
◆活動費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

第32回「老後を豊かにするボランティア活動資金」 (公財)みずほ教育福祉財団 ボ 高 1件10万円以内 ～5/22

Panasonic NPOサポートファンド パナソニック（株） ボ・N 他 子・環 1件200万円以内 7/16～7/31

平成２７年度キリン・子ども「力」応援事業 （公財）キリン福祉財団 ボ 子 1件15万円以内 3/16～4/30

岡山発国際貢献活動推進事業 岡山県 ボ・N 他 国 1件50万円以内 ～5/8

高齢社会助成（地域福祉チャレンジ活動助成） （公財）日本生命財団 N・社 他 高 1件400万円以内（2年） ～5/31

平成２７年度　富士フイルム・グリーンファンド【活動助成】 （一財）自然環境研究センター ボ・N・研 環 1件の上限なし（総額850万円） ～5/11 

平成２７年度「山陽新聞ふれあい基金」助成金 （公財）岡山県福祉事業団 ボ・N 障 1件8万円以内 ～5/11

平成２７年度　瀬戸内市協働提案事業補助金 瀬戸内市 ボ・N まちづくり・高 1件200万円以内 4/15～5/15

平成２７年度「地域保健福祉研究助成」 （公財）大同生命厚生事業団 社　他 福・高 1件50万円以内 4/1～5/29

平成２７年度「サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成」 （公財）大同生命厚生事業団 ボ・個 高・障・子 1件50万円以内 4/1～5/29

平成２７年度「シニアボランティア活動助成」 （公財）大同生命厚生事業団 ボ・個 高・障・子 1件50万円以内 4/1～5/29

都市の緑３表彰 （公財）都市緑化機構 ボ・N　他 環 1件5万～20万円 4/1～6/30

２０１５年度　ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業 （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 ボ・N　 子 総額２００万円 ～6/7

平成２７年度　倉敷市人権啓発活動事業費補助金 倉敷市 ボ・N　 人権 1件10万～50万円以内 4/8～5/8

平成２７年度 岡山市人権啓発活動補助金【前期募集】 岡山市 ボ・N・社　他 人権 1件100万円以内 4/20～5/22

平成２７年度ＷＡＭ助成（社会福祉振興助成事業） （独）福祉医療機構 ボ・N・社　他 全 1件50万～700万･2000万円以内 4/22～5/22

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 ファイザー（株） ボ・N　 心のケア 1件300万円以内 6/8～6/19

平成２７年度社会福祉助成金 （福）丸紅基金 ボ・N　他 全 1件200万円以内 4/15～5/31

平成２７年度助成事業【一般助成事業】 （福）清水基金 社 障 1件50万～700万円以内 5/1～6/30

平成２７年度社会福祉助成金 （一財）松翁会 ボ・N・社 全 1件60万円以内 ～7/31

国際理解・協力活動等助成金 （一財）岡山県国際交流協会 ボ・N　他 国 1件５万円以内 5/7～7/31

平成２７年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 （公財）あしたの日本を創る協会 全 全 1件5万円～20万円以内 ～7/13

平成２７年度「社会福祉助成金」【事業助成】 （公財）みずほ福祉助成財団 ボ・N・社 障 1件15万円～120万円以内 ～6/30

第９回　よみうり子育て応援団大賞 読売新聞社 ボ・N　他 子 1件100万円/200万円 ～6/10

子育てと仕事の両立支援に対する助成活動 （一財）生命保険協会 N・社 他 子 1件20万円～350万円 5/1～6/30

第１９回　ボランティア・スピリット賞 ボランティア・スピリット賞事務局 ボ･個 全 2万円/5万円/10万円 ～9/11

第１６回ヤマト福祉財団 小倉昌男賞 (公財）ヤマト福祉財団 個 障 賞金100万円（2名） 7/1～9/15

第２回　Gakuvo Style Fund 日本財団学生ボランティアセンター ボ（大学生） 全 1件30万円以内 6/1～6/16

第５０回ＮＨＫ障害福祉賞 （福）ＮＨＫ厚生文化事業団 全 障 5万円/20万円/50万円 6/1～7/31

2015年度 日本女性学習財団賞 (公財）日本女性学習財団 全 全 5万円/10万円 ～8/31

平成２７年度　倉敷市人権啓発活動事業費補助金 第２期募集 倉敷市 ボ・N　 人権 1件10万～50万円以内 8/3～8/31

第９回かめのり賞 （公財）かめのり財団 ボ・N・個 国際 50万円 ～9/11

第９回未来を強くする子育てプロジェクト【子育て支援活動の表彰】 住友生命保険相互会社 ボ・N・個 子 50万円～100万円 7/7～9/9

大学生ボランティア交流会助成事業 岡山県ボランティア・ＮＰＯ活動支援センター（ゆうあいセンター） ボ・N　 全 1件5万円以内 ～8/14

平成27年度（第22回）ボランティア活動助成 （公財）大和証券福祉財団事務局 ボ・N　 高・障・子 1件30万円以内 8/1～9/15

第13回　読売福祉文化賞 （福）読売光と愛の事業団 ボ・N・個 高・障 1件100万円 ～9/30

障がい者福祉助成金 （公財）ヤマト福祉財団 ボ・N・社・施 障 1件100万円以内 10/1～11/30

2015年度　国内助成プログラム （公財）トヨタ財団 N　他　 全 申請額に基づき、先行委員会で決定 9/1～9/30

平成28年度 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 ボ・N　他 環 ～100万円/～50万円 8/3～9/18

2015年「花王・みんなの森づくり活動助成」 （公財）都市緑化機構 ボ・N　他 環 1件50万円以内 8/1～10/16

第８回夢屋基金 （公財）公益推進協会 N・社 子・環・医療・国 1件50万円以内 7/6～8/26

第１１回ＴＯＴＯ水環境基金 ＴＯＴＯ（株） ボ・N　他 環境 ～80万円/～150万円 8/10～10/10

「赤い羽根ボランティア団体・ＮＰＯ活動支援事業」助成 （福）岡山県共同募金会 ボ・N　他 全 1件50万円以内 10/1～11/30

子どもゆめ基金助成 （独）国立青少年教育振興機構 ボ・N 子 ～600万円/～100万円/～50万円 10/5～12/1

2016年度　年賀寄付金による社会貢献事業助成【活動・一般/チャレンジ】 日本郵便（株） N・社 他 全 1件500万円以内／50万円以内 9/14～11/13

平成27年度 ボランティア・NPO関連助成金等情報一覧（平成28年4月1日現在の状況）

助成分野 

高 高齢者を対象とした活動 

障 障がいのある人を対象とした活動 

子 子ども・子育て・青少年の育成を対象とした活動 

環 環境保全・保護等を対象とした活動 

国 国際分野を対象とした活動 

芸 学術・文化・芸術等に関する活動 

福 社会福祉分野全般を対象とした活動 

全 市民活動全般を対象とした活動 

 

 掲載内容は、ボランティア・NPO活動支援センターが、平成
27年度に岡山県社会福祉協議会ホームページにて紹介した
ものです。 
 平成28年度につきましては、助成内容・募集時期の変更等
が考えられますので、お早めにお問い合わせください。 
 また、現在、申請可能な助成金についても当ホームページで
紹介していますのでご覧ください。 
   

助成対象 

ボ ボランティアグループ・団体 

N NPO法人（特定非営利活動法人） 

個 個人 

社 社会福祉法人等 

施 民間の社会福祉施設 

教 学校その他の教育機関 

研 研究に携わる団体・個人等 

 



◆活動費助成（つづき）
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

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 ボ・N　他 高 1件15万円以内 9/2～10/31

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 ボ・N　他 他 ～50万円/～200万円 10/26～11/9

平成28年度　キリン・子育て応援事業 （公財）キリン福祉財団 ボ・N　他 子 1件30万円以内 9/18～11/9

平成28年度　キリン・シルバー「力」応援事業 （公財）キリン福祉財団 ボ・N　他 高、子、他 1件30万円以内 9/18～10/30

NPO基盤強化資金助成　「組織の強化」と「事業活動の強化」 （公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 N・社 福祉 1件50万円以内 9/15～10/30

公益信託　梶谷福祉基金 三井住友信託銀行（受託者） ボ・N・社　他 障 1件約10万円 9/24～11/13

住友商事　東日本再生ユースチャレンジ・プログラム【活動助成】 住友商事（株） ボ・N　他 災害 1件10万円以上50万円まで　他 10/15～10/30

2016年度 JT　NPO助成事業 日本たばこ産業（株） N 　他 全 1件150万円以内 10/1～11/20

児童・少年の健全育成助成 （公財）日本生命財団 ボ・N　他 子 1件30万円～60万円 ～11/18

生き生きシニア活動顕彰事業 （公財）日本生命財団 ボ・N　他 子、高、環 1件5万円 ～11/18

公益信託　おかやま心の福祉基金 みずほ信託銀行　岡山支店 ボ・N・社　他 障 1件30万円～60万円 ～12/7

2016年度助成 （公財）大阪コミュニティ財団 ボ・N　他 全 各基金により異なる 10/1～11/30

手のひらパートナープログラム （公社）日本フィランソロピー協会 ボ・N　他 難病 1件100万円以内 10/1～11/15

平成28年度「伝統文化親子教室事業」 文化庁 Ｎ　他 芸 ～50万円/～100万円 ～12/7

第17回　北川奨励賞 （特）コーポレートガバナンス協会 ボ・N・個　他 障害児 1件50万円以内 11/30～1/15

全互協第17回社会貢献基金助成 （一社）全日本冠婚葬祭互助協会 ボ・N・社　他 全 1件200万円以内 10/1～2/29

2016年度 環境市民活動助成 （一社）セブン-イレブン記念財団 ボ・N　他 環 ～400万円/～200万円など 11/1～12/10

平成28年度　スポーツ・文化活動助成事業 （公財）マルセンスポーツ・文化振興財団 ボ・N・個　他 芸 1件100万円以内 11/16～1/29

平成28年度 教育活動助成／文化活動助成 （公財）福武教育文化振興財団 ボ・N・個　他 子／芸 1件30万円以内 12/1～1/31

第11回積水ハウスマッチングプログラム 積水ハウス（株） ボ・N 子・環 計算式あり/1件20万円以内 11/9～12/18

第47回（平成28年度）三菱財団社会福祉事業 (公財）三菱財団 ボ・N　他 全 総額7,400万円 12/15～1/12

平成28年度　地球環境基金 （独）環境再生保全機構 ボ・N　他 環 50～1,200万円 12/18～1/13

平成28年度「鯉渕記念母子福祉助成事業」 （福）全国社会福祉協議会 施　他 母子 10万円など/～20万円 ～2/26

2016年度（第14回）ドコモ市民活動団体への助成 （特非）モバイル・コミュニケーション・ファンド N　他　 子 1件100万円以内 2/22～3/31

第28回　わかば基金【支援金部門】【東日本大震災復興支援部門】 （福）ＮＨＫ厚生文化事業団 ボ・N 高・障・災害 1件100万円以内 ～3/31

平成28年度　緑の基金事業 (公財）国土緑化推進機構 ボ・N　他 環 1件300万円以内 2/15～3/31

◆研究費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

高齢社会助成（実践的研究助成） （公財）日本生命財団 研　他 高 1件100万～400万円以内（1～2年） ～6/15

平成２７年度社会福祉助成事業【事業助成】 （公財）太陽生命厚生財団 ボ・N・社　他 高・障 1件10万～50万円 ～6/30

平成２７年度　富士フイルム・グリーンファンド【研究助成】 （一財）自然環境研究センター ボ・N・研 環 1件の上限なし（総額850万円） ～5/11

平成２７年度社会福祉助成事業【研究助成】 （公財）太陽生命厚生財団 ボ・N・社　他 高・障 1件10万～50万円 ～6/30

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 ファイザー（株） ボ・N　 心のケア 1件300万円以内 6/8～6/19

平成２７年度「社会福祉助成金」【研究助成】 （公財）みずほ福祉助成財団 ボ・N・社 障 1件120万円以内 ～6/30

平成２７年度「植山つる児童福祉研究奨励基金」研究助成 （福）全国社会福祉協議会 全 子 1件20万円以内/100万円以内 ～9/4

第９回未来を強くする子育てプロジェクト【女性研究者への支援】 住友生命保険相互会社 ボ・N・個 子 50万円～100万円 7/7～9/9

障がい者福祉助成金 （公財）ヤマト福祉財団 ボ・N・社・施 障 1件100万円以内 10/1～11/30

笹川科学研究助成【学術研究部門】 （公財）日本科学協会 個 科学 1件100万円以内 10/1～10/15

笹川科学研究助成【実践研究部門】 （公財）日本科学協会 個 全 1件50万円以内 11/1～11/16

平成２７年度岡山市人権啓発活動補助金 岡山市 ボ・N　他 人権 1件100万円以内 9/7～9/25

住友商事　東日本再生ユースチャレンジ・プログラム【研究助成】 住友商事（株） ボ・N　他 災害 1件10万円以上50万円まで　他 10/15～10/30

全互協第1７回社会貢献基金助成【研究助成】 （一社）全日本冠婚葬祭互助協会 教・個　他 儀礼文化 1件100万円以内 10/1～2/29

第5回　杉浦地域医療振興助成 第5回 杉浦記念財団 ボ・N・社・個　他 高 1件300万円以内 1/1～2/29

第47回（平成28年度）三菱財団社会福祉研究助成 (公財）三菱財団 ボ・N　他 全 総額7,400万円 12/15～1/12

平成28年度「鯉渕記念母子福祉助成事業」【研究助
成】

（福）全国社会福祉協議会 施　他 母子 1件100万円以内 ～2/26



◆研修・学習支援費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

平成２７年度助成事業【海外研修事業】 （福）清水基金 個 障 180万円以内/90万円以内 5/1～6/30

◆車両助成　　※福祉車両を含む
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

第13回「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 ボ・N 他 高 1件100万円 ～6/5

2015年度「福祉車両助成事業」 （公財）日本財団 ボ・N・社　他 高・障 各種福祉車両 6/15～6/30

◆施設・設備費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

平成２７年度日本おもちゃ図書館財団　おもちゃ等の購入助成金 （一財）日本おもちゃ図書館財団 ボ・N 他 障害児 1館5万円～30万円以内 ～5/25

高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動に対する助成 (公財）車両競技公益資金記念財団 ボ・N　 高・障 1件９０万円以内 ～7/10

平成２７年度おかやまの木づかい推進事業 岡山県 N　他　 他 1件200万円以内 7/3～10/30

福祉作業所「アートの力」助成事業 読売光と愛の事業団 社・施　他 障 1件100万円以内 ～9/25

2016年度　年賀寄付金による社会貢献事業助成【施設改修】 日本郵便（株） N・社 他 全 1件500万円以内 9/14～11/13

高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動に対する助成 (公財）車両競技公益資金記念財団 ボ・N　 高・障 1件９０万円以内 ～11/16

平成２７年度おかやまの木づかい推進事業 岡山県 N　他　 他 1件200万円以内 11/24～12/21

◆機器・備品費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

障がい者給料増額支援助成金 （公財）ヤマト福祉財団 ボ・N・社・施 障 1件200万円以内 10/1～11/30

2016年度　年賀寄付金による社会貢献事業助成【機器購入】 日本郵便（株） N・社 他 全 1件500万円以内 9/14～11/13

◆その他
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

第１５回　生涯学習賞 京都府亀岡市 ボ・N・個 他（環） 100万円/30万円 ～8/14

障がい者給料増額支援助成金 （公財）ヤマト福祉財団 ボ・N・社・施 障 1件200万円以内 10/1～11/30

第28回　わかば基金【リサイクルパソコン部門】 （福）ＮＨＫ厚生文化事業団 ボ・N 高・障・災害 1件PC3台まで ～3/31

◆団体設立費助成
事業名 助成団体・お問い合わせ先 助成対象 助成分野 助成金額 募集期間

NPO基盤強化資金助成　「認定NPO法人取得資金」 （公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 N 他 1件30万円以内 9/15～10/30

2015年度「連合・愛のカンパ」団体立ち上げ・新規事業立ち上げ準備金支援 (公財）さわやか福祉財団 ボ・N 高・障・子 1件15万円以内 ～1/15

2015年度 中国ろうきんNPO立上げ助成金 (公財）みんなでつくる財団おかやま N 他 立上助成 12/14～2/1





助成分野 

高 高齢者を対象とした活動 

障 障がいのある人を対象とした活動 

子 子ども・子育て・青少年の育成を対象とした活動 

環 環境保全・保護等を対象とした活動 

国 国際分野を対象とした活動 

芸 学術・文化・芸術等に関する活動 

福 社会福祉分野全般を対象とした活動 

全 市民活動全般を対象とした活動 

 



次年度事業


