
※平成27年度の募集内容をまとめたものです。年度ごとに募集時期、内容などが変更されることがありますのでご注意ください。

障がい児・者
対象活動

子ども
対象活動

その他高齢者
対象活動 私たちの活動を伸ばしたい、広げたいという前向きな思いを形にするには、資金が

必要になります。そのようなとき活用したいのが、民間助成団体の行う助成事業
です。さまざまな団体がボランティア活動を支援するための資金援助をしていま
す。活動分野ごとの募集の中から、自分たちの活動を支援してくれる最良のパート
ナーを見つけて、新たな一歩につなげてください。

地域貢献助成事業
全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会）

〒151-8571　東京都渋谷区代々木2-12-10
Tel：03-3299-0161　Fax：03-5351-7772
URL：http://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou.html　E-MAIL：90_eco@zenrosai.coop
★助成対象
　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
（1）NPO法人、任意団体、市民団体
（2）設立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）
資材費、旅費交通費など活動に直接係る経費や、人件費

（謝金等含む）が対象
★助成内容
　環境と子育て・子育ちのための活動
★助成額

1件あたり30万円を上限

決定募集

老後を豊かにするボランティア活動資金
公益財団法人　みずほ教育福祉財団

〒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
URL：http://www.mizuho-ewf.or.jp　E-MAIL：FJP36105@nifty.com
★助成対象
　・地域において高齢者等のための活動を行っているボランティアグ

ループで、グループメンバー数10人～50人程度、結成以来の
活動実績2年以上

　・本助成を過去3年以内に受けていないこと
　・グループ名義の金融機関口座を保有していること
★助成内容
　ボランティア活動に継続的に使用される用具・機器類の取得資金
★助成額
　1件あたり10万円を上限
★その他
　都道府県・政令指定都市県社協または市町社会福祉協議会の

推薦が必要

募集 決定

わかば基金
社会福祉法人　NHK厚生文化事業団

〒150-0041　東京都渋谷区神南1-4-1
Tel：03-3476-5955
URL：http://www.npwo.or.jp/　E-MAIL：info@npwo.or.jp
★助成対象／内容

①支援金部門／国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、
この支援金でより活動の輪を広げたいというグループ

②リサイクルパソコン部門／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
障害のある人に役立ち、活動の充実を図れるグループ

③東日本大震災復興支援部門
★応募制限

法人格をもっていたり（ただし、NPO法人は申請可）、使用目的が
グループの事務経費の場合は対象外

★助成額
　①1グループにつき最高100万円　②1グループにつき3台まで
　③1グループにつき最高100万円

募集 決定

ボランティア・NPO活動支援事業
社会福祉法人　長崎県共同募金会

〒852-8104　長崎市茂里町3-24-4F　長崎県総合福祉センター内
Tel：095-846-8682　Fax：095-846-8565
URL：http://www.akaihane-nagasaki.or.jp/　E-MAIL：kyobo@akaihane-nagasaki.or.jp
★助成対象
　長崎県内を活動範囲とし、福祉または福祉に関連する保健、医療、教育等の分野に

おいて活動しているボランティアグループ、NPO法人で次の要件を満たしていること
①助成を受けようとする活動・事業に要する資金の確保に困難をきたしていること
②公費あるいはそれに準ずるものの助成を受けていない活動・事業であること
③自主性・非営利・公開を原則としていること

★助成内容
①児童、障害者、高齢者等への福祉サービス・支援活動事業
②サービス提供、支援活動に必要な備品・器材等整備事業
③サービス提供、支援活動に必要な研修、PR資料作成事業

★助成額
　1件あたり30万円を上限

募集 決定

親和銀行ふるさと振興基金
一般財団法人　ふくおかフィナンシャルグループ文化芸術財団　長崎事務所

〒857-0806　佐世保市島瀬町10-12
Tel:0956-23-3606　Fax:0956-25-5772
URL:https://www.fukuokabank.co.jp/aboutus/zaidan/josei_nagasaki/index.html
★助成対象
　長崎県内で地域貢献、文化振興、産品開発、学術研究、学

校教育に関する活動を行っている団体または個人
★助成額

原則30万円以内

決定 募集募集 決定

NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金」助成
公益財団法人　損保ジャパン日本興亜福祉財団

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
Tel：03-3349-9570　Fax：03-5322-5257
URL：http://www.sjnkwf.org
★助成対象／内容

社会福祉分野で活動し、認定NPO法人の取得を計画している特定
非営利活動法人

「認定NPO法人」の取得に関する費用であれば、使途は問いません
（注）会合費、人件費、器材費その他一切使途は問いません
ただし、原則として2017年3月末までに所轄庁（都道府県・政令指
定都市）に、「認定」の申請を行うことが必要です
※所轄庁受付日が、2015年4月1日～2017年3月31日のものが

対象です

★助成額　1団体30万円

募集 決定

子どもゆめ基金
独立行政法人　国立青少年教育振興機構

〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
Tel：0120-579-081　Fax：03-6407-7720
URL：http://yumekikin.niye.go.jp/　E-MAIL：yume@niye.go.jp
★助成対象

子どもの健全育成を進めるため、子どもの体験活動や読書活動の
振興等に取組む団体　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など

★助成内容
①子どもの体験活動　②子どもの読書活動
③子ども向け教材開発、普及活動

★助成額
　①②市区町村規模は50万（限度額100万）、都道府県規模

100万（限度額200万）、全国規模300万（限度額600万）
③500万円を標準額（目安）、1,000万円を限度額とする

一次募集決定 決定二次募集

中央競馬馬主社会福祉財団
社会福祉法人　長崎県共同募金会

〒852-8104　長崎市茂里町3-24-4F
Tel：095-846-8682　Fax：095-846-8565
URL：http://www.akaihane-nagasaki.or.jp/　E-MAIL：kyobo@akaihane-nagasaki.or.jp
★助成対象

①事業を計画に従って遂行するに足りる能力を有すること
②公益的団体であって、原則として法人格を有すること
 社会福祉事業を行う団体については、社会福祉法人、

NPO法人又は民法第34条に基づいて設立された法人
であること

★助成内容
施設助成…民間社会福祉施設整備費に対する助成

★助成額　1件あたり100万円を上限

募集 決定

社会福祉助成金
社会福祉法人　丸紅基金

〒100-8088　東京都千代田区大手町1-4-2　丸紅ビル内
Tel：03-3282-7591・7592・7287　Fax：03-3282-9541
URL：http://www.marubeni.or.jp/　E-MAIL：mkikin@marubeni.com
★助成対象／内容
　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。 1．申込者（実施主体）は、原則とし
て非営利の法人であること（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） 2．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 3．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 4．一般的な経費不足の補填でないこ
と 5．申込案件に、国や地方公共団体の公的補助がないこ
と、また他の民間機関からの助成と重複しないこと

★助成額　1件あたり200万円を上限

募集 決定

社会福祉助成金
一般財団法人　松翁会

〒100-0004　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
URL：http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/index.html
★助成対象／内容

社会福祉に関する民間の事業が対象
事業助成：法人・団体であること　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（個人は除く）
・障がい者の福祉向上案件、難病案件、虐待防止案件を対象とする
・明確な企画（目的、内容、資金使途等）に基づく事業で具体的な計画を持つこと
・推進体制が確立しており、自己資金の調達の努力をしていること
・先駆的、開拓的事業を優先する等

★助成額　1件あたり60万円を上限

募集 決定

一般助成事業
社会福祉法人　清水基金

〒103-0027　東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング3F
Tel：03-3273-3503　Fax：03-3273-3505
URL：http://www1a.biglobe.ne.jp/s-kikin/　E-MAIL：shimizu-kikin@muc.biglobe.ne.jp

募集決定 内定

★助成対象
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（NPO法人は対象外）

★助成内容
利用者のために必要な建物（新築、改修、増改築）・車輌・機器等
※東日本大震災による施設整備復旧事業は引続き優先する
※自主事業への取り組みが熱心、かつ自助努力が見られる法人を

優先する
※車輌については、単なる老朽化に伴う更新及び10年以内に車

輌を助成している法人は優先度を低くします
※建物の改修・増改築は、必ず事前に相談すること（屋根塗装等

の営繕工事は対象外）
★助成額　1法人あたりの助成金額の上限は700万円とする

チャリティプレート助成金
特定非営利活動法人　日本チャリティプレート協会

〒166-0012　東京都杉並区和田1-5-18　アテナビル2F
Tel：03-3381-4071　Fax：03-3381-2289
URL：http://www.jcpa.net/jcpa/
★助成対象

①団体またはグループであること（法人である必要はない）
②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）、または小規模作業所であること
・助成年度の前年の4月1日までに設立されていること
・総予算が年間2,000万円をこえないこと
・事業収入が800万円をこえないこと
・総予算額の内、公費助成額が75％をこえないこと

★助成内容　設備・備品・車両
★助成額　1件あたり50万円を上限

決定募集

日本おもちゃ図書館財団おもちゃ等購入助成金
一般財団法人　日本おもちゃ図書館財団

〒108-0014　東京都港区芝5-31-15　センチュリー三田ビル7F
Tel：03-6435-2842　Fax：03-6435-2843
URL：http://www.toylib.or.jp/　E-MAIL：info@toylib.or.jp
★助成対象／内容
　全国のおもちゃ図書館活動の助成
　対象は障害児を中心に利用され、広く地域に開放され

ているおもちゃ図書館であること
　また、ボランティアが主体となっていること、利用者に無料で

利用されていることが原則である
★助成額
　・1館につき30万円を上限〈事前リストアップ方式〉
　・一律5万円〈事後報告方式〉

決定募集

ボランティア活動助成
公益財団法人　大和証券福祉財団

〒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
URL：http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
★助成対象／内容
　ボランティア活動を目的とした団体・グループ

学生・若者のボランティア活動も積極的に支援します
特に高齢者、障がい児・者、児童問題等に対するボランティ
ア活動

★助成額
　1団体あたり30万円を上限
★その他
　社会福祉協議会または共同募金会の推薦が必要

募集 決定

WAM助成（社会福祉振興助成）
独立行政法人　福祉医療機構

〒105-8486　東京都港区虎ノ門4-3-13　ヒューリック神谷町ビル9階
Tel：03-3438-9942　Fax：03-3438-0218
URL：http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/tabid/176/Default.aspx　E-MAIL：wamjyosei@wam.go.jp

決定

★助成対象
　NPO法人、社会福祉法人、医療法人、
　一般社団法人・一般財団法人、
　公益社団法人・公益財団法人、
　法人格のない非営利任意団体
★助成内容

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

★助成金額
①50万円～700万円
②50万円～2,000万円

地域に根付く小さな福祉活動「子育て公募助成」
公益財団法人　キリン福祉財団

〒164-0001　東京都中野区中野4-10-2　中野セントラルパークサウス
Tel：03-6837-7013　Fax：03-5343-1093
URL：http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/　E-MAIL：fukushizaidan@kirin.co.jp
★助成対象

助成開始時に18歳以上のメンバーが4名以上活動する団
体・グループであればNPO等の法人格の有無、および活動
年数は問いません

★助成内容
①地域における子育てに関わるボランティア活動
②「地域」「子育て」「ボランティア」の3つのキーワードに合致

するもの
③活動の例については申込書の活動区分をご参照ください

★助成額　1件あたり30万円を上限

募集決定

社会福祉、教育、文化などの事業
公益財団法人　日本財団

〒107-8404　東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル
Tel：03-6229-5161　Fax：03-6229-5110
URL：http://www.nippon-foundation.or.jp/
★助成対象
　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
★助成テーマ
（1）あなたのまちづくり（つながり、支えあう地域社会）
（2）みんなのいのち（一人ひとりを大事にする地域社会）
（3）子ども・若者の未来（人を育み、未来にわたす地域社会）
（4）豊かな文化（豊かな文化を培う地域社会）

★助成額
　1件あたり補助率80％、上限額は事業により異なる

決定 募集

JT NPO助成事業
日本たばこ産業株式会社

〒105-8422　東京都港区虎ノ門2-2-1　JTビル
Tel：03-5572-4290　Fax：03-5572-1443
URL：http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/index.html
★助成対象

①公益性を有し非営利法人であること
②2015年9月30日時点で、法人として1年以上の活動実績を有すること
③法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想などに偏っていないこと
④事業実施期間が2016年4月1日～2017年3月31日に実施を

計画している事業であること
⑤反社会的勢力でないこと。または反社会的勢力と密接な交友

関係を有する法人でないこと
★助成内容

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
る地域コミュニティの再生と活性化につながる事業
事業費及び人件費

★助成額
　1件あたり150万円を上限

募集決定

十八銀行社会開発振興基金
公益財団法人　十八銀行社会開発振興基金

〒850-0841　長崎市銅座町1-11　十八銀行本店7階
Tel：095-828-8859　Fax:095-821-0214
URL:http：//www.nagasaki-keizai.co.jp/sum2.php
★助成対象
　活動の本拠地が長崎県内にあり、地域社会の活性化につ

ながる活動を行う団体
★助成事業

①地域の教育、科学、文化、スポーツ等に関する活動
②地域の社会生活環境の整備及び国際化に関する活動

★助成額
1件あたり30万円を限度

決定募集 決定募集

地域振興事業助成・芸術普及事業助成
公益財団法人　松園尚巳記念財団

〒850-0035　長崎市元船町7番13号　元船ビル2階
Tel：095-824-7663　Fax：095-821-5561
URL：http://matsuzono-foundation.or.jp/
★助成対象／内容

1．長崎県内の団体または個人であること
2．地域における経済・社会の向上発展に寄与すると認められる

事業であること
3．地域における芸術文化の向上発展に寄与すると認められる

活動であること
★募集コース

Aコース……個人が行う事業　Bコース……団体が行う事業
※個人または団体が所在する市長及び町長の推薦書が必要
　（原則として所在市、町を経由すること）

★助成額
50万円以内

決定募集

〒850-8570　長崎市江戸町2-13
Tel:095-895-2451　Fax:095-823-5082
URL:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/shogaisha/aino-kikin/

長崎県愛の福祉事業振興補助金

決定募集

長崎県　福祉保健部　障害福祉課

★助成内容
　障害者の福祉の増進を図るための次に掲げる事業

（1）障害者及び障害児の自立更生のための援助事業
（2）地域福祉活動の向上に寄与すると認められる事業
（3）県民の社会福祉意識の高揚に寄与すると認められる事業
（4）その他知事が、福祉振興のため特に必要と認める事業

★助成額
　50万円を限度

NPO・ボランティア活動支援事業等
公益財団法人　県民ボランティア振興基金

〒850-8570　長崎市江戸町2-13　長崎県　県民協働課内
Tel：095-827-7616　Fax：095-895-2564
URL：http://www.nagasaki-volu-npo.net/　E-MAIL：v-kikin@eos.ocn.ne.jp

決定募集

★助成対象
長崎県内で活動するNPO法人・ボランティア団体

★助成内容
①NPO活動拡大・協働推進支援事業（団体が新たに取組

む事業や市町と協働で取組む事業）
②NPO広報支援事業（NPOへ専門家を派遣しNPO活動

をPRするツールの作成を行う）
③NPOネットワーク促進事業（NPO等が他のNPOや地域

団体、企業等との相互の交流を目的として実施する事業）
★助成額
　①上限50万円　②10万円程度（リーフレット等の作成支援）
　③上限50万円

子ども文庫助成
公益財団法人　伊藤忠記念財団

〒107-0061　東京都港区北青山2-5-1
Tel：03-3497-2651　Fax：03-3470-3517
URL：http://www.itc-zaidan.or.jp/　E-MAIL：info@itc-zaidan.or.jp
★助成／内容

①子どもの本購入費助成
②病院施設子ども読書支援　購入費助成
③子どもの本100冊助成
④子ども文庫功労賞

★助成額
①②30万円
③財団が選んだ学年別児童図書セット
④賞金、賞品

決定

九州ろうきん「NPO助成」
九州ろうきん（九州労働金庫）

〒852-8108　長崎市川口町4-17　九州ろうきん長崎県本部
Tel：095-840-0012　　
URL：http://kyusyu.rokin.or.jp/
★助成対象

・ボランティアグループ
・市民活動団体
・NPO法人

★対象の事業活動
対象となる事業活動については、特定非営利活動促進法
で認証されている20分野とする
※但し、当金庫の営業エリア内（九州圏内）での活動に限る

★助成額
　1団体あたりの助成額は各地区ごとの助成枠の範囲内とする

決定

コメリ緑資金の会
公益財団法人　コメリ緑育成財団

〒950-1457　新潟市南区清水4501-1
Tel：025-371-4455　Fax：025-371-4151
URL：http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html　E-MAIL：midori@komeri.bit.or.jp
★助成対象
　営利を目的としない法人・団体
　活動地域が団体所在地の市町村であること
　※個人不可
★助成内容
　①［緑化植栽活動］花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、

道路沿いや公園隣などで行う「花いっぱい運動」など地域住民
が自ら行う植栽活動

　②［自然環境保全活動］緑豊かなふるさとづくりを目的とした、山林や
河川敷、里地、里山などで行う自然環境の保護保全活動や整備、
植樹活動

★助成額
　活動の内容により審議委員が決定

募集 決定

〒100-8798　東京都千代田区霞が関1-3-2
Tel：03-3504-4401　Fax：03-3592-7620　URL：http://www.post.japanpost.jp/kifu/

年賀寄附金配分助成事業
日本郵便株式会社

★助成対象／内容
　社会福祉法人、更生保護法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人等

①社会福祉の増進を目的とする事業
②風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
③がん、結核、小児まひ、その他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
④原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
⑤交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な

救助又は交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
⑥文化財の保護を行う事業
⑦青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
⑧健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
⑨開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
⑩地球環境の保全を図るために行う事業

★助成額
　1件あたり500万円を上限　※事業により異なる

募集決定

決定 募集募集

社会貢献基金助成
一般社団法人　全日本冠婚葬祭互助協会

〒105-0004　東京都港区新橋1-18-16  日本生命新橋ビル9F
Tel：03-3596-0061　URL：http://www.zengokyo.or.jp

★助成対象
非営利組織（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）または
大学、研究機関（個人も可）

★助成内容
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

★助成額
　1件あたり200万円以内（①は100万円が上限）

ボランティア活動振興・助成事業
ふれあいのあるまちづくり県民運動

長崎県社会福祉協議会　ボランティア振興課
〒850-0862　長崎市出島町2-11-5F　県民ボランティア活動支援センター内
Tel：095-827-4872　Fax：095-827-4862
URL：http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/volunteer/　E-MAIL：vc@nagasaki-pref-shakyo.jp
★助成対象
　長崎県内のボランティア団体、市民活動団体、NPO団体、

高齢者・障害者等の当事者団体、市町社会福祉協議会
★助成内容
　長崎県内のボランティア振興に寄与し、住民参加、活動の発展、

他地域への波及効果等が期待できる次の事業に対し助成を行う
　①福祉・医療・保健に関する事業
　②国際協力に関する事業
　③自然・環境保全に関する事業
　④芸術・文化に関する事業
　⑤その他、本会が認める事業
★助成額
　1件あたり30万円以内

募集 募集決定

社会福祉ボランティア活動推進事業
公益財団法人　車両競技公益資金記念財団

〒113-0033　東京都文京区本郷3-22-5　住友不動産本郷ビル8F
Tel：03-5844-3070　Fax：03-5844-3055
URL：http://www.vecof.or.jp/
★助成対象

ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている
特定非営利法人及びボランティア活動団体であって、本財団の
指定する機関（各都道府県共同募金会）の推薦を受けた者とする

★助成内容
ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
高齢者、心身障害児（者）に対するボランティア活動に直接
必要な器材の整備事業に対して購入費用を助成する

★助成額　1件あたり90万円を上限

①募集 ②募集①決定②決定 募集

募集

ドコモ市民活動団体への助成
NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド（MCF）

〒100-6150　東京都千代田区永田町2-11-1　山王パークタワー29階
Tel：03-3509-7651　Fax：03-3509-7655
URL：http://www.mcfund.or.jp/　E-MAIL：info@mcfund.or.jp
★助成対象

①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
人等の法人格を有するもの②活動実績が2年以上である団体など

★活動内容
①不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対しての精神的・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）②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
を保護・支援する活動③非行や地域犯罪等から子どもを守るための支援
活動④子どもの居場所づくり（働く親支援のための安全な保育、子どもの
不安や悩みに耳を傾ける相談活動など）⑤発達障がい（アスペルガー症
候群、LD、ADHDなど）のある児童の支援活動⑥上記①から⑤以外で

「子どもを守る」という視点に立った活動テーマにふさわしい支援活動
★助成額　1団体あたり50万円を標準とし、100万円が上限

募集 決定 募集


