
助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
しまね地域資源産業活性化基
金助成事業

島根県商工会連合会 松江市母衣町55-4 50万円～500万円

県内中小企業等による県内の地域資源を活用した新し
い事業化への取り組みを支援し、地域産業の活性化を
図ることを目的としています。対象は県内の中小企業者
やＮＰＯなど。

4月～5月

2 社会福祉助成事業 （財）損保ジャパン記念財団
東京都新宿区西新宿
1-26-1損保ジャパン
本社ビル37階

1団体30万円
障害者・高齢者を対象とした、主として在宅福祉に関する
活動を行う団体で、当該年度中にNPO法人の設立認証
申請を行う団体

4月

3 アジア隣人プログラム トヨタ財団
東京都新宿区西新宿
2-1-1新宿三井ビル37
階

活動の規模によって異
なる

下記のいずれかの領域において、アジアにおける課題
解決に取り組むプロジェクト
1.相互理解の促進と人材育成
2.環境に配慮した持続可能なコミュニティ形成
3.各地域の抱える諸課題に対応する社会制度の構築及
び再整備

4月～5月

4 公益信託地球環境日本基金
（財）地球・人間環境フォー
ラム

東京都文京区本郷3-
43-16成田ビル３階

総額1,600万円、1,030万
円は野生生物保護、森
林保護、砂漠化防止に
特定して交付、10件程度

開発途上地域における環境保全に寄与する各種事業に
助成を行なう 4月～5月

5
サラリーマン（ウーマン）ボラン
ティア活動助成

(財)大同生命厚生事業団
大阪市西区江戸堀1-
2-1

1件原則10万円、総額
500万円以内（シニアボ
ランティアと合わせて）

サラリーマン（ウーマン）のボランティア活動を支援するこ
とによりサラリーマン（ウーマン）のボランティア活動の振
興と社会福祉の向上に寄与する

4月～5月

6 シニアボランティア活動助成 (財)大同生命厚生事業団
大阪市西区江戸堀1-
2-1

1件原則10万円、総額
500万円以内（シニアボ
ランティアと合わせて）

シニア（年齢６０歳以上）のボランティア活動を支援するこ
とにより、シニアのボランティア活動の振興と社会福祉の
向上に寄与する

4月～5月

7 地域保健福祉研究助成 (財)大同生命厚生事業団
大阪市西区江戸堀1-
2-1

1件30万円を上限、総額
1,800万円以内

日頃、地域に密着して保健・医療・福祉の活動に従事し
ながら、地道に研究を行っている方々に対して 4月～5月

8
富士フィルム・グリーンファンド
助成金

公益信託富士フィルム・グ
リーンファンド事務局

東京都台東区下谷3-
10-10(財)自然環境研
究センター内

総額850万円、4件程度
活動助成：自然環境保全もしくは自然とのふれあい活
動、研究助成：身近な自然環境保全のための調査研究
もしくは自然とのふれあいを促進するための調査研究

4月～5月

9
老後を豊かにするボランティア
活動資金

みずほ教育福祉財団
東京都千代田区内幸
町1-1-5

1件10万円を上限、180
件程度

ボランティア数が10～50人で活動年数2年以上の、地域
社会で高齢者のための活動をすすめている幅広いボラ
ンティアグループに対して助成

4月～5月

≪参考資料≫助成金情報（年間の募集状況）　
＊注意：昨年度までの助成金募集状況から作成しています。（県内情報は□に色つきで表記しています）

★4月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

10 「わかば基金」 (福)NHK厚生文化事業団
東京都渋谷区神南1－
4－1第七共同ビル

1.支援金贈呈の部：1団
体100万円を上限、10グ
ループ程度、2.リサイク
ルパソコンの部：ノートパ
ソコン50台から100台

地域で活発に福祉活動をすすめているグループに対し、
支援金またはリサイクルパソコンを贈呈 4月～5月

11 子ども文庫助成事業 (財)伊藤忠記念財団
東京都港区北青山2-
5-1

1.子どもの本購入費助
成：1件30万円、2.病院
施設子ども読書支援購
入費助成：1件30万円、
3.子どもの本100冊助
成：1件あたり15万円相
当の図書のセット　合計
45件

1.子ども文庫（家庭文庫、地域文庫等）またはその連合
体（子ども文庫連絡会）等において子ども達の読書啓
発、指導をおこなっている民間の団体または個人に対
し、図書購入・充実のための費用、講習会開催費用等を
助成、2.小児病棟で長期闘病中の子ども達や、心身障が
い児施設、養護施設等で生活している子ども達に対して
読書啓発、指導をおこなっている民間の団体または個人
に対し、子ども達の読書支援のための図書や機材の購
入費、図書作成費等を助成、3.子どもの本100冊助成：財
団が選書した学年別100冊の児童書セット（小学校低･
中･高学年別に3種類）のうち、１セットを贈呈

1.購入費助
成：4月～6
月、2.病院
施設子ども
読書支援購
入費助成：4
月～6月、
2.100冊助
成：4月～8
月

12 社会福祉助成事業
(財)太陽生命ひまわり厚生
財団

東京都中央区日本橋
2-11-2

1.助成事業：1件20万円
～50万円、総額2,000万
円、2.研究助成：1件30
万円～70万円、総額300
万円

1.事業助成：ボランティアグループが在宅高齢者または
在宅障害者の福祉に関する事業、2.研究助成：老人保
健、老人医療、生活習慣病または高齢者福祉に関する
研究・調査

4月～6月

13 社会福祉助成金 (福)丸紅基金
東京都港区芝5-20-6
丸紅東京本社　三田
別館4F

1件200万円を上限、総
額1億円　70件程度

全国の福祉施設や任意団体が必要とする設備、機器、
車輌、家屋のほか、各種団体が行う調査・研究活動に対
して助成

4月～5月

14 トヨタ環境活動助成プログラム トヨタ自動車株式会社
メール（ｔｍｃ－
ecogrant@g500.jp)での
問い合わせのみ

海外プロジェクト支援:1
件700万円を上限、国内
プロジェクト支援:1件200
万円を上限

「生物多様性」と「地球温暖化」を助成対象テーマに、「も
のづくりは人づくり」という視点から、環境課題の解決に
取り組む人材育成や、実践的に環境課題解決に資する
プロジェクトを推進する民間非営利団体の活動を助成

4月～6月

15 市民活動助成 (財)ユニベール財団
東京都新宿区四谷2-
14-8YPCビル

１件100万円を上限
世代が対立する社会ではなく、すべての人々が幸福で豊
かな生活が送ることができる「長寿社会の構築をめざし
て」を基本テーマに研究助成を行う

4月～7月

16 社会福祉助成事業 (財)松翁会
東京都千代田区大手
町1-5-4

1件80万円を上限、総額
１千万円程度

社会福祉に関する諸活動に対して援助を行い、もってわ
が国社会福祉の向上に寄与することを目的とし、社会福
祉に関する事業、研究に対して助成

4月～7月



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
公益信託しまね女性ファンド後
期（当初）助成事業募集

公益信託しまね女性ファン
ド

島根県大田市大田町
大田イ236-4

対象経費の２／３を助成
（1万円単位で上限５０万
円）

島根県の女性が自主的・主体的に企画実施する活動が
対象 5月～7月

2
社会貢献活動支援(単年型・複
数年型)

（公財）ふるさと島根定住財
団

島根県松江市朝日町
478-18 松江テルサ3
階

（単数型）１５万円以上 ４
０万円以下 （複数型）３０
０万円（年４０万円以上１
００万円以下）

地域の課題解決を目指して取り組む公共性・公益性の
高い活動で、収益性を伴う事業の組み立てが困難である
ものに助成します。

5月

3
公益信託　しまね文化ファンド 
（後期）

財団法人　島根県文化振興
財団

松江市殿町１番地 （文
化国際課内）

対象経費の１／２（１０万
円以上１０万円単位で助
成。

島根県内の民間団体もしくは個人が行う文化活動、また
は島根県内で行われる文化事業で一般に広く公開して
実施されるもの。

5月

4 『エコひいき』
リコー中部株式会社運輸省
中部環境パートナーシップ
オフィス

名古屋市中区錦2-4-3
錦パークビル4F

1件20万円＋社員・家族
などの活動参加8団体

リコー中部販売グループの販売エリアで、地域の環境啓
発・保全・改善に具体的に関わる活動、社員・お客様など
が参加しやすい活動

5月

5
花王・コミュニティミュージアム・
プログラム

花王株式会社市民社会創
造ファンド

東京都千代田区大手
町2-2-1新大手町ビル
267-B

1件50万円を上限　20件
程度

被災された方を応援する文化・芸術分野の市民活動と
し、公演、コンサート、ワークショップ、子どもに対する心
のケアを含む活動、文化活動の再開に向けた取り組み
など、被災された方々の心に明るい灯をともし、生活再
建に向けた前向きな一歩につながるような活動（特別助
成）

5月

6
スミセイコミュニティスポーツ推
進助成プログラム

（財）住友生命健康財団
大阪府大阪市中央区
1-4-70住友生命OBP
プラザビル

調査・研究助成:1件50万
円以上400万円以下実
践助成:1件50万円以下

コミュニティスポーツに関心のある組織や個人を対象に、
「一人ひとりが健康で多様性のある健やかな社会の実現
をめざしたコミュニティスポーツ」に関わる課題解決型の
調査・研究プロジェクト

5月

7
社会福祉ボランティア活動推進
事業助成

（財）車両競技公益資金記
念財団

東京都千代田区霞が
関3-3-2

1件90万円を上限

国内において実施される、社会福祉のためのボランティ
ア活動であって、次に掲げる事業
1.ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業2.ボラ
ンティア活動事業

5月～6月

8
住まい・まちづくり担い手支援機
構

国土交通省住まい・まちづく
り担い手支援機構

東京都港区虎ノ門3-
11-15SVAX TTビル5F

1件あたり100万円～200
万円15～20団体

長期的・継続的なまちづくりを進めていくため、地方公共
団体、地域の建築・まちづくりに関する専門家と連携し、
ネットワークを組んだ広がりのある活動に取り組むことが
可能な事業

5月～6月

9
子育て家庭支援団体に対する
助成

（社）生命保険協会 千代田区丸の内3-4-1 1団体当たり上限25万円
就学前の子どもの保護者等への支援活動を行っている
民間非営利の団体・グループ・ＮＰＯ法人等への活動資
金の助成を行います。

5月～6月

★５月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
平成23年度地域活性化支援(ス
テップアップ・ジャンプアップ)1回
目

（公財）ふるさと島根定住財
団

島根県松江市朝日町
478-18 松江テルサ3
階

４０万円以上 １００万円
以下

地域活性化につながる事業・活動のうち、収益を伴いな
がら事業自体の継続性と効果の継続性がともに見込ま
れるものに対して助成をします。

6月

2
地域子育て力アップモデル事業
募集

島根県社会福祉協議会
松江市東津田町1741-
3

3～4件程度（助成総額
120万円）

地域の資源（ひと・もの・活動）を活かした多様な子育て
支援活動をモデル指定し、事業に必要な経費の補助を
行います。

6月

3
心とからだのヘルスケアに関す
る市民活動・市民研究支援

ファイザー株式会社
東京都渋谷区代々木
3-22-7新宿文化クイン
トビル

1件300万円を上限総額
3,000万円　15件程度

1.中堅世代の人々の心身のケアに関する課題2.心身の
ケアを得ることが困難な人々の健康の保証に関する課
題3.上記各課題の解決に関連した、ヘルスケアを重視し
た社会の実現に関する課題

6月

4
配食用小型電気自動車寄贈事
業

みずほ教育福祉財団
東京都千代田区大手
町1-5-4

1件1台（110万円を限度）
10グループ程度

高齢者向け配食サービス活動を支援するため高齢者向
け配食サービスを行っているボランティアグループに対し
て、配食用小型電気自動車（通称みずほ号）の寄贈を行
う

6月

5 福祉車両助成 日本財団 東京都港区赤坂1-2-2 車両により異なる
1.移動困難者を支援するための車両の配備2.障害者の
就労を支援するための車両の配備 6月

6 社会福祉助成金事業 みずほ福祉助成財団
東京都千代田区大手
町1-5-4

1.事業助成：1件15万円
～100万円、2.研究助
成：1件150万円を上限、
総額3,500万円

障害児者に関する事業及び研究で先駆的・開拓的事業
及び研究を優先（但し、研究助成については「社会福祉
（ソーシャルワーク）に関する研究」も可とする）

6月～7月

7 エイブル・アート・アワード エイブル・アート・ジャパン
東京都千代田区外神
田6-11-14アーツ千代
田3331(208号)

展覧会支援の部：1個人
または1グループの展覧
会を開催

展覧会支援の部：障害のある人の展覧会の開催を企画
から運営まで支援 6月～8月

8 チャリティープレート助成金
特定非営利活動法人日本
チャリティープレート協会

東京都杉並区和田1-
5-18アテナビル２階

1件50万円を上限

障害者（重複を含む、以下同じ）が通う小規模作業所、ア
クティビティ・センター（自立生活センター、グループホー
ム）などで、特に緊急性が明確である団体（法人である
必要はない）に、設備・備品・車両の助成を行う

6月～8月

9 緑の都市賞 （財）都市緑化機構
東京都千代田区外神
田2-15-2新神田ビル8
階

賞によって5万円～20万
円

緑の拠点づくり部門：都市部もしくは都市近郊の公共あ
るいは民間の個別の施設を対象として、緑化や緑の保
全に取組み、その成果をあげているもの。緑の地域づく
り部門：都市部もしくは都市近郊の地域や地区を対象と
して、線的あるいは面的な広がりのある緑化や緑の保全
に取組み、その成果をあげているもの。

6月～8月

10 環境活動助成先公募 （財）イオン環境財団
千葉県千葉市美浜区
中瀬1-5-1

総額1億円
「生物多様性の保全と利用のために」開発途上国および
日本国内で活動分野に沿ったフィールドワークを伴う活
動を行っている団体

6月～9月

★６月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 市民活動助成 ユニベール財団
東京都新宿区四谷2－
14－8YPCビル5階

1件あたり100万円を上
限

高齢者の医療・保健・福祉、まちづくり等高齢者を対象と
した市民活動など 7月

2 Panasonic NPOサポートファンド
パナソニック株式会社　社
会文化グループ

東京都港区芝公園1-
1-2東京パナソニック
ビル１号館

子ども分野:1件あたり
100万円を上限　総額
800万円　10件程度　A
コース：5件、Bコース：5
件、環境分野:1件あたり
100万円を上限　総額
800万円

子ども分野：子どもたちの健やかな育ちを応援するＮＰＯ
が、新しい社会づくりを目指し、先駆的な活動の実践と、
組織の自己変革に取り組めるよう、組織の現状と課題を
自ら抽出し、解決の方向性を定め、具体的な解決策を企
画立案する取り組み、環境分野：第三者の客観的な視点
を入れて組織診断を実施し、組織課題を抽出したうえ
で、自らが課題解決策を策定する事業

7月～8月

3 かめのり賞 かめのり財団
東京都千代田区麹町
5-5共立麹町ビル103
号室

副賞50万円、10件
交換留学、文化・スポーツの青少年交流、語学教育な
ど、日本とアジア・オセアニアの相互理解の増進に草の
根で貢献している方々の活動を顕彰し、支援

7月～9月

4 共生・地域文化大賞 浄土宗

京都府下京区五条通
高倉西入万寿寺町143
いづつビル6階（きょう
とNPOセンター内）

共生事業助成部門　1～
50万円（総額300万円）

地域文化活動に取り組む特定非営利活動法人やボラン
ティア団体 7月～1月

助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
社会福祉事業研究開発基金助
成事業

社会福祉事業研究開発基
金

東京都千代田区丸の
内1-9-2 グラントウ
キョウサウスタワー、
住友信託銀行株式会
社 年金信託部業務企
画課気付

一般助成:1件50万円を
上限 総額500万円、特
別助成:1件100万円を上
限 総額 2,000万円

一般助成：社会福祉に関する処遇技術の開発等、先駆
的・開発的事業に対して助成、特別助成：社会的課題と
なっており、対応が急務となっている事業を優先して助成

8月～9月

2 ボランティア活動助成 大和証券福祉財団
東京都中央区京橋1-
2-1大和八重洲ビル

1件30万円を上限、総額
1,800万円以内

ボランティア活動を目的とした団体・グループに対し、在
宅老人、障害児・者、児童問題等に対するボランティア活
動に助成

8月～9月

3 Ring!Ring!プロジェクト 財団法人JKA
東京都千代田区六番
町4-6　英全ビル

事業により異なる
1.公益の増進、2.社会福祉の増進、3.非常災害の援護、
4.地域振興 8月～9月

4
花王・みんなの森づくり活動助
成

（財）都市緑化機構
東京都千代田区神田
2-15-2新神田ビル8F

1件50万円を上限（1年
目）20団体程度

国内で身近な緑を守り、育てる活動と身近な緑を活用
し、子どもたちに緑とのふれあいの機会を創出する活動 8月～10月

5 ＴＯＴＯ水環境基金 ＴＯＴＯ株式会社
福岡県北九州市小倉
北区中島2-1-1

総額1,000万円、10件程
度

水と暮らしの関係を見直し、再生することを目指した創造
的な取り組みに助成 8月～10月

★８月募集開始★

★７月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 ＴＳＫ地域伝統芸能振興助成金 山陰中央テレビ
松江市西川津町721山
陰中央テレビ「伝統芸
能助成事務局」

1事業につき30万円以内
島根県・鳥取県に活動の本拠を有し、地域伝統芸能に取
り組んでいる団体で、国・県・市町村指定の無形民俗文
化財の保存団体であることを原則とします。

9月～10月

2
しまね地域資源産業活性化基
金助成事業

島根県商工会連合会 松江市母衣町55-4 50万円～500万円

県内中小企業等による県内の地域資源を活用した新し
い事業化への取り組みを支援し、地域産業の活性化を
図ることを目的としています。対象は県内の中小企業者
やＮＰＯなど。

9月～10月

3 KDDI財団助成援助活動 （財）KDDI財団

東京都文京区本駒込
2-28-8文京グリーン
コートセンターオフィス
7階

調査研究助成：１件300
万円を上限　10件程度,
国際会議助成：１件100
万を上限　10件程度,社
会的文化的諸活動助
成：１件100万を上限　10
件程度

調査・研究助成：情報通信の普及・発展、グローバル化
に寄与する調査、研究(法律、政治、経済、社会、文化、
技術の各分野あるいは各分野にまたがるもの)国際会
議、助成：情報通信の普及・発展に寄与する国際会議、
社会的・文化的諸活動助成：情報化社会の動向に即し、
情報通信を通じて社会や教育等に貢献する各種の非営
利団体(NPO)・非政府組織(NGO)の活動、「草の根」活動

9月

4 自動車購入費助成 (財）損保ジャパン記念財団

東京都新宿区西新宿
1-26-1
損保ジャパン本社ビル
37階

1件100万円を上限、総
額1,200万円

主として障害者の在宅福祉活動を行う団体（西日本、東
日本交互に隔年ごと） 9月

5 環境保全プロジェクト (財）損保ジャパン記念財団

東京都新宿区西新宿
1-26-1
損保ジャパン本社ビル
37階

1プロジェクトにつき30万
円

「自然保護」、「環境教育」、「リサイクル」等の分野で実践
的に活動を行うもの。 9月～10月

6 日本万国博覧会記念基金事業 日本万国博覧会記念機構
大阪府吹田市千里万
博公園1-1

総額1億円 万博の成功を記念するにふさわしく、かつ公益的な活動 9月

7
味の素「食と健康」国際協力支
援プログラム

味の素株式会社
東京都港区西麻布4-
9-17日本国際交流セ
ンター内

総額3,000万円/3年間
アジア・南米にある対象国における、「食・栄養」分野およ
びこれらと関連する「保健」分野に関する課題を解決する
活動

9月～10月

8 キリン福祉財団子育て公募助成 (財)キリン福祉財団
東京都中央区新川2-
10-1

1件30万円を上限
総額4,000万円

地域における子育てに関わるボランティア活動に対し助
成 9月～11月

9 トヨタ財団地域社会プログラム （財）トヨタ財団

東京都新宿区西新宿
2-1-1
新宿三井ビル37階　私
書箱236号

1件300万円を上限　総
額1億2,000万円（各部門
6千万円ずつ

「継（つ）ぐ、つくる、つながる―共に拓く地域の未来」を
テーマとして、地域の特性を踏まえつつ、人びとの主体
性とつながりを育み、地域の課題の解決に資する、意欲
的な取り組みを支援。東日本大震災の被災地・被災者を
対象として、人びとのくらしの再建や、地域社会の再生・
構築をめざす活動を支援する「特定課題」を設定

9月～11月

10 子どもゆめ基金
国立青少年教育振興機構
子ども夢基金部

東京都渋谷区代々木
神園町3-1

市町村規模：50万円標
準
都道府県規模：100万円
標準
全国規模：300万標準

1.子どもを対象とする体験活動や読書活動
2.子どもを対象とする体験活動や読書活動を支援する活
動

9月～12月

★9月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
愛・地球博成果継承発展助成
事業

（財）地球産業文化研究所
東京都中央区日本橋
箱崎町41-12

1件あたり500万円～2千
万円　総額1億円

1.愛・地球博記念事業を発展促進させる事業部門
2.国際交流を促進させる事業部門
3.「自然の叡智」を深化させる事業部門

10月

2
カーボンオフセット年賀寄付金
配分申請

郵便事業株式会社年賀寄
附金事務局

東京都千代田区霞が
関1-3-2

1.カーボンオフセット事業
助成プログラム　1件あ
たりの上限はなし
2.地球温暖化防止活動
事業助成プログラム　1
件あたり50万円程度を
上限

1.カーボンオフセット事業助成プログラム
2.地球温暖化防止活動事業助成プログラム 10月～11月

3 河川整備基金助成事業 (財)河川環境管理財団

東京都中央区日本橋
小伝馬町11-9
住友生命日本橋小伝
馬町ビル

各事業により異なる

安全で良好な“河川環境”を目指して、より良い川づくり
に役立つ活動に助成
1.調査・試験・研究に対する助成
2.環境整備対策に対する助成
3.国民的啓発運動に対する助成

10月～11月

4
ＪＴ青少年育成に関するNPO助
成事業

日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門2-
2-1

1件150万円を上限
40件程度

通常助成：非営利法人が日本国内において、地域社会
の核となって実施する青少年の健全な育成につながる
事業
被災地支援助成：岩手県、宮城県、福島県に本拠地を置
く非営利組織が、同三県において被災地域の人々と共に
取り組む、被災地域コミュニティの復旧・復興をテーマと
した事業

10月～11月

5
セブンーイレブンみどりの基金
活動助成

セブン－イレブンみどりの基
金

東京都千代田区二番
町8-8

総額1億円
（１件あたりの上限はな
し）

環境市民活動に直接的に必要な経費を支援 10月～11月

6
セブンーイレブンみどりの基金
広域連携促進助成

セブン－イレブンみどりの基
金

東京都千代田区二番
町8-8

1件200万円を上限
3プロジェクトチーム

同一テーマのもと、複数の団体による広域なネットワーク
で、地域の市民活動の効果を高めるプロジェクトを支援 10月～11月

7
セブンーイレブンみどりの基金
自立事業助成

セブン－イレブンみどりの基
金

東京都千代田区二番
町8-8

1件440万円を上限
2団体

３年間の助成期間内に人件費・事務所費などの財政基
盤を安定的に確保できる事業を構築し、安定した活動が
できる環境NPOを目指す団体を支援

10月～11月

8
セブンーイレブンみどりの基金
地球温暖化対策助成

セブン－イレブンみどりの基
金

東京都千代田区二番
町8-8

1件あたり150万円を上
限
総額4,000万円

森林育成・保全により、森林の多面的な機能を発揮・維
持するための活動や、林産物の活用を創出する活動で、
植樹や間伐等の面積・種類・本数等を明確にし、具体的
なCO2吸収量を提示できる活動

10月～11月

9
ソニーマーケティング学生ボラン
ティアファンド

ソニーマーケティング学生
ボランティアファンド事務局

東京都港区白金台1-
2-37
明治学院大学ボラン
ティアセンター

Aコース：1件25万円を上
限 15件程度
Bコース：1件10万円を上
限 10件程度

大学生の社会参加への第一歩となり、社会をよりよくして
いこうとするリーダーシップの芽生えとなるボランティア活
動を支援
※Bコースは新たに活動を始めようとするグループや比
較的費用のかからない活動を行うグループを対象

10月～11月

10
東洋ゴムグループ環境保護基
金

東洋ゴム工業株式会社
大阪府大阪市西区江
戸堀1-17-18

1件100万円を上限
総額2,000万円

広く環境保護・保全活動を行う非営利団体に対し助成 10月～11月

11 日本財団助成事業 日本財団 東京都港区赤坂1-2-2 各事業により異なる
1.海や船に関する事業
2.文化、教育、社会福祉等に関する事業 10月～11月

★10月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

12 年賀寄附金配分申請 郵便事業株式会社
東京都千代田区霞ヶ
関1-3-2

50万円～500万円
（ただしチャレンジプログ
ラムは50万円以下）

社会福祉増進、風水害・震災等非常災害、特殊な疾病
治療要望、原子爆弾被爆者援助、交通事故・水難防止、
文化財保護、青少年健全育成、スポーツ振興、開発途上
国からの留学生・研修生援護、地球環境の保全活動に
助成

10月～11月

13 花博記念協会助成金
（財）国際花と緑の博覧会
記念協会

大阪府大阪市鶴見区
緑地公園2-136

調査研究事業 1件100万
円以内
活動・行催事 1件50万円
以内

「自然と人間の共生」の継承発展または普及啓発に資す
る事業であって、生命の象徴としての「花と緑」に関連す
る広汎な分野において、科学技術または文化の発展ま
たは交流に寄与する活動を対象

10月～11月

14 連合・愛のカンパ
日本労働組合総連合会
（財）さわやか福祉財団

東京都港区芝公園2-
6-8
日本女子会館7階

1件15万円を上限
27団体

平成22年12月以降に団体を設立、または既存の団体で
新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」 10月～11月

15 環境NPO助成 （財）日立環境財団
東京都千代田区外神
田4-14-1
秋葉原UDXビル21階

1件150万円を上限
「環境と経済との調和」に資する活動、あるいは「環境と
科学技術との調和」に資する活動を行うNPO法人、また
は活動歴が３年以上の任意団体

10月～1月

16 社会貢献基金助成 全日本冠婚葬祭互助協会
東京都港区新橋1-18-
16
日本生命新橋ビル9F

1件上限200万円
（研究助成は上限100万
円）
総額1千万円

1.研究助成事業
2.高齢者福祉事業
3.障害者福祉事業
4.児童福祉事業
5.環境・文化財保全事業
6.国際協力・交流事業

10月～2月

助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
公益信託しまね女性ファンド前
期（当初）助成事業募集

公益信託しまね女性ファン
ド

島根県大田市大田町
大田イ236-4

対象経費の２／３を助成
（1万円単位で上限５０万
円）

島根県の女性が自主的・主体的に企画実施する活動が
対象 11月～1月

2
社会貢献活動支援(単年型・複
数年型)

（公財）ふるさと島根定住財
団

島根県松江市朝日町
478-18 松江テルサ3
階

（単数型）１５万円以上 ４
０万円以下 （複数型）３０
０万円（年４０万円以上１
００万円以下）

地域の課題解決を目指して取り組む公共性・公益性の
高い活動で、収益性を伴う事業の組み立てが困難である
ものに助成します。

11月

3
地域活性化支援(ステップアッ

プ・ジャンプアップ)2回目
（公財）ふるさと島根定住財
団

島根県松江市朝日町
478-18 松江テルサ3
階

４０万円以上 １００万円
以下

地域活性化につながる事業・活動のうち、収益を伴いな
がら事業自体の継続性と効果の継続性がともに見込ま
れるものに対して助成をします。

11月

4
公益信託　しまね文化ファンド 
（前期）

財団法人　島根県文化振興
財団

松江市殿町１番地 （文
化国際課内）

対象経費の１／２（１０万
円以上１０万円単位で助
成。

島根県内の民間団体もしくは個人が行う文化活動、また
は島根県内で行われる文化事業で一般に広く公開して
実施されるもの。

11月～12月

★11月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

5
エネルギア文化・スポーツ財団
助成

エネルギア・文化スポーツ
財団

広島市中区小町4-33
中国電力内

1件あたり、10～50万円
中国地域に所在する文化、スポーツに関係する団体が
主催、中国地域在住者が過半数を占める活動で中国地
域内において行う活動

11月

6 生き生きシニア活動顕彰 ニッセイ財団
大阪市中央区今橋3-
1-7日本生命今橋ビル
4F

1団体5万円（一律）
高齢者が主体となって行う多世代が関わる地域貢献・社
会貢献活動に対し助成 11月～12月

7
高木仁三郎市民科学基金
国内の個人・グループへの調査
研究助成

高木仁三郎市民科学基金
東京都新宿区四谷1-
21
戸田ビル４階

1件１00万円を上限
市民科学にふさわしい調査研究や、その調査研究と密
接に関係するワークショップ・シンポジウムなどのの開催
費、調査研究の成果発表にかかわる諸費用を助成

11月～12月

8
“広がれ、元気っこ活動”
－児童・少年の健全育成活動
－

ニッセイ財団
大阪市中央区今橋3-
1-7
日本生命今橋ビル4F

1件30万円～60万円（物
品助成）

次代を担う児童・少年が健やかに育っていくために、定
期的かつ日常的に継続して行なっている次のような活動
を対象として助成を行います。
助成対象分野１：自然と親しむ活動
助成対象分野２：異年齢・異世代交流活動
助成対象分野３：子育て支援活動
助成対象分野４：療育支援活動
助成対象分野５：フリースクール活動

11月～12月

9
アステラス製薬(株)患者会支援
活動資金助成

アステラス製薬(株)
東京都中央区日本橋
本町2-3-11

1件50万円を上限
総額850万円

1.会の自立や役員・リーダー・相談員の養成が期待でき
る活動
2.大災害に対する会の取り組みへの助成

11月～1月

10
高齢者への暴力防止プロジェク
ト

朝日新聞厚生文化事業団
大阪市北区中之島3-
2-4

1件100万円を上限
10件程度

・社会のニーズに対応した住まいづくり
・住環境の保全・向上
・地域コミュニティの創造・活性化
・安全で安心して暮らせる地域の実現
・その他

11月～1月

11
地域の伝統文化分野保存維持
費用助成

（財）明治安田クオリティオ
ブライフ文化財団

東京都新宿区西新宿
1-9-１
明治安田生命新宿ビ
ル

民俗芸能1件70万円を上
限
伝統的生活技術1件40
万円を上限

古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「伝統的生活技
術」の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力を
している個人または団体に助成

11月～1月

12 きれいな川と暮らそう基金
公益財団法人日本河川協
会

東京都千代田区麹町2
丁目6番5

1団体あたり、100万円上
限

日本河川協会がライオン株式会社の寄付をもとに「きれ
いな川と暮らそう」基金を設立しました。川や水辺で活動
を行っている市民団体に対し助成します。

11月



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 障がい者福祉助成金（一般助成 (財)ヤマト福祉財団
東京都中央区銀座2-
12-15

各事業により異なる
総額1億円

1.障がい者給料増額支援助成金
2.障がい者福祉助成金 12月

2 ティファ二―財団賞 ティファ二―財団
東京港区南麻布4-9-
17

トロフィーと賞金200万円
日本の伝統文化の振興と地域社会の活性化に功績のあ
る組織に対する顕彰を目的として実施しています。 12月～1月

3
住まいとコミュ二ティづくり助成
金

一般財団法人ハウジングア
ンドコミュニティ財団

東京都港区赤坂１－５
－１１ 新虎ノ門ビル５
階

1件あたり100万円を上限 住まいとコミュニティづくりに関わる取り組み。 12月～1月

4 社会福祉事業並びに研究助成 (財)三菱財団
東京都千代田区丸の
内2-3-1

総額9千万円

1.現行制度上、公の援助を受け難い、開拓的ないし実験
的な社会福祉を目的とする民間の事業
2.開拓的ないし実験的な社会福祉に関する科学的調査
研究

12月～1月

5 未成年者飲酒予防基金
アサヒビール株式会社社会
環境推進部内

東京都墨田区吾妻橋
1-23-1

1件100万円を上限
総額1千万円　10～20件

1.未成年者の飲酒予防のための研究活動を主宰・実施
している個人・団体。
2.現在実施している、または今後実施を予定している社
会活動または研究

12月～2月

助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1
「愛のともしび募金」助成事業募
集！

島根県社会福祉協議会

島根県社会福祉協議
会　地域福祉部 松江
市東津田町1741-3
いきいきプラザ島根５
階

助成上限：10万円 地域の福祉向上を目的とする 1月

2
ろうきんＮＰＯ寄付システム分配
団体募集

中国労働金庫、（公財）ふる
さと島根定住財団

（公財）ふるさと島根定
住財団　松江市朝日
町478-18

ＮＰＯの活動分野ごとに寄付されたお金をＮＰＯ法人に分
配することにより、広く県民とＮＰＯをつなぎ、多様な活動
を行うＮＰＯの基盤づくりを支援します。

1月

3 地球環境基金助成
環境再生保全機構地球環
境基金部

川崎市幸区大宮町
1310
ミューザ川崎セントラ
ルタワー8階

一般助成1件100万円を
下限、発展助成1件50万
円を下限

民間団体が行う環境保全に資する活動に対し助成 1月

4
平成２３年度「コンサート・講演
会等託児室支援事業」

（財）こども未来財団　事業
振興部

東京都港区西新橋３
－３－１　西新橋ＴＳビ
ル８Ｆ

助成限度額　１０万円

コンサート、講演会、シンポジウム、研修会、講習会等の
開催時に、子育て中の親の参加を容易にするための臨
時の託児室を開設する費用の一部を助成することによ
り、子育て中の親が、自分自身の時間を確保し有効に活
用するための一助とし、託児付きコンサート等の普及を
図るとともに当該託児室の適正な運営を推進することを
目的とする。

1月～2月

5
財)ポーラ伝統文化振興財団の
助成

(財)ポーラ伝統文化振興財
団

東京都品川区東五反
田5-24-10
テラサキ第3ビル2階

１件30万円～200万円程
度　3～4件程度

伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能及び行事など、日
本の無形の伝統文化財の記録や研究、保存・伝承活動
において、有効な成果が期待できる事業

1月～3月

★12月募集開始★

★１月募集開始★



6
公益信託自然保護ボランティア
ファンド活動助成

（財）自然公園財団
東京都港区西新橋2-
11-6
ニュー西新橋ビル8階

1件50万円を上限
総額600万円

国立公園及び国定公園の自然保護上、重要な地域にお
ける自然環境の保全に資する実践的活動で地域の理解
や参加協力を得られる広範なボランティア活動であるこ
と。特に大勢の人たちが参加できる機会を提供する活動
や次の世代を担う子供たちを対象とした活動の実践

1月～4月

7 環境ＮＰＯ助成 日立環境財団
東京都千代田区外神
田4丁目14-1

1件につき150万円（上
限）

「環境と経済との調和」または「環境と科学技術との調
和」に資する活動を対象とした環境ＮＰＯ団体への助成を
行います。

1月



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 人・まちファンド助成事業
社会福祉法人島根県社会
福祉協議会

松江市東津田町1741-
3

1団体15万円
県民自らが地域の多様な課題を解決するために主体的
に取り組むボランティア・ＮＰＯ活動が対象です。 2月

2 URCAまちづくり企画支援事業
（社）再開発コーディネー
ター協会

東京都港区西新橋2-
16-2
全国たばこセンタービ
ル9階

総額100万円 地区の活性化を目的として実施する事業に対し助成 2月

3
TaKaRaハーモニストファンド助
成事業

公益信託TaKaRaハーモニ
ストファンド事務局

京都市下京区四条高
倉東入立売中之町84
みずほ信託銀行株式
会社京都支店営業第2
課

総額500万円程度
10件程度

日本の緑を構成する森林、木竹等の陸域、または海、湖
沼、河川等の水域の自然環境に関する実践的な研究・
活動

2月～3月

4
ドコモ市民活動団体への助成事
業

モバイル・コミュニケーショ
ン・ファンド

東京都千代田区永田
町2-11-1
山王パークタワー29F

1件50万円を標準 200万
円を上限
総額2,500万円以内

「子どもを守る」をキーワードに、家庭内・地域社会等の
中で弱い立場にあり被害を受けやすい子どもたちにふり
かかる問題（ex.児童虐待、非行、不登校、ひきこもり、貧
困、地域犯罪等）に取り組み、子どもの育成のために活
躍している団体への支援

2月～3月

5 街なか再生NPO等助成金
（財）区画整理促進機構　街
なか再生全国支援センター

東京都千代田区二番
町12番地12
B.D.A.二番町ビル2階

1件100万円を上限
4～5件程度

1.土地区画整理事業等の市街地整備を推進する初動期
の取組
2.中心市街地活性化基本計画（旧法の計画を含む）等の
達成に寄与するために実施する、街の新たな魅力・可能
性の発掘、資源（歴史的建造物等）の活用等に関する検
討・活動等

2月～3月

6 緑の募金公募事業 （社）国土緑化推進機構
東京都千代田区平河
町2-7-5　砂防会館内

1事業につき300万円を
上限

1.国内または海外で行う森林整備及び緑化推進の活動
（一般事業）
2.「国民参加の森林づくり」運動における新たな価値の創
造や、新たな主体の参加が促進される創造的なモデル
事業
3.「国民参加の森林づくり」運動の継続的・自立的な担い
手の育成を目指したモデル事業

2月～3月

助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 「まちづくり人」応援助成金 （財）まちづくり市民財団
東京都千代田区平河
町2-14-3
日本青年会議所内

1件50万円を上限
総額500万円

1.環境活動と景観保全
2.地域活性化及び産業育成
3.文化活動と芸術関連の育成・継承

3月

2 キリン・子ども「力」応援事業 （財）キリン福祉財団
東京都中央区新川2-
10-1

1件15万円を上限
総額500万円

「子どもたち自らの力を引き出すことを目的に、子どもの
発想から生まれ、子どもが主体となって実施する活動」に
対し助成

3月～4月

3 キリン・シルバー「力」公募助成 （財）キリン福祉財団
東京都中央区新川2-
10-1

1件30万円を上限
総額500万円

高齢者が、地域のためにその知識・技術・経験を活用す
るボランティア活動に対し助成 3月～4月

★2月募集開始★

★3月募集開始★



助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

4 全労済地域貢献助成事業 全労済
東京都渋谷区代々木
2-12-10

1件30万円を上限
総額2,000万円
(環境1,000万円、子ども
1,000万円）

環境分野：地域の自然環境を守る活動、循環型地域社
会を作るための活動、地域の自然や環境の大切さを学
ぶための活動
子ども分野：子どもたちの豊かな遊びの場をつくる活動、
子どもたちが交流し学びあえる場をつくる活動

3月～4月

5
ニッセイ財団高齢社会助成
先駆的事業助成

ニッセイ財団
大阪市中央区今橋3-
1-7
日生今橋ビル４階

１団体700万円
（最長2年半）
2～3団体程度

1.高齢社会における地域福祉、まちづくりを目指す地域
を基盤とした先駆的事業
2.高齢者の自立・自己実現・社会参加等を推進する地域
社会システムづくりの先駆的事業
3.認知症高齢者に関する予防からケアまでの総合的な
先駆的事業

3月～5月

6 藤本倫子環境保全活動助成基金財団法人日本環境協会

東京都中央区日本橋
馬喰町１－４－１６　馬
喰町第一ビル　９階

助成額上限　30万円

藤本基金では、「地域住民の手による地域の自然環境
保全」や、「地球温暖化防止のためのライフスタイル促
進」、「これからの担い手となるこども達に対する環境教
育」のための活動の支援を目的として、これらの活動を
積極的に実践する団体に対して活動費の一部を助成し
ています。

3月

7 自然保護ボランティアファンド （一財）自然公園財団

東京都千代田区神田
神保町2-2-31　第36
荒井ビル2階

助成額は1件50万円以
内

国立公園及び国定公園の自然保護上、重要な地域にお
ける自然環境の保全に資する実践的活動で地域の理解
や参加協力を得られる広範なボランティア活動であるこ
と。

3月～4月

8
ニッセイ財団高齢社会助成
実践的研究助成

ニッセイ財団
大阪市中央区今橋3-
1-7
日生今橋ビル４階

1件200万円～250万円
（最長2年間）
5～8件程度

1.高齢社会における地域福祉、まちづくりを探求する実
践的研究
2.高齢者の自立・自己実現・社会参加等を探求する実践
的研究
3.認知症高齢者に関する予防からケアまでを探求する実
践的研究

3月～6月

助成名 助成団体名 住所 助成総額等 対象・内容 募集時期

1 しまね版特区 島根県 松江市殿町1

県では、県民自身の自由な発想による「地域の活性化に
資する事業を推進するため、「しまね版特区」制度を設け
ています。この制度を利用して、関係する規制等の特例
措置を提案することができます。

年4回

2
カラーレーザープリンタ寄贈プロ
グラム

イーパーツ
東京都世田谷区三軒
茶屋1-17-4メゾンクロ
ニア307

カラーレーザープリン
ター

日本国内に主な事務所のある非営利団体
6月～7月
12月～1月

3 リユースＰＣ寄贈プログラム イーパーツ
東京都世田谷区三軒
茶屋1-17-4メゾンクロ
ニア307

1団体につき上限10台
非営利団体の情報化支援を目的に、公益性をもつ活動
を行い、かつ、予算などの諸事情により情報化が遅れて
いる団体

年6回

★その他　★



4 環境助成金プログラム パタゴニア日本支社
神奈川県鎌倉市小町
1-13-12
本覚寺ビル

1件20万円～70万円

直接行動する課題を持った、草の根で活動する小規模な
グループや、自然環境を保護／回復させようとする複数
のキャンペーンに取り組んでいるようなグループ
地域に残る生物の生息域を守ろうとする地域社会に根ざ
したグループ

年2回
（8月、1月）

5
青少年スポーツ振興に関する助
成金

（財）ヨネックススポーツ振
興財団

東京都文京区湯島3-
23-13

1件100万円を上限
青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、
奨励し、または自ら行い、かつ3年以上継続して活動し、
所定の要件を満たした団体

年2回

6 アウトドア自然保護基金
コンサベーション・アライア
ンス・ジャパン

埼玉県所沢市東所沢
5-12-12
アライテント内
コンサベーション・アラ
イアンス・ジャパン

1件10万円～50万円
自然環境保護の活動を行うアウトドアフィールドの保全・
保護を行うグループに対し助成 年4回


