
助成金情報

更新日 募集締切日 対象分野 助成制度名 助成金額

ＮＥＷ 2018.09.28
子どもの健全育成

18年度　子どもたち”こころを育む活動”を募集
全国大賞：賞金50万円（1件）
優秀賞：賞金20万円（5件程度）

ＮＥＷ 2018.10.14 環境保全 花王・みんなの森づくり活動助成 1件あたり上限50万円

ＮＥＷ 2018.09.18
保健・医療・福祉、社会教育、まちづ
くり、学術・文化・芸術・スポーツ、環
境保全、災害救援、地域安全、子ど
もの健全育成、農山漁村・中山間地

公益事業振興補助事業 1件あたり上限2億円

ＮＥＷ 2018.09.14 すべて対象
第6回「エクセレントNPO」大賞

市 民 賞：賞状、賞金50万円
課題解決力賞：賞状、賞金50万円
組 織 力 賞：賞状、賞金50万円

ＮＥＷ 2018.09.18
まちづくり、災害救援、
子どもの健全育成

Donate a Photo支援プログラム 1件あたり上限なし

ＮＥＷ 2018.09.10
科学技術、消費者保
護、その他

 
平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募 1件あたり上限1，000万円

ＮＥＷ 2018.10.10
社会教育、学術・文化・
芸術・スポーツ、子ども
の健全育成

スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 1件あたり上限200万円

ＮＥＷ 2018.12.03

保健・医療・福祉、社会教
育、環境保全、子どもの健
全育成、NPO支援、農山漁
村・中山間地

2019年度国際協力NPO助成(一般型) 1件あたり上限200万円

ＮＥＷ 2018.08.24
まちづくり、環境保全、
災害救援、地域安全、
農山漁村・中山間地

平成30年度　第2回地域づくり活動助成 1件あたり上限30万円

ＮＥＷ 2018.09.21
保健・医療・福祉、子どもの
健全育成、経済活動、その
他

 子供の未来応援基金 第3回未来応援ネットワーク事業 1件あたり上限500万円

ＮＥＷ 2018.12.03

保健・医療・福祉、社会教
育、環境保全、子どもの健
全育成、NPO支援、農山漁
村・中山間地、その他

2019年度 国際協力ＮＰＯ助成 （一般型）
1件あたり上限200万円

20180801 2018.08.31
保健・医療・福祉、災害救
援、地域安全、子どもの健
全育成、NPO支援、その他

＜平成30年7月豪雨被災地支援＞ NPO・ボランティア活動支援について 
1件あたり上限300万円

20180801 2018.08.31
保健・医療・福祉、
社会教育、地域安全、
人権・平和

2019年度助成（地域文化の振興）
1件あたり上限100万円
総額 800万円

20180801 2018.09.28
社会教育、まちづくり、学術・文化・芸
術・スポーツ、子どもの健全育成、経
済活動、職業能力開発・雇用拡充、
NPO支援

お金をまわそう基金助成事業 1件あたり上限なし

20180801 2018.09.30 環境保全 平成31年度（2019年度）「地域愛鳥活動助成部門」 
1件あたり上限20万円
総額 200万円

20180801 2018.09.30 環境保全 平成31年度（2019年度）「鳥類保護団体への活動助成部門」 
1件あたり上限20万円
総額 200万円

20180801 2018.09.15 子どもの健全育成 平成30年度（第1回）子ども支援活動助成 
1件あたり上限50万円
総額 500万円

20180801 2018.09.15 子どもの健全育成 平成30年度（第25回）ボランティア活動助成
1件あたり上限30万円
総額 4.500万円

20180801 2018.09.28 環境保全 東洋ゴムグループ環境保護基金 
1件あたり上限150万円
総額 2.000万円

20180801 2018.10.10 まちづくり、地域安全 2018年度国内助成プログラム 1件あたり上限100万円

20180801 2018.10.31
まちづくり、学術・文化・
芸術・スポーツ

2019年度 アートによる地域振興助成 
1件あたり上限300万円
総額 2.000万円

20180801 2018.10.10
保健・医療・福祉、学術・文化・
芸術・スポーツ、災害救援、子
どもの健全育成、NPO支援 平成30年7月豪雨で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成

総額2,000万円以内
（１件あたりの助成額は50～
100万円程度を想定）

20180801 2018.09.15
保健・医療・福祉、学術・文化・
芸術・スポーツ、災害救援、子
どもの健全育成、NPO支援 重い病気を抱える子どもたちの学び支援活動助成（2018年度）

総額1,000万円以内
（１件あたりの助成額は50～
200万円程度を想定）

20180801 随時 まちづくり、その他 平成30年度「クラウドファンディング型まちづくりファンド」に係る募集

20180717 2018.11.28 学術・文化・芸術・スポーツ、災害救援 芸術活動への助成 
1件あたり上限100万円
総額 2.500万円

20180717 2018.10.29 国際協力・交流 草の根技術協力事業 (草の根協力支援型) 1件あたり上限1億円



20180717 2018.11.30
国際協力・交流、
その他

草の根技術協力事業 (草の根パートナー型) 1件あたり上限1億円

20180717 2018.08.31 保健・医療・福祉 高齢者福祉助成 
1件あたり上限15万円
総額 950万円

20180717 2018.09.07 保健・医療・福祉、その他 高齢者の福祉の実践的な調査・研究への助成 
1件あたり上限100万円
総額 650万円

20180717 2018.09.07 子どもの健全育成 子育て支援活動の表彰 1件あたり上限100万円

20180717 2018.10.31
まちづくり、環境保全、
子どもの健全育成

第21回（2019年）「日本水大賞」 1件あたり上限200万円

20180717 2018.10.01
保健・医療・福祉、社会教育、
学術・文化・芸術・スポーツ、
環境保全、国際協力・交流

日本万国博覧会記念基金 （ＥＸＰＯ‘７０ ＦＵＮＤ） 
1件あたり上限1,000万円
総額 9,200万円

20180717 2018.09.30
まちづくり、経済活動、
消費者保護

2018年度地域生活研究所一般研究助成事業 
1件あたり上限50万円
総額 100万円

20180717
申請受付は年4回
（1月20日｜4月20日
｜7月20日｜10月20
日）

学術・文化・芸術・スポーツ 助成認定制度 1件あたり上限なし

20180717
申請受付は年4回
（1月20日｜4月20日
｜7月20日｜10月20
日）

学術・文化・芸術・スポーツ 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 
1件あたり上限なし

20180717 2018.08.31 子どもの健全育成 「JM基金」公募 
1件あたり上限30万円
総額 300万円

20180717 2018.08.31
保健・医療・福祉、
子どもの健全育成

For Ｃhildren 基金 
1件あたり上限100万円
総額 500万円

20180717 2018.08.31
保健・医療・福祉、
社会教育、地域安全、
人権・平和

大和ハウスグループ エンドレス募金　支援先団体公募 
1件あたり上限100万円
総額 800万円

20180701 2018.08.31
保健・医療・福祉、
社会教育、地域安全、
人権・平和

大和ハウスグループ エンドレス募金　支援先団体公募 
1件あたり上限100万円
総額 800万円

20180701 2018.09.21
学術・文化・芸術・
スポーツ、国際協力・交
流

第12回かめのり賞 100万円

20180701 2018.08.03 すべて対象 2018 年度研究助成プログラム（一般助成） 「社会の新たな価値の創出をめざして」 
1件あたり上限800万円
総額 6,000万円

20180701 2018.08.24

まちづくり、
男女共同参画、
子どもの健全育成、
NPO支援

平成３０年度　ワンモア・ ベイビー応援助成 
1件あたり上限40万円
総額 200万円

20180701 2018.09.28
学術・文化・芸術・スポーツ、
国際協力・交流、科学技術、
経済活動

服部禮次郎アフリカ基金（2018年度） 100万円

20180701 2018.08.31
保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、
環境保全、災害救援、地域安全、
人権・平和、国際協力・交流、子どもの健
全育成

第22回地球倫理推進賞 
1件あたり上限100万円
総額 200万円

20180701 2018.09.15 まちづくり、観光 
JTB交流文化賞

最優秀賞 1作　賞金100万
円
   優秀賞 2作　賞金  50万
円

20180701 2018.08.06 国際協力・交流 JICS NGO支援事業 平成30(2018)年度支援対象事業の募集 1件あたり上限160万円

20180701 2018.08.31
保健・医療・福祉、まちづくり、
環境保全、災害救援、地域安全、
人権・平和、子どもの健全育成、
NPO支援、

平成30年度東日本復興支援金配分団体の募集 1件あたり上限150万円

20180701 2018.08.31 保健・医療・福祉  Ｈ30年上期 洲崎福祉財団　障害児者に対する自立支援活動への助成募集 
1件あたり上限200万円
総額 1,000万円

20180615 2018.08.20 環境保全 第28回イオン環境活動助成 
1件あたり上限なし
総額 1億円

20180615 随時  まちづくり、地域安全 日本財団青パト配備助成事業 160万円

20180615 2018.09.28 保健・医療・福祉 がん患者団体助成 50万円(上限額)

20180615 2018.09.30 保健・医療・福祉 医療・健康向上貢献助成 1件 100万円 (計 12件)

20180601 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

20180601 2019.02.15  環境保全 アウトドア環境保護基金（後期） 10～50万円



20180601 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

20180601 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

20180601 随時 すべて対象 CAMPFIRE（クラウドファンディング） 上限額なし

20180601 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

20180601 随時 すべて対象 FAAVO（クラウドファンディング）  上限額なし

20180601 随時 すべて対象 READYFOR（クラウドファンディング） 上限額なし

20180601 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

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

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）

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

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

20180410 通年 総合 大竹財団助成金 50万円(上限額)

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

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



2018.08.16

実施団体名

公財）パナソニック教育財団 http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/  

花王株式会社/（公財）都市緑化機構
https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2018_boshu 

公財）JKA http://hojo.keirin-autorace.or.jp/news/2018/0801_03/ 

「エクセレントＮＰＯ」をめざそう市民会議（認定ＮＰＯ法人言論ＮＰＯ内） http://www.excellent-npo.net/ 

Donate a Photo支援プログラム http://www.jjcc.gr.jp/notice/donateaphoto.html 

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180803mono.htm 

（公財）住友生命健康財団 http://www.skzaidan.or.jp/ 

公益財団法人日本国際協力財団 https://jicfnpo.wixsite.com/jicf/subcidy 

（一社）中部地域づくり協会 http://www.ckknet.jp/chiiki/chiiki/shien/chiiki/index.html 

（独政）福祉医療機構（WAM）／
子供の未来応援基金

http://www.wam.go.jp/hp/miraiouen3rd/ 

日本国際協力財団 https://jicfnpo.wixsite.com/jicf 

日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/nishinihon/support/ 

（公財）三菱UFJ信託地域文化財団 http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

公益財団法人お金をまわそう基金 https://wp.me/P7ZwtE-1XN 

サントリー世界愛鳥基金 http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html 

サントリー世界愛鳥基金 http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html 

（公財）大和証券福祉財団 http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html 

（公財）大和証券福祉財団 http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html 

東洋ゴムグループ／
公益社団法人日本フィランソロピー協
会

http://www.toyo-rubber.co.jp/news/2018/180726.html 

（公財）トヨタ財団 https://www.toyotafound.or.jp/community/2018/ 

（公財）福武財団 http://www.fukutake.or.jp/art/koubo/index.shtml 

ベネッセこども基金
https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/news/info/2018/20180720.html 

ベネッセこども基金
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/learningopp_2.html

（一財）民間都市開発推進機構
http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html 

公益財団法人朝日新聞文化財団 http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html 

JICA 独立行政法人国際協力機構 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner 

http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/
https://urbangreen.or.jp/info-grant/kao/minmori2018_boshu
http://hojo.keirin-autorace.or.jp/news/2018/0801_03/
http://www.excellent-npo.net/
http://www.jjcc.gr.jp/notice/donateaphoto.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180803mono.htm
http://www.skzaidan.or.jp/
https://jicfnpo.wixsite.com/jicf/subcidy
http://www.ckknet.jp/chiiki/chiiki/shien/chiiki/index.html
http://www.wam.go.jp/hp/miraiouen3rd/
https://jicfnpo.wixsite.com/jicf
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/nishinihon/support/
http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/
https://wp.me/P7ZwtE-1XN
http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html
http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html
http://www.toyo-rubber.co.jp/news/2018/180726.html
https://www.toyotafound.or.jp/community/2018/
http://www.fukutake.or.jp/art/koubo/index.shtml
https://blog.benesse.ne.jp/kodomokikin/news/info/2018/20180720.html
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/learningopp_2.html
http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html
http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner 


JICA 独立行政法人国際協力機構 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner 

公益財団法人大阪ガスグループ福祉財団http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/fukushi_detail.html 

公益財団法人大阪ガスグループ福祉財団http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/kenkyu_detail.html 

住友生命保険 http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html 

 河川財団 http://www.japanriver.or.jp/taisyo/index.htm 

 関西・大阪 21 世紀協会 http://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/  

一般財団法人地域生活研究所 http://www.chiikiseikatsu.org/kkjs.html

公益社団法人企業メセナ協議会 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/grant/point.html  

公益社団法人企業メセナ協議会 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html  

公益社団法人公益推進協会 http://kosuikyo.com/ 

公益社団法人公益推進協会 http://kosuikyo.com/

株式会社大和ハウス工業 http://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/funds/index.html 

株式会社大和ハウス工業 http://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/funds/index.html 

公益財団法人かめのり財団 http://www.kamenori.jp/kamenorishou.html 

公益財団法人トヨタ財団 https://www.toyotafound.or.jp/research/2018/ 

公益財団法人1more Baby http://www.1morebaby.jp/josei.html 

一般社団法人アフリカ協会 http://www.africasociety.or.jp/index.php/support/support01 

一般社団法人倫理研究所 http://www.rinri-jpn.or.jp/business/earth/prize/public_offering/  

株式会社ジェイティービー http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/index.asp 

般財団法人 日本国際協力システム http://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/boshu_30_01.html  

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 http://chunichi-shakaijigyo.jp/reconstruction.html 

 
 公益財団法人洲崎福祉財団 http://www.swf.or.jp/ 

公益財団法人 イオン環境財団 https://www2.aeon.info/josei/ 

日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/aopato/ 

公益財団法人　正力厚生会事務局 http://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html 

 公益財団法人　テルモ生命科学芸術
財団

https://www.terumozaidan.or.jp/support/application/medicine.html 

環境省 http://www.env.go.jp/press/105460.html 

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 

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner 
http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/fukushi_detail.html
http://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/kenkyu_detail.html
http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html
http://www.japanriver.or.jp/taisyo/index.htm
http://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/
http://www.chiikiseikatsu.org/kkjs.html
https://culfun.mecenat.or.jp/collect/grant/point.html
https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html
http://kosuikyo.com/
http://kosuikyo.com/
http://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/funds/index.html
http://www.daiwahouse.com/sustainable/social/contribution/funds/index.html
http://www.kamenori.jp/kamenorishou.html
https://www.toyotafound.or.jp/research/2018/
http://www.1morebaby.jp/josei.html
http://www.africasociety.or.jp/index.php/support/support01
http://www.rinri-jpn.or.jp/business/earth/prize/public_offering/
http://www.jtb.co.jp/chiikikoryu/koryusouzousho/obo/index.asp
http://www.jics.or.jp/jigyou/ngo/boshu_30_01.html
http://chunichi-shakaijigyo.jp/reconstruction.html
http://www.swf.or.jp/
https://www2.aeon.info/josei/
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/aopato/
http://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html
https://www.terumozaidan.or.jp/support/application/medicine.html
http://www.env.go.jp/press/105460.html
http://ca-j.org/grants.html#2



公益財団法人信頼資本財団 http://shinrai.or.jp/subsidy/subsidy-request/ 

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

CAMPFIRE（キャンプファイア） https://camp-fire.jp/

motion gallery（モーション・ギャラリー） http://motion-gallery.net/ 

FAAVO（ファーボ） https://faavo.jp/  

READYFOR（レディーフォー） tps://readyfor.jp/ 

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

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

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

公益財団法人SBI子ども希望財団 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html

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

一般財団法人公園財団 http://www.ohdake-foundation.org/index.php/grant

認定特定非営利活動法人日本NPOセンターhttps://www.techsoupjapan.org/

一般財団法人日本メイスン財団 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

http://shinrai.or.jp/subsidy/subsidy-request/
http://sangakuisan.yamakei.co.jp/news/info_isanchiboshu2018.html
http://motion-gallery.net/
https://faavo.jp/
https://faavo.jp/
http://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html
http://www.ashita.or.jp/prize/index.htm
https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/
https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/index.html
http://yumeplan.prfj.or.jp/
http://www.ohdake-foundation.org/index.php/grant
https://www.techsoupjapan.org/
http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

