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名称(実施主体)
助成対象

NO

助成対象団体

助成額

1

締切日時

問合せ先

URL

東北ろうきん復興支援助成金制度（東北労働金庫）

1

１）東北６県に主たる事務所を有していること
２）定款又は会則・規約があり、決算報告書又は収支報告書
が作成されていること
①東日本大震災からの復旧・復興・被災
３）活動報告書等の事業概要が容易にわかる資料を作成して 1団体あたり30万
者支援活動
いるもしくは活動内容を公開していること
②東北労働金庫が定める社会貢献活動
4)法令違反などの反社会的行為が認められないこと。また宗
教的活動・政治的活動を行っていないこと
5)東北労働金庫に助成金の受取口座があること

平成29年11月17日(金)

〒980-8661
宮城県仙台市青葉区北目町1-15
東北労働金庫営業統括部 復興支援
助成金制度 事務局
TEL:022-723-1118
FAX:022-215-3169

http://www.tohok
urokin.or.jp/whats_n
ew/detail.html?id=
573

2017年度①みやぎ社会貢献大賞②みやぎ小さな活動大賞（一般財団法人 愛知揆一福祉振興
会）

①みやぎ社会貢献大賞
宮城県内において概ね5年以上、福祉、教育、環境、文化、
国際交流などの分野で公益的な活動をしている団体

大賞
①１０0万円
②20万円
それぞれ原則１団体
②みやぎ小さな活動大賞
ノミネート賞
活動内容が小さく限定的でも地道に細かく地域社会に貢献し ①②共に2万円
ている団体
第１次審査通過団体

2

社会福祉活動

平成２9年1１月11日
(土)
消印有効

〒980-0813
宮城県仙台市青葉区米ヶ袋1-5-21
https://www.aichi
愛知揆一福祉振興会
-fukushi.org/
TEL:022-262-0666
FAX:022-227-1320

2018年度防災教育チャレンジプラン（防災教育チャレンジプラン実行委員会）
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A：保育園、幼稚園の部
B：小学校低学年の部
C：小学校高学年の部
D：中学校の部
E：高等学校の部
F：大学・一般の部

①防災教育を一層充実させたいと考えている教育・社会福祉
上限30万
施設、教育委員会、NPO、民間企業、個人、地域団体
②採用された場合には計3回の会合に出席できること

平成２9年1１月24日
(金)

防災教育チャレンジプラン
実行委員会事務局
E-mail:cpifo2865@bosaistudy.net
FAX:03-3556-8217

http://www.bosaistudy.net/boshu/

〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町3-1
国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部諸成果
TEL:0120-579-081
E-MAIL:yume@niye.go.jp

http://yumekikin.n
iye.go.jp/jyosei/tai
ken_boshu.html

子どもゆめ基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）
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【体験活動】
①自然体験活動②科学体験活動③交流目
的の活動④社会奉仕活動⑤職場体験活動
⑥総合・その他の体験活動
【読書活動】
読書活動

(１)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財
団法人、特定非営利活動法人
(２)上記以外の法人格を有する団体
・国又は地方公共団体
・法律により直接設立された法人
・特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人
(3)法人格を有しないが、活動を実施する為の体勢が整って
いると認められる団体

【活動規模】
全国：300万～600万
都道府県：100万～
200万
市区町村：50万～100
万

・郵送
平成29年11月14日(火)
消印有効
・電子申請
平成29年11月28日
(火)17時締切

子どもゆめ基金「子ども向け教材開発・普及活動」（独立行政法人国立青少年教育振興機構）
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(１)公益社団法人、公益財団法人又は一般社団法人、一般財
団法人、特定非営利活動法人
(２)上記以外の法人格を有する団体
・平成30年4月1日～平成31年2月末 ・国又は地方公共団体
の間に行う教材開発・普及活動
・法律により直接設立された法人
平成29年11月6日(月)
・特別の法律により特別の設立行為を持って設立された法人 500万(標準額)～1,000
17時締切
・既に開発が完了しているソフトの改修 (3)法人格を有しないが、活動を実施する為の体勢が整って 万(限度額)
※電子申請のみ
等により行う教材開発・普及活動
いると認められる団体
(４)事業税を滞納していない団体
(5)過去に国・地方公共団体等から助成を受けた際、虚偽の
申告
不正の事実等による処分を受けていない団体

大和証券グループ輝く未来へ
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〒151-0052
東京都渋谷区代々木神園町3-1
国立青少年教育振興機構
子どもゆめ基金部諸成果
TEL:0120-579-081
E-MAIL:yume@niye.go.jp

http://yumekikin.n
iye.go.jp/jyosei/ky
ozai_boshu.html

こども応援基金（公益財団法人パブリックリソース財団）

事業開発活動
非営利組織
経済的に困難な子どもの環境改善や貧困
（NPO法人,一般社団法人,社会福祉法人,公益法人)
の連鎖防止を目指す事業

上限300万/件

〒104-0043
東京都中央区湊２-16-25-202
平成29年11月15日(水) 公益財団法人 パブリックリソース http://www.public.
消印有効
財団
or.jp/PRF/fund/fu
※郵送またはメール
TEL:03-5540-6256
nd_16/
EMAIL:kodomo.ouen@public.or.jp

児童・少年の健全育成助成（公益財団法人日本生命財団）

7

①自然と親しむ活動
②異年齢・異世代交流活動
③子育て支援活動
④療育支援活動
⑤フリースクール活動

・申請時点で設立後１年以上の活動実績がある団体
・常時１０名以上の構成員がいる団体
・構成員の半数以上が１８歳未満の児童・少年である団体
・少なくとも月１回以上を目処として定例活動を行っている
団体
1団体３０万～６０万
・活動の一環として、地域住民との交流やボランティア活動
を実践している団体
・助成により購入した物品を直接・継続的に活用し管理して
いる団体

〒541-0042
平成29年11月末日
大阪市中央区今橋3-1-7
具体的な日時は都道府県 日本生命今橋ビル４F
担当部門に確認
TEL:06-6204-4014
FAX:06-6204-0120

http://www.pref.to
ttori.lg.jp/252212.h
tm

平成29年度伝統文化親子教室事業（文化庁）
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①特例民法法人
②一般社団法人・一般財団法人
③公益社団法人・公益財団法人
④特定非営利活動法人
①伝統文化親子教室
⑤法人格を有しないが,次の要件をすべて満たしている団体
②放課後子供教室及び土曜日の教育活動
・定款,寄附行為に類する規約等を有していること
・団他の意志を決定し,執行する組織が確立されていること
・自ら経理し,監査する会計組織を有すること
・団体活動の本拠としての事務所等を有すること

〒160‐0023
東京都新宿区西新宿
平成29年11月17日(金)
8‐14‐24
1団体あたり上限50万円 市町村教育委員会の担当
西新宿KFビル3階
窓口必着
TEL:0570-064-176
FAX:03-6730-6029

http://oyakokyoshits
u.jp/

平成30年度助成団体募集要項（公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団）

9

・音楽部門
・美術展部門
・演劇部門
・伝統芸能部門

①国内の団体・法人が日本国内で行う地域文化振興に寄付し,
文化・芸術的に優れた公演,展覧会等
上限なし
②前項の公演・展覧会等は平成30年度に開催もしくは会期
が開始するもの

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-2-4
平成29年11月30日(木)
日本橋ビル
消印有効
TEL:03-3272-6993
FAX:03-3272-6994

http://muttiikibunkazaidan.or.jp
/

平成30年度環境市民活動助成（一般財団法人セブンイレブン記念財団）
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①活動助成
環境市民活動によって、地域にその成果が還 ②NPO自立強化助成
元される活動
③緑化植花助成
④清掃助成

①NPO法人,一般社団法人…
1団体あたり上限200万
任意団体…1団体あたり上
平成29年11月30日(木)
限100万
②1団体あたり上限30万円 ※当日消印有効
③1団体あたり上限400万
④1団体あたり上限20万

〒102-8455
東京都千代田区二番町8番地8
一般社団法人セブン-イレブン記念財団 http://www.7midori.o
〇〇助成係
rg/
※〇〇の部分に申請する助成の種類を
記入してください。

スポーツチャレンジ助成事業「体験分野」（公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団）
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・アスリート
・指導者
・審判
・スポーツジャーナリスト

①アドバンスド…世界選手権など国際レベルでの実績を有する,中学
3年生以上の個人および,これによって構成されるグループ・団体
①1件につき上限150万円
②ベーシック…世界選手権など国際レベルを目指す,中学3年生以上
②1件につき上限100万円
の個人および,これによって構成されるグループ・団体
③1件につき上限50万円
③ジュニア…ジュニア世代の国際大会での実績を有する、中学1年
生以上の個人および,これによって構成されるグループ・団体

〒438-8501
平成29年11月13日（月） 静岡県磐田市新貝2500
公益財団法人ヤマハ発動機
※電子申請。正午に入力締
スポーツ振興財団
切
TEL:0538-32-9827
FAX:0538-32-1112

http://www.ymfs.
jp/

①1件につき上限120万円
②1件につき上限60万円

〒438-8501
静岡県磐田市新貝2500
平成29年11月13日（月）
公益財団法人ヤマハ発動機
※電子申請。正午に入力締
スポーツ振興財団
切
TEL:0538-32-9827
FAX:0538-32-1112

http://www.ymfs
.jp/

上限150万円

平成29年11月10日(金)
※当日必着

スポーツチャレンジ助成事業「研究分野」（公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団）
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①基本…大学や研究機関などで研究職として活動に従事する,満40
歳未満の方。国籍は問いません。
②奨励…大学院博士課程に在学中または修了した方のうち,満30歳
未満の方。国籍は問いません。

・スポーツ医・科学
・スポーツ文化

平成29年度ＪＴ
13

ＮＰＯ助成事業(日本たばこ産業株式会社）

①通常助成
地域コミュニティの再生と活性化に取り組む ②熊本地震被災地支援助成
非営利法人
※詳細は要項参照

〒105-8422
東京都港区虎ノ門2-2-1 ＪＴビル
TEL:03-5572-4290
FAX:03-5572-1443

https://www.jti.co.jp
/csr/contribution/so
cial/npo/entry/index
.html

