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NEW 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 2018.06.30 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

NEW 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 2018.06.30 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

NEW 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 2018.08.03 https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2018_recruit.html

NEW 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 2018.06.30 http://www.mow.jp/pdf/youkou2018.pdf

NEW 保健・医療・福祉、
子どもの健全育成

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 2018.08.31 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html

NEW 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 2018.06.15 https://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/pfizer_program/announce/index.html

NEW 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 2018.06.08 https://www.cocacola-zaidan.jp/news-release/180418.html

NEW 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 2018.06.30 https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/

NEW 保健・医療・福祉、災害救援 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 2018.07.31 http://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant

NEW 保健・医療・福祉、
子どもの健全育成

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 2018.08.31 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html

NEW 子ども 子どものための児童館とＮＰＯの協働事業『どんどこ助成プログラム』 上限 20万円 一般財団法人 児童健全育成推進財団 2018.05.07 http://www.jnpoc.ne.jp/?p=14949

NEW 保健・医療・福祉 ビジネスパーソンボランティア活動助成
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。

公益財団法人 大同生命厚生事業団 2018.05.25 http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/volunteer/step2.htm

NEW 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 2018.06.30 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/guideline-toshisho

NEW 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 2018.09.30 http://yumeplan.prfj.or.jp/

NEW 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 2018.10.31 http://mirainotsubasa.or.jp/institution/

20180410 国際協力 日本研究・知的交流（地域リーダー・若者交流助成） 旅費 独立行政法人 国際交流基金 2018.05.01 http://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html#intel_4

20180410 環境 公益信託地球環境日本基金 10件程度、総額1,600万円 公益信託 地球環境日本基金 2018.05.21 http://www.koueki-jtge.jp/

20180410 環境 コメリ緑資金ボランティア助成 活動で使用する花苗・プラン
ター・土などの購入資金

公益財団法人 コメリ緑育成財団 2018.05.31 http://www.komeri-midori.org/koubo/volunteer.html

20180410 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 2018.06.15 http://www.toyotafound.or.jp/international/2018/

20180410 スポーツ
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 2018.06.20 http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

20180410 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 通年 http://www.ohdake-foundation.org/index.php/grant

20180410 福祉 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業 10万円 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 2018.05.25 http://www.mizuho-ewf.or.jp/

20180410 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 2018.06.08 http://www.mizuho-ewf.or.jp/

20180410 環境保全 緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業 250万円 公益財団法人 高原環境財団 2018.05.11 http://takahara-env.or.jp/bosyu/

20180410 子ども 第16回トム・ソーヤースクール企画コンテスト 100万円+チキンラーメン1年分
他、各賞あり

公益財団法人 安藤スポーツ・食文化振興財団 2018.05.17 http://www.shizen-taiken.com/

20180410 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 2018.05.31 http://www.mainichi.co.jp/shakaijigyo/

20180315 社会教育 公益信託富士フィルム・グリーンファンド ８件程度、
総額 850万円を予定

一般財団法人 自然環境研究センター 2018.05.07 http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/index.htm

20180315 子ども 子供たちの環境学習活動に対する助成事業 50～100万円 公益財団法人 高原環境財団 2018.05.11 http://takahara-env.or.jp/bosyu/

20180315 保健・医療・福祉 地域チャレンジ活動助成 最大400万円 公益財団法人 日本生命財団 2018.05.31 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

20180301 文化・スポーツ スポーツ振興賞 賞状、トロフィー、副賞20万円 公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 2018.05.15 http://www.jsif.or.jp/others/promo_bosyu.html

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

20180301 活動支援 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 随時 https://www.techsoupjapan.org/

20180301 保健・医療・福祉 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 随時 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html
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