大阪
※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、中止する場合があります。当財団のホームページ等
にてお知らせします。
・広島地区、岡山地区 ： 2021 年 10 月 17 日（日）・10 月 19 日（火） 開催方式：オンライン相談会
※広島地区、岡山地区は「平成 30 年７月豪雨」（西日本豪雨）による災害の支援活動に限ります。詳細は
ホームページをご覧ください。
【 お問合せ先 】 ＪＲ西日本あんしん社会財団事務局
TEL 06-6375-3202 （平日 10:00～17:00） E-mail: info@jrw-relief-f.or.jp

【 別紙２ 】
これまでの公募助成の実績
これまで当財団では、設立以来、様々な分野の活動・研究に助成を行っています。
◆助成実績（合計）
助成期間

活動

2010～2021 年度

３３０件

活動
(特別枠)
１６２件

研究

計

助成金総額

１３７件

６２９件

５４，２３６万円

研究

計

助成金総額

（内訳）
助成期間
2010～2019 年度(平均)

2020 年度
2021 年度
◆助成実績（分野別）
分 野
心 身 のケア関 連
事故防止関 連
防 災 関 連
救 命 関 連
復 興 関 連
そ
の
他
合 計

活動
２６件
３４件
３３件

活動
(特別枠)
１２件
２６件
１７件

１２件
８件
７件

５０件
６８件
５７件

４，４９９万円
５，０８９万円
４，１５４万円

件数
１９８件
４９件
２１４件
５６件
７８件
３４件
６２９件

◆様々な分野の助成活動

聴覚障害者の避難所体験訓練

西日本豪雨被災者への慰問活動（倉敷市）

家族を亡くされた方向けのカフェ

防災をテーマにしたミュージカルイベント

