
2012 年 7 月の助成金情報 

・・・【起 業】・・・ 

  

みちのく起業第 2 期  NPO 法人 ETIC 

◆助成対象◆東日本大震災の被災地で新規創業や新規事業の立ち上げを予定している個人、

既存法人代表者などで 

・子育てや教育、健康や福祉、医療等自分達の周りの課題を自分たちで解決していく事業 

・東北の地域資源（水産資源や農業などの一次産業や観光資源など）を活かした事業など 

◆募集人数◆25 件程度 

◆応募締切◆平成 24 年 8 月 16 日（木）必着 

◆問合せ先◆ 

NPO 法人 ETIC 内 「みちのく起業事務局」 

http://michinokushigoto.jp/ 

  

  

「文化なしごと 創造事業」起業支援事業  

NPO 法人 20 世紀アーカイブ仙台  

◆支援対象◆被災地の復興を文化的側面からサポートする事業で 

・文化事業の企画制作・ブランド開発、支援事業 

・コミュニティ（文化）施設企画・運営 

・IT、メディア事業・観光企画事業など 

◆支援内容◆支援事業件数 10 件 

・事業プランの策定支援・起業者共同イベントの実施 

・起業支援金の提供・その他 

◆募集締切◆平成 24 年 8 月 31 日（金） 

◆問合せ先◆NPO 法人 20 世紀アーカイブ仙台 

文化な事業創造事業 事務局 

TEL：022-387-0656 FAX：022-387-0651 

E-mail：npo@20thcas.or.jp 

http://www.bunkanashigoto.jp/ 

  

  

・・・【学術・文化・スポーツ】・・・ 

  

第 6 回かめのり賞募集  

公益財団法人 かめのり財団  



◆対象事業◆5 年以上の活動歴を持つ NPO、ボランティアグループ、個人で、国際交流・

協力、多文化共生に係わる活動や国際貢献に携わる人材育成活動。 

特に 2011年 3月の震災の被災地域やその影響を受けた地域の方々およびそれらの地域を応

援する活動からの積極的な応募をお待ちしています。  

◆賞の内容◆正賞：10 件まで記念の盾 

 副賞：活動奨励金 50 万 

◆応募締切◆平成 24 年 9 月 14 日必着 

◆問合せ先◆（公）かめのり財団「かめのり賞」係 

TEL：03-3234-1694 FAX：03-3234-1603 

E-mail：info@kamenori.jp 

http://www.kamenori.jp/ 

  

  

～障害のある人の芸術活動を支援する～  

「エイブル・アート・アワード」  

NPO 法人 エイブル・アート・ジャパン 

◆支援対象◆障害のある人で絵画や立体造形などの創造活動を行っている作家。個人、グル

ープは問わない。 

◆支援内容◆1 個人または 1 グループの展覧会を 2 か所のギャラリーで開催します。 

◆応募締切◆平成 24 年 8 月 31 日（金）必着 

◆問合せ先◆NPO 法人 エイブル・アート・ジャパン 

TEL：03-5812-4622 FAX：03-5812-4630 

E-mail：info@ableart.org http://www.ableart.org 

  

  

ヤマト福祉財団 小倉昌男賞の贈呈 

公益財団法人 ヤマト福祉財団 

◆賞の対象◆日本国内に居住し授産施設、共同作業所などの障がい者就労施設、または民間

企業の労働現場などにおいて、障がい者に積極的に働く機会を提供する個人 

◆賞の内容◆受賞者 2 名以内、正賞：ブロンズ像 

副賞：賞金 100 万 

◆募集期間◆平成 24 年 9 月 15 日（土）迄 

◆問合せ先◆（公）ヤマト福祉財団事務局 

TEL：03-3248-0691 FAX：03-3542-5165 

http://www.yamato-fukushi.jp/ 

  



  

・・・【まちづくり】・・・ 

住民参加型まちづくりファンド支援 

財団法人 民間都市開発推進機構 

◆支援対象◆①次に該当するもののうち、地域住民、地元企業等によるまちづくり事業への

助成等を行うもの（・公益信託・公益法人・市町村長が指定する NPO 等の非営利法人・指

定まちづくり会社・地方公共団体が設置する基金） 

②地方公共団体や住民、企業等から当該まちづくりファンドに資金搬出が行われているこ

と 

◆募集締切◆平成 24 年 8 月 31 日必着 

◆問合せ先◆（財）民間都市開発推進機構 

企画部調査計画課  

TEL：03-5546-0797 FAX：03-5546-0794 

E-mail：kikakubu@minto.or.jp 

http://www.minto.or.jp/ 

  

  

・・・【子育て、子どもの健全育成】・・・ 

スミセイ女性研究者への支援  住友生命 

◆支援対象◆現在育児の為研究の継続が困難な女性研究者および、子育てをしながら研究

を続けている女性研究者を対象とする。 

◆表彰内容◆10 名程度、助成金として 1 年間に 100 万円（上限）を 2 年間まで支給 

◆応募締切◆平成 24 年 9 月 14 日（金）必着 

◆問合せ先◆住友生命 

「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 W 係 

TEL：03-3265-2283（平日 10:00～17:30） 

http://www.sumitomolife.co.jp/ 

  

  

平成 24 年度 子ども文庫助成 

公益財団法人 伊藤忠記念財団 

◆助成対象◆ 

子ども文庫、児童図書館を永年に亘り（概ね 20 年以上）運営されてこられた個人、または

子ども文庫の普及に貢献されてこられた個人。 

◆助成内容◆子ども文庫功労賞 2 名以内、賞状、賞品（5 万円相当）副賞 30 万円 

◆受付締切◆平成 24 年 9 月 30 日（日）消印有効 



◆問合せ先◆（公）伊藤忠記念財団 助成事業部 

TEL：03-3497-2651 FAX：03-3470-3517 

E-mail：info@itc-zaidan.or.jp 

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

  

  

こども☆はぐくみファンド 

一般財団法人 地域創造基金みやぎ 

◆支援対象◆【テーマ A】子どもに係わる事業：子どもの保護（子どもの居場所づくりに係

わる活動、親子支援）教育、子どもの参加 

【テーマ B】団体の組織基盤強化：子どもに関わる事業を実施する団体が活動を継続、発展

する為に必要な基盤強化に関する事業 

◆支援内容◆1 団体 30 万上限、総額 750 万程度 

◆応募締切◆平成 24 年 8 月 10 日迄 

◆問合せ先◆一般財団法人 地域創造基金みやぎ 

TEL：022-748-7283 FAX：022-748-7248 

http://www.sanaburifund.org/info 

  

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

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 

◆支援対象◆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。社会福祉法人、財

団法人は特別の理由がない限り選考の対象にならない。）②自立 

生活センター、グループホーム、小規模作業所 

◆助成金額◆1 件当たり 50 万上限 

◆申込期限◆平成 24 年 8 月 31 日必着 

◆問合せ先◆NPO 法人 日本ﾁｬﾘﾃｨﾌﾟﾚｰﾄ協会 

総務課：村井 TEL：03-3381-4071 

FAX：03-3381-2289 http://www.jcpa.net/ 

  

  

・・・【被災地支援】・・・ 

赤い羽根「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO 活動ｻﾎﾟｰﾄ基金」助成 

社会福祉法人 中央共同募金会 

◆支援対象◆被災地をはじめ全国で東日本大震災で被災された方々への救援・支援活動を



現に行うボランティアグループ、NPO 法人、社会福祉法人等の非営利団体。①救援・支援

活動の実態があり第 3 者から活動実態が裏付けられること②5 名以上で構成されているこ

と③助成を受け行った事業を中央共同募金会ホームページで公表可能なこと 

◆応募締切◆第 9 次:平成 24 年 9 月 1 日～9 月 28 日 

第 10 次:平成 24 年 12 月 10 日～平成 25 年 1 月 10 日 

◆問合せ先◆（社）中央共同募金会 企画広報部 

TEL：03-3581-3846 FAX：03-3581-5755 

E-mail：support@c.akaihane.or.jp 

http://akaihane.or.jp/ 

 


