
┃平成 24 年 2 月助成金情報 

・・・【子どもの健全育成】・・・ 

藤本倫子環境保全活動助成基金 

財団法人 日本環境協会 

◆助成対象◆ 

A【環境保全活動助成】…地域に根差した環境保全活動や地球温暖化防止を 

目的としたﾗｲﾌｽﾀｲﾙの見直しを促進する活動 

B【環境教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発助成】…子供を対象にした体験型環境ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発 

や環境教育教材開発 

C【こども環境活動支援助成】…小・中学生のｸﾞﾙｰﾌﾟが行う環境保全活動や 

自然観察活動など 

◆助成金額◆A:B 上限 30 万円 C 上限 2～10 万円 

◆募集期間◆A:B 平成 24 年 2 月 1 日～3 月 12 日 

C 平成 24 年 4 月 15 日～6 月 15 日 

◆問合せ先◆（財）日本環境協会 

        藤本基金運営管理委員会事務局 

TEL：03-5643-6262 FAX：03-5643-6250 

Mail：jea@japan.email.ne.jp 

http://www.jeas.or.jp/ 

  

子供たちの環境学習活動に対する助成事業 

高原環境振興財団 

◆助成対象◆日本国内の保育園、幼稚園、小学校および子供会、町内会等の 

地域活動団体で、小学生以下の子供を対象に行う緑化や自然体験などの環境保全に関する

体験・学習活動など。 

◆助成金額◆予算額 400 万円、助成対象費用または 50 万円のいずれか少ない額（1 件） 

◆募集期間◆ 平成 24 年 5 月 25 日必着 

◆問合せ先◆ 高原環境振興財団 

TEL：03-3449-8684 FAX：03-3449-2625 

E-mail：mail@takahara-env.or.jp 

http://www.takahara-env.or.jp/ 

  

第 11 回 トム・ソーヤースクール企画コンテスト 

財団法人 安藤ｽﾎﾟｰﾂ・食文化振興財団 

◆助成対象◆子供達が参加する、自然の中での体験活動で、ﾕﾆｰｸさと創造性にあふれ高い教

育効果が得られる活動（自然体験、地域交流、環境教育等） 



◆支援:表彰◆ 実施支援金 10 万円贈呈、参加賞、文部科学大臣奨励賞、 

優秀賞、安藤百福賞など 

◆応募期間◆ 平成 24 年 5 月 17 日必着 

◆問合せ先◆（財）安藤ｽﾎﾟｰﾂ・食文化振興財団 

「ﾄﾑ・ｿｰﾔｰｽｸｰﾙ企画ｺﾝﾃｽﾄ」係 担当：野村 

TEL：072-752-4335 FAX：072-752-1288 

E-Mail:zaidan@shizen-taiken.com 

http://www.shizen-taiken.com/ 

  

・・・【環 境】・・・ 

緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業 

高原環境振興財団 

◆助成対象◆日本国内に所在する法人、地域活動団体で、①屋上②建物の外壁面③駐車場④

空地等で行う新たな緑化事業で、樹木、芝、多年草等を植栽するものなど。 

◆助成金額◆予算額 600 万円、助成対象費用の 70/100 

または 200 万のいずれか少ない額（1 件） 

◆募集期間◆ 平成 24 年 5 月 25 日必着 

◆問合せ先◆ 高原環境振興財団 

 TEL：03-3449-8684 FAX：03-3449-2625 

 E-Mail：mail@takahara-env.or.jp 

 http://www.takahara-env.or.jp/ 

  

TaKaRa ハーモニストファンド助成事業 

宝酒造株式会社 

◆助成対象◆ 日本の緑を構成する森林等の陸域、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。 

営利を目的としない研究・活動。 

具体的に着手の段階にある研究・活動。 

◆助成内容◆ 総額 500 万円、件数 10 件程度 

◆応募締切◆ 平成 24 年 3 月末日 

◆問合せ先◆ みずほ信託銀行（株） 

公益信託 TaKaRa ﾊｰﾓﾆｽﾄﾌｧﾝﾄﾞ事務局 担当:明上 

TEL：075-211-6231 FAX：075-212-4915 

http://www.takarashuzo.co.jp/ 

  

平成 24 年度県民参加の森林づくり促進事業 



岩手県農林水産部 

◆助成対象◆ ①森林をつくる活動 

②森林を学び活かす活動 ③上記に準じる活動 

◆助成金額◆ 1 団体あたり 100 万円以内 

◆応募締切◆ 平成 24 年 3 月 9 日 17 時必着 

◆問合せ先◆ 岩手県農林水産部 

TEL:019-629-5622 http://www5.pref.iwate.jp/ 

  

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

平成 23 年度社会福祉助成金募集 

社会福祉法人 丸紅基金 

◆助成対象◆社会福祉事業を行う民間の団体が企画する事業案件で、非営利の法人、あるい

は 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等。 

◆助成金額◆総額 1 億円、50 件以上 

1 件当り原則 200 万円上限 

◆受付期間◆ 平成 24 年 4 月 15 日～5 月 31 日迄 

◆問合せ先◆（社）丸紅基金 

TEL:03-5446-2474/5 FAX:03-5446-2476 4/28 迄 

TEL:03-3282-7591/2 FAX:03-3282-9541 5/2～ 

E-Mail：mkikin@marubeni.com 

http://www.marubeni.or.jp 

  

第 29 回 老後を豊かにするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動資金 

財団法人 みずほ教育福祉財団 

◆助成対象◆地域社会で高齢者の為の活動をすすめている幅広いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟで 

①ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 10～50 人程度 

②結成以来の活動実績 2 年以上 

◆助成金額◆ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10 万円限度 

◆申込期限◆ 平成 24 年 5 月 31 日 

◆問合せ先◆ （財）みずほ教育福祉財団 

 福祉事業部長 羽鳥光秋 

 TEL：03-3596-4532 FAX：03-3596-3574 

 E-Mail：FJP36105@nifty.com 

 http://www.mizuho-ewf.or.jp 

  



第 10 回配食用小型電気自動車寄贈事業 

財団法人 みずほ教育福祉財団 

◆助成対象◆①原則週 1 回以上の配食活動を行っているﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 

②都道府県・政令指定都市の社会福祉協議会または各管内の市区町村 

社会福祉協議会の推薦を受けた者 

◆助成内容◆ 

配食用小型電気自動車、１ｸﾞﾙｰﾌﾟ１台寄贈 

（１台総額 110 万限度）、10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ程度の見込 

◆応募締切◆ 平成 24 年 6 月 29 日必着 

◆問合せ先◆ （財）みずほ教育福祉財団 

…上記、老後を豊かにするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動資金と同じ… 

  

・・・【学術・文化・芸術】・・・ 

顕彰と助成 

公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団 

◆助成対象◆伝統工芸技術、伝統芸能、民族芸能及び行事等、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（営利を目的としないもの） 

◆助成金額◆ １件当り 30～200 万円程度 

◆応募期間◆ 平成 24 年 3 月 31 日迄 

◆問合せ先◆ （公）ポーラ伝統文化振興財団 

TEL：03-5795-1279 FAX：03-3280-2830 

http://www.polaculture.or.jp/ 

  

東日本大震災 芸術・文化による復興支援ﾌｧﾝﾄﾞ 

公益社団法人 企業メセナ協議会 

◆助成対象◆①被災者・被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動 

②被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動 

③その他、当ﾌｧﾝﾄﾞの目的に合致する活動 

◆助成金額◆ 1 活動につき 50 万円を上限 

◆申請締切◆ 第 6 回締切、平成 24 年 5 月 10 日 

◆問合せ先◆ （公）企業メセナ協議会 

「芸術・文化による震災復興支援ﾌｧﾝﾄﾞ」係 

TEL：03-3213-3397 FAX：03-3215-6222 

E-Mail:gbfund@mecenat.or.jp 

http://arts-fukkou.blogspot.com/ 

  



 


