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報道資料

関西支部

ＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバル
〜「働く女性の環境改善」2010年度助成金 申請団体募集のお知らせ 〜
在日米国商工会議所（ACCJ）関西支部は2010年10月16日に神戸メリケンパークにて「働く女性
の環境改善」をテーマに、第5回ＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・
フェスティバルを開催しました。今年で5回目を迎えたこのフェスティバルには、約1,500名が参
加。5年間継続して実施することにより、さらに、チャリティーのテーマである「働く女性の環境
改善」がいかに重要であるか、また、このフェスティバルが女性だけではなく、家族、友人などを
含めて楽しむことのできるすばらしいフェスティバルであることを、ご参加いただいた皆様お一人
お一人にご理解いただくことができました。
本年度は400万円以上の収益金＊を、関西地域において「働く女性の環境改善」をめざしその実現
に資する活動を行う非営利団体に2010年度助成金として寄付します。2010年度助成金は、各団体
の2011年度の活動（例：2011年1月〜2011年12月または2011年4月〜2012年3月）を対象に
しています。
つきましては、御紙においてこの募集に関する記事をご掲載いただきたくお願い申し上げます。一
つでも多くの対象団体に、この助成金のことを知っていただきたいです。
助成金を申請するための応募要領および申請用紙は添付のとおりです。
＊ 協賛金・寄付金合計よりイベント運営費を差し引いた額
＃＃＃
1014 J
在日米国商工会議所について
在日米国商工会議所（ACCJ）は、米国企業40社により1948年に設立された日本で最大の外資系経済団体で
す。米国企業の日本における経営者を中心に、現在は約1000社を代表する会員で構成され、東京、名古屋、
大阪に事務所を置いています。日米両国政府や経済団体等との協力関係の下、「日米の経済関係の更なる進
展、米国企業および会員活動の支援、そして、日本における国際的なビジネス環境の強化」というミッショ
ンの実現に向けた活動を展開しています。また、60以上の業界・分野別委員会を中心に活動を行い、意見書
やパブリック・コメント、白書等を通じた政策提言や、政策や経済の動向等について年間500以上のイベン
トやセミナーを開催するとともに、各種チャリティー等の企業の社会的責任（CSR）活動にも積極的に取り
組んでいます。
【お問い合わせ】
同件に関するお問い合わせは、在日米国商工会議所 渉外室メディアコーディネーター
3433-6542; メール: ynoda@accj.or.jp) までお願い致します。

野田由比子 (電話: 03-
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在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）関西支部は、企業の社会的責任（ＣＳＲ）活動の一環と
して、2010年10月に「働く女性の環境改善」をめざして第5回ＡＣＣＪ関西・ウォーカソ
ン チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバルを開催しました。その収益金を、関
西地域において「働く女性の環境改善」をめざしその実現に資する活動を行う非営利団体
に2010年度助成金として寄付します。2010年度助成金は、各団体の2011年度の活動
（例：2011年1月〜2011年12月または2011年4月〜2012年3月）を対象にしています。
助成金を申請するための応募要領をここに記します。
応募書類提出期限：

2010年12月1日

応募資格：
下記のいずれかに該当するもの。（ＮＰＯ法人の認証を受けていない団体等も応募可）
• 関西地区の女性の仕事と子育ての両立を支援する活動を継続的に行っている非営利団
体･機関であり、女性が働きやすい環境に寄与する活動に実績がある。
• 関西地区の地域社会、経済に影響力がある活動である。
• 過去４年間のＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェス
ティバルにおいて、ＡＣＣＪの活動に賛同いただき、ご協力いただいている。
応募多数の場合は、以下の条件に合う団体もしくは活動を優先します。
• 団体の今までの活動実績。ＡＣＣＪのサポートに関係なく、ベースとなる活動が確立
して行われているか。
• ＡＣＣＪのサポートによって、上記の活動にさらにユニークな貢献ができるか。
• 過去のＡＣＣＪのサポートを有効活用し、応募の際に述べられていた主旨に沿った活
動が、応募の際の規模、もしくはそれ以上で行われた実績があるか。それをサポート
するものとして、活動の内容がＡＣＣＪに的確にレポートされているか。
• ＡＣＣＪが寄付を集める際の協力要請に対する協力、およびＡＣＣＪのメンバーが活
動に参加、あるいは見学させていただくことに対する協力。
• ＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバルにお
ける働く女性に有益な情報提供への協力。
応募方法：
貼付の申請用紙に記入の上、必要書類を添えて、ＡＣＣＪ関西支部事務局まで郵便または
Eメールもしくはファックスで送付してください。応募要領および申請用紙は貼付をコピ
ーするか、 ＡＣＣＪ関西支部事務局（下記参照）へ電話の上お取り寄せください。
審査方法：
ＡＣＣＪ関西支部ウーマンインビジネス及び社会奉仕委員会が書類審査のうえ、必要によ
ってはヒアリングを行って選考し、ＡＣＣＪ関西支部エグゼクティブコミティーに推薦し
ます。最終決定は、ＡＣＣＪ関西支部エグゼクティブコミティーが行います。
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結果の発表：
選考の結果は、締め切り後、約１ヶ月後の2011年1月上旬に事務局より応募者に連絡しま
す。
申請金額について：
• 申請金額は団体の規模に照らして活用可能な範囲であること。10万円以上100万円以
下とします。
• 活動計画とそのための資金計画を応募書類に記載すること。
• 審査の上、必要資金の全部またはその一部を助成します。
• 必要資金の一部のみ助成を受けることになった場合は、他の資金を充当して予定の活動
を行うか、活動の規模を縮小して助成金をあてることができます。
助成金受領団体の義務：
• 該当する活動を終了した時点で、報告書をＡＣＣＪ関西支部に提出。
• 活動内容が変更になった場合は、ＡＣＣＪに報告し承認を得る。
• 活動が何らかの理由でできなくなった場合は助成金をＡＣＣＪに返還またはその指示に
従う。
• 2011年度のＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェステ
ィバル参加を含め、ＡＣＣＪの ＣＳＲ活動を積極的にサポートする。
問い合わせ、応募要領・申請用紙の請求、申請書の提出先はすべて以下のとおり：
• 〒５３０−０００４
• 大阪市北区堂島浜１−１−８
• 堂島パークビル５階
• 在日米国商工会議所 関西支部
• 山田恵三（やまだけいぞう） または 中岡祐子(なかおかゆうこ)
• 電話：０６−６３４５−９８８０
• Fax: ０６−６９４５−９８９０
• Eメール： kansai@accj.or.jp
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協賛 （順不同）：
＜プラチナ・スポンサー＞
日本イーライリリー株式会社、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)、株
式会社ユー・エス・ジェイ、アストラゼネガ株式会社
＜シルバー・スポンサー＞
バイエル薬品株式会社、デルタ航空、ヒルトン、ユナイテッド航空
＜ブロンズ・スポンサー＞
アフラック、 株式会社ｼﾞｭﾋﾟﾀｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、みなと観光バス株式会社、 日本メド
ラッド株式会社、パナソニック株式会社、 株式会社ロバート・ハーフ・ジャパン、アボッ
ト ジャパン株式会社、チャイナエアライン、コンチネンタル航空、株式会社ミツクラ/プ
ライスクラブ、神戸MK株式会社
＜マーキュリー・スポンサー＞
ANAクラウンプラザホテル神戸、 Hidays テキサスバーベキュー、ジョンソン・エンド・
ジョンソン、 弁護士法人 北浜法律事務所、 株式会社島津製作所、 株式会社島津アドコ
ム、株式会社サクラクレパス、株式会社インターワールド、イタリアン パール ヴィエニ、
神戸コリアンキッチン、ナダバン 神戸元町、 中西金属工業株式会社、オークウッドレジ
デンス、 大原ハム工房、（株）スタートアップ
＜アイアン・スポンサー＞
クラウン ワールドワイド株式会社、ホテルプラザ神戸、神戸ベイシェラトン ホテル＆タ
ワーズ、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、LS7 コーポレーション、株式会社ロッ
ク・フィールド、ザ・リッツ・カールトン大阪、株式会社ウエシマコーヒーフーズ、日本
薬品開発株式会社
＜Special Thanks＞
株式会社 アート・ファーマー、株式会社バスコス、カネディアンアカデミイ、日本コカ・
コーラ株式会社、ペタビット株式会社

以上
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ＡＣＣＪ関西・ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバル
「働く女性の環境改善」2010年度助成金申請用紙
応募年月日
団体名
所在地住所
代表者
申請担当者
住所

2010年

月

日

〒

電話番号
Eメールアドレス
団体設立年月日
法人格取得年月日
（NPO法人の場合のみ記入）

助成金申請額
助成されることとなっ
たときの振込み指定口 口座名義
座名

銀行

支店

普通預金No.

団体の概要 （定款がある場合はコピーを添付）
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助成金申請の対象になる活動の詳細
（対象期間：2011年度の活動

2011年1月〜2011年12月又は2011年4月〜2012年3月）

活動のための必要経費項目と資金計画（本助成金を使用する予定の活動について）

活動費用合計： ￥
助成金申請額： ￥
活動費用に助成金が占める割合：

％

助成金を使用する活動の
期間

年

月

活動結果報告書
提出予定日

年

月

〜

年
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2009年12月度交付の助成金の申請時の計画と実績もしくは現状におけるプランの比較
（2009年度助成金受領団体のみ）

活動費用合計： ￥ （計画･実績）
助成金申請額： ￥ （計画･実績）
活動費用に助成金が占める割合：

％

（計画･実績）

備考

The American Chamber of Commerce in Japan
Masonic 39 MT Bldg. 10F, 2-4-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041

在日米国商工会議所 〒106-0041東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル10階
Tel: 03-3433-5381 Fax: 03-3433-8454 Web: www.accj.or.jp

7

