
2012 年 4 月の助成金情報 

・・・【学術・文化・スポーツ】・・・  

スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム  

公益財団法人 住友生命健康財団  

A：調査・研究助成 B：実践助成 

◆助成対象◆ 

A：多様な健康ニーズをもつ市民と専門家が協力し、様々な年齢や立場を超えて、皆が楽し

みながら作り上げるプロセスを重視した、コミュニティスポーツの開発とその実践手法に

関する調査・研究など 

B：子ども世代・親世代・シニア世代の三世代が一緒になって、交流しながら楽しめるコミ

ュニティスポーツをめざす取り組みなど 

◆助成内容◆ 

A：1 件当り 50 万以上 400 万以下、7～10 件程度 

B：1 件当り 50 万以下、16～19 件程度 

◆応募期間◆平成 24 年 5 月 1 日～5 月 15 日必着 

◆問合せ先◆（公）住友生命健康財団 

「ｽﾐｾｲ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂ推進助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」係 

TEL：06-6947-3140 FAX：06-6947-3142 

http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/ 

  

  

・・・【環境】・・・ 

公益信託富士フィルム・グリーンファンド 

財団法人 自然環境研究センター 

◆助成対象◆ 

営利を目的としない活動及び研究で、身近な自然の保全や自然とのふれあいを積極的に行

っている等 

◆助成内容◆ 総額 850 万を予定で 4 件程度 

◆応募締切◆ 平成 24 年 5 月 21 日 

◆問合せ先◆ 

（財）自然環境研究センター 信託基金事業部 

TEL：03-5824-0960（平日 10～17 時） 

FAX：03-5824-0961 

http://www.jwrc.or.jp/shintaku/ 

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 



地域福祉を支援する「わかば基金」 

社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 

A：支援金部門（全国）B：リサイクルパソコン部門（全国）C：東日本大震災被災地支援金

部門 

◆助成対象◆地域に根ざした福祉活動を展開しているグループ。法人格をもっている団体

は対象外。 

◆助成内容◆A：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ最高 100 万、8～10 件予定 

B：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 台まで、総数 50～100 台支援予定 

C：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟにつき最高 100 万 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 2 日～5 月 31 日必着 

◆問合せ先◆NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係 

TEL：03-3476-5955  http://www.npwo.or.jp/ 

  

     

いわて保健福祉基金助成金 

財団法人 岩手県長寿社会振興財団 

A：一般枠 B：特別枠（ご近所支え合い活動助成金） 

◆助成対象◆A：高齢者の保健福祉や地域福祉の増進を図るために民間団体等が行う営利を

目的としない事業（先駆的、先導的な事業） 

B：高齢者が主体となって行う活動、高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動 

◆助成経費◆上限 300 万 

◆応募締切◆平成 24 年 6 月 29 日 

◆問合せ先◆（財）岩手県長寿社会振興財団 

TEL：019-626-0196 http://www.iwate-silverz.jp/ 

  

  

平成 24 年度（第 38 回）社会福祉助成金 

社会福祉法人 丸紅基金 

◆助成対象◆社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動等）を行う民間の団体（非営利の法

人）が企画する事業◆助成金額◆1 件当り 200 万上限、50 件程度 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 16 日～5 月 31 日 

◆問合せ先◆（社）丸紅基金 TEL：03-3282-7591・7592 FAX：03-3282-9541 E-mail：

mkikin@marudeni.com 

http://www.marubeni.or.jp/ 

  

   



・・・【環境】・・・ 

2012 年度助成募集（ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ系農薬に関する企画） 

一般社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト 

◆助成内容◆ 

ネオニコチノイド系農薬に関する問題提起や使用の削減ないし中止に取り組む個人および

団体 

A：調査・研究部門 B：広報・社会訴求部門 

C：市場“緑化”部門 D：政策提言部門 

◆助成金額◆A：C：D：合計 150 万 

B：合計 350 万 総額 800 万 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 1 日～5 月 18 日消印 

◆問合せ先◆一般社団法人 ｱｸﾄ・ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ・ﾄﾗｽﾄ 

公募係 公募担当：八木晴花 TEL：070-6551-9266 

E-mail：grant@actbeyondtrust.org 

http://www.actbeyondtrust.org 

  

  

・・・【まちづくり】・・・ 

平成 24 年度「まちづくり人応援助成金」 

財団法人 まちづくり市民財団 

◆助成内容◆A：商店街の活性化活動 

B：地域交流の活性化活動  C：伝統文化の保全活動 

◆助成金額◆総額 500 万、1 件 50 万限度、10 件程度 

◆応募期間◆平成 24 年 4 月 1 日～5 月 10 日必着 

◆問合せ先◆（財）まちづくり市民財団 事務局 

TEL：03-3234-2607 FAX：03-3234-5770 

E-mail：info@machi-f.or.jp 

http://www.machi-f.or.jp 

  

   

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

A：シニアボランティア活動助成 

B：サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成 

公益財団法人 大同生命厚生事業団 

◆応募資格◆社会福祉の推進に役立つ活動を行っている又は行おうとする A：ｼﾆｱ（60 歳以

上）B：ｻﾗﾘｰﾏﾝ（ｳｰﾏﾝ）の個人もしくはｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合それぞれ全体の 80%以上であ



ること） 

◆助成金額◆1 件原則 10 万、A,B 総額 600 万以内 

◆募集期間◆平成 24 年 4 月 2 日～5 月 31 日 

◆問合せ先◆（公）大同生命厚生事業団 事務局 

TEL：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102 

E-mail：info@daido-life-welfare.or.jp/ 

http://www.daido-life-welfare.or.jp 

  

  

・・・【子どもの健全育成】・・・ 

平成 24 年度「小規模放課後児童クラブ設備整備事業」 

財団法人 こども未来財団 

◆助成対象◆・放課後児童健全育成事業を実施する者 

（法人格のない任意団体も対象、国からの運営補助金等を受けている場合や公営のクラブは

対象外） 

・放課後児童クラブガイドラインに沿った施設運営を行っていて、児童数が概ね 5 人以上

10 人未満 

◆助成金額◆限度額 10 万円 

◆申込締切◆平成 24 年 6 月 15 日（ただし予定件数に達し次第申込終了） 

◆問合せ先◆（財）こども未来財団 事業振興課 

TEL：03-6402-4823 

E-mail：syokibo@kodomomiraizaidan.or.jp 

http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/ 

❤施設整備事業も募集中ですのでご確認下さい。 

  

  

・・・【その他】・・・ 

いわて子ども希望基金 

財団法人 岩手県長寿社会振興財団 

A：i・出会い応援事業 B：地域子育て活動支援事業 

◆助成対象◆A：営利を目的としない、未婚男女の出会いの場創出に関する事業等 

B：各種講座、フェスティバル、イベント等開催事業 

◆助成金額◆上限 50 万 

◆応募締切◆A：平成 24 年 6 月 29 日 

B：各広域振興局へお問い合わせ下さい 

◆問合せ先◆（財）岩手県長寿社会振興財団 



TEL：019-626-0196 FAX：019-625-7494 

http://www.iwate-silverz.jp/ 

  

  

2012 年度研究助成プログラム 

公益財団法人 トヨタ財団 

テーマ「よりよい未来を築く知の探求」 

◆助成対象◆社会の新たな価値の創出をめざす研究、社会的課題の解決に資する実践的な

研究、次世代を担う若手・在野研究者の育成 

◆助成金額◆総額 1 億円、共同研究：1000 万円/件 

個人奨励：100～200 万円/件 

◆募集期間◆平成 24 年 4 月 16 日～5 月 18 日 17 時 

（郵便：5 月 17 日消印有効） 

◆問合せ先◆（公）トヨタ財団 

http://www.toyotafound.or.jp/ 

  

  

  

・・・【学術・文化・スポーツ】・・・ 

スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム 

公益財団法人 住友生命健康財団 

A：調査・研究助成 B：実践助成 

◆助成対象◆ 

A：多様な健康ニーズをもつ市民と専門家が協力し、様々な年齢や立場を超えて、皆が楽し

みながら作り上げるプロセスを重視した、コミュニティスポーツの開発とその実践手法に

関する調査・研究など 

B：子ども世代・親世代・シニア世代の三世代が一緒になって、交流しながら楽しめるコミ

ュニティスポーツをめざす取り組みなど 

◆助成内容◆ 

A：1 件当り 50 万以上 400 万以下、7～10 件程度 

B：1 件当り 50 万以下、16～19 件程度 

◆応募期間◆平成 24 年 5 月 1 日～5 月 15 日必着 

◆問合せ先◆（公）住友生命健康財団 

「ｽﾐｾｲ ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂ推進助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」係 

TEL：06-6947-3140 FAX：06-6947-3142 

http://www.sumitomolife.co.jp/csr/kouken/kenkou/ 



  

  

・・・【環境】・・・ 

公益信託富士フィルム・グリーンファンド 

財団法人 自然環境研究センター 

◆助成対象◆ 

営利を目的としない活動及び研究で、身近な自然の保全や自然とのふれあいを積極的に行

っている等 

◆助成内容◆ 総額 850 万を予定で 4 件程度 

◆応募締切◆ 平成 24 年 5 月 21 日 

◆問合せ先◆ 

（財）自然環境研究センター 信託基金事業部 

TEL：03-5824-0960（平日 10～17 時） 

FAX：03-5824-0961 

http://www.jwrc.or.jp/shintaku/ 

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

地域福祉を支援する「わかば基金」 

社会福祉法人 NHK 厚生文化事業団 

A：支援金部門（全国）B：リサイクルパソコン部門（全国）C：東日本大震災被災地支援金

部門 

◆助成対象◆地域に根ざした福祉活動を展開しているグループ。法人格をもっている団体

は対象外。 

◆助成内容◆A：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ最高 100 万、8～10 件予定 

B：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 台まで、総数 50～100 台支援予定 

C：1 ｸﾞﾙｰﾌﾟにつき最高 100 万 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 2 日～5 月 31 日必着 

◆問合せ先◆NHK 厚生文化事業団「わかば基金」係 

TEL：03-3476-5955  http://www.npwo.or.jp/ 

  

  

  

いわて保健福祉基金助成金 

財団法人 岩手県長寿社会振興財団 

A：一般枠 B：特別枠（ご近所支え合い活動助成金） 

◆助成対象◆A：高齢者の保健福祉や地域福祉の増進を図るために民間団体等が行う営利を



目的としない事業（先駆的、先導的な事業） 

B：高齢者が主体となって行う活動、高齢者等をサービスの対象とした支え合い活動 

◆助成経費◆上限 300 万 

◆応募締切◆平成 24 年 6 月 29 日 

◆問合せ先◆（財）岩手県長寿社会振興財団 

TEL：019-626-0196 http://www.iwate-silverz.jp/ 

  

  

平成 24 年度（第 38 回）社会福祉助成金 

社会福祉法人 丸紅基金 

◆助成対象◆社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動等）を行う民間の団体（非営利の法

人）が企画する事業◆助成金額◆1 件当り 200 万上限、50 件程度 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 16 日～5 月 31 日 

◆問合せ先◆（社）丸紅基金 TEL：03-3282-7591・7592 FAX：03-3282-9541 E-mail：

mkikin@marudeni.com 

http://www.marubeni.or.jp/ 

  

    

・・・【環境】・・・ 

2012 年度助成募集（ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ系農薬に関する企画） 

一般社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト 

◆助成内容◆ 

ネオニコチノイド系農薬に関する問題提起や使用の削減ないし中止に取り組む個人および

団体 

A：調査・研究部門 B：広報・社会訴求部門 

C：市場“緑化”部門 D：政策提言部門 

◆助成金額◆A：C：D：合計 150 万 

B：合計 350 万 総額 800 万 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 1 日～5 月 18 日消印 

◆問合せ先◆一般社団法人 ｱｸﾄ・ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ・ﾄﾗｽﾄ 

公募係 公募担当：八木晴花 TEL：070-6551-9266 

E-mail：grant@actbeyondtrust.org 

http://www.actbeyondtrust.org 

  

  

・・・【まちづくり】・・・ 



平成 24 年度「まちづくり人応援助成金」 

財団法人 まちづくり市民財団 

◆助成内容◆A：商店街の活性化活動 

B：地域交流の活性化活動  C：伝統文化の保全活動 

◆助成金額◆総額 500 万、1 件 50 万限度、10 件程度 

◆応募期間◆平成 24 年 4 月 1 日～5 月 10 日必着 

◆問合せ先◆（財）まちづくり市民財団 事務局 

TEL：03-3234-2607 FAX：03-3234-5770 

E-mail：info@machi-f.or.jp 

http://www.machi-f.or.jp 

  

   

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

A：シニアボランティア活動助成 

B：サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成 

公益財団法人 大同生命厚生事業団 

◆応募資格◆社会福祉の推進に役立つ活動を行っている又は行おうとする A：ｼﾆｱ（60 歳以

上）B：ｻﾗﾘｰﾏﾝ（ｳｰﾏﾝ）の個人もしくはｸﾞﾙｰﾌﾟ（ｸﾞﾙｰﾌﾟの場合それぞれ全体の 80%以上であ

ること） 

◆助成金額◆1 件原則 10 万、A,B 総額 600 万以内 

◆募集期間◆平成 24 年 4 月 2 日～5 月 31 日 

◆問合せ先◆（公）大同生命厚生事業団 事務局 

TEL：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102 

E-mail：info@daido-life-welfare.or.jp/ 

http://www.daido-life-welfare.or.jp 

  

  

・・・【子どもの健全育成】・・・ 

平成 24 年度「小規模放課後児童クラブ設備整備事業」 

財団法人 こども未来財団 

◆助成対象◆・放課後児童健全育成事業を実施する者 

（法人格のない任意団体も対象、国からの運営補助金等を受けている場合や公営のクラブは

対象外） 

・放課後児童クラブガイドラインに沿った施設運営を行っていて、児童数が概ね 5 人以上

10 人未満 

◆助成金額◆限度額 10 万円 



◆申込締切◆平成 24 年 6 月 15 日（ただし予定件数に達し次第申込終了） 

◆問合せ先◆（財）こども未来財団 事業振興課 

TEL：03-6402-4823 

E-mail：syokibo@kodomomiraizaidan.or.jp 

http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/ 

❤施設整備事業も募集中ですのでご確認下さい。 

  

  

・・・【その他】・・・ 

いわて子ども希望基金 

財団法人 岩手県長寿社会振興財団 

A：i・出会い応援事業 B：地域子育て活動支援事業 

◆助成対象◆A：営利を目的としない、未婚男女の出会いの場創出に関する事業等 

B：各種講座、フェスティバル、イベント等開催事業 

◆助成金額◆上限 50 万 

◆応募締切◆A：平成 24 年 6 月 29 日 

B：各広域振興局へお問い合わせ下さい 

◆問合せ先◆（財）岩手県長寿社会振興財団 

TEL：019-626-0196 FAX：019-625-7494 

http://www.iwate-silverz.jp/ 

  

2012 年度研究助成プログラム 

公益財団法人 トヨタ財団 

テーマ「よりよい未来を築く知の探求」 

◆助成対象◆社会の新たな価値の創出をめざす研究、社会的課題の解決に資する実践的な

研究、次世代を担う若手・在野研究者の育成 

◆助成金額◆総額 1 億円、共同研究：1000 万円/件 

個人奨励：100～200 万円/件 

◆募集期間◆平成 24 年 4 月 16 日～5 月 18 日 17 時 

（郵便：5 月 17 日消印有効） 

◆問合せ先◆（公）トヨタ財団 

http://www.toyotafound.or.jp/ 

  

  

 


