
上記の他にも各種活動団体を対象とした助成金事業があります。
利活用をご検討されるグループは一度社協までご連絡ください。

公益財団法人 大和証券福祉財団

京都オムロン地域協力

助成趣旨・対象 助成金額

　高齢者対象の福祉活動、高齢者の社会参加
支援する活動など「高齢社会における地域福
祉づくり活動」を行うため、地域福祉活動や
高齢者自身の社会参加活動を実施する団体

（地域福祉会・ボランティアグループ）に対し
て助成　※申請には社協の推薦が必要です。

１件あたり
１５万円限度

事業予算の
５０％以内

　京都府内において、社会貢献活動をされ
ている団体や個人がイベントを開催される
際の費用支援として行っている小額助成です。
　地域の社会福祉、青少年の健全育成、男女
共同参画の推進、生活環境・地球環境の整備
の分野があります。

長谷福祉会 助成事業
（１）老人介護施設・障害福祉サービス等
　　    社会福祉に関する事業団体

（２）児童・乳幼児の生活自立支援団体・
　　    青少年の健全な育成に資する団体

（３）自殺予防を推進する団体

原則
１０～ ５０ 万円
限度

公益財団法人大阪ガス
　　グループ福祉財団

高齢者福祉助成

公益財団法人

（１）高齢者・障がい者、子供への支援活動
及びその他社会的意義の高いボランティア活動

（２）地震・豪雨等による大規模自然災害の被災
者支援活動
応募資格：ボランティア活動を行っているメンバー
が５名以上で、営利を目的としない団体

2019 年 10 月 7 日迄

2019 年 9 月 15 日迄
（当日消印有効）

2019 年 8 月 30 日迄

4 月 1 日～3 月 31 日（通年）

   １団体あたり
   上限３０万円

令和元年度（第26回）
ボランティア活動等助成

基金

大和証券福祉財団　http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

長谷福祉会http://www.hasefukushikai.hase-building.co.jp/index.html

リンク先
京都府社会福祉協議会 (各種助成情報 )　http://www.kyoshakyo.or.jp/shakyodb/josei.cgi?c=index

大阪ガスグループ福祉財団　http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/index.html

　久御山町社協が実施するボランティア助成以外にも、様々な団体がボランティア関連の補助金・助成
金事業を展開されています。ここでは例年、利用申請が多い主な補助金・助成金の団体について紹介い
たします。　

ボランティア関連 助成情報

HP アドレス
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○災害ボランティアセンター運営訓練の実施
○災害ボランティアセンターの運営初動期に
　かかる情報整理
○各校区防災訓練での啓発等
○災害ボランティアセンター用倉庫での保管
　資機材の充実

2019 年度の事業計画

災害が発生した時、救助やイン
フラ復旧を行政が担う中、災害
に人々の「被災された方々を支
援したい」という思いをとりま
とめ、被災者支援のためのボラ
ンティア活動として、効率的・
効果的に実施することを目的に
運営される組織

災害ボランティアセンターとは・・・

　久御山町社会福祉協議会では、平成 29 年 3 月より” 久御山町災害ボランティアセンター” を常設し、
久御山町内における災害ボランティアに関係する様々な取り組みを実施しております。

久御山町災害ボランティアセンター

　左は平成 31 年度（令和元年度）に久御山町社会福祉協議会へ登録

をされているボランティアグループの一覧です。8月 15 日現在で、

23 団体 延 271 名の方々が登録されています。

活動内容は各グループ様々で、自分たちが「やりたいこと」「地域に

貢献したいこと」「生きがいとしたいこと」など、各グループがその

活動コンセプトにかなった活動を展開されています。

　今年度から新たに２団体の登録がありました。久御山町社協では、

皆さまから「自分がやってみたい活動をしているグループがある」

「詳しい活動内容を聞きたい」などのお問い合わせをお待ちしております。

多目的 あつまろ会

調理 クックピープル
運転 久御山運転ボランティア

　　　　　　　グループ

子育て さくらんぼ

  手話 手話サークル
　　　いちご

  手話 手話サークル
　　　さくら

  音楽 大正琴サークル
　　　すみれ

  体操 久御山
ゆる体操クラブ
　　　

  修理 おもちゃ病院
　　　

  筆記 要約筆記
「グー」
　　　

  障害 ボランティアグループ
　　　クローバー

  音楽 久御山
ハーモニー

  傾聴 傾聴ボランティア
　　　　　“こころ”

 遊楽の会  音楽

多目的 クミトピア
“（かなえモン）”

  音楽 アマービレ
認知症
予防

認知症予防ゲーム
　 「ハートフル」

  手話  手話サークル
     　    HAPPY

フラダンス ナニ・プア・ティアレ

銭太鼓 銭太鼓さざんか
※活動休止中のグループは除く

災害ボランティアセンターの役割
→被災者とボランティアを「つなぐ」

ボランティア活動希望者

つなぐ
（マッチング）

被災者助けてほしい
（ニーズ）

助けたい
＊基本コース加入者への地震・津波・噴火等の天災によるケガ等は補償の範囲外です。
＊中途加入の方は加入手続き完了日の翌日０時から 2020 年 3 月 31 日までの期間です。

＊損害賠償責任について、保険契約者または被保険者の故意によって生じた責任は、保険金支払の対象となりません。
＊傷害補償責任について、保険契約者、被保険者または傷害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガは、
　保険金支払の対象となりません。

特
約 天災補償

被保険者１名あたりの保険料

（身体障害・財物損壊共通）

傷
害
補
償

通院保険金日額
入院保険金日額

死亡・後遺障害保険金
補償内容

基本コース 天災コース
S プラン Aプラン Bプラン Sプラン

天災
Aプラン
天災

Bプラン
天災

プラン
※熱中症によるケガも補償 ※熱中症に加え、地震・噴火・津波によるケガも補償

900 万 円

5,000円 6,500円 10,000円 5,000円 6,500円 10,000円

3,000円 4,000円 6,000円 3,000円 4,000円 6,000円

900 万 円 2,000 万 円 1,100 万 円 1,500 万 円 3,300 万 円

賠償責任補償 1 事故につき（支払い限度額）３億円
免責金額：なし

２５０円 ３００円 ５００円 ４５０円 ６００円 １，１００円
× × × ○ ○ ○

補償内容・保険料等 2019 年 4 月 1 日０時から 2020 年 3 月 31 日 24 時までの１年間

●インターンシップ・免許・資格・単位取得を目的とした活動
●団体メンバーの相互扶助・親睦のみを目的とした活動
●学校（授業の一環）として教諭・生徒が行うボランティア活動
●ＰＴＡ・自治会・町内会・マンション管理組合などの共通利益・親睦を目的とした活動
●企業の営業の一環として行われる活動
●日常生活との区別が不明確な自宅敷地内での活動
　（ただし事前に活動計画書において活動内容が明確になっている場合は対象）

活動対象にならないもの

次の（１）～（３）の全てに該当する活動が対象です。
（１）国内で自発的意志に基づき、他人への奉仕や社会貢献を目的として取り組まれている活動
（２）所属ボランティア団体の会則に従い企画・立案された活動、社会福祉協議会に届け出た活動
　　  あるいは社会福祉協議会の委嘱を受けた活動

（３）無償の活動

活動対象

　個人・団体を問わず、『ボランティア活動中の事故により本人がケガをした』『ボランティア活動中
に他人へ損害を与えた』といった場合にその保証をする保険です。久御山町社協では、加入の際にか
かる保険料について１人１００円の負担となるように補助を行なっています。

2019年度
ボランティア保険（ボランティア活動保険）のご案内


