
名称 社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会

住所 〒420-8670静岡市葵区駿府町1-70　県総合社会福祉会館

TEL ０５４-２５４-５２２４

FAX ０５４-２５１-７５０８

ホームページ http://www.shizuoka-wel.jp/

事業名

ふれあい基金
①NPO・ボランティアグループ等活動奨励事業　②地域福祉・ボランティア活動等推進助成事
業
③セルフヘルプグループ活動支援事業　④東日本大震災に係る避難者交流活動助成事業
⑤しずおかの居場所立ち上げ助成事業

助成対象内容

①　地域福祉・在宅福祉の向上のために取り組む事業
②　ア.活動推進助成　イ.先駆的活動助成　※継続活動でも、新規活動でも可。
③　自立・自助活動を通じて地域福祉・在宅福祉の向上に向けて取り組む事業
④　静岡県内の避難者同士又は避難者と地域住民との交流を促進するための活動
⑤　静岡県内において新たに居場所の開設・運営を行う事業（子ども食堂含む）

助成対象団体 ①過去５年以上活動を行っているグループ　②④⑤NPO法人(５人以上)
③高齢者や障がい者等が中心となるグループ

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ①10万円以内　②活動推進助成30万円以内　先駆的活動助成100万円以内
③④30万円以内　⑤15万円以内

申請手続き 所定の申込用紙を送付

応募締切 平成30年５月７日（平成30年度の場合）

助成決定時期 平成３０年６月（平成３０年度の場合）

備考

名称 社会福祉法人　静岡県社会福祉協議会

住所 〒420-8670静岡市葵区駿府町1-70　県総合社会福祉会館

TEL ０５４-２５４-５２２４

FAX ０５４-２５１-７５０８

ホームページ http://www.shizuoka-wel.jp/

事業名 ABCしあわせ基金車両寄贈事業

助成対象内容 在宅福祉事業

助成対象団体 社会福祉法人、特定非営利活動法人（１法人につき１台に限る）

助成金額（総額） -

助成金額（１件あたり） -

申請手続き 所定申込書及び必要書類を送付

応募期間及び応募締切 平成３０年１月４日(木)～平成３０年２月５日(月)消印有効　（平成30年度の場合）

決定時期 平成３０年４月

備考 ※必要書類：定款、寄附行為、役員名簿、事業計画書、予算書、決算書、車両見積書(必ず同
一車種2社以上)、パンフレット、その他法人の活動がわかるもの等
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名称 社会福祉法人 NHK厚生文化事業団

住所 〒150-0041東京都渋谷区神南１－４－１

TEL ０３－３４７６－５９５５

FAX ０３－３４７６－５９５６

ホームページ http://www.npwo.or.jp/wakaba/

事業名 地域福祉を支援する「わかば基金」

助成対象内容 ①支援金の部門　②リサイクルパソコンの部門　③東日本大震災復興支援の部門

助成対象団体

①地域で活発な福祉活動をすすめ、この支援金で、より活動の幅を広げていこうというグルー
プ
②パソコンを利用して、すでに地域で活発な福祉活動に取り組み、台数を増やすことで、より
高齢者や障がい者に直接役立つ活動の充実を目指しているグループ
③東日本大震災の被災地に活動拠点があり、その地域で福祉活動をすすめているグループ、
支援金で活動場所の再整備をすすめたい、被災地に必要な新たな事業を展開したい、と考え
ているグループ。

助成金額（総額） ①下記支援金をおよそ１０グループ②ノートパソコン５０台③下記支援金をおよそ５グループ

助成金額（１件あたり） ①上限100万円②１グループにつき、３台まで③上限100万円

申請手続き 所定の申込書を送付。

応募締切 平成３０年３月３０日（平成３０年度の場合）

助成決定時期 平成３０年６月下旬

備考

名称 財団法人　キリン福祉財団

住所 〒164-0001　東京都中野区中野4-10-2

TEL ０３－６８３７－７０１３

FAX ０３－５３４３－１０９３

ホームページ http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/

事業名 ①キリン・地域のちから応援事業　②キリン・福祉のちから開拓事業

助成対象内容

①地域における障害児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わる、ボランティア活動
②障害者福祉分野､高齢者福祉分野、児童・青少年健全育成分野、地域社会福祉分野のボラ
ンティア活動を長期的な視点に立って全国や広域にまたがり実施している、または活動しよう
と考えている

助成対象団体 ①４名以上のメンバーが活動する団体・グループ　連絡責任者は満２０歳以上であること
②１０名以上のメンバーが活動する団体・グループ　連絡責任者は満２０歳以上であること

助成金額（総額） ①４,８００万円　②５００万円

助成金額（１件あたり） ①上限３０万円　②上限１００万円

申請手続き 所定の申込書を送付

応募期間 ９月１２日（火） ～１０月３１日（火）当日消印有効（平成２９年度の場合）

助成決定時期 ３月下旬（平成２９年度の場合）

備考
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名称 公益財団法人　ふじのくに未来財団

住所 〒422-8067静岡市駿河区南町14番1号　水の森ビル2F

TEL ０７０-５３３６-０４６１

FAX ０５４-３３３-５４８１

ホームページ http://www.shizuokafund.org/

事業名 子育て支援事業

助成対象内容 子育て支援事業

助成対象団体 NPO・市民活動団体（法人格の有無、活動年数は不問）
NPO法人、一般社団法人/一般財団法人

助成金額（総額） ５７５,０００円

助成金額（１件あたり）

申請手続き ※所定の申込用紙及び添付書類（事業提案書、収支予算書）を持参又は郵送

応募期間及び応募締切 平成２９年１２月１１日(月)～平成３０年１月３１日(水)

助成決定時期 平成３０年２月２３日(金)１４時～

備考 ※応募する場合は必ず事前相談を行ってください。事前相談がない事業については、応募書
類の受け取りは出来ません。

名称 公益財団法人 さわやか福祉財団

住所 〒105-0011東京都港区芝公園2－6－8日本女子会館７階

TEL ０３－５４７０－７７５１

FAX ０３－５４７０－７７５５

ホームページ http://www.sawayakazaidan.or.jp/

事業名 「連合・愛のカンパ」助成金

助成対象内容 新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動」

助成対象団体 ふれあい・助け合い活動団体（グループに限定）

助成金額（総額） １９団体を目途

助成金額（１件あたり） １５万円上限

申請手続き 所定の申込書を送付

応募期間 平成２９年１２月１１日～平成３０年１月３１日（平成２９年度の場合）

助成決定時期 ２月中旬（平成２９年度の場合）

備考
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名称 公益財団法人静岡新聞・静岡放送文化福祉事業団

住所 〒422-8033　静岡市駿河区登呂３丁目１番１号

TEL ０５４-２８４-３２１７

FAX ０５４-２８４-３２７９

ホームページ http://sbs-bunkafukushi.com/index.html

事業名 愛の都市訪問『福祉支援活動』

助成対象内容 静岡県内の福祉・ボランティア活動への①車両贈呈②資機材贈呈

助成対象団体

静岡県内で活動している社会福祉団体やグループ、NPO団体、ボランティア組織、当事者団
体、福祉施設、社会福祉協議会＜条件＞（１）活動や事業内容が主に福祉に関するものであ
ること（２）活動期間が１年以上継続されていること（３）過去に、愛の都市訪問『福祉支援活動』
で車両や資機材の寄贈を受け５年以上経過していること

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ①②ともに購入金額の補助ではなく、物品贈呈※②は５０万円（税込）上限

申請手続き 東部地区、中部地区、西部地区で開催される説明会で配布される応募用紙を送付（平成29年
度説明会は８、９月実施）

応募締切 平成29年9月30日　（平成29年度の場合）

助成決定時期 平成29年12月　（平成29年度の場合）

備考 説明会に必ず参加する。

名称 一般財団法人 松翁会

住所 〒104-0004　東京都千代田区大手町1-5-5　大手町タワー地下1階

TEL ０３－３２０１－３２２５

FAX

ホームページ http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/business/index.html

事業名 社会福祉助成

助成対象内容 社会福祉に関する民間の事業

助成対象団体
①原則として法人施設、団体であること。ただし、法人格をもたないものであっても、特に助成
することにより効果が期待できる場合は対象とすることもあるが、個人および営利法人等は除
く。

助成金額（総額） ７００万円（平成29年度の場合）

助成金額（１件あたり） 原則６０万円上限

申請手続き コメント欄に記入した所定の申込用紙を送付＜下記備考参照＞

応募締切 平成２９年７月３１日(月)　（平成２９年度の場合）

助成決定時期 平成２９年１０月以降　（平成２９年度の場合）

備考 社会福祉協議会等のコメント欄は、都道府県・市区町村社会福祉協議会又は、県及び市区町
村行政の福祉関係部署が記入
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名称 公益信託 スクロール女性ボランティア基金（受託者　株式会社静岡銀行）

住所 〒424-8677静岡県静岡市清水区草薙北2番１号　　株式会社静岡銀行　業務部国内業務企
画グループ内

TEL ０５４－３４５－９１０１

FAX ０５４－３４５－４０７１

ホームページ http://www.shizuokabank.co.jp/corporation/management/business/shintaku/koueki_shintaku.html

事業名 公益信託 スクロール女性ボランティア基金　　助成

助成対象内容 障がい者及び高齢者等に対するボランティア活動に必要な資材・器材購入費、活動費、研修
養成費

助成対象団体 静岡県内に活動の拠点を置く女性を中心としたボランティア団体

助成金額（総額） ２００万円

助成金額（１件あたり） ２０万円上限

申請手続き 所定の｢助成金給付申請書｣を提出。（FAXまたはe-mailによる提出も可）

応募締切 平成２９年１２月３１日（当日消印有効）　（平成29年度の場合）

助成決定時期 平成３０年３月中　（平成29年度の場合）

備考 ※物品等を購入する場合、必ず見積書・パンフレット（写）等を添付※新たな事業での助成申
請の場合、事業計画（概要）を添付

名称 一般社団法人 生命保険協会

住所 〒100-0005　東京都千代田区丸の内3丁目4番1号　新国際ビル３階

TEL ０３－３２８６－２６４３

FAX ０３－３２８６－２７３０

ホームページ http://www.seiho.or.jp/

事業名 ①元気シニア応援団体に対する助成活動
②子育てと仕事の両立支援に対する助成活動

助成対象内容
①高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等を行う活動
②-a特別保育事業の実施に必要な施設の整備、備品の購入等に係る費用 ②-b放課後児童
クラブの受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用

助成対象団体

①日本国内で高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等を行う活動を
行っている団体
②-a社会福祉法人・株式会社・特定非営利活動法人等の法人格を有していること。認可保育
所・対象保育施設 ②-b「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づき、市町村からの委託事
業・補助事業・代行事業（指定管理者制度）等の事業形態をとっており、行政からの補助を得
て、放課後児童クラブの運営をおこなっていること。

助成金額（総額） ①５００万円 ②-a、b７００万円

助成金額（１件あたり） ①１２万円 ②-a３５万円 ②-b２０万円

申請手続き 所定の助成申請書（正本１部と副本１部）を添付書類ともに郵送（簡易書留）

応募期間及び応募締切 ①平成２９年８月２日（水）～９月３０日（土） ②-a、b平成２９年４月１９日（水）～６月３０日（金）

助成決定時期 ①２月上旬 ②-a、b１１月上旬（平成２９年度の場合）

備考 ＜添付書類＞①会則または団体規約②前年度の活動報告書及び決算報告書③活動計画書
及び収支予算書④団体の活動状況等が分かる資料
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名称 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

住所 〒105-0003東京都港区西新橋1丁目18番12号ＣＯＭＳ虎ノ門５階、６階（６階：事務局）

TEL ０３－３５９６－００６１

FAX

ホームページ https://www.zengokyo.or.jp/

事業名 社会貢献基金助成

助成対象内容 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

助成対象団体
財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、その他任意団体、市民ボランティアグループ
又は大学、研究機関
※研究助成分野は個人も対象

助成金額（総額） 10，000千円

助成金額（１件あたり） 2，000千円上限（研究助成事業は、１，０００千円を上限）

申請手続き 所定の申請書を添付書類ともに郵送

応募期間及び応募締切 平成28年１０月１日～平成29年２月末日（平成２９年度の場合）

助成決定時期 平成29年５月下旬（平成２９年度の場合）

備考
＜添付書類＞①助成金交付申請書、②申請する助成事業の収支予算書、③今回申請する活
動又は類似した過去3年間の実績を示す写真、④団体等の定款又はそれに準ずる規約、⑤団
体等の意志決定をする役員又は構成員の名簿

名称 全労済

住所 〒151-8571東京都渋谷区代々木2－12－10　全労済　総務部内　地域貢献助成事業事務局

TEL ０３－３２９９－０１６１

FAX ０３－５３７１－７７７２

ホームページ http://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2017/21547.html

事業名 地域貢献助成

助成対象内容

①自然災害に備え、いのちを守るための活動
②地域の自然環境・生態系を守る活動
③温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
④子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生みだす活動
⑤困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

助成対象団体
日本国内を主たる活動の場とする、下記①～③のいずれにも該当する団体①NPO法人、任意
団体等（NGO、ボランティア団体等）②設立後１年以上の活動実績を有する団体③直近の年
間収入が３００万円以下の団体(前年度の繰越金を除く)

助成金額（総額） ２，０００万円（上限）

助成金額（１件あたり） ３０万円（上限）

申請手続き 所定の申請書に必要書類を添付のうえ送付（各２部）

応募期間及び応募締切 3月22日～4月5日（平成29年度の場合）

助成決定時期 ７月（平成29年度の場合）

備考 必要書類①定款、会則等の規定②役員名簿③決算書（直近の1年分）
※助成申請活動に直接係る団体スタッフの賃金も対象
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名称 公益財団法人 損保ジャパン福祉財団

住所
〒160-8338東京都新宿区西新宿1－26－1　公益財団損保ジャパン日本興亜福祉財団　事務
局

TEL ０３－３３４９－９５７０

FAX ０３－５３２２－５２５７

ホームページ http://www.sjnkwf.org/jyosei/index.html

事業名
NPO基盤強化資金助成
①組織の強化と事業活動の強化の助成　②認定ＮＰＯ法人取得資金の助成　③住民参加型
福祉活動資金助成

助成対象内容
①団体の基盤強化に結び付く事業　②認定ＮＰＯ法人の取得に関する費用　③地域の高齢
者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって包括的な支援
を行う活動の人件費・物件費

助成対象団体 ①特定非営利活動法人及び社会福祉法人　②認定ＮＰＯ法人の取得を計画している特定非
営利活動法人　③5人以上で活動する営利を目的としない団体(社会福祉法人は除く)

助成金額（総額） ①1,000万円 ②③600万円

助成金額（１件あたり） ①50万円　②③30万円

申請手続き ホームページにて申込み、追加資料を郵送

応募期間及び応募締切 ①②9月15日～10月31日（平成29年度の場合）　③9月1日～10月20日（平成29年度の場合）

助成決定時期 12月

備考

※締切時間直前には、多くの方が同時に送信するため回線の混雑が予想されます。時間に余
裕をもって送信してください。
※当該活動終了時に以下の書類を提出。
　実施(完了)報告書、収支報告書、助成活動の実施状況を示す写真、資料等、領収書、受領
書のコピー

名称 公益財団法人 損保ジャパン福祉財団

住所 〒160-8338東京都新宿区西新宿1－26－1　公益財団損保ジャパン日本興亜福祉財団　事務
局

TEL ０３－３３４９－９５７０

FAX ０３－５３２２－５２５７

ホームページ http://www.sjnkwf.org/jyosei/index.html

事業名 ①自動車購入助成　②研修会資金助成

助成対象内容 ①障害者の福祉活動　②研修会開催に関わる費用

助成対象団体 ①特定非営利活動法人　②活動実績1年以上の介護家族の会及び在宅で高齢者を介護する
家族等を支援する特定非営利活動法人

助成金額（総額） ①1,000万円　②300万円

助成金額（１件あたり） ①100万円　②15万円

申請手続き ホームページにて申込み、追加資料を郵送

応募期間及び応募締切 ①6月1日～7月14日（平成29年度の場合）　②5月15日～7月5日（平成29年度の場合）

助成決定時期 9月　（平成29年度の場合）

備考

※締切時間直前には、多くの方が同時に送信するため回線の混雑が予想されます。時間に余
裕をもって送信してください。
②当該活動終了時に以下の書類を提出。
実施(完了)報告書、収支報告書(領収書等添付)、研修実施状況を示す写真、チラシ、パンフ
レット等
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名称 公益財団法人 大同生命厚生事業団

住所 〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目２番１号　大同生命大阪本社ビル内

TEL ０６－６４４７－７１０１

FAX ０６－６４４７－７１０２

ホームページ http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/index.htm

事業名 ①ビジネスパーソンボランティア活動助成　②シニア・ボランティア活動助成

助成対象内容 ①②ともに、高齢者福祉、障がい者福祉、こどもに関するボランティア活動

助成対象団体

①社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っているか、または行おうとするビジネス
パーソンが80％以上のグループ②社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている
か、または行おうとするシニア（年齢満60歳以上）が80％以上のグループ(ＮＰＯ法人を含む)
※①②ともに過去5年以内に当財団の助成を受けたグループは除く。

助成金額（総額） ①②あわせて８００万円以内

助成金額（１件あたり） 原則１０万円。内容が優れている場合は、２０万円限度で助成。

申請手続き 所定の申込書を送付。

応募期間及び応募締切 ４月１日～５月２５日まで（平成３０年度募集の場合）

助成決定時期 ８月中旬（平成３０年度募集の場合）

備考 ※直接ボランティア活動に要する費用のみ対象

名称 公益財団法人 太陽生命厚生財団

住所
〒143-0016
東京都大田区大森北1-17-4　太陽生命大森ビル
公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局

TEL ０３－６６７４－１２１７

FAX 同上

ホームページ http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/

事業名 ①事業助成　②研究助成

助成対象内容

＜ボランティアグループが行う事業への助成＞A．在宅高齢者や障がい者の自助・自立の意
欲を引き出し、または鼓舞する等その生活の支援に必要な事業・費用　B．在宅高齢者または
在宅障がい者の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、備品等を整備する事業・
費用

助成対象団体 地域福祉活動を目的とするボランティアグループおよびNPO（法人格の有無は不問）

助成金額（総額） ①２，０００万円　②３００万円

助成金額（１件あたり） ①１０万円～５０万円　②３０万円～５０万円

申請手続き 所定の申込書を郵送

応募期間及び応募締切 ６月末日（平成30年度募集の場合）

助成決定時期 ９月中旬（平成30年度募集の場合）

備考
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名称 公益財団法人 大和証券福祉財団

住所 〒104-0031東京都中央区京橋1－2－1大和八重洲ビル

TEL ０３－５５５５－４６４０

FAX ０３－５２０２－２０１４

ホームページ http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

事業名 ボランティア活動助成

助成対象内容 ・高齢者、障がい児・者、児童問題等に対する支援活動・ボランティア活動
・「東日本大震災」及び「平成28年熊本地震」の被災者支援のボランティア活動

助成対象団体 ボランティア活動に参加している会員数が5名以上で、営利を目的としない団体・グループ。

助成金額（総額） ４，５００万円

助成金額（１件あたり） ３０万円上限

申請手続き 所定の申込書を郵送

応募期間及び応募締切 ８月１日～９月１５日（平成29年度の場合）

助成決定時期 １２月中旬（平成29年度の場合）

備考

名称 中日新聞東海本社　中日新聞社会事業団

住所 〒435-8555静岡県浜松市東区薬新町４５番地

TEL ０５３－４２１－７７１１

FAX

ホームページ

事業名 中日ボランティア賞

助成対象内容 社会福祉のためのボランティア活動

助成対象団体 静岡県下で活動する団体・グループを対象（学校、個人は原則として対象外）

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり）

申請手続き 所定の推薦用紙を下記のいずれかの団体を通じて提出①静岡県健康福祉部地域福祉課②
静岡県社会福祉協議会③静岡県ボランティア協会

応募期間及び応募締切 ６月２９日まで（平成３０年度の場合）

受賞団体結果発表 １０月中旬の中日新聞上に掲載（平成３０年度の場合）

備考
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名称 公益財団法人 トヨタ財団

住所 〒163-0437東京都新宿区西新宿2－1－1新宿三井ビル３７階

TEL ０３－３３４４－１７０１

FAX ０３－３３４２－６９１１

ホームページ https://www.toyotafound.or.jp/

事業名 国内助成プログラム（一般枠）　①しらべる助成　②そだてる助成

助成対象内容 ①地域課題の現状やその動向を探るための調査活動等
②地域課題の解決につながる仕事づくりとその担い手の育成等

助成対象団体 組織の法人格の有無、種類については、問いません。

助成金額（総額） ①②あわせて１億円

助成金額（１件あたり） ①１００万円　②上限なし

申請手続き 財団ウェブサイトで基本情報を登録・企画書の送信

応募期間及び応募締切 ９月１日９：００～９月２９日１５：００（平成29年度の場合）

助成決定時期 ３月末（平成29年度の場合）

備考

名称 「２４時間テレビ」チャリティー委員会

住所 〒105-7444東京都港区東新橋1－6－1日本テレビ内

TEL ０３－６２１５－３００８

FAX

ホームページ http://www.24hourtv.or.jp/

事業名 「２４時間テレビ」福祉車両寄贈

助成対象内容

助成対象団体
社会福祉法人、地方公共団体、NPO法人、任意団体（非法人）、ボランティア団体、医療法人、
学校法人、民法法人（社団・財団）など（営利を目的とする企業・団体は除く）　※電動車いす
は、個人申込も可

助成金額（総額） -

助成金額（１件あたり） -

申請手続き 所定の申込書を郵送

応募期間及び応募締切 ５月１８日（平成３０年度の場合）

審査結果 １１月中旬（平成３０年度の場合）

備考 寄贈福祉車両は、リフト付きバス、スロープ付き普通自動車、スロープ付き軽自動車、入浴
車、電動車いす
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名称 公益財団法人 日本生命財団

住所 〒541-0042大阪府大阪市中央区今橋３－１－７　日生今橋ビル４階

TEL ０６－６２０４－４０１４

FAX ０６－６２０４－０１２０

ホームページ http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/index.html

事業名 児童・少年の健全育成助成

助成対象内容 “元気っこ活動（子どもたち自身が主人公となって行う、自然体験・生活体験活動、仲間づくり
や文化の伝承活動等）”や“地域の子育て支援活動”に常時・直接必要な物品の助成

助成対象団体

上記活動を地域活動の一環として定期的かつ日常的に継続して取り組んでいる草の根的な
民間の団体及びグループ
ただし、助成申請時点で設立後1年以上の活動実績があること、常時10人以上の会員規模で
あること、構成員の半数以上が児童・少年であること、少なくとも月１回以上の活動日を定めて
活動していること

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ３０万～６０万円（物品購入資金助成）

申請手続き 所定の申請書に必要書類を添え、県担当課（こども未来課）に提出

応募期間及び応募締切 １１月末まで（平成29年度募集の場合）

助成決定時期 ４月（平成29年度募集の場合）

備考 都道府県知事の推薦必要

名称 公益財団法人 日本生命財団

住所 〒541-0042大阪府大阪市中央区今橋３－１－７　日生今橋ビル４階

TEL ０６－６２０４－４０１４

FAX ０６－６２０４－０１２０

ホームページ http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/index.html

事業名 高齢社会助成（地域福祉チャレンジ活動助成）

助成対象内容

①認知症(「若年性認知症」を含む)の人の地域での生活を支えるチャレンジ活動 (本財団恒久
分野)
②サービスの創出に向けてのチャレンジ活動(独自財源づくりを含む)
③インフォーマルサービスとフォーマルサービスの連携による地域づくりに貢献するチャレンジ
活動
④医療・介護・福祉・保健の連携を実現するためのチャレンジ活動

助成対象団体 助成テーマにチャレンジする意欲があり、かつ他の団体等と協働で活動していく団体。法人格
の有無は問わない

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ２年間で最大４００万円（１年最大２００万円）

申請手続き 所定の申請書の原本１部（片面印刷）及びコピー２部（両面印刷）を郵送

応募期間及び応募締切 ５月３１日（平成30年度の場合）

助成決定時期 ９月上旬（平成30年度の場合）

備考 ※助成開始年度が２００８年度以降となる本財団の「高齢社会先駆的事業助成」
「地域福祉チャレンジ活動助成」の助成先団体は対象外とします。
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名称 日本たばこ産業株式会社

住所 〒105-8422東京都港区虎ノ門2-2-1

TEL ０３－５５７２－４２９０

FAX ０３－５５７２－１４４３

ホームページ http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/index.html

事業名 NPO助成事業　～地域コミュニティの再生と活性化にむけて～

助成対象内容 地域社会の核となって実施する、地域コミュニティの再生と活性化につながる事業

助成対象団体 １年以上の活動実績を有する非営利法人

助成金額（総額） 下記助成額を４５件程度

助成金額（１件あたり） 150万円上限

申請手続き 所定の応募書式（申請書、企画書、収支見込書）と添付書類とともに送付

応募期間及び応募締切 ９月２０日～１１月１０日（平成29年度の場合）

助成決定時期 翌年３月（平成29年度の場合）

備考

＜添付書類＞①定款②役員名簿③前年度の事業報告書及び決算報告書④当年度の事業計
画書及び予算書⑤法人の活動を紹介する資料
※人件費対象（申請額全体の50％以内）
※申請事業の経費合計額の20％以上を本助成金以外で負担する

名称 ファイザー株式会社

住所 〒151-8589東京都渋谷区代々木3－22－7新宿文化クイントビル

TEL ０３－５３０９－７６６３

FAX ０３－５３０９－９００４

ホームページ http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/index.html

事業名
ファイザープログラム～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～新規助
成

助成対象内容
中堅世代の人々（主に30・40・50歳代）の心身のケアに関する課題について、市民団体が行う
市民活動および市民研究①「当事者性」「専門性」「市民性」を尊重した取組、②既存の公的制
度や施策では実現することが難しい取組、③就労を始めとする社会参加を目指した取組

助成対象団体
①民間の非営利団体であること（法人格の種類や有無を問わない）。②市民が主体的に参加
して活動する団体であること。③日本国内に活動拠点があること④原則として２年以上の活動
や研究の実績があること。⑤団体の目的や活動内容が、政治・宗教などに偏っていないこと。

助成金額（総額） １，５００万円（７～８件程度）

助成金額（１件あたり） 上限３００万円

申請手続き 所定の応募用紙を郵送

応募期間及び応募締切 ６月５日～６月１６日（平成29年度の場合）

助成決定時期

備考
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名称 社会福祉法人 丸紅基金

住所 〒１０３－６０６０東京都中央区日本橋２－７－１　東京日本橋タワー

TEL ０３－３２８２－７５９１・７５９２

FAX ０３－３２８２－９５４１

ホームページ http://www.marubeni.or.jp/promote/guidelines/tabid/70/Default.aspx

事業名 社会福祉助成

助成対象内容

わが国における社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動など）を行う民間の団体が企画す
る事業案件で、次の条件を具備するもの
①明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかであること
②助成決定から１年以内に実施が完了する予定のものであること
③一般的な経費不足の補填でないこと
④申込案件に、国や地方公共団体の公的補助が見込めないこと、また他の民間機関からの
助成と重複しないこと

助成対象団体 申込者（実施主体）は、原則として非営利の法人であること（ただし、法人でない場合でも３年
以上の継続的な活動実績があり、組織的な活動を行っている団体は対象とする）

助成金額（総額） １億円＜計５０件以上＞

助成金額（１件あたり） ２００万円上限

申請手続き 所定の申込用紙と添付書類を送付　※郵送のみ

応募期間及び応募締切 ４月１６日～５月３１日（平成30年度募集の場合）

助成決定時期 10月下旬（平成30年度の場合）

備考

＜添付資料＞①定款（任意団体の場合は、規約などの内部規定）②役員名簿（住所、氏名、
年齢記載）③申込団体および申込対象施設の決算書（収支計算書、貸借対照表）④対象事業
案件に要する費用の根拠となる書面（見積書、カタログの抜粋等）⑤団体・施設の案内書（最
近の活動状況の刊行物）⑥本部および申込対象施設の所在地地図⑦法人格を持つ団体は登
記簿謄本の写し

名称 公益財団法人 みずほ教育福祉財団

住所 〒１００－００１１東京都千代田区内幸町１－１－５　みずほ銀行内

TEL ０３－３５９６－４５３２

FAX ０３－３５９６－３５７４

ホームページ http://www.mizuho-ewf.or.jp/

事業名 ①老後を豊かにするボランティア活動資金　②配食用小型電気自動車寄贈事業

助成対象内容

①高齢者支援を目的として地域で実践している活動、レクリエーションを通じて高齢者の生活
を豊かにする活動。
②高齢者を主な対象とし、原則として、1年以上継続して、週1回以上、調理・配食・友愛サービ
スを一貫として行っている。

助成対象団体

①ボランティアグループ（ボランティア数１０～５０人程度）、活動実績２年以上
※過去３年以内の本助成を受けたことのあるグループ、老人クラブ、法人格を有する団体は対
象外
②非営利の民間団体（法人・任意団体を問わない）

助成金額（総額） ①下記助成金を１２０グループ程度　②10台

助成金額（１件あたり） ①１０万円上限　②１００万円

申請手続き 所定の申請書に、都道府県・政令指定都市社会福祉協議会、市区町村社会福祉協議会もしく
は、全国老人給食協力会の推薦を受けて送付・直接持参

応募期間及び応募締切 ①平成３０年５月２５日　②平成３０年６月８日　（平成30年度の場合）

助成決定時期 平成30年７月末　（平成30年度の場合）

備考

26

25
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http://www.marubeni.or.jp/promote/guidelines/tabid/70/Default.aspx
http://www.mizuho-ewf.or.jp/


名称 公益財団法人 みずほ福祉助成財団

住所 〒100-0011　東京都千代田区幸町1-1-5　みずほ銀行内幸町本部ビル

TEL ０３－３５９６－５６３３

FAX ０３－３５９７－２１３７

ホームページ http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/

事業名 社会福祉助成①事業助成②研究助成

助成対象内容 障害児者の福祉向上を目的とする事業及び研究

助成対象団体

①日本国内に於いて３年以上の継続した活動実績のある非営利法人、任意団体、ボランティ
アグル―プ等
②上記①の先及び研究グループ（５人以上）
※①②ともに営利法人、個人、過去３年間に当財団から助成を受けた先

助成金額（総額） ３，０００万円

助成金額（１件あたり） ①原則として２０万円以上１００万円限度②原則として１００万円限度

申請手続き 所定の申込用紙に添付資料をつけて郵送

応募期間及び応募締切 ６月３０日（平成29年度の場合）

助成決定時期 １０月下旬（平成29年度の場合）

備考
＜添付資料＞①定款、会則等、②役員（会員）名簿、③申請者の概要がわかる資料（パンフ
レット、ホームページ印刷資料等）、④今年度の事業計画書及び予算書、⑤直近期の決算書、
⑥現在事項証明書（法人のみ、３か月以内の原本）

名称 公益財団法人 三菱財団

住所 〒100-0005東京都千代田区丸の内２丁目３番1号

TEL ０３－３２１４－５７５４

FAX ０３－３２１５－７１６８

ホームページ http://www.mitsubishi-zaidan.jp/

事業名 ①社会福祉事業　②研究助成

助成対象内容
①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

助成対象団体 ①原則として法人に限る②個人・法人いずれも可

助成金額（総額） ９，０００万円

助成金額（１件あたり） 特に定めない

申請手続き 所定の「助成申込書」を送付

応募期間及び応募締切 平成２９年１２月１９日～平成３０年１月１６日（平成30年度の場合）

助成決定時期 平成３０年６月（平成30年度の場合）

備考

27

28
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http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/
http://www.mitsubishi-zaidan.jp/


名称 NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド（ドコモMCF）

住所 〒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

FAX ０３－３５０９－７６５５

ホームページ http://www.mcfund.or.jp/

事業名 ドコモ市民活動団体への助成

助成対象内容 ①子ども健全な育成を支援する活動　②経済的困難を抱える子どもを支援する活動。

助成対象団体 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

助成金額（総額） ３，５００万円（上限）

助成金額（１件あたり） ①７０万円(上限)　②１００万円(上限)

申請手続き 所定の申請書を送付

応募期間及び応募締切 ２月２６日～３月３１日（平成29年度の場合）

助成決定時期 ８月下旬（平成29年度の場合）

備考

名称 郵便事業株式会社

住所 〒100-8798東京都千代田区霞が関１丁目３番２号

TEL ０３－３５０４－４４０１

FAX ０３－３５９２－７６２０

ホームページ http://www.post.japanpost.jp/kifu/

事業名 年賀寄附金配分（一般枠）

助成対象内容 公益活動を行う団体の福祉・人材育成 ・普及啓発・イベントまたは新規事業等の事業費、改
修費、機器購入、車輛購入を助成

助成対象団体
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法
人、及びNPO法人

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ①活動・一般プログラム～５００万円まで②活動・チャレンジプログラム～５０万円まで③施設
改修、機器購入、車両購入～５００万円まで

申請手続き 所定の申請書と添付資料を送付

応募期間及び応募締切 平成２９年９月１１日～１１月１０日（平成29年度の場合）

助成決定時期 平成３０年３月末（平成29年度の場合）

備考 ＜添付資料＞①配分申請する事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書②定款ま
たは寄附行為③団体収支決算書④団体収支予算書⑤必要な見積書⑥説明資料　等

30

29
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http://www.mcfund.or.jp/
http://www.post.japanpost.jp/kifu/


名称 日本財団

住所 〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団　公益・ボランティア支援グループ

TEL ②０３－６２２９－５１１１　　③０３－６２２９－５１６３

FAX ③０３－６２２９－５１６９

ホームページ http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/

事業名 ①助成事業（通常募集）、②社会福祉施設等の改造・修繕、③福祉車両配備

助成対象内容
①社会福祉、教育、文化などの事業、②社会福祉施設等において、主に障害の多様な特性と
心身の状態に応じて必要とされる基本的な環境整備、③社会福祉等に係る全ての事業のた
めの福祉車両

助成対象団体
①財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、ボランティア団体など非営利活動・公益事
業を行う団体、②原則として10年以上を経過した施設、③財団法人、社団法人、社会福祉法
人、NPO法人、社会医療法人、地方公共団体など非営利活動・公益事業を行う団体

助成金額（総額） ②３,０００万円

助成金額（１件あたり）

①財団・社団・社福・NPO法人　上限なし※補助率80％、ボランティア団体　上限100万円
    ※補助率80％
②障害者施設・児童養護施設：30,000千円、その他：財団が必要と認めた額　※補助率８０％
③車両１台

申請手続き インターネット申請

応募期間及び応募締切 ①10月2日11：00～10月31日17：00、②4月5日～2月28日随時、③6月15日～6月30日
（平成29年度の場合）

助成決定時期 ①3月中旬～下旬、③11月下旬～12月中旬（平成29年度の場合）

備考 ②申請にあたり、あらかじめ事業担当部署に相談

名称 共同募金会

住所 〒420-0856　静岡市葵区駿府町１－７０

TEL ０５４－２５４－５２１２

FAX ０５４－２５４－６４００

ホームページ http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/jyosei/default.asp#c1

事業名 ①地域福祉活動支援事業、②福祉施設・機器整備事業

助成対象内容

①・社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行うものと相協力
して、地域福祉活動計画等に位置付けて企画実施する事業　・福祉活動を行う住民や団体に
貸し出す地域福祉、在宅福祉サービス用の機器整備
②・平成 3１年度に行う施設による福祉サービス、更生保護に必要な機器整備、建物の補修
等　　・当年度に認可施設を創設又は増改築する際に係る機器整備

助成対象団体 ①市町社会福祉協議会②社会福祉施設、更生保護施設（認可外施設も含む）

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ①助成率90％（車両の場合75％）、②助成率：認可外施設90％以内、上限200万円
認可施設75％以内、300万円

申請手続き 申請書類を送付

応募期間及び応募締切 ①平成３０年５月１６日～５月３１日　②平成３０年４月２日～５月１５日（平成３０年度の場合）

助成決定時期 平成３１年３月（平成３０年度の場合）　　※当年度機器整備平成３０年７月

備考

31

32
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http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/jyosei/default.asp


名称 社会福祉法人　清水基金

住所 〒103-0027　東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング3階

TEL ０３－３２７３－３５０３

FAX ０３－３２７３－３５０５

ホームページ https://www.shimizu-kikin.or.jp/

事業名 ①社会福祉法人助成事業　②NPO法人助成事業

助成対象内容 利用者のために必要な機器・車輌・建物（新築、改修、増改築）等

助成対象団体

障害児・者福祉の増進を目的として運営されている民間社会福祉法人の諸事業
①原則、1法人1件、開設後1年経過した施設で、過去3年間、本基金から助成を受けていない
法人
②原則、1法人1件、開設後3年経過した施設で、過去1年間、本基金から助成を受けていない
法人

助成金額（総額） ①３億６，０００万円（１００件程度）　②８，０００万円（３０件程度）

助成金額（１件あたり） ①５０～１，０００万円※原則として申込法人が事業費の３０％以上を負担
②５０～７００万円※原則として申込法人が事業費の２０％以上を負担

申請手続き 所定の申込用紙及び添付書類を提出

応募期間及び応募締切 ①６月１日～７月３１日（平成３０年度の場合）　②５月１日～６月３０日（平成３０年度の場合）　

助成決定時期 平成３１年１月末　（平成３０年度の場合）

備考

名称 独立行政法人　福祉医療機構

住所 〒105-8486　東京都港区虎ノ門4丁目3番13号　ヒューリック神谷町ビル9階
 　　　　　　　　独立行政法人福祉医療機構　NPOリソースセンター NPO支援課

TEL ０３－３４３８－４７５６・９９４２

FAX ０３－３４３８－０２１８

ホームページ http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/tabid/176/Default.aspx#2

事業名 社会福祉振興助成事業

助成対象内容 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

助成対象団体
社会福祉法人、医療法人、公益法人、NPO法人、一般法人、その他社会福祉の振興に寄与
する事業を行う法人
※理事を２人以上置いていること

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ①５０～７００万円、②５０～９００万円

申請手続き 所定の申込用紙及び添付書類を提出

応募期間及び応募締切 平成３０年１月２９日（平成３０年度の場合）

助成決定時期 平成３０年４月上旬（平成３０年度の場合）

備考

34
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https://www.shimizu-kikin.or.jp/
http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/tabid/176/Default.aspx


名称 子供の未来応援国民運動（独立行政法人福祉医療機構（WAM））

住所
〒105-8486　東京都港区虎ノ門4丁目3番13号　ヒューリック神谷町ビル9階
 　　　　　　　　独立行政法人福祉医療機構　NPOリソースセンター NPO支援課

TEL ０３－３４３８－４７５６・９９４２

FAX ０３－３４３８－０２１８

ホームページ http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/miraiouen/tabid/2620/Default.aspx

事業名 「子供の未来応援基金」未来応援ネットワーク事業

助成対象内容

①様々な学びを支援する事業　②居場所の提供・相談支援を行う事業　③衣食住などの生活
の支援を行う事業　④児童養護施設等の退所者を支援する事業　⑤児童又はその保護者の
就労を支援する事業　⑥里親又は特別養子縁組の斡旋を実施又は支援する事業　⑦その
他、賓員の連鎖の解消につながる事業

助成対象団体 公益法人、NPO法人、一般法人、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

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） ５００万円(上限)

申請手続き ホームページから要望書をダウンロードし、メールにて送信

応募期間及び応募締切 平成２９年１１月１０日(金)PM５：００

助成決定時期 平成３０年１月上旬

備考

名称 独立行政法人　国立青少年教育振興機構

住所 〒151-0052東京都渋谷区代々木神園町3-1

TEL ０３－５７９０－８１１７・８１１８
０１２０－５７９－０８１（フリーダイヤル）

FAX ０３－６４０７－７７２０

ホームページ http://yumekikin.niye.go.jp/index.html

事業名 子どもゆめ基金

助成対象内容
子どもを対象とする体験活動や読書活動
①自然体験活動　②科学体験活動　③交流を目的とする活動　④社会奉仕活動　⑤職場体
験活動　⑥総合・その他の体験活動　⑦読書活動

助成対象団体
公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、※
法人格を有する団体、法人格を有しないが活動を実施するための体制が整っていると認めら
れる団体は対象。

助成金額（総額）

助成金額（１件あたり） 全国規模：300万円（目安）　都道府県規模：100万円(目安)　市区町村規模：50万円（目安）

申請手続き 所定の申込用紙を郵送または電子申請システムを利用した申請

応募期間及び応募締切
一次募集　郵送申請H29年10月2日～11月14日　電子申請H29年10月2日～11月28日
二次募集　郵送申請H30年5月1日～6月5日　電子申請H30年5月1日～6月19日

助成決定時期 一次募集：H30年4月　二次募集H30年8月

備考 ※二次募集では10月1日以降に実施する活動しか申請できませんが、一次募集では10月1日
以前に実施する活動と、10月1日以降に実施する活動のどちらも申請可能です。
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名称 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業

住所 〒163-1339　 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー39階

TEL

FAX

ホームページ http://www.dmhcj.or.jp/

事業名 ボランティア活動費助成

助成対象内容

・0歳～20歳までの子どもの健康や福祉を直接改善するプログラム
・多くの子ども達を支援する見込みがあるプログラム
・必要性が高く目的が明確なプログラム
・団体の運営費や管理費（給与や交通費を含む）以外の使用用途
・上記すべてを満たしていることが条件となります

助成対象団体 非営利団体

助成金額（総額） 200万円

助成金額（１件あたり）

申請手続き 申請用紙をご記入のうえ、下記までご郵送ください。

応募期間及び応募締切 5月25日（平成30年度の場合）

助成決定時期 6月下旬（平成30年度の場合）

備考  

37

19


