
平成 24 年８月 10 日

ＪＲ西日本あんしん社会財団は、平成 25年度も「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、事故防止など身近な「いのち」を支える活動及び研究を応援します。

１．「平成 25 年度公募助成（活動・研究）」の概要

(1) 助成対象 事故、災害が起こった際の備えに関する活動・研究

または、事故、災害が起こった後の心のケア等に関する活動・研究

（東日本大震災・平成 23年の台風 12 号に関する被災者支援活動を含む。）

(2) 助成期間 平成 25 年４月１日から平成 26年３月 31 日までの１年間

(3) 助 成 金 活動助成 １件あたり ５万円以上 100 万円以下

研究助成 １件あたり 200万円以下

(4) 募集期間 平成 24年 10 月１日（月）から平成 24 年 11 月 30 日（金）まで

(5) 応募方法 募集要項は、平成 24 年８月 20日よりホームページに公開します。

なお、助成申請書は平成 24 年 10 月１日よりホームページに公開します。

(6) そ の 他 応募を計画されている方向けに、公募助成に関する募集説明会を開催します。

① 平成 24 年 10月 12 日（金）18 時～20時 ホテルグランヴィア大阪にて

② 平成 24 年 10月 13 日（土）10 時～12時 〃

平成 24 年９月１日（土）開催の「東日本大震災支援活動報告会」の中でも募

集説明会を行います。

２．過去の助成活動の紹介（参考）

これまで様々な活動を応援してきました。

甲子園口地区まちづくり協議会／兵庫県西宮市にて 関西学院ﾋｭーﾏﾝｻーﾋ゙ｽｾﾝﾀー／兵庫県佐用郡佐用町にて

つれもて和歌山／和歌山県東牟婁郡古座川町にて 日本レスキュー協会／兵庫県伊丹市にて

「平成 25 年度公募助成
（活動･研究）」
の募集を行います

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

平成 25 年３月下旬に

助成金交付予定。

【防災訓練の様子】

【被災者へマッサージする様子】 【セラピードッグによる癒し体験の様子】

【被災者へ足湯を提供する様子】



【 別紙１ 】

「平成 25 年度公募助成（活動・研究）」の詳細について

「平成 25年度公募助成（活動・研究）」の詳細については下記のとおりです。

記

１．対象となる活動・研究のテーマ

○ 活動助成

事故、災害が起こった際の備えに関する活動。

または、事故、災害が起こった後の心のケアや身体的ケア等に関する活動。

なお、今回の活動助成においては、上記活動のうち、東日本大震災または平成 23 年台風

12 号災害に関する被災地・被災者支援活動に対し、特別枠（500万円以上）を設定。

○ 研究助成

事故、災害が起こった際の備えや事故の防止に関する研究。

または、事故、災害が起こった後の心のケアや身体的ケア等に関する研究。

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）

○ 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）。

３．助成期間

平成 25年４月１日から平成 26 年３月 31日までの１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、平成 25 年３月下旬に助成金を交付予定。

○ 活動助成 ： ５万円以上 100万円以下

○ 研究助成 ： 200 万円以下

５．募集期間

平成 24年 10 月１日（月）～平成 24 年 11月 30 日（金）必着

６．応募方法

○ 募集要項は、本日以降、ホームページ（【ＪＲ西日本財団】で検索）に公開します。

○ 助成申請書は、募集開始日の平成 24年 10月１日よりホームページに公開します。

○ 助成内容の詳細や募集要項は、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。



【 別紙２ 】

これまでの公募助成の実績

これまで当財団では、設立した平成 21 年度に募集した平成 22 年度を助成期間とする公募助成

を皮切りに、３回の公募助成を実施し、様々な分野の活動・研究に助成を行っています。

○ 助成実績（年度別）

助成期間 活動 研究 計 助成金総額

平成 22 年度 １７件 ８件 ２５件 ２，７５５万円

平成 23 年度 ２０件 １０件 ３０件 ２，９７５万円

平成 24 年度 １９件 ７件 ２６件 ２，８７９万円

合 計 ５６件 ２５件 ８１件 ８，６０９万円

○ 助成実績（分野別）

分 野 件数

心身のケア関連 １５件

事故防止関連 １４件

防 災 関 連 ２４件

救 命 関 連 １１件

そ の 他 １７件

合 計 ８１件

また、この他に、平成 23 年３月 11 日の東日本大震災の発生を受け、被災地・被災者への支援

活動を応援する助成事業も行っています。

○ 助成実績

助成期間 件数 助成金額

平成 23 年 4月～平成 24 年 3月 １０件 ４９５万円

平成 23 年 10 月～平成 24 年 9月 １０件 ４９６万円

平成 24 年 4月～平成 25 年 3月 １２件 ５４４万円

合 計 ３２件 １，５３５万円


