
 

 

 

 

 

SAVE JAPAN プロジェクト第Ⅱフェーズ（地域定着期） 

2017年度応募要項（地域定着期 2年目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 245 

TEL: 03-3510-0855  FAX: 03-3510-0856 

Email: savejapan@jnpoc.ne.jp  



(1) 趣旨 

 

地域住民に対して環境活動に参加する機会を提供することで、環境問題への関心が高いコミュニティ

づくりに貢献します。 

さらに、多様な主体との「連携」「協働」が促進されることで、関係団体・関係者や参加した地域住民

が互いに学びあい、地域の環境問題の解決のための行動が増加する好循環が創出され、「いきものが住

みやすい環境づくり」につながっていくことに寄与します。 

そのために、過去 6 年間で培われた SAVE JAPAN プロジェクトの経験をもとに、地域の独自性を活

かして「いきものが住みやすい環境づくり」を目指したプロジェクトを応援します。 

 

(2) 助成事業のコース 

 

助成にあたっては以下の 2 つのコースを設定します。いずれかのコースを選んでご応募ください。 

※2016 年度のコースから変更も可能です。採択後の変更は不可。 

A コース：環境活動への新たな参加者を獲得するため、事業を実施する環境団体が、普段実施している

プログラムから新たな挑戦を行う事業。 

B コース：複数の団体、企業、自治体等、地域の多様なステークホルダーとの協働で事業が実施される

ことで、事業終了後も活動が定着し何らかの発展が期待できる事業。 

 

(3) 助成対象団体 

 

SAVE JAPAN プロジェクトに賛同し、これまで SAVE JAPAN プロジェクトを行ったことのある NPO

支援センター。 

 

(4) 事業実施団体 

 

応募にあたって、NPO 支援センターは事業を連携して実施する環境団体（※）を選定してください。 

・連携相手である環境団体は、非営利団体であれば、法人格要件はありません。 

・SAVE JAPAN プロジェクトに関わった経験の有無は問いません。 

 

(5) 助成対象事業 

 

環境問題への関心が高いコミュニティづくりへの好循環が創出される「いきものが住みやすい環境づく

り」をめざした、以下の条件を満たしている事業。 

 

・希少生物種を切り口とした環境保全活動を体験できる事業 

・地域住民に参加の機会が広く開かれた形で実施している事業 

・連携する環境団体が事業終了後も継続して活動できるように組織基盤強化支援の視点がある事業  



※助成事業実施にあたっては、以下のことをお願いいたします。 

・イベント実施 2 ヶ月前に、実施計画書を提出してください。 

・広報物に SAVE JAPAN プロジェクトのロゴや説明を掲載してください。 

・イベント当日に、SAVE JAPAN プロジェクトの説明をしてください。 

・イベント当日に、指定する横断幕・幟の掲示、AD カード等の配布を行ってください。 

・イベント当日に、指定する横断幕やのぼりを使用して集合写真を撮影してください。 

・イベント当日に、指定するアンケートを実施してください。 

・イベント終了後に、事業報告を行ってください。 

・その他、運営ガイドラインに沿った事業運営を行ってください。 

 

(6) 助成額 

 

・A コース：上限 55 万円  ・B コース：上限 100 万円 

※助成総額 2,800 万円。1 次締め切り 1800 万円、2 次締め切り 1000 万円を想定しています。 

1 次締め切りで想定した助成額に満たない場合は、2 次締め切りに追加します。 

また A コースは合わせて 25 地域程度、B コースは合わせて 15 地域程度を想定しています。 

 

(7) 選考基準 

 

共通基準 

・地域性：フィールドがあり地域に根差した活動をしていること 

・社会性：市民を巻き込んだ活動を展開し、地域の課題を意識した活動に取り組んでいること 

・継続性：参加する人々（関係者含む）の主体性が育ち、継続して地域に貢献しようとする意欲を高め

る工夫があること 

・市民参加性：外に開かれており、一般市民が参加しやすい配慮や工夫がなされていること 

・実現性：目標設定、目標に対する計画、予算等が適切で実現性が高いこと 

 

個別基準 

<A コース> 発展性：新たな参加者を獲得するため、事業を実施する環境団体が、普段実施しているプ

ログラムから新たな挑戦が見られること 

<B コース> 協働性：複数の団体、企業、自治体等、地域の多様なステークホルダーとの協働で事業が実

施されることで、互いの強みが発揮されて、事業終了後も何らかの発展が期待できること 

 

継続時の基準 

<A コース> 発展性：昨年度の挑戦から、新たな参加者を獲得するため、事業を実施する環境団体が、普

段実施しているプログラムから具体的な新たな挑戦が見られること 

<B コース> 協働性：昨年度の協働の実績を客観的に説明でき、今年度の獲得目標、3 年目に向かっての

獲得目標が具体的に示されていること 



(8) 選考方法 

 

選考基準に基づき、損保ジャパン日本興亜と日本 NPO センターが協議します。 

 

(9) 応募締め切りと事業対象期間(調整中) 

 

1 次締め切り 

応募締め切り：2017 年 6 月 30 日（金） （必着） 

応募受付期間：2017 年 6 月 15 日（木）～2017 年 6 月 30 日（金） 

選考結果通知：2017 年 7 月 20 日（木）ごろ 

事業対象期間：2017 年 10 月 1 日（日）～2018 年 9 月 30 日（日） 

 

2 次締め切り 

応募締め切り：2017 年 12 月 8 日（金） （必着） 

応募受付期間：2017 年 12 月 1 日（金）～2017 年 12 月 8 日（金） 

選考結果通知：2018 年 1 月 19 日（金）ごろ 

事業対象期間：2018 年 4 月 1 日（日）～2018 年 9 月 30 日（日） 

 

(10) 応募書類 

 

所定の応募書類と、以下の添付文書を各 3 部お送りください。 

応募書類は A4 で、綴じこまずにお送りください。 

・添付文書 

①環境団体のパンフレット 

②環境団体の直近年度の決算書類と事業報告書 

 

(11) 応募書類の送付 

 

認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター 

SAVE JAPAN プロジェクト 全国事務局 行 

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 245 

 

(12) 応募に関するお問い合わせ 

日本 NPO センター SAVE JAPAN プロジェクト全国事務局（担当：辻、新田） 

TEL：03-3510-0855 Email：savejapan@jnpoc.ne.jp 

 
 
 
 
 
 



(13) よくあるお問い合わせ 

応募にあたって 

Ｑ：A コースと B コースの両方に応募することは可能ですか？ 

Ａ：1 つの NPO 支援センターは 1 つの案件のみ応募可能とします。必ずいずれかを選択してください。 

B コースに応募する際に、A コースの要素を入れること（またはその逆）はしていただいて結構で

す。また、A コースの実施にあたっても、複数の団体との実施を想定していただいても結構です。 

 

Ｑ：2 次締め切りでの応募を検討していますが、1 次締め切りで助成が締め切られることはありますか。 

Ａ：助成総額 2800 万円のうち、1 次締め切りで 1800 万円、2 次締め切り 1000 万円の助成を想定して

います。1 次締め切りで想定した助成額に満たない場合は、2 次締め切りに追加します。 

 

Ｑ：1 次締め切りで落選した場合に、2 次締め切りに再度応募することはできますか。 

Ａ：可能です。ただし、1 つの NPO 支援センターで採択される事業は 1 事業とします。 

 

Ｑ：応募書類に「3 年後の地域の目指す姿」という欄がありますがが、3 年間同じ団体と事業を実施す

る必要がありますか。 

Ａ：事業の実施にあたって、中長期的なビジョンを持っていただきたいという趣旨です。2 年目以降の

申請で団体が変わることは問題ありません。 

 

Ｑ：自組織の所在地以外の都道府県で実施するプログラムを申請してもいいですか。 

Ａ：かまいません。 

 

Ｑ：実施団体の条件はありますか。 

Ａ：非営利団体であれば、特に条件はありません。実施団体に関しては、SAVE JAPAN プロジェクトに

取り組んだ経験の有無も問いません。 

 

Ｑ：Ｂコースに応募する際に、実施団体以外の協働相手の合意が取れていない状態でもいいですか。 

Ａ：申請をすること自体は問題ありませんが、協働の実態が作れない場合は助成が中断されることがあ

ります。 

 

事業設計にあたって 

Ｑ：採択後に、ＡコースからＢコース（またはその逆）への変更は可能ですか。 

Ａ：採択後のコース変更はできません。B コースの運営の際に、A コースの要素を入れること（または

その逆）はしていただいて結構です。 

 

Ｑ：他の助成金などと組み合わせることは可能ですか。 

Ａ：SAVEJAPAN プロジェクトが主体となる、少額の助成金や協賛金、寄付は可能です。委託事業は不

可とします。関係団体を表記する際、「協賛」は損保ジャパン日本興亜のみとしてください。 

 



Ｑ：チラシなどの媒体に広告を載せることは可能ですか。 

Ａ：SAVEJAPAN プロジェクトが主体となる範囲であればかまいません。内容は媒体ごとに全国事務局

へご相談ください。確認には 1 週間程度お時間を要することがございます。 

 

Ｑ：参加者の最低人数の要件はありますか。 

Ａ：1 人あたりのコストを鑑みて、55 名以上の事業を想定していますが、特に最低人数は設けていませ

ん。応募の際に主旨に合った目標人数を定めていただき、その目標はクリアしてください。 

 

Ｑ：人件費の算定基準はありますか。 

Ａ：設定していません。 

 

Ｑ：Ｂコースは協働事業であることが要件ですが、実行委員会の形にする必要がありますか。 

Ａ：必ずしも実行委員会を組織する必要はありません。複数の団体が協働していれば大丈夫です。 

 

Ｑ：Ｂコースには企業や行政が関わることが必須ですか。 

Ａ：必ずしも企業や行政が関わる必要はありません。実施団体と運営支援団体以外の団体が関わってい

ることが要件です。環境 NPO だけでない、多様な団体などが関わることで、新しい活動が生まれ

ることを期待しています。 

 

進め方について 

Ｑ：覚書はいつ締結しますか。 

Ａ：助成決定後に取り交わします。助成期間内の覚書で、翌年度以降は改めて選考プロセスを行うこと

になります。 

 

Ｑ：助成金の振込はいつごろですか。 

Ａ：覚書締結後概ね 1 か月以内に全額お支払いします。 

 

Ｑ：損保ジャパン日本興亜の支店との連携はいつごろから始まりますか。 

Ａ：助成決定後、損保ジャパン日本興亜の CSR 室からそのエリアの担当支店を調整し連絡いたします。 

 

Ｑ：採択決定後、どのような書類が必要になりますか。 

Ａ：7 月中に担当者の写真等、採択団体の紹介に必要な情報をいただきます。事業実施の 2 ヶ月前に実

施計画書の提出をお願いいたします。また、その際、専用サイトへの入力を合わせてお願いいたし

ます。事業終了後に報告書と精算書類などの提出をお願いする予定です。 

 

Ｑ：専用サイトの入力はどのような分担になりますか。 

Ａ：応募用紙で色がついている項目は、全国事務局が入力します。イベントの計画や活動レポートなど

はいままでと変わらずお願いします。なお、参加申し込みフォームは専用サイトからは廃止します

ので、各団体でご用意ください。 


