
★★助成金情報一覧表◆◆ 2015年度

※募集対象⇒全国、九州、大分県内
分野 助成制度名 実施団体 募集期間
福祉 日本おもちゃ図書館財団助成金 (一財)日本おもちゃ図書館財団 4/1～5/25

福祉 日本健康開発財団研究助成金 (一財)日本健康開発財団 4/1～6/30

福祉 慈善・福祉助成 (一財)日本メイスン財団 一般：4/1～9/30

福祉
地域保健福祉研究助成／サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成
／シニアボランティア活動助成

(公財)大同生命厚生事業団 4/1～5/31

福祉
老人保健、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／事
業助成（高齢者・障害者の自助・自立を支援する事業への助成）／事業助
成（高齢者・障害者の福祉に必要な機器等をしえびする事業への助成）

(公財)太陽生命厚生財団 4/1～6月末日

福祉 高齢者福祉（配食用小型電気自動車寄贈事業） (公財)みずほ教育福祉財団 4月～6月

福祉 社会福祉施設等の改造・修繕等 (公財)日本財団 4/7～2/29

福祉 公募事業（福祉活動、機器整備、建物整備を対象） (社福)大分県共同募金会 4月～5月

福祉 社会福祉事業に関する助成 (社福)丸紅基金 4/15～5/31

福祉
地域連携活動支援事業（高齢者、障がい者、他）／全国的・広域的
ネットワーク活動支援事業

(独法)福祉医療機構 ①4/1～4/30　②7/25～8/15

福祉
アジア・文化創造協働助成　／アジア・市民交流助成　／地域リーダー・
若者交流助成

(独法)国際交流基金 4/1～6/1

福祉 九州ろうきんＮＰＯ助成（福祉部門） 九州労働金庫 4/20～6/12

福祉 社会福祉に関する事業の助成 (一社)松翁会 5月～7/31

福祉 ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業 (公財)ダスキン愛の輪基金 5月初旬～8月初旬

福祉 福祉住宅・福祉小規模集合住宅建築助成金 (公財)ノーマライゼーション住宅財団 5/1～11/30（予定）

福祉 社会福祉助成金事業（障がい児・者） (公財)みずほ福祉助成財団 5月上旬～6月末日

福祉 高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業 (公財)車両競技公益資金記念財団 6月～7月下旬

福祉 自動車購入費助成 (公財)損保ジャパン日本興亜記念財団 6月～7月

福祉 ボランティア活動費助成（難病支援） (公財)ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 6月末～7月末

福祉 福祉車両贈呈事業　／電動車椅子贈呈事業 (公財)みずほ福祉助成財団 6月～7月末日

福祉 福祉車両の配備 (公財)日本財団 6/15～6/30

福祉 チャリティプレート助成金による助成 ＮＰＯ法人日本チャリティープレート協会 6/1～8月末日

福祉 大分市あなたが支える１％応援事業 大分市 6/1～7/31

福祉 豊和銀行ＮＰＯ助成制度（福祉・生活・教育） 豊和銀行 6/1～7/31

福祉 金融相談等活動助成事業（高齢者、障がい者等を対象） (一財)ゆうちょ財団 7/1～1/12

福祉 元気シニア応援団体に対する助成活動 (一社)生命保険協会 8/1～10/15

福祉 社会福祉の増進 (公財)JKA 8/1～9/26

福祉 ボランティア活動助成　／ボランティア活動等に関する調査研究助成 (公財)大和証券福祉財団 8/1～9/15

福祉 社会福祉事業研究開発基金（一般助成／特別助成） 全国社会福祉協議会 8/1～9/30

福祉 障がい者・高齢者の福祉関係支援（「キリン・シルバー「力」応援事業」） (公財)キリン福祉財団 9/19～10/31

福祉 公募による地域ボランティア活動支援 (公財)キリン福祉財団 9/19～11/9

福祉 ＮＰＯ基盤強化資金助成　／認定ＮＰＯ法人取得資金／海外助成 (公財)損保ジャパン日本興亜記念財団 9月～10月

福祉 ダスキン障害者リーダー育成海外研究派遣事業 (公財)ダスキン愛の輪基金 9/1～11/15

福祉 長寿たすけ愛講演会 (公財)長寿科学振興財団 9月～10月

福祉 助成事業（心身障害児施設/予防・研究） (公財)日母おぎゃー献金基金 9/1～11/30

福祉 スポーツチャレンジ助成：チャレンジ体験助成（※推薦書必要・16歳以上） (公財)ヤマハ発動機スポーツ振興財団 9月初旬～11月中旬

福祉 福祉助成（①心身に障害のある方々②それらを擁護する施設（団体）対象） (一財)前川報恩会 10/1～10/31

福祉 社会貢献基金制度 (一社) 全日本冠婚葬祭互助協会 10月～2月末

福祉
芸術文化の展示・公演活動への助成（美術部門／伝統文化の保存・伝承活
動／スポーツ振興活動／音楽部門／総合部門）

(公財)エネルギア文化・スポーツ財団 10/1～11/20

福祉 スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム (公財)住友生命健康財団 10/26～11/9

福祉 社会福祉（社会福祉、教育、文化）／犯罪被害者等支援活動を行う事業 (公財)日本財団 10/1～10/31

福祉 子どもゆめ基金（子どもの体験活動／読書活動／子ども向け教材開発・普及活動） (独法)国立青少年教育振興機構 ①10/5～11/24　②5/9～6/14

福祉 手のひらパートナープログラム（難病支援他） 田辺三菱製薬(株) 10/1～11/15（予定）

福祉 ＪＴ　ＮＰＯ助成（障がい者／高齢者支援） 日本たばこ産業(株) 10/1～11/20

福祉 社会福祉助成事業 (公財)日本社会福祉弘済会 11/1～12/12

福祉 患者会活動資金助成 アステラス･スターライトパートナー 11/4～1/30

福祉 一般助成（事業・活動）／（研究）／（設備・備品購入）／（会議の開催・参加） (公財)倶進会 12/1～1/21

福祉 ｢砂防ボランティア基金｣ (一財)砂防フロンティア整備推進機構 12/1～3/31

福祉 社会福祉事業ならびに研究助成 (公財)三菱財団 12月下旬～1月下旬

福祉 障がい者給料増額支援助成金（ジャンプアップ助成）／一般助成 (公財)ヤマト福祉財団 12/1～12/31

福祉 西武ソーシャルビジネス成長応援融資CHANGE (特非)ＥＴＩＣ． 12/1～2/27

福祉 未成年者飲酒予防基金 アサヒビール(株) 12月中旬～2月中旬

福祉 杉浦地域医療振興助成 (一財)杉浦地域医療振興財団 1/1～2/28

福祉 東北の未来をつくる女性と子ども応援プロジェクト (株)フヨウサキナ 1/15～2/27

福祉 後援助成（日本と台湾との学術・文化交流促進）（後記） (公財)交流協会 1月下旬～7月末

福祉 夢屋基金（子ども健全育成、医療保健） (公財)公益推進協会 1/26～3/11

福祉 福祉作業所支援 (社福)読売光と愛の事業団 1月

福祉 女子中高生の理系進路選択支援プログラム／次世代科学者育成プログラム (独法)科学技術振興機構（JST） 1/16～2/16

福祉
アジアの農村指導者になるために、アジア農村指導者養成の研修を受ける
者に対する奨学金の支給制度。

アジア農村交流協会 1/1～2/10

福祉 連合・愛のカンパ「地域助成」　／連合・愛のカンパ「中央助成」 日本労働組合総連合会（連合・愛のカンパ） 1/1～3/31

福祉 生物多様性保全推進支援事業の公募 環境省 1/30～2/20

福祉 地福寺出開帳 両国回向院 復幸支縁基金 地域創造基金さなぶり 1/14～2/16

福祉 アーツエイド東北・芸術文化支援事業 地域創造基金さなぶり 1/16～2/13

福祉 地域福祉を支援する「わかば基金」（支援金部門）／（リサイクルパソコン部門） (社福)NHK厚生文化事業団 2/1～3/31

福祉
科学技術コミュニケーション推進事業機関連携推進(機関活動支援型) ／
（ネットワーク形成型）公募

(独法)科学技術振興機構（JST） 2/2～4/3

福祉 つなぐいのち基金 平成26年度助成（助成金・交流助成） つなぐいのち基金 2/6～2/20

福祉 地域ささえあい助成（福祉、子育て支援） 日本コープ共済生活協同組合連合会 2月中旬～3月中旬

福祉 保健文化賞 第一生命保険(株) 2/2～4/15

福祉 地域福祉振興助成 (公財)木口福祉財団 ３月初旬～４月中旬

福祉 青少年の健全育成関係支援（「キリン・子ども「力」応援事業」） (公財)キリン福祉財団 3/17～4/30

福祉 海外研修事業 (公財)中央競馬馬主社会福祉財団 3/1～7/31

福祉 高齢者福祉（ボランティアグループ活動資金） (公財)みずほ教育福祉財団 3月～5月

福祉 高齢社会助成（実践的課題研究・若手実践的課題研究助成） ニッセイ財団 3月～6月

※募集期間は、27年10月現在（27年度）です。（28年度の募集については、各団体㏋をご確認下さい。）

1/5
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分野 助成制度名 実施団体 募集期間
福祉 大竹財団助成金（食糧・資源・環境保護・平和問題） (一財)大竹財団 随時

福祉 助成事業（※推薦書必要） (公財)原田積善会 随時

福祉 助成認定制度 (公財)企業メセナ協議会 随時

福祉 CAMPFIRE（クラウドファンディング） CAMPFIRE（キャンプファイア） 随時

福祉 カワサポ ClearWaterProject 随時

福祉 FAAVO（クラウドファンディング） FAAVO（ファーボ） 随時

福祉 JustGiving（クラウドファンディング） JustGiving Japan (ジャスト・ギビング・ジャパン) 随時

福祉 motion gallery（クラウドファンディング） motion gallery（モーション・ギャラリー） 随時

福祉 READYFOR（クラウドファンディング） READYFOR（レディーフォー） 随時

福祉 ACT「アジア留学生インターン受入れ助成プログラム」助成申請募集 アジア・コミュニティ・センター21 随時

福祉 【NPO法人・社団法人も利用できる融資制度】女性・若者・シニア創業サポート事業 コミュニティビジネスサポートセンター 随時

福祉 アウトドア自然保護基金プログラム コンサーベーション・アライアンス・ジャパン 随時

福祉 きょうとNPO支援連携融資制度 京都地域創造基金 随時

福祉 次世代の障害当事者リーダー育成のために三澤了基金 三澤了基金運営事務局／NPO法人DPI日本会議 随時

福祉 社会的事業に取り組む非営利団体に対する寄付金助成【共感助成】 信頼資本財団 随時

福祉 LUSHチャリティバンク（東日本大震災復興支援）／（通常版） (株)ラッシュジャパン （LUSH）
締切：偶数月月末（当日消印有
効）。

福祉 FunD（被災地の子どものための支援プログラム） (株)ラッシュジャパン （LUSH） 締切：毎月月末（当日消印有効）。

福祉 社会福祉施設等の整備に対する助成事業 (公財)車両競技公益資金記念財団 ～4月中旬

福祉 施設助成事業（募集先限定） (公財)中央競馬馬主社会福祉財団 ～7月末

福祉 瀬戸内オリーブ基金／植樹助成 ・環境教育助成 (特非)瀬戸内オリーブ基金 締切：毎月末

福祉 草の根技術協力事業（草の根パートナー型） (独法)国際協力機構（JICA) 第1次：要確認　第2次：～12/1

福祉 国際交流基金日米センター公募助成 (独法)国際交流基金 ～12/2

福祉 がんを語り合う広場・公募助成（チャレンジ部門／ステップアップ部門） がんを語り合う広場事務局（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ･ﾌｧｰﾏ(株)） 要確認

福祉 高齢社会助成（地域福祉チャレンジ活動助成） ニッセイ財団

子育て支援 SBI子ども希望財団　施設充実事業に関する助成金 (公財)ＳＢＩ子ども希望財団 4月下旬～8月末

子育て支援 青少年スポーツ振興に関する助成金 (公財)ヨネックススポーツ振興財団 ①4月～6月～12/31②～6/30

子育て支援 スポーツ活動への助成（※推薦書必要） (公財)ライフスポーツ財団
①新規団体：4/1～7/31
②継続団体：11/1～12/20

子育て支援 地域連携活動支援事業（子育て支援） (独法)福祉医療機構 ①4/1～4/30　　②7/25～8/15

子育て支援 大分市あなたが支える１％応援事業 大分市 6/1～7/31

子育て支援 Panasonic NPOサポート ファンド（子ども分野） パナソニック(株)／特定非営利活動法人市民社会創造ファンド 7/1～7/31

子育て支援 新世紀未来創造プロジェクト（小･中・高校生対象） (公財)JKA 8/1～9/26

子育て支援 ＪＴ　ＮＰＯ助成事業（不登校・ひきこもり支援／親子交流・子育て支援） 日本たばこ産業(株) 10/1～11/20

子育て支援 児童・少年の県税育成助成”広がれ、元気っこ活動” ニッセイ財団 11月上旬～11月下旬

子育て支援 夢屋基金（子ども健全育成） (公財)公益推進協会 1/26～3/11

子育て支援 こども囲碁普及活動への助成（※推薦書必要） (公財)ライフスポーツ財団 2月

子育て支援 子育て家庭支援団体に対する助成活動 (一社)生命保険協会 3/5～4/30

子育て支援 子ども文庫助成事業 (公財)伊藤忠記念財団 3月上旬～5月末

子育て支援 ドコモ市民活動団体への助成（子ども育成・子どもを守る） ＮＰＯ法人モバイルコミュニケーションファンド 3月上旬～4月下旬

子育て支援 全労災地域貢献助成事業（子育て支援） 全国労働者共済生活協同組合連合会 3月下旬～4月上旬

教育 防災教育チャレンジプラン 防災教育チャレンジプラン実行委員会 8月下旬～12/2

教育 海外出版助成（※※推薦書必要） (公財)サントリー文化財団 10月～11月末

教育
人文科学・社会科学に関する学際的グループ研究助成　／地球文化
に関するグループ助成

(公財)サントリー文化財団 1月～4/10

教育 自然体験活動支援事業「トム･ソーヤースクール企画コンテスト」 (公財)安藤スポーツ・食文化振興財団 2月初旬～5月中旬

教育 博物館に関する国際交流に対する助成 (公財)カメイ社会教育振興財団 3/11～4/18

教育 青少年の社会教育活動に対する助成　／文化及び芸術等の振興に対する助成 (公財)カメイ社会教育振興財団 3/11～4/19

教育 海外研修・留学等助成事業 (公財)江頭ホスピタリティ事業振興財団 随時

医療 研究助成（内分泌疾患に関する分野の研究・啓発・研究会） (公財)山口内分泌疾患研究振興財団
①研究：6/1～9/30②学術集会等：
（1回目）4/1～6/30、（2回目）10/1
～12/26

環境 ナショナル・トラスト活動助成 (公財) 自然保護助成基金、(公財)日本ナショナル･トラスト協会 4/19～8/20

環境 緑の都市賞 (公財) 都市緑化機構 4月～7月下旬

環境 藤本倫子環境保全活動助成基金 (公財) 日本環境協会 4月～6月

環境 自然環境保護活動助成 (公財)山口育英奨学会 4/1～5/10

環境 植物保護に関する助成 (公社) 日本フラワーデザイナー協会 4/1～8/31

環境 大成建設自然・歴史環境基金助成金 (公信) 大成建設自然・歴史環境基金 4月中旬～7/31

環境 トヨタ環境活動助成プログラム トヨタ自動車(株) 4月中旬～6月中旬

環境 緑の環境デザイン賞 第一生命保険(株)/(公財) 都市緑化機構 4月～7月末頃

環境 都市周辺の緑化に関する研究・活動助成 (公財) 日野自動車グリーンファンド 5月中旬～7月末日

環境 コンサベーション・アライアンス・ジャパン アウトドア自然保護基金 コンサベーション・アライアンス・ジャパン事務局 締切：①5月　②8月　③11月　④2月

環境 PRO NATURA FUND（プロ・ナトゥーラ・ファンド）助成（国内･海外） (公財) 自然保護助成基金 6/2～7/18

環境 環境事業 (公財)りそなアジア・オセアニア財団 6/16～8/29

環境 大分市あなたが支える１％応援事業 大分市 6/1～7/31

環境 豊和銀行ＮＰＯ助成制度（環境保全） 豊和銀行 6/1～7/31

環境 プロジェクト未来遺産 (公社) 日本ユネスコ協会連盟 7月～8月

環境 ｢きれいな川と暮らそう｣基金 (公社) 日本河川協会 7月～11月

環境 Panasonic NPOサポート ファンド（環境分野） パナソニック(株)／特定非営利活動法人地球と未来の環境基金 7/1～7/31

環境 コメリ緑資金助成 (公財)コメリ緑育成財団 8月～10月

環境 研究助成金（環境保全） (一財)日本環境財団 8/1～8月末

環境 花博記念協会助成事業 (公財) 国際花と緑の博覧会記念協会 8月～9月中旬

環境 助成金（環境問題についての調査・研究） (公財) 緑の地球防衛基金 8月～9月末

環境 TOTO水環境基金 TOTO(株) 8月～9月

環境 花王・みんなの森づくり活動助成（森づくり活動／環境教育活動） 花王(株)/(公財) 都市緑化機構 8月～10月頃

環境 環境助成プロジェクト制度 (公財)損保ジャパン日本興亜環境財団 9/1～10/31

環境 鳥類保護団体活動助成　／地域愛鳥活動助成 (公信)サントリー世界愛鳥基金 9/1～9/30

環境 年賀寄附金配分事業[一般枠] ／〔特別枠〕 郵便事業(株) 9月～11月中旬

環境 東日本大震災の被災者救助・予防（復興）助成 郵便事業(株) 9月～11月中旬

環境 カーボンオフセット年賀寄附金配分事業[カーボンオフセット事業助成] 郵便事業(株) 9月～11月中旬

環境 環境NPO助成事業 (公財) 日立環境財団 10月～1月
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★★助成金情報一覧表◆◆ 2015年度

分野 助成制度名 実施団体 募集期間

環境
助成（生活科学部門／生活文化部門／地球環境科学部門／サスティナブル
社会・経済学部門）

(公財)アサヒグループ学術振興財団 10/1～10/31

環境
調査・研究部門（Ⅰ指定課題助成、Ⅱ共同的研究助成、Ⅲ一般的助
成、Ⅳ学術図書出版助成）

(公財)河川財団 10月～11月

環境 環境整備部門 (公財)河川財団 10月～11月

環境 啓発活動部門（Ⅰ一般的助成、Ⅱ新設市民団体運営支援助成） (公財)河川財団 10月～11月

環境 河川整備基金 (公財)河川環境管理財団 10月～11月末

環境 自然保護基金助成 (公信) 経団連自然保護基金 10月～12月

環境 ＪＴ　ＮＰＯ助成（森林保全／自然体験／環境美化） 日本たばこ産業(株) 10/1～11/20

環境 住まいとコミュニティづくり活動助成 (一財)ハウジングアンドコミュニティ財団 11月～1月

環境 積水ハウス環境基金（プログラム助成/基盤助成） 積水ハウスマッチングプログラムの会 11月～12月中旬

環境 活動助成／自立事業助成／清掃助成／緑化植花助成 (一財)セブン-イレブン記念財団 12/1～1/20

環境 地球環境基金助成金 (独法) 環境再生保全機構 12月中旬～1月中旬

環境 公益信託　自然保護ボランティアファンド (一財)自然公園財団 1月～4月

環境 夢屋基金（環境保全） (公財)公益推進協会 1/26～3/11

環境 緑の募金　／緑と水の森林ファンド (公財)国土緑化推進機構 2/15～3/31

環境 子供たちの環境学習活動に対する助成事業／緑化を伴うヒートアイランド対策助成 (公財)高原環境財団 2/1～5/23

環境 東京動物園協会野生生物保全基金 (公財)東京動物園協会 2/1～2/28

環境 未来のみなとづくり助成 (一財)みなと総合研究財団 3月上旬～5月上旬

環境 ドコモ市民活動団体への助成（環境分野） (特非)モバイル・コミュニケーション・ファンド 3/1～4/21

環境 ドコモ市民活動団体への助成（環境） ＮＰＯ法人モバイルコミュニケーションファンド 3月上旬～4月下旬

環境 全労済地域貢献助成事業（環境） 全国労働者共済生活協同組合連合会 3月下旬～4月上旬

環境 NPO向けPCソフトウェア寄贈プログラム「TechSoup（テックスープ）」 (特非) 日本NPOセンター／（テックスープ ジャパン運営団体） 随時

環境 タカラ・ハーモニストファンド助成 (公信)タカラ･ハーモニストファンド（宝酒造(株)） ～3月末

環境 地球環境日本基金　助成プロジェクト (公信) 地球環境日本基金 締め切り ：5 月

環境 富士フイルム・グリーンファンド　緑とふれあいの活動助成 (公信) 富士フイルム・グリーンファンド 締め切り ：5 月

環境 公益信託四方（しかた）記念地球環境保全研究助成
(公信)四方（しかた）記念地球環境保全研究助成基
金

締め切り ：5 月

環境 公益信託増進会自然環境保全研究活動助成基金助成 (公信)増進会自然環境保全研究活動助成基金 締め切り ：5 月

環境 大分水環境管理品会 大分県環境管理協会 要確認

環境 森と海をつなぐ環境保全推進事業 大分県生活環境部 要確認

環境 砂防ボランティア基金 砂防フロンティア整備推進機構 3月末（災害時緊急活動：随時）

環境 環境助成金プログラム パタゴニア日本支社 年2回（4月・8月締め切り）

環境 地球環境問題の解決に貢献する活動の助成 三井物産環境基金 未定

環境 TaKaRaハーモニストファンド 宝酒造　(株) 2月上旬頃

まちづくり 九州ろうきんＮＰＯ助成（まちづくり） 九州労働金庫 4/20～6/12

まちづくり 豊和銀行ＮＰＯ助成制度（地域文化の発展） 豊和銀行 6/1～7/31

まちづくり 室内楽演奏活動／室内楽に関する調査研究・教育普及／啓振興・蒙普及活動 (公財)日本室内楽振興財団 9/1～10/31

まちづくり 国内助成プログラム（地域課題） (公財) トヨタ財団 9/1～10/31

まちづくり 助成（美術部門　／音楽部門／舞台芸術部門） (公財)アサヒグループ芸術文化財団 10/30～11/30

まちづくり
ＪＴ　ＮＰＯ助成（住民参加のまちづくり支援／地域活性化に向けた
リーダー育成／地域異世代交流支援）

日本たばこ産業(株) 10/1～11/20

まちづくり
広域安全事業助成（地域社会の安全安心について）／県域安全事業助成
（地域社会の安全安心について）

(公財)日工組社会安全財団 11/1～11/30

まちづくり 別府市協働のまちづくり事業補助金 別府市（泉都まちづくりネットワーク） 11/2～11/30

まちづくり 街なか再生助成金 (公財)区画整理促進機構 2/1～3/31

まちづくり 街なかにぎわいプラン 大分県 要確認

文化 文化財保護に関する助成 (公財)朝日新聞文化財団 6/1～6/30

文化 現代芸術振興助成制度 (公財)現代芸術振興財団 6/1～6月末

文化
地域における音楽、舞踊、演劇等の芸術活動に対する助成（推薦必要）／
地域における伝統芸能に対する助成（推薦必要）／地域にける伝統工芸技
術に対する助成（推薦必要）／地域における人材養成事業に対する助成

(公財)全国税理士共栄会文化財団 6/1～10月末日

文化 公募助成（音楽・芸能） (一社)私的録音補償金管理協会 7月～11月

文化 日産童話と絵本のグランプリ (一財)大阪国際児童文学振興財団 7/1～10/31

文化 助成事業（音楽・芸術） (一財)渡辺音楽文化フォーラム 7/1～3/31

文化 音楽芸術活動への助成　／音楽芸術の国際交流活動への助成 (公財)三菱ＵＦＪ信託芸術文化財団 ①8月～11月②2月～5月

文化
地域文化の振興に資する音楽・演劇・伝統・芸能および美術館の活動の助
成

(公財)三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 8/1～11月末日

文化 音楽に関する公演等への助成　／音楽に関する研究等への助成 (公財)ロームミュージックファンデーション 8月上旬～10月中旬

文化
調査研究・創作活動・海外派遣助成（推薦必要）／講演会・研究会・展示
会開催助成（推薦必要）

(公財)美術工芸振興佐藤基金 9/1～12/24

文化 放送技術に関する研究・開発等への助成 (公財)放送文化基金 9/1～9/30

文化 地域音楽活動支援 (一財)ヤマハ音楽振興会 10月～10月末

文化 美術・音楽・舞台芸術部門 (公財)アサヒグループ芸術文化財団 10月

文化 音楽活動・国際交流・研究等への助成 (公財)かけはし芸術文化振興財団 10月～1月中旬

文化 文化財維持・修復事業助成 (公財)住友財団 10/1～11/30

文化 美術（絵画・版画・彫刻等）に関する助成　／音楽（クラシック）に関する助成 (公財)花王芸術・科学財団 10/1～11/10

文化
若手芸術家の在外研修に対する助成／美術館職員の調査研究に対する助成
／美術に関する国際交流助成

(公財)ポーラ美術振興財団 10/1～11/12

文化 地域文化活動事業助成【民俗芸能対象】（※※推薦書必要） (一財)沖永文化振興財団 11月頃～3月頃

文化 音楽活動支援（18歳～30歳） (一財)ヤマハ音楽振興会 11月～11月末

文化 地域の伝統文化の保存維持、後継者、育成助成（※※推薦書必要） (公財)明治安田クオリティオブライフ文化財団 11/4～1/30

文化 国内映画祭等への助成　／映画製作への支援 (独法)日本芸術文化振興会
①11月下旬～12月上旬
②5月下旬～6月上旬

文化 トップレベルの舞台芸術創造事業 (独法)日本芸術文化振興会 11月上旬～11月中旬

文化 研究助成事業 (一財)カワイサウンド技術・音楽振興財団 12/1～2/28

文化 音楽奨学支援（13歳以上20歳以下限定） (一財)ヤマハ音楽振興会 12月～12月下旬

文化 「国際音楽の日」記念事業に関する助成 (公財)音楽文化創造 12/1～1/5

文化 留学奨学支援（18歳以上30歳以下限定） (一財)ヤマハ音楽振興会 1月～1月末

文化 助成事業（演奏会等） (公財)日本音楽財団 1/10～1/31

文化 日本動物児童文学賞事業 (公財)日本獣医師会 1/1～4/20

文化 無形の伝統文化の保存･伝承のための記録・研究等 (公財)ポーラ伝統文化振興財団 2/1～3月末日

文化 助成事業（伝統文化） (公財)ポーラ伝統文化振興財団 2/1～3月末日
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分野 助成制度名 実施団体 募集期間
文化 音楽会、美術展覧会への助成 (公財)朝日新聞文化財団 随時～12/15

文化 文化講演会助成 (公財)ポーラ伝統文化振興財団 随時

文化

現代舞台芸術創造普及活動への助成／伝統芸等の公開活動への助成／美術
の創造普及活動への助成／多分野共同等芸術創造活動への助成／地域文化
施設公演・展示活動への助成／歴史的集落、町並み、文化的景観保存活用
活動への助成／民俗文化財の保存活用活動への助成／アマチュア等の文化
団体活動への助成／伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動への
助成

(独法)日本芸術文化振興会
11月上旬～12月上旬
（各都道府県　10月中）

復興 花とみどりの復興活動支援事業 (公財) 国際花と緑の博覧会記念協会 4月～9月

復興 特定活動助成（東日本大震災支援プログラム） (公財)ユニベール財団 4/1～7/31

復興 東日本大震災被災福祉作業所支援 (社福)読売光と愛の事業団 4月～6/30

復興 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム（インターンシップ奨励） 住友商事(株) 5/1～5月中旬

復興 被災地復興助成 (公財)木口福祉財団 7月～8月

復興 東日本大震災復興支援補助 (公財)JKA 8/1～9/26

復興 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム（活動・研究） 住友商事(株) 10月中旬～10月下旬

復興 ＪＴ　ＮＰＯ助成事業（被災地域コミュニティ復興） 日本たばこ産業(株) 10/1～11/20

復興 地域福祉を支援する「わかば基金」／東日本大震災被災地 支援金部門 (社福)NHK厚生文化事業団 2/1～3/31

復興 ジャパン・プラットフォーム（JPF）「共に生きる」ファンド（東日本大震災被災者支援） (特非)ジャパン・プラットフォーム 2/5～2/12

復興 ふるさとふくしま帰還支援事業 福島県 要確認

復興 福島県地域づくり総合支援事業 福島県文化振興課 要確認

国際 国際助成プログラム (公財) トヨタ財団 4/7～6/13

国際 国際交流事業助成 (公財)かめのり財団 4月下旬～5月下旬

国際 調査研究助成 (公財)りそなアジア・オセアニア財団 6/16～7/31

国際 ＮＧＯ支援事業（開発途上国での活動①現地支援事業②基盤整備事業／日本国
内における①基盤強化事業②啓発事業③ネットワーク型ＮＧＯ／ＮＰＯ実施事業）

日本国際協力システムＪＩＣＳ 7/21～8/20

国際 日米交流助成 (独法)国際交流基金 8月～12/1

国際 地域リーダー・若者交流助成 (独法)国際交流基金 ①9月～12/1②9月～翌5/1

国際 アジア・市民交流助成 (独法)国際交流基金 ①9月～12/1②春頃～6/1

国際 文化芸術交流海外派遣助成 (独法)国際交流基金 9月～12/1

国際 ＮＧＯ活動への助成 (一財)ゆうちょ財団 10/1～11/14

国際 研究助成（発展途上国の自然環境保全） (公財)長尾自然環境財団 ①10/28～4/11②4/12～10/24

国際 国際交流助成（※※推薦書必要） (公財)双日国際交流財団 11月～12月末

国際 国際交流（一般助成事業） (公財)三菱ＵＦＪ国際財団 12/1～1/31

国際 夢屋基金（国際交流・親善） (公財)公益推進協会 1/26～3/11

国際 民間団体の国際交流事業への助成 (公財)西日本国際財団 ①3月　②6月　③9月　④12月

国際 助成事業（国際理解・国際交流・協力推進） (公財)笹川平和財団 随時～10/31

国際 国際協力ＮＧＯ助成（教育・人材育成、保健衛生、医療） (公信)今井記念海外協力基金 ～1/15

国際 草の根技術協力事業（新･草の根協力支援型） (独法)国際協力機構（JICA) ～11/2

その他 研究助成（資産運用等の市場調査に関する調査研究） (一財)ゆうちょ財団 4/1～5/31

その他 研究助成（地域・職域における健康管理に関する調査・研究） (一財)ヘルス･サイエンス･センター 4/1～8/31

その他 研究助成プログラム (公財) トヨタ財団 4/1～9/5

その他
市民実践活動への助成・顕彰事業（①人づくり部門　②文化活動部門）
（※推薦書必要）

(公財)人材育成ゆふいん財団 4月～10月

その他 団体研究助成（ジェンダー問題に関する研究活動） (公財)東海ジェンダー研究所 4/15～5月末

その他 教育・福祉・学術・文化などへの助成 (公財)森村豊明会 ①4月～6月　②10月～12月

その他 研究助成（社会保障・心と健康・コミュニティ） (公財)ユニベール財団 4/1～7/31

その他 あなたのまちの海の日サポートプログラム（海の日の前後に実施される事業） (公財)日本財団 4/1～6/30

その他 生協総研賞助成事業（地域社会、地球環境に関する研究他） (公財)生協総合研究所 5/17～8/1

その他 郷土資料・貴重資料等のデジタル化および公開事業 (公財)図書館振興財団 5/12～7/11

その他 社会起業塾イニシアティブ（35歳以下） (特非)ＥＴＩＣ． 5/14～9/2

その他
研究助成・活動助成（信託制度に関わること）／出版・刊行助成（信託制
度に関わること）

(公財)トラスト未来フォーラム 6/16～9/1

その他 経営科学研究奨励金 (一社)日本経営協会 7月中旬～9月末

その他 研究助成（人工知能に関する調査研究） (一財)人工知能研究振興財団 7/1～9/30

その他 市川房江女性の政治参画基金 (公財)市川房江記念会　女性と政治センター 7/1～8/31

その他
振興事業補助（機械工業振興補助事業）／公益の増進を目的とする活動・
難病に関する研究機器等

(公財)JKA 8/1～9/26

その他

小中学校の「調べる学習」推進活動に対する助成　／小中学校図書館のＩ
Ｔ化推進に対する助成／公立図書館のＩＴ化推進に対する助成特定コレク
ションに基づく図書館サービス向上に対する助成／無人サービス施設（自
動貸出・返却機）の実証実験に対する助成／

(公財)図書館振興財団 9/27～11/11

その他
電子図書館システム導入によるサービス整備に対する助成／図書館職員の
専門性向上に資する事業に対する助成

(公財)図書館振興財団 9/28～11/12

その他 アドボガシー（社会提案活動）（※テーマあり） 認定ＮＰＯ法人まちぽっと　ソーシャル・ジャスティス基金 9/1～9/.30

その他 食肉情報普及・啓発事業 (公社)日本食肉協議会
①公益目的事業：10月上旬～2月中旬
②公益目的事業以外：随時

その他
地域振興助成（天然資源及び文化的資産を保全・活用し地域の発展に寄
与する事業）

(一財)前川報恩会 10/1～10/31

その他
学術研究助成（地球環境の保全、医療の発展及び食料・エネルギー・物資
等の安全供給等に資する研究）

(一財)前川報恩会 10/1～10/31

その他
研究開発助成事業（ホスピタリティ産業の向上）／研修会開催等助成
事業（ホスピタリティ産業の向上に寄与するもの）

(公財)江頭ホスピタリティ事業振興財団 10月中旬～1月初旬

その他 助成事業（教育、国際交流活動、環境、福祉） (公財)大阪コミュニティ財団 10/1～11/30

その他 アジア生協協力基金事業（人材開発・組織開発他） (公財)生協総合研究所 10/1～11/30

その他 海と船に関する事業 (公財)日本財団 10/1～10/31

その他 助成事業（教育･文化・芸術、環境保全） (一財)大分放送文化振興財団 11月～1月

その他
研究補助「個別研究」（機械工業振興補助事業）／研究補助「若手研究」
（機械工業振興補助事業）

(公財)JKA 11/10～11/21

その他
市民科学をめざす個人・グループへの調査研究助成　／市民科学をめざす
個人への研修奨励

(特非)高木仁三郎市民科学基金 11/1～12/10
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分野 助成制度名 実施団体 募集期間
その他 草の根交流／シンポジウム・国際会議／芸術交流 日韓文化交流基金 1/5～1/23

その他 留学生地域交流事業 (独法)　日本学生支援機構 3月上旬～4月上旬

その他 スポーツ振興　くじ助成 日本スポーツ振興センター 3/6～3/20

その他 教育・文化・社会支援事業 (一財)上月財団 随時

その他 ＮＰＯ向けリユースＰＣ寄贈プログラム (特非)イーパーツ 随時

その他 社会的・文化的諸活動助成 (公財)ＫＤＤＩ財団 HPにて案内

その他 普及啓発活動支援事業（天文学に関する分野） (公財)天文学振興財団 ①～5/31　②～9/30　③～1/31

その他 青パト車両の配備（自主防犯パトロールを実施することが出来る団体」 (公財)日本財団 ～7/31

その他 犯罪被害者等を支援 (公財)日本財団 要確認
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