
┃平成 24 年 3 月助成金情報 

・・・【環境】・・・ 

平成 24 年度ニッセイ財団 環境問題研究助成 

財団法人 日本生命財団 

◆助成課題◆ 

A：学際的総合研究 

人間活動と環境保全との調和に関する研究 

～震災復興と第一次産業再生・震災復興と地域再生 

B：②若手研究・奨励研究 

ニッセイ財団の「助成の主旨」を踏まえた環境問題研究で若手研究者の基礎的研究・萌芽的

研究や新しい分野への挑戦的研究 

◆助成金額◆ 総額 4 千万円 

A:1 件当り総額 1 千～1500 万円 B:50～150 万円 

◆応募締切◆ 平成 24 年 4 月 9 日（月） 

◆問合せ先◆ （財）日本生命財団 

TEL：06-6204-4013 

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ 

  

・・・【まちづくり】・・・ 

平成 24 年度みやぎ NPO 夢ファンド助成事業 

みやぎ NPO 夢ファンド 

◆助成対象◆ 

A：組織開発（人材育成を含）支援プログラム 

組織の抱えている課題の解決を目的とした組織づくりや人材育成・情報発信の体制を強化

したい NPO 

B：スタートアップ支援プログラム 

すでに活動してる NPO による新規事業の立上や、これから活動を始める NPO 

◆助成金額◆A：30 万円以内（下限 20 万円） 

B：30 万円以内（下限 15 万円） 

◆応募締切◆ 平成 24 年 4 月 12 日（木）必着 

◆問合せ先◆NPO 法人せんだい・みやぎ NPO ｾﾝﾀｰ内  

みやぎ NPO 夢ファンド事務局 担当：布田 

TEL：022-264-1281 FAX：022-264-1209 

http://www.minmin.org/ 

  

・・・【子どもの健全育成】・・・ 



子育て家庭支援団体に対する助成活動 

社団法人 生命保険協会 

◆助成対象◆ 就学前の子どもの保護者等（妊婦等を含）への支援活動を行っている民間非

営利の団体・ボランティアグループ、NPO 法人等で、所定の要件を満たす団体 

◆助成金額◆1 団体当り上限 25 万円 

◆応募締切◆平成 24 年 4 月 27 日（金）消印有効 

◆問合せ先◆（社）生命保険協会 

「子育て家庭支援団体に対する助成活動」事務局 

TEL：03-3286-2643 FAX：03-3286-2730 

http://www.seiho.or.jp/ 

  

平成 24 年度キリン・子ども「力」応援事業 

公益財団法人 キリン福祉財団 

◆助成対象◆18 歳以下のメンバーが中心となって活動する 4 人 

以上のサークル、グループ。 

◆助成金額◆1 件当りの上限額 15 万円 

◆応募締切◆平成 24 年 4 月 30 日消印有効 

◆問合せ先◆（公）キリン福祉財団（千葉、栃内） 

TEL：03-5540-3522 FAX：03-5540-3525 

E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

http://www.kirin.co.jp/ 

  

  

・・・【広い分野】・・・ 

2012 年度大阪阿倍野 RC 社会奉仕基金 助成金 

大阪帝塚山ロータリークラブ 

◆助成対象◆上記団体が企画し遂行する社会奉仕活動をしている団体 

◆助成金額◆年間 3 団体に助成、1 団体当り 40 万上限 

◆応募受付◆平成 24 年 5 月 31 日 

◆問合せ先◆大阪亭塚山ロータリークラブ 

TEL：06-6628-0450 

E-mail：tezukayama-rc@nifty.com 

http://tezukayama-rc.cocolog-nifty.com/ 

  

第 1 回エクセレント NPO 大賞 

「エクセレント NPO」をめざそう市民会議 



◆応募資格◆国内外における社会貢献を目的とした市民による日本国内の NPO やその他

の非営利組織、もしくは東日本大震災の救援、復興活動に従事した日本国内の NPO やその

他の非営利組織、市民グループ。 

◆応募期間◆平成 24 年 3 月 10 日～5 月 8 日 23:59 

◆表彰内容◆各賞とも賞状・賞金 50 万円 

「エクセレント NPO 大賞」「市民賞」「課題解決力賞」「組織力賞」「特別賞:東日本大震災復

興支援賞」 

◆問合せ先◆ ｴｸｾﾚﾝﾄ NPO 大賞審査委員会事務局 

TEL：03-3548-0511 FAX：03-3548-0512 

E-mail：info@excellent-npo.net 

http://www.excellent-npo.net 

  

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

平成 24 年度ニッセイ財団 高齢社会助成 

財団法人 日本生命財団 

◆助成対象◆ 

A：実践的研究助成…高齢化社会における地域福祉、まちづくりに関する実践的研究等 

B：先駆的事業助成…高齢化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

先駆的事業等 

◆助成内容◆  

A：1 件当り 200～250 万円 

B：1 団体当り 700 万円以内 

◆募集締切◆ 

A:平成 24 年 6 月 15 日（金）消印有効 

B:平成 24 年 5 月 31 日（木）消印有効 

◆問合せ先◆（財）日本生命財団 

高齢社会助成 事務局 TEL：06-6204-4013 

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ 

  

財団法人 政策医療振興財団 

A：研究助成 B：国際会議等出席旅費 

C：ボランティア活動支援助成 

◆助成対象◆A：病院管理及びｺ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ分野等の各部門における 

政策医療についての開発振興に関する研究及び利用者に対する 

ｻｰﾋﾞｽの向上に関する研究 



B：海外において研究成果の発表、討議、施設調査並びに国際 

学術会議等の出席する者 

C：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が継続的に行われている施設 

◆助成金額◆A：1 課題 80 万を限度とし 25 課題 

B：1 件 50 万を限度とし 10 課題 

C：1 施設 8 万を限度とし 160 施設 

◆応募締切◆A,B：平成 24 年 4 月 27 日 

C：平成 24 年 5 月 15 日 

◆問合せ先◆（財）政策医療振興財団事務局 

TEL：03-5776-2525 FAX：03-5776-2526 

http://www.seisakuiryou.or.jp/ 

  

平成 24 年度キリン・シルバー「力」応援事業 

公益財団法人 キリン福祉財団 

◆助成対象◆65 歳以上のメンバーが中心となって活動する 4 人 

以上のグループ。高齢者が地域の為に知識・技術・経験を活用する 

ｸﾞﾙｰﾌﾟによるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動。 

◆助成金額◆1 件当りの上限額 30 万円 

◆応募締切◆平成 24 年 4 月 30 日消印有効 

◆問合せ先◆（公）キリン福祉財団（栃内、千葉） 

TEL：03-5540-3522 FAX：03-5540-3525 

E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

http://www.kirin.co.jp/ 

  

・・・【災害救援】・・・ 

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「共に生きる」ﾌｧﾝﾄﾞ第 8 次助成 

NPO 法人 ジャパン・プラットフォーム 

◆助成対象◆法人格を持つ非営利団体で、東日本大震災で被災された 

方々や被災地域の緊急から復興までの支援全般。全国にある被災者の 

避難先、原子力発電所事故に伴う住民の避難先における活動。 

◆助成総額◆（全体の助成上限）当面 10 億円 

◆応募期間◆平成 24 年 5 月 15 日～5 月 21 日必着 

◆問合せ先◆NPO 法人ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事務局 

E-mail:proposal@japanplatform.org 

http://www.japanplatform.org/ 

  



・・・【学術・文化・社会教育】・・・ 

平成 24 年度「助成」募集 

財団法人 カメイ社会教育振興財団 

◆助成種類◆ 

A：博物館学芸員等の内外研修に対する助成 

B：博物館に関する国際交流に対する助成 

C：青少年の社会教育活動に対する助成 

D：文化及び芸術等の振興に対する助成 

◆応募締切◆ 平成 24 年 4 月 15 日（日）消印有効 

◆問合せ先◆ （財）カメイ社会教育振興財団 

TEL：022-264-6543 FAX：022-264-6544 

info@kameimuseum.or.jp 

http://www.kameimuseum.or.jp/ 

  

  

 


