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ＷＡＭ助成 子供の未来応援基金



１．ＷＡＭ助成の紹介

２．子供の未来応援基金の紹介

３．事業計画立案のポイント

４．ひとこと

本日の内容
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はじめに・・・
熊本県内からの申請件数、助成件数、事業例

事業内容の例

＜WAM助成＞
・高齢者就労相談事業及び健康生活応援講座
・社会的養護から巣立つ若者の自立支援事業
・小規模多機能の包括的支援機能の強化事業

＜子供の未来応援基金＞
・子供の居場所を中心とした地域づくり事業
・食堂を拠点に子と親の自立を支援する事業
・ボランティア、サポーターを養成し、子供を支援する事業

2019年度事業 2020年度事業

ＷＡＭ助成 申請10件（全国から505件）

助成 2件（全国の136件に）

申請 8件（全国から427件）

助成 3件（全国の142件に）

子供の未来応援基金 申請 8件（全国から358件）

助成 3件（全国の71件に）

申請11件（全国から352件）

助成 4件（全国の97件に）
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今日の目的

「ＷＡＭ助成や子供の未来応援基金ってこんな
助成金なんだ。申請を検討してみよう。」

「申請前にも、気軽に相談していいんだ。」

「チームでともに、取り組んでいこう。」

こうしたつぶやきが生まれること
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社会福祉振興助成事業

W A M 助 成
について
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WAM助成（社会福祉振興助成事業）の目的

民間福祉活動を応援することで目指す「地域共生社会」

国庫補助金及び寄付金を財源とし、NPOや
ボランティア団体などが他の団体と連携して
取り組む民間福祉活動を後押ししています。

WAM助成は、政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫
ある活動や地域に密着したきめ細やかな活動等に対して助成を行い、
高齢者・障害者等が自立した生活を送れるよう、また、子どもたち
が健やかに安心して成長できるよう必要な支援を行うことを目的と
する助成制度です。
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•発達障害 ・幼少期のいじめや虐待による心の病
•不登校や非行・学校中退後の孤立・親の離婚子ども

•経済的社会的困窮・産前産後の孤立・不安
•夜勤等による過労・精神疾患 ・DV

子育て家庭

•保証人が付けられず住居確保困難・生活破綻
•児童養護施設退所後の孤立・ひきこもり状態
•就活でのつまずき・予期しない妊娠 ・うつ

若者・学生
生活困窮者

•生活困窮状態・重度の心身障害による孤立
•自己否定 ・親なき後の問題・地域移行困難

障害者

•若年性認知症・長期のひきこもり状態
•親の介護負担・家族全体の社会的孤立

中高年者

•独居で孤立や困窮・移動困難 ・判断能力低下高齢者

•自己否定 ・判断力低下・孤立 ・自立困難依存症者

•自立準備ホーム退所後の孤立・社会的自立困難非行・刑余者

•言語や文化の違い・地域での孤立 ・教育格差多文化家族

•法的地位不安定・居住・就労困難 ・保険適用外難民申請者

•生活困難 ・避難先での孤立・体力や地域力低下被災者

•課題対応力の低下・孤立や疲労 ・介護離職住民・介護者

民間の創意工夫ある活動や地域密着した活動により地域共生社会を実現

〈WAM助成で対応している状況の例〉

WAM助成は、制度の狭間にある様々な状況に対応

社会福祉の振興を目指す助成制度です。

制度の狭間にある課題に対応するすべての事業が対象です。

WAM助成とは
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対象者および対象経費

対象者

対象経費 •謝金

•旅費

•賃金

•家賃

•光熱水費

•備品購入費

•消耗品費

•借料損料（会場借料含む）

•印刷製本費

•通信運搬費

•委託費

•雑役務費

•保険料

•ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）

•社会福祉法人

•医療法人

•公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）

•一般法人（法人税法上の非営利法人の要件を満たす［助成対象となる事業の実施期間中に移行するものを含む。］

一般社団法人又は一般財団法人）

•その他社会福祉の振興に寄与する事業を行う法人・団体

※団体の本部運営経費や、助成事業の経費として明確に区分できない経費、助成対象経費
にはない費目（不動産購入費、施設整備費、修繕費など）等、は対象外となります。 8



＊なお、次のいずれかに該当し、委員会が特に認める場合は、全国的・広域的ネットワーク活動支援
事業において、２，０００万円の範囲内で、上記助成金額を超えることが出来ます。
・災害支援等十分な資金の確保が必要な事業を行う場合
・４以上の都道府県を網羅し、大規模かつ広範囲に活動を行う事業の場合

２つの助成メニュー

助成対象事業 （1）地域連携活動支援事業
（2）全国的・広域的ネット

ワーク活動支援事業

事業内容

地域の多様な社会資源を活用し、複数の
団体が連携やネットワーク化を図り、社会
福祉諸制度の対象外のニーズ、その他地域
の様々な福祉のニーズに対応した地域に密
着した事業（同一都道府県内）

全国又は広域的な普及・充実等を図るた
め、複数の団体が連携やネットワーク化を
図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉
の振興に資する創意工夫ある事業又は社会
福祉施策等を補完若しくは充実させる事業

≪要件①≫
他の団体との

連携

核となる団体が他の団体（社会福祉法人､医療法人、NPO法人、公益法人、企業、自治
体、ボランティア団体等）と相互に連携し、協力関係を築き実施する事業であること

≪要件②≫
活動の範囲

同一の都道府県内で活動する事業であるこ
と

二つ以上の都道府県で活動する等、支援す
る対象者が一つの都道府県域を超えて広域
にわたる事業であること

助成金額 50万円～700万円 50万円～900万円（注）
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（参考）連携・ネットワーク化のイメージ図

地域連携活動
支援事業

全国的・広域
的ネットワーク
活動支援事業

一つの
都道府県の
範囲で

二つ以上の都道
府県で活動する
等、支援する対象
者が一つの都道
府県域を超えて広
域にわたる範囲で

核となる団体
(助成先団体 )

が、
他の団体と
連携や
ネットワーク化
を図り
(多様な社会
資源を活用し)

「A」という事業を、他の団体と連携
（役割分担）して実施
(全体で「A」という一つの事業を実
施)

「A」という事業を、核となる団体と
他の団体が連携して、「A1、A2、
A3…」というように、地域の実情に応
じてそれぞれ(同時多発的に)実施

あるいは

＜活動の範囲＞ ＜他団体との連携＞ ＜事業実施形態＞
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審査方法及び審査項目

・審査方法は基本的に書面審査（必要に応じてヒアリングもあり）
・選定は、WAM事務局整理の上、社会福祉振興助成事業審査・評価委員会で審査の上決定

（１）事業実施体制 ⇒活動実績・財務状況
実施者適性、連携・協働

（２）事業の目的、内容等の妥当性⇒事業の目的及び内容
計画の妥当性及び助成の効果

（３）費用対効果 ⇒経費の妥当性
経費の合理性

（４）自立的継続性・将来発展性 ⇒自立的継続性・将来発展性
助成の意義

審査方法

審査項目

留意事項
・過去の事業評価結果を踏まえ審査します。
・助成回数は、原則として連続3回までとします。
（連続4回目以降の法人等は上記審査項目（４）の審査得点の2倍はしません）

審査得点
２倍！
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特徴：WAM助成が後押しする４つの力

分野横断的取組など民間の創意工夫を活かした効果的な支援

制度化・モデル事業化、現行制度の柔軟化を図る取組

異業種・多機関による連携・ネットワークの構築

地域共生社会に向けた支え手の育成や住民参加の促進

複数の団体が連携・ネットワーク化を図り、４つの力を高めることで、以下の
社会課題に対応する活動を後押しします。

WAM助成により4つの力を高めて対応

分野横断 制度化

連 携 住民参加

WAM助成で取り組まれている社会課題の例

• 発達障害・幼少期のいじめや虐待による心の病

• 不登校や非行、高校中退等で孤立した未成年者
子ども

• 経済的社会的困窮 ・育児ストレス ・ＤＶ

• 親が共働きや夜勤 ・精神疾患 ・ひとり親
子育て家庭

• 保証人が付けられず住居確保困難・生活破綻

• 児童養護施設退所者 ・ひきこもり状態 ・うつ

若者・

生活困窮者

• 生活困窮状態 ・ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ ・地域移行が困難障害者

• 言葉や文化の違い ・孤立 ・社会的自立困難多文化家族

• 独居で孤立や困窮 ・移動困難 ・複合的課題高齢者

• 自立準備ホーム退所後に身寄りなく孤立 ・障害非行・刑余者

• 生活困難 ・コミュニティ崩壊 ・防災力低下被災者

• 課題対応力の低下 ・孤立や疲労 ・不安症住民・介護者

民間福祉
活動団体

WAM助成
13



WAM助成の特徴

＊制度の狭間に対応する活動を後押しする連携型助成

＊複数事業の組み合わせによる相乗効果を期待

＊資金提供のみならず、さまざまな情報提供・助言付き
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WAM助成の実績

17.6%

2019年度助成実績

36.8%

17.6%

28.0%
24.3%

31.6%16.9％

12.5％

9.6％

助成金額の内訳 分野別の採択件数

700～2,000万円未満

500～700万円未満

300～500万円未満

障害者支援

若者支援

生活困窮者等支援

被災者支援
5.1%

高齢者・介護者支援

子ども・子育て支援

50～300万円未満

2019年度
採択件数136件（応募件数505件）
多岐の分野にわたる事業が対象となっています。
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子供の未来応援国民運動推進事務局

独立行政法人福祉医療機構（WAM）

子供の未来応援基金

第５回未来応援ネットワーク事業の募集について

（募集期間：R2.8.24～R2.10.2）

16

https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/

募集ウェブページはこちら

https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/


子供の未来応援基金 未来応援ネットワーク事業とは
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募集要領 １．事業の目的（抜粋）

民間資金からなる「子供の未来応援基金」を通じて、草の
根で支援活動を行うＮＰＯ法人等の運営基盤の強化・掘り
起こしを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境を
整備することを目的に、ＮＰＯ法人等への支援金の交付を
行うものです。

子供の貧困対策のための事業
※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「新しい生活様式」に即した支援が求め
られるようになったこと等、子供たちの環境も大きく影響を受けていることに留意



第５回未来応援ネットワーク事業の支援メニュー

〇 と

の２つの枠組み

〇事業Ｂは、小規模での活動を行う団体への支援ニーズ
を踏まえ、前回（第４回未来応援ネットワーク事業）
から実施

事業Ａ（従来の支援枠）

事業Ｂ（少額支援枠）
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事業Aと事業Bのちがい

事業Ａ 事業Ｂ

対象
とな
る団
体

社会福祉の振興に寄与する事業を行う、
営利を目的としない次の法人等
ア 公益法人（公益社団法人又は公益財
団法人）
イ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）
ウ 一般法人（一般社団法人又は一般財
団法人）
エ その他ボランティア団体、町内会な
ど非営利かつ公益に資する活動を行う法
人又は任意団体

左記に加えて、次に該当する法人等

・過去に未来応援ネットワーク事業
（第４回未来応援ネットワーク事業
Ｂを除く）の支援を受けたことがな
い法人等
・設立後おおむね5年以内の法人等ま
たは新規事業もしくは実施後間もな
い事業を実施する法人等

支援
金額

上限300万円 30万円または100万円

・応募は、1団体につき事業Ａまたは事業Ｂのいずれか
・第1回～第3回及び第4回事業Ａで採択されたことのある団体は、事業Ｂに応募できない
・前回事業Ｂに採択された場合、今回事業Ａに移行可能
・今回事業Ｂに採択された場合、次回以降事業Ａに移行可能
（ただし、事業Ａから事業Ｂへの移行は不可）

・支援回数は、事業Ａ・事業Ｂあわせて３回まで
（ただし、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急支援事業を除く） 19



対象となる事業

自ら主催する事業

次のアからカに該当する事業
ア 様々な学びを支援する事業
イ 居場所の提供・相談支援を行う事業
ウ 衣食住など生活の支援を行う事業
エ 児童又はその保護者の就労を支援する事業
オ 児童養護施設等の退所者等や

里親・特別養子縁組に関する支援事業
カ その他、貧困の連鎖の解消につながる事業

対象期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日

金銭を直接給付する事業又は貸与する事業は対象外
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審査の視点

＜事業Ａの場合＞
ア 計画性
申請された事業の目標（定量的な評価が可能なものを含むことが望ま

しい。）が目的に沿って明確に設定されており、当該目標を実現する
ための事業計画・資金計画が適正かつ合理的であること

イ 連携とその効果
地域における多様な関係者を巻き込み、申請された事業の社会的意義

を高めるとともに効果的に実施する工夫があること

ウ 戦略的な広報
申請された事業の実施・効果に関する積極的な情報発信や広報の工夫

を行うこととされていること

エ 継続性
申請された事業終了後の事業展開の見通しについて、今後の団体活動

の発展が期待できる、一定の計画性があること

21

※事業Ｂの審査の視点はＡと同様４点だが、事業規模を考慮。



支援対象経費

支援事業を実施するために真に必要な経費
費目は募集要領別紙を参考に法人等の会計規則などにあわせて記入

① 支援事業の実施期間外に発生した経費
≪支援事業の実施期間≫  令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

② 不動産取得費、団体の運営経費及び内部振替のみで支出が確認できない経費

③ 支援事業の経費として明確に区分できない経費

④ 連携する他の団体に対する分配金

⑤ 国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成を受ける事業と同一事
業かつ同一費目の経費
また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受
ける場合には、支援金の対象外となる場合がある。

（注）対象経費であっても、その妥当性・必要性の判断から支援の対象とならない場合があ

ります。

対象とならない経費
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実施スケジュール

ＷＡＭ助成 子供の未来応援基金

募集 1月頃 8月～10月初旬

審査 2月～3月 10月～12月

内定 4月初旬 1月

助成決定 4月～5月 2月～3月

交付 5月～ 4月～

事業の実施 4月～翌3月 4月～翌3月

子供の未来は日本の未来



（参考）事業計画準備シート

Q１.私たちが向き合っている相手は誰です
か？その相手はどのような課題や困難を抱
えていますか？

Q２.相手の課題や困難に対応するためには
どんな事業が必要ですか？（事業の柱立て
が２つの例）

Q３.事業の実施により、相手の状況にどの
ような良い変化が期待できますか？それを
どう確認しますか？

Q４.相手の状況を変えるために必要な資源
（経験・スキル・連携体制）や実施目標は
どのようなものですか？

事業計画立案のポイント
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WAM担当者より

ひとこと

■ＷＡＭリソースの活用を
WAMが有する「事業評価から得られたノウハウや成果事例の普及」「民間福祉活動
団体とのネットワーク」「助成実績や成果報告等データベース」「WAMNETによ
る国の審議会の情報提供」「社会福祉事業も含めた事業展開への助言」等のリソース
や行政との対等な協働関係の構築に寄与するWAM助成の特徴を事業に活かしてください。

■他団体や行政とのネットワーク作りを
全国各地でさまざまな課題に対応する民間福祉活動が取り組まれています。
情報交換など、双方向の連携が進むことを願っています。

■ＷＡＭは団体の皆様のパートナーです
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■助成を受けたその先の展開（自立化）
助成金は永続的に受け続けることはできません。助成金を上手に活用したのちの、
持続的活動計画、自立化、出口戦略が必要です。



WAMの相談窓口のお知らせ

WAMでは、助成金のご応募をお考えの方のために助成
相談窓口を常設しています。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談く
ださい。

TEL 03-3438-4756
≪受付時間≫月曜日～金曜日 9:00～17:00（土日祝祭日を除く）

https://www.wam.go.jp/hp/cat/wamjosei/

≪お問い合わせ先≫
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https://www.wam.go.jp/hp/cat/wamjosei/

