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36 3 毎日新聞社会事業団 第47回「毎日社会福祉顕彰」
社会福祉関係者および団体のなかから、
とくに優れた功績をあげ、社会福祉の発展
向上に貢献している個人あるいは団体

平成29年5月31日
http://www.mainichi.co.jp/shakaijig

yo/fukushikensho.html

地域福祉チャレンジ活動助成 平成29年5月31日

実践的研究助成
実践的課題研究助成

平成29年6月15日

実践的研究助成
若手実践的課題研究助成

平成29年6月15日

34 2
全労済総務部地域貢献
助成事業事務局

2017年全労済地域貢献助成事業

地域の人々がたすけあって自然災害に備
えいのちを守る活動、環境を守る活動およ
び子供の健やかな育ちを支える活動を支
援

募集終了
https://www.zenrosai.coop/zenros

ai/csr/joseijigyou.html

第15回配食用小型電気自動車『みずほ
号』寄贈事業

高齢者を対象とした福祉活動を支援する
ため

平成29年6月9日

第34回老後を豊かにするボランティア活
動資金助成事業

地域に根ざしたボランティアグループで、
高齢者を主な対象とする活動及びスタッ
フの中核が高齢者である活動の支援

平成29年5月31日

32 2
NPO法人モバイル・コミュ
ニケーション・ファンド

2017年度（第15回）ドコモ市民活動団体
助成事業

豊かで健全な社会の実現に向けて、全国
の市民活動を支援

募集終了
http://www.mcfund.or.jp/news/201

7/000169.html

支援金部門

リサイクルパソコン部門

東日本大震災復興支援部門

30 12
公益財団法人さわやか福
祉財団

2016(平成28)年度『連合・愛のカンパ』助
成

新たに始める、地域における「ふれあい・
助け合い活動」等

募集終了 http://www.sawayakazaidan.or.jp

29 12 公益財産法人三菱財団
平成29年度社会福祉事業並びに研究助

成
開拓的・実験的な社会福祉を目的とする
民間の事業並びに科学的調査研究

募集終了
http://www.mitsubishi-

zaidan.jp/support/welfare.html

35 3
公益財団法人日本生命
財団

2017年度ニッセイ財団高齢社会助成
http://www.nihonseimei-

zaidan.or.jp/kourei/02_gaiyo.html

https://www.npwo.or.jp/wakaba

33 2
公益財団法人みずほ教
育福祉財団

http://www.mizuho-ewf.or.jp/

31 2 NHK厚生文化事業団 第29回地域福祉を支援するわかば基金 募集終了
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28 11
独立行政法人環境再生
保全機構

平成29年度地球環境基金助成金

民間の非営利団体（NGO・NPO）が行う環
境保全活動（地球温暖化防止、生物多様
性の保全、循環型社会の形成などの幅広
い分野）

募集終了 https://www.erca.go.jp/

27 11
特定非営利活動法人コー
ポレートガバナンス協会

第18回北川奨励賞
難病や障がいのある子供やその親を支援
する団体の活動を助成

募集終了 http://www.teamcg.or.jp/

26 10
一般財団法人冠婚葬祭
文化振興財団

第18回社会貢献基金助成

社会貢献活動を行う各種団体等、並びに社会
貢献に資する調査・研究を目的とした事業に対
する助成を行い日本の生活文化と地域社会の
発展に寄与することを目的とする

募集終了
https://www.zengokyo.or.jp/social/

fund2/

25 10
公益財団法人日本社会
福祉弘済会

平成29年度社会福祉助成事業
社会福祉関係者の専門性向上などを目
指した「研修事業」や「研究事業」、草の根
的に取り組んでいる“先駆的事業”に助成

募集終了 http://www.nisshasai.jp/

24 10
公益社団法人日本フィラ
ンソロピー協会

第5期(2017年度)手のひらパートナープロ
グラム

難病患者さんの「生活の質（ＱＯＬ）向上」
のために、難病患者団体、支援団体が実
施する活動への助成

募集終了
http://www.philanthropy.or.jp/teno

hira/05/

2016年度社会福祉事業
NPO基盤強化資金助成
「認定NPO法人取得資金」の助成

2016年度社会福祉事業
NPO基盤強化資金助成
「組織の強化」と「事業活動の強化」の助
成

22 9 日本郵便株式会社 2017（平成29）年度年賀寄附金配分
寄附金付年賀葉書・年賀切手を発行して
おり、お預かりした寄附金は、社会の発展
に大きく貢献することを目的とする

募集終了 https://www.post.japanpost.jp/kifu/

21 9 生命保険協会
平成28年度「元気シニア応援団体に対す
る助成活動」

高齢者を対象にした健康管理・増進、自
立支援、生きがいづくり等の活動に取り組
んでいる民間非営利の団体を支援

募集終了 http://www.seiho.or.jp/

20 9
公益財団法人大阪コミュ
ニティ財団

2017年度助成

寄付者からの「志」のこもったご寄付を、名
前を付けた基金のかたちでお受けし、その
お志に沿った活動を行っておられる団地
等に助成

募集終了
http://www.osaka-
community.or.jp/

19 9
朝日新聞厚生文化事業
団

ともにつくる認知症カフェ開設応援助成
認知症の人を地域で支える取り組みとして
期待される「認知症カフェ」がさらに全国各
地に広がっていくこと

募集終了 http://www.asahi-welfare.or.jp/

18 8 日本たばこ産業株式会社 2017年度　JT NPO助成事業

地域を支えている人々や次世代の社会を
担う人材を対象とし、地域一体となって
「地域コミュニティの再生と活性化」に取り
組む事業を支援

募集終了
https://www.jti.co.jp/csr/contributi

on/social/npo/index.html

17 8 生命保険協会 ボランティアグループ助成支援事業
福祉分野で地道な活動を続けているボラ
ンティアグループに助成支援

募集終了

23 募集終了 http://www.sjnkwf.org/9
公益財団法人損保ジャパ
ン日本興亜福祉財団

障害児・者、高齢者などを対象として活動
するNPOの支援、社会福祉の学術文献表
彰、学術研究・文化活動の助成
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16 8
公益財団法人都市緑化
機構

花王・みんなの森づくり活動助成
次世代に向けて緑豊かな環境を引き継い
でいくこと

募集終了 https://urbangreen.or.jp/

障がい者給料増額支援助成金
　　ジャンプアップ助成金

すでに障がい者の給料増額に一定の実績
がある施設・事業所に対し、さらなる多くの
給料を支払うための助成

障がい者給料増額支援助成金
　　ステップアップ助成金

障がい者の給料増額に努力し、全国平均
以上の給料支給実績がある施設・事業所
に対し、さらに多くの給料を支払うための助
成

障がい者福祉助成金 助成対象事業に該当する助成

平成28年度（第23回）ボランティア活動
助成

高齢者、障がい児者、児童等への支援活
動及びその他、社会的意義の高いボラン
ティア活動

平成28年度（第6回）災害時（東日本大
震災）ボランティア活動助成

東日本大震災による被災者支援のための
継続的なボランティア活動

13 6 農中信託銀行株式会社
公益信託ＪＡバンク新潟県信連創立50周
年記念・ホームヘルパー支援基金

高齢社会の到来を踏まえ、高齢者に対す
る在宅福祉サービスの主な担い手である
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰを支援・育成する活動に対し
積極的に助成していくこと

募集終了 http://www.nochutb.co.jp/

車いす対応者（軽自動車）

車いす対応者（車いす2名）

車いす対応者（車いす4名）

送迎車（軽自動車）

11 5
公益財団法人みずほ福
祉助成財団

平成28年度社会福祉助成金
社会福祉に関する諸活動に対して助成を
行い、主に障害児者の福祉向上を目的と
する事業や研究に助成

募集終了
http://homepage3.nifty.com/mizuh

ofukushi

10 5
公益財団法人大和証券
福祉財団

平成28年度熊本地震災害時ボランティア
活動助成事業

平成28年度熊本地震による被災者のた
めの支援活動

募集終了
http://www.daiwa-
grp.jp/dsf/index.html

9 5 読売光と愛の事業団
生き生きチャレンジ2016　福祉作業所
「食」助成事業

障害者のみなさんが生き生きと楽しく働け
るよう、福祉作業所の事業に助成

募集終了 http://www.yomiuri-hikari.or.jp/

2016年度福祉車両助成事業12 募集終了
http://www.nippon-

foundation.or.jp/what/grant_applica
tion/programs/cars/

14 7
公益財団法人大和証券
福祉財団

募集終了
http://www.daiwa-
grp.jp/dsf/index.html

5 日本財団

募集終了 http://www.yamato-fukushi.jp/15 7
公益財団法人ヤマト福祉
財団
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一般助成事業

海外研修事業

国内研修事業

ＮＰＯ法人に対する特別助成事業

7 4 一般財団法人松翁会 平成28年度社会福祉助成金
社会福祉に関する諸活動に対して援助を
行い、社会福祉の向上に寄与することを
目的とする

募集終了
http://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_s

hououkai/

6 4 社会福祉法人丸紅基金 2016年度（第42回）社会福祉助成金
国民福祉の向上に資することを目的とす
る

募集終了 http://www.marubeni.or.jp/

事業助成
ボランティアグループ等が行う事業

研究助成
高齢者保健・医療、生活習慣病または高
齢者福祉に関する研究・調査

4 4
一般財団法人日本おも
ちゃ図書館財団

平成28年度老人ﾎｰﾑ等社会福祉施設に
〈おもちゃ図書館〉の開設支援事業

老人ホーム等社会福祉法人が地域への
貢献活動として〈おもちゃ図書館〉の開設
を支援する

募集終了 http://www.toylib.or.jp/

福祉車輌
・リフト付きバス
・スロープ付き自動車（普通・軽）
・訪問入浴車

福祉サポート車

電動車いす

平成28年度「地域保健福祉研究助成」
地域で保健・医療および福祉の活動に従
事されている方々の研究を支援

平成28年度
「サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動
助成」

サラリーマン（ウーマン）のボランティア活動
を支援

平成28年度
「シニアボランティア活動助成」

シニア（年齢満60歳以上）のボランティア
活動を支援

1 3
公益財団法人ドナルド・マ
クドナルド・ハウス・チャリ
ティーズ・ジャパン

2016年度ドナルド・マクドナルド・ハウス財
団助成事業

難病児及びその家族を支援する福祉、医
療分野におけるボランティア団体への助
成

募集終了
http://www.dmhcj.or.jp

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

募集終了

5 4
公益財団法人太陽生命
厚生財団

平成28年度社会福祉助成事業 募集終了

2 3
公益財団法人
大同生命厚生事業団

募集終了 http://www.daido-life-welfare.or.jp

http://www.24hourtv.or.jp/welfare/
detail.html

3 4
公益財団法人24時間テ
レビチャリティー委員会

24時間テレビ39「愛は地球を救う」福祉車
両等寄贈

募集終了8 4 社会福祉法人清水基金
障害のある方々の福祉の増進を図ること
を目的とする

http://www1a.biglobe.ne.jp/s-kikin/
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