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23 8
公益財団法人　愛恵支援
福祉財団

社会福祉育成活動推進のための助成事
業

比較的小規模な施設の事業充実、また
障がい者支援等で財政的な裏付けの少
ない先覚的な取り組みへの助成

　平成29年7月15日～
平成29年9月20日

http://www.aikei-fukushi.org/

22 8
一般社団法人生命保険協

会
「平成29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等に助成しま
す。

平成29年8月2日～
平成29年9月30日

http://www.seiho.or.jp/

21 8 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

平成29年9月1日～
平成29年11月30日

http://www.nochutb.co.jp/

20 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

平成29年10月14日 https://urbangreen.or.jp/

19 8 京都府亀岡市生涯学習部「第16回生涯学習賞」

長年にわたり生涯学習などの研究活動・
実践活動に携わり、その推進に多大な貢
献をされた個人あるいは団体・グループを
表彰します。

平成29年8月31日
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/shim
inkatsudou/syougaigakusyu/17syougaig
akusyusyou.html

18 8
公益財団法人損保ジャパ

ン日本興亜福祉財団

2017年度社会福祉事業
NPO基盤強化資金助成
「住民参加型福祉活動資金助成」の助成

高齢者・障害者・子ども等に関する複合的
な生活課題に地域住民が主体となって、
地域包括的な支援を行う団体を対象に助
成をする。
※5人以上で活動する営利を目的としな
い団体。ただし社会福祉法人は除く

平成29年9月1日～
平成29年10月20日

http://www.sjnkwf.org/

17 7
公益財団法人大和証券
福祉財団

平成29年度（第24回）ボランティア活動
助成
東日本大震災及び平成28年熊本地震の
被災者支援のボランティア活動 含む

「高齢者、障がい児者、児童等への支援
活動に対するボランティア活動」を目的と
した団体・グループに助成を行います。
　　当事業の申込には社協・共同募金会
等の推薦が必要となりますので、申込み団
体か
らの依頼がありましたら御協力ください。

平成29年9月15日
http://www.daiwa-
grp.jp/dsf/index.html

16 7
公益社団法人　日本
フィランソロピー協会

第20回まちかどのフィランソロピスト賞
社会のために寄付をした方を表彰する「ま
ちかどのフィランソロピスト賞」を開催するの
で、寄付活動を紹介をお願いしたい。

募集終了
http://www.philanthropy.or.jp/machika
do/20/

15 7 住友生命
未来を強くする子育て支プロジェクト

子育て支援活動の表彰
スミセイ女性研究者奨励賞

住友生命保険相互会社では、よりよい子
育て環境に資する活動を行い成果をあげ
ている個人団体募集し、「子育て支援活
動の表彰」を実施しております。
　また、子育てのために研究を中断してい
る女性研究者や、子育てしながら続けてい
る如才研究者に「スミセイ女性研究者奨
励賞」として助成金を支給いたします。

募集終了
http://www.sumitomolife.co.jp/about/c
sr/community/mirai_child/
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14 7
植山つる児童福祉研究奨

励基金
保育者、児童福祉施設に働く保育士、指

導等の専門性を高める研究活動

保育者、児童福祉施設に働く保育士、
指導等の専門性を高める研究活動に対
する助成金を行います。

平成29年9月1日
http://www.shakyo.or.jp/sponsor/2017
0605_tsuru.html

13 6
朝日新聞厚生文化

事業財団
ともにつくる認知症カフェ開設応援助成

新しく「認知症カフェ」を立ち上げる団体、
グループを応援し助成を実施いたします。

募集終了 http://www.sjnkwf.org/

12 6
公益財団法人損保ジャパ

ン日本興亜福祉財団
自動車購入費助成

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福
祉財団では主に障害児の福祉活動を対
象とした「自動車購入費助成」を実施しま
す。

募集終了 http://www.sjnkwf.org/

11 5
公益財団法人損保ジャパ

ン日本興亜福祉財団
研修会資金助成

認知症等の高齢者を在宅で介護する家
族等を対象とした研修会（講習会・勉強
会・介護教室・シンポジウム等を含む）に
関わる開催費用の助成を実施します。

募集終了 http://www.sjnkwf.org/

10 5
公益財団法人みずほ福
祉助成財団

平成29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://mizuhofukushi.la.coocan.jp/

9 5 一般財団法人松翁会 平成29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_shou

oukai/

8 5 社会福祉法人丸紅基金 2017年度（第43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/

7 4 ファイザー株式会社
ファイザープログラム
心とからだのヘルスケアに関する市民活
動・市民研究支援

中堅世代の人々の心とからだのヘルスケ
アに関する課題に取り組む市民活動及び
市民研究

募集終了 http://www.pfizer.co.jp/

社会福祉法人助成 募集終了

海外研修事業 募集終了

国内研修事業 募集終了

ＮＰＯ法人助成事業 募集終了

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
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40「愛は地球を救う」福祉車
両等寄贈

募集終了
http://www.24hourtv.or.jp/welfare/det

ail.html
5 4

6 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

https://www.shimizu-kikin.or.jp/
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電動車いす

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

3 4
一般財団法人日本おも
ちゃ図書館財団

平成29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/

平成29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29年度
「ビジネスパーソンボランティア活動」

ビジネスパーソン（会社員、団体職員、公
務員、経営者、個人事業者）のボランティ
ア活動を支援

平成29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 4
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

2017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.daido-life-welfare.or.jp

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40「愛は地球を救う」福祉車
両等寄贈

募集終了
http://www.24hourtv.or.jp/welfare/det

ail.html

http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/平成29年度社会福祉助成事業 募集終了

2 4
公益財団法人
大同生命厚生事業団

募集終了

5 4

4 4
公益財団法人太陽生命
厚生財団
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