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

助成団体名

２０１７年 全労済 地域貢献助成事業
全労済 総務部内 地域貢献助成事業事務局

助成金名

助成団体名

募集期間

平成２９年３月２２日（水）～４月５日（水）（必着）

対象・内容

【助成対象活動】
（１）自然災害に備えるための活動（２）自然環境・生態系を
守る活動（３）温暖化防止、循環型社会づくり活動（４）子ども
や親子の孤立を防ぎ、つながりを生み出す活動（５）困難を
抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

対象・内容

助成限度額

助成総額は２０００万円（上限）
１団体あたり１事業、助成上限額は３０万円

助成限度額

備考

募集期間

申請書は全労済のホームページよりダウンロードしてくださ
い。必要書類を応募書類提出先へ各２部を送付して下さい。
※パソコンにて印字・作成した申請書のみ受付ます（手書き
不可）

NO ３

備考

第３４回（平成２９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
平成２９年５月３１日（水）（必着）
【助成対象】
高齢者を主な対象、またはスタッフの中核が高齢者である小規
模なボランティアグループでその他要件を満たすもの。
（例）
高齢者を対象とした生活支援サービス

１グループにつき１０万円を上限助成
計１１０グループ程度を予定
社協（都道府県・指定都市、市区町村）の推薦を受け、直接郵送
願います。※社協には必ず事前に連絡の上、余裕をもって持込
みを。申請書等はホームページからダウンロード可。

NO ４

助成金名

助成団体名

第１５回（平成２９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

助成金名

助成団体名

平成２９年度 「既設のおもちゃ図書館におもちゃ
セット助成事業」
一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団

募集期間

平成２９年５月２５日（必着）までに郵送（FAX不可）

対象・内容

【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、１年以上継続して、週１回以上、
配食等サービスを一貫して行っていること。
②非営利の民間団体であること。
③配食用車両が不足しており、本寄贈にて円滑化が見込ま
れること。

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

１００万円（配食用小型電気自動車１台分）
※１０台分（１０団体予定）

助成限度額

募集期間

平成２９年６月９日（金）（必着）

備考

社協（都道府県・指定都市、市区町村）あるいは全国老人給
食協力会のいずれかより推薦を受けてください。書類一式を
送付してください。申請書等はホームページからダウンロー
ド可

助成金名

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

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

NO ５

備考

おもちゃセットを提供（10万円相当品）

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。

NO ６

募集期間

平成２９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「おもちゃ図書館」】
・無料で利用され、おもちゃの貸出を行って下さい。
・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。
・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。

対象・内容

助成限度額

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）

助成限度額

備考

申込書は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推薦（申込書【2】の下段）を
いただいて下さい。

NO ７

募集期間

備考

２０１７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

平成２９年５月３１日（水）（当日消印有効）

・法人格の有無は問いません。
・地域包括ケアシステムの展開、そして深化につながるテーマの
いずれかに該当する活動。

2年間、最大400万円（1年最大200万円）
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。
助成期間終了後、本財団が開催するシンポジウムで研究成果
の実践報告を行っていただきます。

NO ８

助成金名

助成団体名

２０１７年度ニッセイ財団 実践的研究助成
公益財団法人 日本生命財団

募集期間

平成２９年６月１５日（木）（当日消印有効）

助成金名

助成団体名

２０１７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
公益財団法人 日本生命財団

募集期間

平成２９年６月１５日（木）（当日消印有効）

対象・内容

【助成対象者】
研究者または実践家（研究者は助手も対象者とします）
【助成対象】
「実践的研究助成対象分野・テーマ」に対する課題を明確に
した実 践的研究」

対象・内容

【助成対象者】
実践的研修をしている４５才未満の研究者または実践家
【助成対象】
「若手実践的課題研究助成対象分野・テーマ」に対する課題を
明確にした実践的研究」

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

総額４７２万円（1件最大100万円）

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。
助成期間終了後、本財団が開催するシンポジウムで研究成
果の実践報告を行っていただきます。

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。
助成期間終了後、本財団が開催するシンポジウムで研究成果
の実践報告を行っていただきます。

NO ９

NO 10

助成金名

助成団体名

平成２９年度キリン・子ども「力」応援事業公募助成

公益財団法人 キリン福祉財団

助成金名

助成団体名

２０１７年度 ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業
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

募集期間

平成２９年３月２２日（水）～４月２８日（金） 当日消印有効

募集期間

平成２９年５月３１日（水）（当日消印有効）

対象・内容

【助成対象となる活動】
子どもたちが健全に成長していくことを願い、「子どもたち自
らが主体となって計画・実施する活動」を助成。
【助成対象となる団体】
18歳以下のメンバーが中心となって活動する４人以上の団
体

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

助成限度額

１件（１団体）あたりの上限額15万円（総額４００万円）
申請された事業に対しての自己資金の有無は問いません。

助成限度額

総額２００万円（７月初旬に交付いたします）

備考

申込書に必要事項をご記入の上、署名、押印して郵送くださ
い。なお、正本のコピーをとって１部をお手元に保管してくだ
さい。
公募助成申込書一式は、弊財団のホームページからダウン
ロードできます。（PDFまたはEXCEL）

NO 11
助成金名

備考

申請用紙をご記入の上、財団宛に郵送ください。
報告書を作成し２０１８年３月末までに提出をしていただきます。
また提出された報告書は財団が作成する冊子等に掲載すること
もあります。

NO 1２

平成29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」

助成金名

平成29年度 「地域保健福祉研究助成」

助成団体名

公益財団法人 大同生命厚生事業団

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29年4月1日（土)～平成29年5月25日（木）（当日消印有
効）

募集期間

平成29年4月1日（土)～平成29年5月25日（木）（当日消印有効）

対象・内容

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か、
または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、公務員、経営者・個人事業主）
が80％以上のグループ(NPO法人を含む）ただし、過去5年以
内に当財団の助成を受けたグループは除く。

対象・内容

*保健所、衛生研究所等衛生関係機関に所属する職員
*都道府県市町村の衛生および福祉関係職員
*保健・医療・福祉の実務従事者
上記応募資格者による共同研究も可。大学病院の職員は応募
対象者に含む。

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800万円以内
（1件 原則10万円）

助成限度額

総額1200万円以内

備考

申込書を当財団事務局宛に郵送してください。インターネット
をご利用になれない場合は、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）
必ず郵送でお願いします。（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。）

備考

１件 原則30万円

申込書を当財団事務局宛に郵送してください。
必ず勤務先上司の承諾をとり、申込書1枚目に記名・押印を手
配ください。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）必ず郵送でお願いします。

