
2012 年 9 月の助成金情報 

・・・【環 境】・・・ 

A：鳥類保護団体活動助成 B：地域愛鳥活動助成 

公益信託 サントリー世界愛鳥基金 

◆助成対象◆A：自然環境の保全の為野生動植物の保護・繁殖に関する業務を行うことを主

たる目的とする法人または任意団体。 

B：鳥類の保護・観察活動を行う小・中学校および高等学校のクラブ・委員会、自治会やボ

ランティア団体等地域のグループ。 

◆助成内容◆A：数件の活動の対し総額 1000 万予定 

B：1 件当り 20 万以内、総額 200 万予定 

◆応募締切◆平成 24 年 10 月 1 日当日消印有効 

◆問合せ先◆三井住友信託銀行リテール受託事業部 

公益信託サントリー世界愛鳥基金 担当：赤銅 

TEL：03-5232-8911 

http://www.koueki-suntory-aityou.jp/ 

  

平成 25 年度募集  

「きれいな川と暮らそう」基金 

◆助成対象◆水資源確保・河川美化清掃・水質保全などの水環境保全活動を行う学校および

市民団体（NPO、NGO、サークルなど） 

◆助成内容◆1 団体、最大 100 万 

◆募集期間◆平成 24 年 11 月 30 日当日消印有効 

◆問合せ先◆公益社団法人 日本河川協会 

「きれいな川と暮らそう」基金 事務局 

TEL：03-3238-9771 FAX：03-3288-2426 

E-mail：kikin@japanriver.or.jp 

http://www.japanriver.or.jp/ 

  

・・・【子どもの健全育成】・・・ 

平成 25 年度子どもゆめ基金助成金 

◆助成対象◆平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日までの間に行われる、子どもの体

験活動・子どもの読書活動・子ども向け教材開発・普及活動に対して。 

◆応募締切◆平成 24 年 12 月 5 日迄 

◆問合せ先◆独立行政法人国立青少年教育振興機構 

子どもゆめ基金部 助成課 

TEL：03-5790-8117・8118 FAX：03-6407-7720 



E-mail：yume@niye.go.jp 

http://yumekikin.niye.go.jp/ 

  

平成 25 年度キリン・子育て公募助成 

キリン福祉財団 

◆助成対象◆①地域における子育てに関わるボランティア活動②「地域」「子育て」「ボラン

ティア」の 3 つのキーワードに合致するもの。 

民間団体で 4 名以上のメンバーが活動する団体、グループであれば法人格の有無、活動年

数は問わない。 

◆助成内容◆1 件当たり 30 万上限、総額 3500 万 

◆受付期間◆平成 24 年 9 月 18 日～11 月 11 日 

◆問合せ先◆（公）キリン福祉財団 千葉、栃内宛 

TEL：03-5540-3522 FAX：03-5540-3525 

E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

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

  

・・・【学術・文化・スポーツ】・・・ 

公益財団法人 ポーラ美術振興財団  

助成事業 

◆応募種類◆ 

①若手芸術家の在外研修助成 

②美術に関する国際交流助成 

③美術館職員の調査研究助成 

◆応募期間◆平成 24 年 10 月 1 日～11 月 12 日必着 

◆問合せ先◆公益財団法人 ポーラ美術振興財団 

助成事業担当  TEL：03-3494-8237  

E-mail：info@pola-art-foundation.jp 

http://www.pola-art-foundation.jp/ 

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 

2013 年度助成事業  

公益財団法人 正力厚生会 

◆助成対象◆がん患者会やがん患者を支援する団体が主体となり取組む優れた事業。相談

窓口の開設や小冊子の発行、シンポジウムの開催、インターネットによる情報発信など企画

運営が対象。 

◆助成内容◆1 団体当たり 50 万以下 



◆応募締切◆平成 24 年 11 月 16 日必着 

◆問合せ先◆公益財団法人 正力厚生会事務局 

TEL：03-3216-7122 FAX：03-3216-8668 

http://shourikikouseikai.or.jp/ 

  

・・・【震災関連助成】・・・ 

東日本大震災市民活動支援  

ちば元気ファンド 

◆助成対象◆ 

①被災地で支援活動をしている市民活動団体 

②被災者を受け入れている地域で支援活動をしてる市民活動団体（全国が対象） 

◆助成内容◆総額 200 万、1 団体上限 50 万 

◆応募締切◆平成 24 年 10 月末日必着 

◆問合せ先◆市民ネットワーク千葉県 

http://www.ken-net.gr.jp/ 

  

東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド 

公益社団法人 企業メセナ協議会 

◆対象活動◆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（被災者の心身の

ケアにつながると思われるもの、震災や被災地に関連するテーマ） 

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、当ファンドの目的に合致すると判断される活動 

◆助成金額◆１つの活動に原則 50 万上限 

◆申請締切◆平成 24 年 10 月 26 日当日消印有効 

◆問合せ先◆公益社団法人 企業メセナ協議会 

「芸術・文化による震災復興支援ファンド」係 

TEL：03-5439-4520 FAX：03-5439-4521 

E-mail：gbfund@mecenat.or.jp 

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

  

・・・【広い分野】・・・ 

公募助成 一般財団法人 セブンイレブン記念財団 

◆公募種類◆ 

①地球温暖化対策助成 ②活動助成（100 万未満） 

③活動助成（100 万以上）④自立事業助成 

⑤広域連携促進助成 ⑥清掃助成 ⑦植花助成 



◆応募期限◆平成 25 年 1 月 31 日当日消印有効 

◆問合せ先◆一般財団法人セブンイレブン記念財団 

TEL：03-6238-3872 FAX：03-3261-2513 

http://www.7midori.org/ 

  

平成 25 年度年賀寄附金配分希望団体公募 日本郵便 

◆公募内容◆ 

①平成 25 年度年賀寄附金配分希望団体公募 

②一般枠 活動・チャレンジ③一般枠 施設改修 

④一般枠 機器購入⑤一般枠 車両購入 

⑥特別枠 東日本大震災 

◆受付期間◆平成 24 年 11 月 30 日当日消印有効 

◆問合せ先◆郵便事業株式会社 

http://blog.post.japanpost.jp/ 

  

・・・【まちづくり】・・・ 

平成 24 年度中小商業活力向上事業第 2 次募集 

中小企業庁商業課 

◆補助対象◆商店街等において実施する新たな事業で、社会課題(少子高齢化、地域資源活

用、環境等)に対応した集客力向上及び売上増加の効果のある商店街活性化を図る施設整備

事業又は活性化支援事業。 

◆募集期間◆ 

平成 24 年 10 月 19 日（経済産業局に 17 時迄） 

◆問合せ先◆東北経済産業局 

 商業・流通ｻｰﾋﾞｽ産業課 TEL：022-221-4914 

http://www.chusho.meti.go.jp/ 

  

第 7 回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト 

水・大気環境局大気生活環境室 

◆応募要件◆かおりの樹木・宿根草・その他の草花を用いた、街区・近郊地区等の「みどり

香るまちづくり」を演出する企画募集。 

◆表彰内容◆環境大臣賞 1 点、協会賞 3 点、入賞 5 点 

◆応募締切◆平成 24 年 10 月 31 日当日消印有効 

◆問合せ先◆環境省水・大気環境局大気生活環境室 

TEL：03-5521-8299 

E-mail：KAORI-CONTEST@env.go.jp 



http://www.env.go.jp/       


