
2012 年 10 月の助成金情報 

・・・【広い分野】・・・ 

2012 年度国内助成プログラム トヨタ財団 

A：活動助成 B：地域間連携助成 

◆助成対象◆A：地域に生きる人々が主体となり地域社会の再生・振興に向けて継ぐ・つく

る・つながるプロセスに基づき、対象地域の地域課題の解決に具体的に結びつく、持続的か

つ意欲的な取り組み。 

◆助成内容◆A：年間 300 万程度迄 B：上限 1 千万迄 

◆募集期間◆平成 24 年 11 月 19 日 Web は 17 時迄 

郵送は消印有効 

◆問合せ先◆公益財団法人 トヨタ財団 

TEL：03-3344-1701 FAX：03-3342-6911 

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

  

2013 年度助成 

公益財団法人 大阪コミュニティ財団（OCF） 

◆助成対象◆1 年以上の活動実績を有する非営利団体が平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年

3 月 31 日迄の間に実施を予定している公益に資する事業。 

◆応募締切◆平成 24 年 11 月 30 日消印有効 

◆問合せ先◆公益財団法人 大阪コミュニティ財団 

事務局：勝山、山本、三善宛 

TEL：06-6944-6260 FAX：06-6944-6261 

E-mail：info@osaka-community.or.jp 

http://www.osaka-community.or.jp 

  

「連合・愛のカンパ」団体立上・新規事業立上準備金支援 

公益財団法人 さわやか福祉財団 

◆助成対象◆2011 年 12 月～2012 年 11 月末までに立ち上がったか、または開始する予定

の新しい活動 

◆助成内容◆1 団体 15 万上限、総額 400 万、約 27 団体 

◆応募期間◆平成 24 年 10 月 5 日～11 月 26 日 

◆問合せ先◆（公）さわやか福祉財団 立上支援 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 担当：木原、原島 TEL：03-5470-7751 

http://www.sawayakazaidan.or.jp/ 

  

・・・【保険・医療・福祉】・・・ 



2012 年度社会福祉助成 NPO 基盤強化資金助成 

公益財団法人 損保ジャパン記念財団 

◆助成対象◆東北地区、東京を除く関東地区に所在する特定非営利活動法人、社会福祉法人

で、社会福祉に関する活動を行う団体。 

◆助成金額◆1 団体 100 万上限、総額 1500 万 

◆応募期間◆平成 24 年 11 月 16 日消印有効 

◆問合せ先◆公益財団法人 損保ジャパン記念財団 

TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257 

http://www.sj-foundation.org/ 

  

障がい者市民防災活動助成 

特定非営利活動法人 ゆめ風基金 

◆助成対象◆①障がい当事者が中心となる防災活動 

②防災を通じて障がい者市民と地域住民とのネットワークが 

作られ日常にもつながる取組 

③災害時に障がい者支援を行う為の具体的な仕組みづくり 

④障がい当事者の声を反映した防災の研究活動 

◆受付期間◆随時 事業実施 3 カ月以前に申請の事 

助成額が 100 万に達した場合、申請を締切ます。 

◆問合せ先◆ゆめ風基金事務局 

TEL：06-6324-7702 FAX：06-6321-5662 

E-mail：yumekaze@nifty.com 

http://homepage3.nifty.com/yumekaze/ 

  

・・・【学術・文化・スポーツ】・・・ 

平成 25 年度公募助成  私的録音補償金管理協会 

◆助成対象◆①音楽・芸能創造活動 

②音楽・芸能創造環境整備活動 

◆提出期限◆平成 24 年 11 月 9 日当日必着 

◆問合せ先◆一般社団法人 私的録音補償金管理協会 

TEL：03-3261-3444 FAX：03-3261-3447 

E-mail：sarahkino@zc.wakwak.com 

http://www.sarah.or.jp 

  

・・・【子どもの健全育成】・・・ 

平成 25 年度キリン・子育て公募 



公益財団法人 キリン福祉財団 

◆助成対象◆4 名以上のメンバーが活動する民間団体で地域に 

おける子育てに関わるボランティア活動、｢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。 

◆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 11 月 11 日当日消印有効 

◆問合せ先◆公益財団法人 キリン福祉財団 

担当：千葉、栃内宛 

TEL：03-5540-3522 FAX：03-5540-3525 

E-mail：fukushizaidan@kirin.co.jp 

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

  

子どもの体験・読書活動 平成 25 年度助成募集 

子どもゆめ基金 

◆助成対象◆【体験活動】①自然体験活動②科学体験活動 

③交流を目的とする活動④社会奉仕体験活動⑤職場体験活動 

【読書活動】①読み聞かせ会、読書会、お話会 

◆助成内容◆1 活動、市区町村規模活動 50 万、都道府県規模活動 100 万、 

全国規模活動 300 万 

◆応募締切◆第 1 次：平成 24 年 12 月 5 日 

第 2 次：平成 25 年 5 月 1 日～6 月 28 日 

◆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 

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

E-mail：yume@niye.go.jp 

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

  

・・・【環 境】・・・ 

平成 25 年度花博記念協会助成事業公募 

財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 

◆助成対象◆国際花と緑の博覧会の理念である「自然と人間との共生」の継承発展・普及啓

発に資する事業であって、生命の象徴としての「花と緑」に関連する広汎分野において科学

技術や文化などの発展・交流に寄与するもの。 

◆助成金額◆調査研究開発：1 件当たり 100 万以内 

活動・行催時：1 件当たり 50 万以内 

◆受付期間◆平成 24 年 10 月 1 日～11 月 12 日 



◆問合せ先◆（財）国際花と緑の博覧会記念協会 

TEL：06-6915-4516 FAX：06-6915-4524 

E-mail：hanahaku@expo90.jp 

http://www.expo90.jp/ 

  

・・・【被災者支援】・・・ 

東北ろうきん復興支援助成金制度 2012 年度募集 

東北労働金庫 

◆支援対象◆東北 6 県に主たる事務所を有している NPO 団体や 

ボランティア団体等で、現在、東日本大震災からの復旧・復興・ 

被災者支援に従事してる団体 

◆助成金額◆総額 300 万、1 団体 30～50 万、6～10 団体助成 

◆募集期間◆平成 24 年 10 月 1 日～11 月 30 日 

◆問合せ先◆東北労働金庫 営業推進部営業支援課 

TEL：022-723-1118 FAX：022-215-3169 

E-mail：suishin@tohoku-rokin.or.jp 

http://www.tohoku-rokin.or.jp/ 

  

2013 年度 JT NPO 助成事業 

日本たばこ産業株式会社 

A：通常助成 B：東日本大震災被災地支援助成 

◆助成対象◆A：非営利法人が日本国内において地域社会の核となって 

実施する地域コミュニティの再生と活性化につながる事業 

B：岩手・宮城・福島のいずれかに本拠地を置く非営利組織が被災地域の人々と共に取組む、

被災地域コミュニティの復旧・復興をテーマとした事業 

◆助成内容◆限度額：年額最高 150 万/件、40 件程度 

◆応募期間◆平成 24 年 10 月 1 日～11 月 20 日必着 

◆問合せ先◆日本たばこ産業㈱CSR 推進部 

TEL：03-5572-4290 FAX：03-5572-1443 

http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/ 

  

ジャパン・プラットフォーム「共に生きる」ファンド 

特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム 

◆助成対象◆被災地において地元の非営利組織が支援活動を行うことを優先的にサポート 

◆応募期間◆平成 24 年 11 月 1 日～11 月 8 日 

◆問合せ先◆（特非）ジャパン・プラットフォーム 



TEL：03-5223-8858 FAX：03-3240-6090 

E-mail：proposal@japanplatform.org 

http://www.japanplatform.org/ 


