助成事業一覧 ★ホームページがある場合、助成金名をクリックするとリンク先に移動します。
NO １

NO ２

助成金名

2018年 24時間テレビ「愛は地球を救う」福祉車
両寄贈

助成金名

助成団体名

公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会

助成団体名

公益財団法人 大同生命厚生事業団

募集期間

平成30 年4月1日（日)～平成30年5月25日（金）（当日消印有効

対象・内容

【応募資格】
社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている、行お
うとするシニア（年齢満60歳以上）又はビジネスパーソン（会社
員、団体職員など）が80％以上のグループ(NPO法人を含む）
【対象となる活動】
(1)高齢者福祉に関するボランティア活動
(2)障がい者福祉に関するボランティア活動
(3)こども（高校生まで）の健全な心を育てる交流ボランティア活
動で、内容が先駆性、継続性、発展性があり、効果が予測でき
るもの

助成限度額

総額 シニアボランティア活動助成とビジネスパーソンボランティ
ア助成と合わせて900万円以内
1件 原則10万円 特に内容が優れている場合は20万円限度で
助成
申請金額は「万円単位」とする。

備考

様式は当財団ホームページよりプリントできます。インターネット
をご利用になれない場合は、申込み用紙を郵送しますので、
FAX等で請求してください。（応募は必ず「A４サイズ」で送付して
下さい）
なお、当財団への直接持参、EメールおよびFAXによる申込受
付はしておりませんのでご了承ください。

助成金名

平成３０年度
｢新設のおもちゃ図書館に、おもちゃセット助成事業」
｢老人ホーム等 社会福祉施設におもちゃ図書館開設支援事
業」

助成金名

平成３０年度 「既設のおもちゃ図書館におもちゃ
セット助成事業」

助成団体名

一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団

助成団体名

一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団

募集期間

平成30年5月18日（金）必着

対象・内容

寄贈対象
●リフト付きバス・スロープ付き自動車・福祉サポート車
社会福祉法人（社協以外）、社会福祉協議会、NPO法人など
●訪問入浴車
上記団体のうち、介護保険制度の入浴事業認定団体である
こと
●電動車いす
上記団体ならびに個人（身体障害者認定、または要支援1･
2、要介護1認定を受けている方）

助成限度額

備考

車両
①車両本体費用②納車登録時の登録費用③輸送費用
電動車いす
①車両本体費用②輸送費用③贈呈後のメンテナンス費用
（上限10万円）
※自動車税、保険料等は贈呈先の負担。
※以下の申込みは審査対象外
・同一法人・グループ内で複数の申込みがあった場合。
・2013年度以降に「24時間テレビ」から新車の贈呈を受けてい
る。
車両等の詳しい情報や申込書は次のWEBサイトをご確認下さ
い。

NO ３

平成30 年度 「シニアボランティア活動助成」
「ビジネスパーソンボランティア活動助成」

NO ４

募集期間

対象・内容

助成限度額

備考

平成３０年５月２５日（必着）までに郵送（FAX不可）
【助成の対象となる「おもちゃ図書館」】
①無料で利用され、おもちゃの貸出を行って下さい。
②年度内に開設を準備している新設の「おもちゃ図書館」
は、各地域の社会福祉協議会の推薦を得て申請
が出来ます。
③児童、障害・老人の為に社会福祉法人等が運営する福祉
施設内に開設する「おもちゃ図書館」は、各地域の社会福祉
協議会の推薦を得て申請が出来ます。
①おもちゃセットを提供（20万円相当品）
②開設の際に物品等の購入費用として10万円以内を助成（追
加
のおもちゃ、カーペット、おもちゃ箱、陳列棚、開設のチラシ
等）

助成団体名

平成３０年５月２５日（必着）までに郵送（FAX不可）

対象・内容

【助成の対象となる既設の「おもちゃ図書館」】
①既設の「おもちゃ図書館」で、障害者のある子やない子達に
利用され広く地域に開放されており、その
運営主体はボランティアが中核となっている 「おもちゃ図
書館」になります。
②無料で利用され、おもちゃの貸出を行って下さい。

助成限度額

おもちゃセットを提供（10万円相当品）

申込書は当財団のホームページからダウンロード、印刷が可
能です。
市区町村の社会福祉協議会からの推薦（申込書【2】の下段）
が必要です。

31:44I4231:4331:4631:44
NO ５
助成金名

募集期間

備考

前年度の助成を受けている場合は、本年度は対象外となりま
す。
申込書は当財団のホームページからダウンロード、印刷が可能
です。

助成金名

２０１８年度 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助
成事業

助成団体名

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

NO ６

第３５回（平成３０年度）
「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」
公益財団法人 みずほ教育福祉財団

募集期間

平成３０年５月２５日（金）（必着）

募集期間

平成30年５月25日（金）（当日消印有効）

対象・内容

地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている比較的
小規模なボランティアグループで、次の要件を満たすもの。な
お、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認めら
れるグループからの申請は受け付けられません。
①登録ボランティアスタッフ数：１０～５０人程度
②グループ結成以来の活動実績：２年以上（平成３０年３月末
時点）
③本助成を過去３年以内（平成２７年度以降）に受けていない
こと。
④グループ名義の金融機関口座を保有し、規約（会則）、活動
報告書類および会計報告書類が整備されていること。

対象・内容

【助成の目的】
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
【申込資格】
非営利団体
【使用用途】
・０歳～２０歳までの子どもの健康や福祉を直接改善するプログ
ラム
・多くの子ども達を支援する見込みがあるプログラム
・必要性が高く目的が明確なプログラム
・団体の運営費や管理費（給与や交通費を含む）以外の使用用
途

助成限度額

１グループにつき１０万円を上限に、希望金額を踏まえ、選考
委員会にて助成金額および用具・機器の品目を決定します。
（計１２０グループ程度を予定）

助成限度額

総額２００万円（７月中旬に交付いたします）

備考

都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会の推薦
が必要です。
※社会福祉協議会の推薦手続きは時間を要する場合があり
ます。
応募要領・申請書は、ホームページからダウンロードできま
す。

備考

申請用紙をご記入の上、財団宛に郵送ください。
結果は申請者宛に６月下旬までにお知らせいたします。
申請用紙はホームページからダウンロードできます。

NO 7

NO ８

助成金名

助成団体名

2018年度ニッセイ財団 高齢社会助成
地域福祉チャレンジ活動助成募集
公益財団法人 日本生命財団

募集期間

平成30年5月31日（木）（当日消印有効）

助成金名

助成団体名

2018年度ニッセイ財団 高齢社会助成
実践的研究助成
実践的課題研究助成募集
公益財団法人 日本生命財団

募集期間

平成30年6月15日（金）（当日消印有効）

対象・内容

次のいずれかに該当する活動です。
1、認知症（「若年性認知症」を含む）の人の地域での生活を支
える
2、福祉サービスの開発と起業化に向けての活動
3、インフォーマルサービスとフォーマルサービスの連携による
ケアリングコミュニティづくりに貢献するチャレンジ活動
4、医療・介護・福祉・保健の地域包括ケアを実現するための
チャレンジ活動

対象・内容

【助成対象者（代表研究者）】
研究者（助手も対象者とします）または実践家
【助成対象の研究】
・研究者と実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療
法士、保健師、臨床心理士等現場の職員）が協働して取り組む
こと。よって研究組織に研究者と実践家が共に参画しているこ
と。
など要確認を

助成限度額

2年間、最大400万円（1年最大200万円）

助成限度額

2年間、最大400万円（1年最大200万円）

備考

原則として本財団選考委員をアドバイザーとして、連携いただ
くこととなります。
・申請書は本財団ホームページよりダウンロードしてください。
・郵送による請求の場合は、本財団事務局へ送料140円切手
を同封して請求ください。

NO 9

備考

原則として本財団選考委員をアドバイザーとして、連携いただく
こととなります。
・申請書は本財団ホームページよりダウンロードしてください。
・郵送による請求の場合は、本財団事務局へ送料205円切手を
同封して請求ください。

NO 10

助成金名

助成団体名

2018年度ニッセイ財団 高齢社会助成
実践的研究助成
若手実践的課題研究助成募集
公益財団法人 日本生命財団

募集期間

平成30年6月15日（金）（当日消印有効）

助成金名

助成団体名

公益財団法人太陽生命厚生財団
平成３０年度 社会福祉助成事業
公益財団法人 太陽生命厚生財団

募集期間

平成30年度6月末日（郵送による必着）FAXによる送信は不可

対象・内容

【助成対象者（代表研究者）】
実践的研究をしている４５才未満の研究者（助手も対象者とし
ます）または実践家
【助成対象の研究】
・研究者と実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療
法士、保健師、臨床心理士等現場の職員）が協働して取り組
むこと。よって研究組織に研究者と実践家が共に参画している
こと。
など要確認を

対象・内容

【助成対象】
１.事業助成
地域福祉活動を目的とするボランティアグループ及びNPO（法
人格の有無は不問）
２.研究助成
非営利の民間団体等および個人

助成限度額

1年間、最大100万円（総額451万円）

助成限度額

(１) 事業助成
１件/１０万円～５０万円（合計２,０００万円）
(２) 研究助成
１件/３０万～５０万（合計３００万）

備考

原則として本財団選考委員をアドバイザーとして、連携いただ
くこととなります。
・申請書は本財団ホームページよりダウンロードしてください。
・郵送による請求の場合は、本財団事務局へ送料205円切手
を同封して請求ください。

NO 11
助成金名

助成団体名

募集期間

対象・内容

助成限度額

備考

第１６回（平成３０年度）
配食用小型電気自動車寄贈事業
公益財団法人 みずほ教育福祉財団
平成３０年６月８日（金）（必着）
【助成対象】
以下の３つの条件を満たす団体。
①高齢者を主な対象とし、原則として、１年以上継続して、週１
回以上、調理・家庭への配食・友愛サービスを一貫して行って
いること。
②法人（非営利活動法人、公益団体、出資持分のない医療法
人、公益法人等）・任意団体を問わず、非営利の民間団体で
あること。
③現在の活動を継続するにあたって、配食用の車両が不足し
ており、本寄贈により運営の円滑化が見込まれること。
①助成金額
１００万円（配食用小型電気自動車１台分）
②事業規模
１０台分（１０団体）（予定）
・所定の申請書に必要事項を記入の上、都道府県・指定都市
または市区町村社会福祉協議会、あるいは全国食支援活動
協力会のいずれかより推薦を受けてください。
・当財団宛て、推薦団体経由または直接、申請書類一式を送
付してください。応募要領・申請書は、ホームページからダウ
ンロードできます。

備考

申込書等はホームページからダウンロードできます。
申込書の郵送を希望される場合は、応募申込者の団体名、郵
便番号、住所、氏名を記載して、平成３０年６月１９日までにＦＡ
Ｘ、もしくは郵便でご請求ください。

