
助成金情報 平成30年度　2018.06.01

更新日 募集締切日 対象分野 助成制度名 助成金額 法人名 実施団体名

NEW 2018.07.13 すべて対象 第11回　ソーシャルビジネスプランコンペ 1 件あたり上限 30 万円
総額 50 万円

認定特定非営利活動法人 大阪NPOセンター http://osakanpo-center.com/compe.php 

NEW 2018.06.29
調査・研究、事業プロジェク
ト、
組織運営支援

市民ファンド推進プログラム 1 件あたり上限 200 万円
総額 650 万円

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド http://www.civilfund.org/grant/image/shiminfund_2018youkou.pdf 

NEW 2018.06.29 保健・医療・福祉、
子どもの健全育成

2018年度「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」 1施設当たり上限35万円
総額　最大700万円

一般社団法人 生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/info/news/2018/20180516.html 

NEW 2018.09.14  環境保全
 

第13回「みどり香るまちづくり」企画コンテストの実施 1 件あたり上限 100 万円 環境省 http://www.env.go.jp/press/105460.html 

NEW 2019.02.15  環境保全 アウトドア環境保護基金（後期） 10～50万円 コンサベーション・アライアンス・ジャパン 
 http://ca-j.org/grants.html#2

NEW 随時 保健・医療・福祉、社会教育、
環境保全、人権・平和

公益財団法人信頼資本財団　共感助成 上限額なし 公益財団法人 信頼資本財団 http://shinrai.or.jp/subsidy/subsidy-request/ 

NEW 2018.06.25 まちづくり 「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の提案募集～専門家等と連携した、人材育成
や相談体制の整備等の取組を支援～

上限額なし 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000122.html 

NEW 2018.07.31 災害救援、経済活動 第16回生協総研賞「助成事業」 1件あたり上限を50万円
総額 300万円

公益財団法人 生協総合研究所 http://ccij.jp/jyosei/jyosei_jigyo.html 

NEW 2018.07.31
社会教育、まちづくり、
環境保全、国際協力・
交流

公益財団法人日野自動車グリーンファンド平成30年度助成事業 1件あたり上限額なし
総額 900万円

公益財団法人 日野自動車グリーンファンド https://www.hino.co.jp/csr/greenfund/promotion.html 

NEW 2018.08.31 まちづくり、環境保全、
農山漁村・中山間地

「日本山岳遺産」候補地申請 1件あたり上限額なし
総額 250万円

日本山岳遺産基金 http://sangakuisan.yamakei.co.jp/news/info_isanchiboshu2018.html 

NEW 随時 すべて対象 CAMPFIRE（クラウドファンディング） 上限額なし CAMPFIRE（キャンプファイア）  http://camp-fire.jp/

NEW 随時 すべて対象 motion gallery（クラウドファンディング） 上限額なし motion gallery（モーション・ギャラリー） http://motion-gallery.net/ 

NEW 随時 すべて対象 FAAVO（クラウドファンディング）  上限額なし FAAVO（ファーボ） https://faavo.jp/  

NEW 随時 すべて対象 READYFOR（クラウドファンディング） 上限額なし READYFOR（レディーフォー） tps://readyfor.jp/ 

NEW 2018.07.31
まちづくり、環境保全、
観光、農山漁村・中山
間地

公益信託　大成建設自然・歴史環境基金2018年度 総額 1,500万円程度
30件程度

 株式会社 大成建設 http://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html 

20180516 2018.06.30 保健・医療・福祉 ボランティアグループ等が行う事業への助成 １件 10～50万円
合計2,000万円

公益財団法人 太陽生命厚生財団 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

20180516 2018.06.30 保健・医療・福祉 ボランティアグループ等が行う事業への助成 １件 10～50万円
合計2,000万円

公益財団法人 太陽生命厚生財団 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

20180516 2018.06.29 社会教育、
子どもの健全育成

 
こども食堂　拠点整備応援プロジェクト １件 20万円

合計440万円
一般社団法人 全国食支援活動協力会 http://mow.jp/kodomo-mitsubishi2018.htm

20180516 2018.07.10 保健・医療・福祉、
災害救援

生き生きチャレンジ 2018 福祉作業所助成事業 1件あたり上限を100万円
総額 1,000万円

社会福祉法人 読売光と愛の事業団 https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/shougai/1000.html

20180516 2018.07.12 会教育、情報化社会 2019年度社会的・文化的諸活動助成 1件あたり上限を300万円
15件程度

公益財団法人 ＫＤＤＩ財団 http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/

20180516 2018.07.13  
保健・医療・福祉

 自動車購入費助成（西日本地区）
1件あたり上限を100万円
総額 1,000万円

公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団 http://www.sjnkwf.org/jyosei/jidousya.html

20180516 2018.07.04 まちづくり、災害救援、
地域安全、

平成３０年度あしたのまち・くらしづくり活動賞

・あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣総
理大臣賞……１件 　賞状、副賞２０万円
　・あしたのまち・くらしづくり活動賞・内閣
官房長官賞……１件 　賞状、副賞１０万円
他

公益財団法人 あしたの日本を創る協会 http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm

20180516 2018.06.15 国際協力・交流 2018年度「アジア留学生等支援基金」助成事業アジア留学生インターン受入れ助成プログラム 1件当たり25～45万円程度（募
集枠25～30団体）

公益信託 アジア・コミュニティ・トラスト http://act-trust.org/info/asip2018.html

20180516 2018.06.30 保健・医療・福祉 NPO助成 1法人当り 50万円～700万円
総額  8,000万円（予定）

社会福祉法人 清水基金 https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/

20180516 2018.06.30 保健・医療・福祉、
まちづくり

地域支え合い活動　助成プログラム 上限１５万円 一般財団法人 全国老人給食協力事務局 http://www.mow.jp/pdf/youkou2018.pdf

20180516 2018.06.30 保健・医療・福祉 2018年度研究助成　高齢者福祉部門 1件あたり上限を200万円
総額 2,290万円

公益財団法人 三井住友海上福祉財団 http://www.ms-ins.com/welfare/research_grant.htm#seniorCitizens

20180516 2018.06.30 交通安全 2018年度研究助成　交通安全等部門 1件あたり上限を200万円
総額950万円

公益財団法人 三井住友海上福祉財団 http://www.ms-ins.com/welfare/research_grant.htm#seniorCitizens

20180516 2018.08.24 環境保全、その他 第14期ナショナル・トラスト活動助成
Ａ．土地所有状況調査助成
1件あたり上限30万円、5件程度
Ｂ．活動実践助成
1件あたり上限800万円、1件程度

公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

20180516 2018.07.31 学術・文化・芸術・スポーツ、
子どもの健全育成

一般公募助成金 実施回数や参加人数によって
金額が定められます。

公益財団法人 ライフスポーツ財団 http://www.lsf.or.jp/josei

20180428 2018.07.31 保健・医療・福祉 特定活動助成 「自然災害支援プログラム」 上限 50万円 公益財団法人 ユニベール財団 http://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant

20180428 2018.06.30 保健・医療・福祉、
まちづくり

地域支え合い活動　助成プログラム 1件　30万円 相互会社 明治安田生命保険 http://www.mow.jp/pdf/youkou2018.pdf

20180428 2018.08.31 保健・医療・福祉 SBI子ども希望財団 施設充実事業に関する寄附申請 上限 200万円 公益財団法人 SBI子ども希望財団 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html

20180428 2018.08.31 保健・医療・福祉 SBI子ども希望財団 施設充実事業に関する寄附申請 上限 200万円 公益財団法人 SBI子ども希望財団 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html

20180428 2018.06.30 保健・医療・福祉 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・調査への助成 1件　30万円～50万円
合計　300万円

公益財団法人 太陽生命厚生財団 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

20180428 2018.06.15 保健・医療・福祉 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 上限 300万円(7件程度予定) 株式会社 ファイザー https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.html

20180428 2018.06.30 保健・医療・福祉 NPO助成 １件 50～700万円
総額 8,000万円

社会福祉法人 清水基金 https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/

20180428 2018.06.08 社会教育、環境保全、
子どもの健全育成

第25回コカ･コーラ環境教育賞 最優秀賞   1組　30万円
 優秀賞     9組　10万円

公益財団法人 コカ･コーラ教育・環境財団 https://www.cocacola-zaidan.jp/news-release/180418.html

20180428 2018.10.31 子ども 未来のつばさ　プロジェクト支援事業　2018 上限 30万円(10件) 公益財団法人 楽天　未来のつばさ http://mirainotsubasa.or.jp/institution/

20180410 2018.06.15 国際協力 2018年度国際助成プログラム
a）1年間プロジェクト：上限500万円／件
b）2年間プロジェクト：上限1000万円／
件

トヨタ財団 http://www.toyotafound.or.jp/international/2018/

20180428 2018.08.03 活動支援 「Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs」国内助成

・「組織診断からはじめるコース」：1団体への上限
100万円
•「組織基盤強化コース」：1団体への上限200万円 株式会社 パナソニック https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2018_recruit.html

20180428 2018.06.30 まちづくり 『緑の都市賞』 緑の市民協働部門・緑の事業活動部門・緑のまちづくり部門
内閣総理大臣賞（1点）、
国土交通大臣賞（3点以内）、
他、各賞あり

公益財団法人 都市緑化機構 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/guideline-toshisho

20180428 2018.09.30 まちづくり 『公園・夢プラン大賞2018』 「実現した夢」部門・「やりたい夢」部門
賞状＋副賞(10万円のギフト
券)
他、各賞あり

一般財団法人 公園財団 http://yumeplan.prfj.or.jp/

20180410 2018.05.31 保健・医療・福祉 2018年度（第48回）毎日社会福祉顕彰 1件 100万円(総額300万円) 公益財団法人 毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団 http://www.mainichi.co.jp/shakaijigyo/

20180410 2018.06.08 福祉 配食用小型電気自動車寄贈事業 100万円 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 http://www.mizuho-ewf.or.jp/

20180410 通年 総合 大竹財団助成金 50万円(上限額) 一般財団法人 大竹財団 http://www.ohdake-foundation.org/index.php/grant

20180410 2018.06.20 保健・医療・福祉
平成 30 年度助成金

事業予算の2分の1（上限100
万円）以内

公益財団法人 ヨネックススポーツ振興財団 http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

20180301 2018.06.15 実践的研究助成 最大400万円 公益財団法人 日本生命財団 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

20180301 随時 Techsoupjapanソフトウエア寄贈プログラム 無償、又は通常の2～9割引 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター https://www.techsoupjapan.org/

20180301 随時 平成30年度助成金（福祉、医療、教育、芸術） 財団が承認した額 一般財団法人 日本メイスン財団 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html
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