
日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体でNPO法
人などの法人格を有するもの、または取得申請中の団体で6月末
までに法人登記が完了見込みの団体。なお、活動実績が2年以
上であること（法人格を有する以前の活動実績を含みます）。

複数の団体が連携した協働事業の場合は、代表申請団体が上
記 1 の要件を満たしていることを条件とします。

任意団体については、5人以上のメンバーで構成され、かつ2
年以上の活動実績があること、また、ホームページ、SNS
（フェイスブック等）による定期的な情報発信を行っており、
会則、規約またはそれに相当する文書を有している団体としま
す。なお、応募にあたっては、活動する地域の中間支援組織
（NPO支援センターなど）からの推薦があることを条件とし
ます。

助成決定後、申請事業の活動計画に基づいた目標設定、四半
期ごとの経過報告、効果検証、活動成果の作成・公表等につ
いて、実施いただける団体。

申請事業の活動状況について、ホームぺージ、ＳＮＳ（フェイス
ブック等）による定期的な情報発信に了承いただける団体。

申請書送付先・お問い合わせ先

2018年度（第16回）

ドコモ
市民活動団体助成事業
募集案内

〒100-6150 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー41F
TEL：03-3509-7651  （平日10時～18時 土日祝除く） E-mail：info@mcfund.or.jp

NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）は、
豊かで健全な社会の実現に向けて、全国の市民活動を支援しています。
それぞれの地域で、将来の担い手である子どものたち健やかな育ちを　
応援する活動に取り組んでいる皆様からの積極的なご応募をお待ちしています。

http://www.mcfund.or.jpまずはホームページをご覧ください
実 施 内 容・応 募 に 関 す る 詳 細 を ご 覧 い た だ け ま す
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※反社会的勢力とは一切関わっていないことを要件とします。また、活動内容が政治・宗
教・思想に偏っていないことを要件とします。

※1団体1事業に限ります。  

2/26月 ~3/31土

NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）事務局

助成対象団体

応募
受付期間

2018 2018

助成金額・助成対象活動
助成金額:総額 3,500万円（上限）

70万円子どもの健全な育成を支援する活動

不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対する精神的・物理的な支援、復学・社会的
自立支援活動（フリースクール、カウンセリングなど）

児童虐待やドメスティック・バイオレンス（DV）、性暴力などの被害児童・生徒や社
会的養護を必要とする子どもの支援、および虐待防止啓発活動

非行や犯罪から子どもを守り、立ち直りを支援する活動

子どもの居場所づくり（安心・安全な居場所の提供、子どもの不安や悩みに対する相
談活動など）

障がい（身体障がい・発達障がいなど）のある子どもや難病の子どもの支援活動
（療育活動、保護者のピアサポート活動など）

マイノリティ（外国にルーツを持つ、LGBTなど）の子どもを支援する活動

地震・台風などの自然災害で被災した子どもたちへの支援活動

上記①～⑦以外で「子どもの健全な育成」を目的とした活動

1団体あたり上限70万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。なお、2017
年度の助成決定団体からの応募については、1団体あたり上限100万円までの応募を可能とします。

1団体あたり上限100万円までの応募を可能とし、施策内容などを審査のうえ決定します。

経済的困難を抱える子どもを支援する活動

学習支援活動
放課後学習サポート、訪問学習支援、学習能力に合わせた個別ケアなど

生活支援活動
子育てサロン、子ども食堂、シングルマザーへの支援、フードバンク、居場所の提供など

就労支援活動
職業体験、社会的養護退所者の就労支援など

上記①～③以外で「経済的困難を抱える子どもの支援」を目的
とした活動
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助成対象期間：2018.9.1土 ～ 2019.8.31土

日本国内で実施する活動を対象とします。

上限額
（1団体あたり）

100万円上限額
（1団体あたり）



認定NPO法人 ロージーベル

こおりやま日本語教室

NPO法人 やまがた絆の架け橋ネットワーク

NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス

NPO法人 ReBit

NPO法人 BONDプロジェクト

NPO法人 日本ホスピタル・クラウン協会

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

さきちゃんち運営委員会

NPO法人 Sports Assistants

NPO法人 キズキ

NPO法人 ストップいじめ ナビ

子どもを守る目コミュ＠文京区

認定NPO法人 Ocean’s Love

NPO法人 ぜんしん

認定NPO法人 あっとほーむ

NPO法人 ウィーズ

NPO法人 キドックス

認定NPO法人 ひこばえ

NPO法人 ターサ・エデュケーション

NPO法人 ながのこどもの城いきいきプロジェクト

NPO法人 女のスペース・ながおか

いえいく。会

NPO法人 日本冒険教育協会

NPO法人 再非行防止サポートセンター愛知

NPO法人 みらい

NPO法人 ASTA

NPO法人 子育てサークルネットしずおか

NPO法人 Mama’s Café

NPO法人 くすくす

NPO法人 どんぐりの会

NPO法人 ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクト

NPO法人 プラスワン

NPO法人 True Colors

NPO法人 すいた環境学習協会

NPO法人 つなご

公益社団法人 兵庫県聴覚障害者協会

NPO法人 さくらネット

NPO法人 アズウィッシュ

びわこ☆1・2・3キャンプ実行委員会

NPO法人 日本こども支援協会

NPO法人 すたんど

NPO法人 子育てネットひまわり

NPO法人 チャルカ・ジャパン

認定NPO法人 NEXTEP

NPO法人 おおいたNPOデザインセンター

NPO法人 鹿児島県自閉症協会

NPO法人 Kacotam

一般財団法人 北海道国際交流センター

ねっこぼっこのいえ

NPO法人 キッズドア

NPO法人 チャリティーサンタ

認定NPO法人 3keys

NPO法人 維新隊ユネスコクラブ

NPO法人 メリーミーズ

認定NPO法人 D×P

公益財団法人 住吉隣保事業推進協会

NPO法人 阪神つばめ学習会

NPO法人 フードバンクかごしま

宮城県

福島県

山形県

東京都

神奈川県

千葉県

茨城県

群馬県

長野県

新潟県

愛知県

静岡県

岐阜県

三重県

石川県

富山県

大阪府

兵庫県

京都府

滋賀県

奈良県

岡山県

香川県

福岡県

熊本県

大分県

鹿児島県

北海道

宮城県

東京都

大阪府

兵庫県

鹿児島県

2017年度（第15回）ドコモ市民活動団体助成事業 助成先一覧

問題を抱える子ども支援の促進のための情報発信とネットワーク構築

外国にルーツを持つ子どものための高校進学ガイドブック作成とその普及

避難世帯における長期休みの子ども預かり事業

性的搾取から子どもを守るためのアウトリーチおよび政策提言

LGBT（性的マイノリティ）の子どもが安心して過ごせる学校をつくろう

「子どものSOSが届く社会へ」情報発信と表現の場づくり

闘病中の子どもに対して笑いを伝え、心豊かな生活を取り戻す

難病の子どもとそのご家族の東京旅行支援事業

子ども地域包括ケアプロジェクト「まちのおうち」

運動格差をなくすためのアフタースクール　～体力向上支援活動～

不登校・高校中退の子どもたちの支援者育成プログラム

「いじめから抜け出す方法はあるよ！」情報発信プロジェクト

子どもたちを地域で見守り、支える仕組みづくり

知的障がい児の健全なカラダとココロを育てる運動イベント

不登校等に悩む親子へ居場所提供による自立と対人スキル支援事業

おうち保育園®を全国に広げよう！

ひとり親家庭の不登校児童・生徒を対象とした訪問学習指導

引きこもりや不登校の子ども・若者と、その家族向けの余暇活動の充実

DVなどの被害にあった母子家庭の子どもたちと母親への無料学習会と心のケアの実施

不登校の高校生たちが大学進学するための高卒認定試験への対応 および中退予防としての居場所の提供

ながのこどもわくわくカフェ「居場所運営を通じた子育ち・ 子育て支援事業」

DVや虐待家庭で育つ・育った子どもと親へのケアと支援 パートⅡ

発達障がい児を持つ母親のためのワークショップとネットワーク作り

軽度発達障がい児童対象「1DAYキャンプ」～秋の大自然を楽しもう！～

本音と希望をもとに再非行を減らし笑顔を増やしたい

日本で子育てをする外国人親子のためのサロンと相談会の開催

愛知県・東海地方におけるLGBT・ダイバーシティの理解啓発活動

困難を抱える子どもの居場所づくりと親子サポート事業

13万人が動けば、子どもの貧困・虐待をなくせる！を実証する(フェーズⅠ)

親育ち・子育ちサロン「かるがもひろば」　～子育て技術の伝承教室～

子どもたちが安心・安全でいきいき過ごせる子育てサポート事業

DVなどの暴力被がい児童が自分らしく生活できるよう地域で行う支援 

夢を育てよう！第2弾！　親子運動教室　（正しいモデルから学ぼう）

カラーバリアフリー社会実現をめざして　～見えてる色は、それぞれ違う？～

体験型の環境学習支援を通した、子どもたちの健全育成事業

子どもシェルター運営事業（保護者から虐待等を受けた子どもを保護する）

聴覚障がい児を対象とした「集団作り」と「学習進路相談室」

こどもぼうさいまつり　in　にしはらむら　開催

発達障がい児の母親・一般市民向け　障がい特性啓発と子育て支援活動

笑顔いっぱい！ びわこ☆1・2・3キャンプ in 2018春

One Love全国一斉里親啓発キャンペーン

様々な理由により放課後に行き場のない子どものための無料塾

「子育て家庭とダブルケアを考える井戸端　Caféおいでまい」 ～子育て家庭の複合的な課題解決の場の提案～

おひさまカフェプロジェクト2017

不登校児サポート事業　フィールド

不登校生スキルアップカフェと発達障がい児基礎学力支援事業

障がい児のための保育付き学習会　障がい児対象のスポーツ事業と療育

子どもたちの「やりたい」をカタチにする学びの場づくり

はこだてらこや～函館の将来を担う人材育成～

夜間の多世代型子育てサロン「おかえりひろば」の開催

宮城県仙台市の困窮家庭の中学3年生を対象とした無料学習会

貧困家庭の子どもの思い出格差を支援し、自己肯定感を育む活動

高齢児・施設退所者向け拠点型学習支援サービスの提供事業

教育格差にココロで向き合う無料塾「ステップアップ塾」

児童養護施設出身の子どもたちの就労支援 ～自分の人生を自分の力で生き抜くために～

定時制高校に通う高校生に「つながり」を届けるプロジェクト

みんなで作ってたべよう！「寿こども料理食堂」

子どもの学習場所づくりと恩贈り型コミュニティの形成と拡大

子ども食堂への寄贈食材・食品の提供促進スキームの構築

助成先団体名称

子どもの健全な育成を支援する活動

経済的困難を抱える子どもを支援する活動

都道府県 活動タイトル

助成先団体名称都道府県 活動タイトル


