
2012 年 6 月の助成金情報 

・・・【NPO と企業の協働事業】・・・  

第 9 回日本パートナーシップ大賞 

NPO 法人 パートナーシップ・サポートセンター 

◆対象事業◆日本に所在する NPO（法人格の有無不問）と企業の協働事業 

◆各賞内容◆【日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ大賞ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ】NPO に記念盾と副賞 30 万、企業に記念盾贈

呈 

【日本ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ賞 5 事業】【その他特別賞】 

◆募集期間◆～平成 24 年 7 月 31 日 18 時必着 

◆問合せ先◆NPO 法人ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

「第 9 回日本パートナーシップ大賞」募集係 

TEL：052-762-0401 FAX：052-762-0407 

E-mail：info@psc.or.jp http://www.psc.or.jp 

  

・・・【社会的課題解決】・・・ 

タケダいのちとくらし再生プログラム 

認定 NPO 法人 日本 NPO センター 

◆対象活動◆【いのちの再生】社会的に弱い立場にある被災者が尊厳をもって生きていける

よう人権を尊重し日常生活を支援し保険・医療・福祉の充実を図る活動。【くらしの再生】

被災した人々が生きがいのある暮らしを回復できるよう、生活の場・仕事の場を再建し生活

基盤を整備する活動。 

◆助成内容◆1 件 500～1000 万、総額 3000 万予定 

◆応募期間◆平成 24 年 7 月 2 日～7 月 11 日消印有効 

◆問合せ先◆認定 NPO 法人日本 NPO センター 

タケダ・いのちとくらし再生プログラム事務局 

TEL：03-3510-0855 FAX：03-3510-0856 

E-mail：info@inochi-kurashi.jp 

http://www.inochi-kurashi.jp/ 

  

・・・【環 境】・・・ 

県民参加の森林づくり促進事業 

岩手県 農林水産部 林業振興課 

◆助成対象◆①森林資源の利用を促進する活動 

②県産材の利用を促進する活動 

◆助成金額◆1 団体あたりの補助額 100 万 

◆応募締切◆平成 24 年 7 月 13 日 



◆問合せ先◆岩手県 農林水産部 林業振興課 

http://www.pref.iwate.jp/ 

  

平成 25 年度 NFD one leaf fund 

公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会 

◆助成対象◆①植物保護活動（公益的な活動） 

②自然保護・環境保全・環境福祉の調査・研究 

◆助成内容◆総額 300 万、1 件 80 万限度 

◆提出締切◆平成 24 年 8 月 31 日消印有効 

◆問合せ先◆（公）日本フラワーデザイナー協会 

TEL：03-5420-8741（担当：梶原、相川） 

http://www.nfd.or.jp/ 

  

2012 年度ドコモ市民活動団体への助成（環境分野） 

NPO 法人 ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ（MCF） 

◆助成対象◆「環境を守る」をテーマにこれからの地球や地域の環境のためになる活動で①

低酸素社会の実現に向けた活動②循環型社会を形成する為の活動等 

◆助成金額◆総額 2,500 万上限、1 団体 100 万標準 

◆受付期間◆平成 24 年 6 月 15 日～7 月 31 日 

◆問合せ先◆NPO 法人 ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ 

TEL：03-3509-7651（平日 10～18 時土日祝除） 

FAX：03-3509-7655 E-mail：info@mcfund.or.jp 

http://www.mcfund.or.jp/ 

  

平成 24 年度第 8 期ナショナル・トラスト活動助成 

公益財団法人 自然保護助成基金 

◆助成対象◆自然環境保全等を目的とする民間の団体 

①法人格を有している②地域に根ざした活動をしている非営利の団体③助成対象事業を行

うための組織体制が整っているなど 

◆助成金額◆1 件につき 800 万限度 

◆受付期間◆平成 24 年 4 月 20 日～8 月 10 日 

◆問合せ先◆社団法人 日本ﾅｼｮﾅﾙ・ﾄﾗｽﾄ協会 

TEL：03-5979-8031 FAX：03-5979-8032 

http://www.ntrust.or.jp/ 

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 



平成 24 年度社会福祉助成金 

一般財団法人 松翁会 

◆助成対象◆社会福祉に関する事業に対して助成。 

法人・団体が原則。助成することにより効果が期待できる場合は法人格がなくても対象。先

駆的、開拓的事業、障がい者福祉、難病案件等を優先する。 

◆助成金額◆年間総額 700 万以内、１件 60 万限度 

◆申込締切◆平成 24 年 7 月末日消印有効 

◆問合せ先◆一般財団法人 松翁会 事務局 

社会福祉事業部助成係 

TEL：03-3201-3225  http://shouohkai.or.jp/ 

  

社会福祉助成 

公益財団法人 みずほ福祉助成財団 

◆助成対象◆非営利法人及び任意団体、小規模作業所等、又は研究グループ（5 人以上で構

成）とし、障がい児者に関する事業及び研究で、先駆的・開拓的事業及び研究を優先する。 

◆助成内容◆総額 3000 万 

事業助成：15 万以上 100 万限度 

研究助成：100 万限度 

◆提出期限◆平成 24 年 7 月末日必着 

◆問合せ先◆（公）みずほ福祉助成財団 

TEL：03-3201-2442 FAX：03-5252-8660 

E-mail：BOL00683@nifty.com 

http://homepage3.nifty.com/ 

  

A：一般助成事業 B：海外研修事業 

社会福祉法人 清水基金 

◆助成対象◆A：障がい児・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 

B：民間社会福祉法人において、障がい児・者の処遇等に従事しており、海外の施設等にお

いて先進的な課題を持ち、意欲的に挑戦する方等。 

◆助成内容◆A：総額 2 億 2000 万、60～70 件程度 

1 法人 50 万以上 700 万以内、申込法人が事業費の 30％以上を負担 

◆受付期間◆平成 24 年 7 月 31 日必着 

◆問合せ先◆（社）清水基金 

TEL：03-3273-3503 FAX：03-3273-3505 

http://www1a.biglobe.ne.jp/ 



  

平成 24 年度（財）日本おもちゃ図書館財団助成金 

財団法人 日本おもちゃ図書館財団 

◆助成対象◆障がい児を中心に利用され、広く地域に開放されており、その運営主体はボラ

ンティアが中核となっている「おもちゃ図書館」である事等。 

◆申込締切◆平成 24 年 7 月 25 日必着 

【A 申請】市区町村、社会福祉協議会からの推薦文 

【B 申請】推薦社会福祉協議会の担当者印必要 

◆問合せ先◆（財）日本おもちゃ図書館財団 

TEL：03-5299-9010 FAX：03-5299-9011 

http://www.toylib.or.jp/ 

  

・・・【被災者支援】・・・ 

東日本大震災現地 NPO 応援基金 

NPO 法人 市民社会創造ファンド 

A：一般助成 B：特定助成 

◆助成対象◆A：岩手、宮城、福島で直接被害者の生活再建を支援する現地 NPO、現地ネ

ットワーク組織、現地中間支援組織 

B：災害孤児、障がい児、高齢者等弱い立場の被災者の生活再建を長期的な視点で支援する

現地 NPO 

◆助成金額◆A：総額 1500 万、1 件 300 万以内 

B：総額 4000 万、1 件 500 万以内 

◆応募期間◆平成 24 年 7 月 20 日～8 月 1 日必着 

◆問合せ先◆NPO 法人 市民社会創造ファンド 

TEL:03-3510-1221 FAX:03-③510-1222 

http://www.jnpoc.ne.jp/ 

  

・・・【被災者支援】・・・ 

東日本大震災現地 NPO 応援基金 

NPO 法人 市民社会創造ファンド 

A：一般助成 B：特定助成 

◆助成対象◆A：岩手、宮城、福島で直接被害者の生活再建を支援する現地 NPO、現地ネ

ットワーク組織、現地中間支援組織 

B：災害孤児、障がい児、高齢者等弱い立場の被災者の生活再建を長期的な視点で支援する

現地 NPO 

◆助成金額◆A：総額 1500 万、1 件 300 万以内 



B：総額 4000 万、1 件 500 万以内 

◆応募期間◆平成 24 年 7 月 20 日～8 月 1 日必着 

◆問合せ先◆NPO 法人 市民社会創造ファンド 

TEL:03-3510-1221 FAX:03-③510-1222 

http://www.jnpoc.ne.jp/ 

  

東日本大震災支援プログラム 

公益財団法人 ユニベール財団 

◆助成対象◆応募に際して地元社会福祉協議会の推薦を得て、団体として 1 年以上の活動

実績がある事①被災地でこころのケア・傾聴ボランティアとして活動している団体 

②被災地から県外に避難を余儀なくされた方々を対象に、こころのケア・傾聴ボランティア

として活動をしている団体 

◆助成内容◆最長 3 年間、原則として 50 万上限 

◆応募締切◆平成 24 年 7 月 31 日（午後 17 時必着） 

◆問合せ先◆（公）ユニベール財団 

TEL：03-3350-9002 FAX：03-3350-9008 

http://www.univers.or.jp/ 

  

 


