
助成団体一覧表

助成団体名 事業名 助成率 助成金額 募集期間、交付決定 事業実施期間 対象事業 対象事業主体 助成実施事業（例）

①【自立支援プログラム】 2/3以内 10万円以内 1/10～3/31 4/1～1年間

地域の魅力づくりや情報の発信・
リーダーや後継者の育成や内容
を拡大した新たな交流イベント・講
演会の開催・コミュニティづくりな
ど

地域づくり、子育て支援、防
災、医療・福祉、男女共同参
画、文化等幅広い分野で住
民が主体で、広く地域と一体
となって行う活動

Ｈ２７年度新規事業　活動分野問わず

②【地域課題解決支援プログラム】 2/3以内 50万円以内 同上 同上

①中山間地域づくり助成金
②子育てサポート助成金
③男女共同参画助成金
④循環型社会づくり助成金
⑤暮らしの安心・安全助成金
⑥文化による地域づくり助成金

①地域住民と連携し、中山
間地域の活性化に貢献する
活動
②地域の子育て支援や多世
代交流、子どもの安全・健
康・医療に係る活動
③仕事と生活の調和、女性
の活躍・社会参加の促進な
どの関する活動
④地球温暖化防止、リサイク
ルや環境の保全に資する活
動
⑤暮らしの安全を守るため
の防災意識の啓発や地域で
の防災活動、医療や福祉の
増進を図る活動など
⑥地域住民が文化芸術活動
や郷土文化の伝承を通じて
地域づくりを進める活動

Ｈ２７年度新規事業

③【財団オリジナルプログラム】 10割 50万円以内 同上 同上

①ふるさとの自然環境保全助成
金
②財団応援チャリティー助成金
③コラボ活動助成金

①人との共生を目指した野
生動物の保護や自然環境の
保全・再生を進める活動
②団体の行う記念イベント等
での入場料に当財団の応援
寄附を織り込んだ活動
③男女共同参画や文化な
ど、様々な活動団体の協働
によるコラボレーション活動

Ｈ２７年度新規事業

（財）自治総合センター
tel 03-3504-0841
http://www.jichi-
sogo.jp/lottery/comunity

①【一般コミュニティ助成事業】
②【コミュニティセンター助成事業】
③【地域防災組織育成助成事業】
④【青少年健全育成助成事業】
⑤【活力ある地域づくり助成事業】

10割
30万円～1000万円

（事業ごとに
上限あり）

通年 同上

①コミュニティ活動に直接必要な
設備の整備に要する経費
②建設工事費用等
③地域の防災活動に必要な設備
の整備に要する経費
④青少年健全育成事業のソフト
事業に要する経費
⑤地域の特質を地域資源として
発見し、活用を図る事業

市町村、コミュニティ組織
（自治会、町内会等）又はコ
ミュニティ組織の連合体等

地域のお祭・イベントの各種用具等購入
地域防災活動の資機材の購入
コミュニティセンター建設

【きらり山口っ子を育てるプログラム応
援事業】

5割以内
上限30万円
下限10万円

3月末～5/14
交付決定6月末

同上
青少年の健全育成に取り組む団
体・グループの活動

青少年の健全育成に取り
組む団体・グループ

親子体験活動、社会奉仕活動等（親子
キャンプ、手作りキャンプ等）

【生涯学習活動グループ支援事業】 ５割以内
上限２０万円
下限３万円

3月末～5/14
交付決定6月中旬

同上
実践的、継続的で生涯学習の促
進につながる活動

県内における民間の生涯
学習活動グループ

講座、講習会、ふれあい活動、まちづくり、
地域づくり、その他生涯学習の促進につな
がる活動

（公財）エネルギア文化・ス
ポーツ財団
tel 082-542-3639
http://www.gr.energia.co.j
p/bunspo/

【伝統文化関連事業助成】 5割以下 10～50万円/件
前期10/1～11/20

後期5月～6月
結果発表9月

前期：通年
後期：10/1～3/31

伝統文化の保存・伝承・復活・復
元活動及び発表活動

中国地域に所在する文化、
スポーツに関する団体が主
催している活動※中国地域
に限る

竹踊り保存活動等

（財）山口県ひとづくり財団
tel 083-987-1400

http://www.hito21.jp/

公益財団法人山口きらめ
き財団

tel 083-929-3600
http://y-kirameki.or.jp/
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中国労働金庫（中国ろうき
ん）
tel 0120-86-3760
http://www.chugoku.rokin.
or.jp/member/rokin/syaka
ikouken/index.html

【ＮＰＯ立上げ助成金】 10割
上限20万円

（立ち上げ助成）
12/7～1/23 随時

ＮＰＯ団体の立上げ、運営、設備
資金

地域社会に貢献するＮＰＯ
団体

森林、林業、木材産業の活性化を通じたま
ちづくり諸活動

（公財）トヨタ財団
tel 03-3344-1701
http://www.toyotafound.or
.jp/

【未来の担い手と創造する新しいコミュ
ニティ】

～10割※１
上限年間

300万円程度
秋ごろ

交付決定3月
4/1～1年間または2年間

地域資源を活かした地域課題の
解決につながる仕事の創出とそ
れに取り組む担い手の育成の実
現に向けて実施される一連の活
動など

多様なバックグラウンドを持
つ個人、団体からなる「プロ
ジェクト・チーム」

放置竹林などの地域資源の高付加価値を
通した循環型産業の創出及び課題を抱え
る若者の雇用を通した自立型コミュニティ
づくりなど

（公財）マツダ財団
tel 082-285-4611
http://mzaidan.mazda.co.j
p/

【市民活動支援募集ー青少年健全育
成関係】

10割 10～50万円/件
10月半ば～1月半ば
交付決定3月下旬

4/1～1年間

次代を担う青少年が、いろいろな
ことに興味をもち、多くの感動を得
ることのできる生活体験の機会の
提供や、地域づくりのための諸活
動

青少年の健全な育成のた
めの、民間の非営利活動

子どもたちと進める里山復活大作戦事業
（里山で増殖を続ける竹を伐採して保水力
の高い広葉樹林に再生させると共に、世
代を超えて森林資源の大切さを体感しても
らう）

ニッセイ財団
tel 06-6204-4011
http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/

①【広がれ元気っこ活動】 10割
30万以上60万円

以下
4/1～11月末
交付決定４月

―
子供たちが、地域の人々の協力
の下に、定期的・日常的に継続し
て行っている活動

元気っ子活動や子育て支
援活動を実践している民間
の団体、グループ

野外活動・自然体験活動・農園活動等を
通しての児童健全育成

全労済
tel 03-3299-0161
http://www.zenrosai.coop
/torikumi/joseijigyou/inde
x.php

【全労済地域貢献助成事業】 10割 上限30万円 3/25～4/8 7/20～1年間
地域の自然環境を守る活動。地
域の自然や環境の大切さを学ぶ
ための活動

ＮＰＯ法人、任意団体
地域の自然や環境の大切さを学ぶための
活動（里山の竹林、森林整備等）

セブンイレブン記念財団
tel 03-6238-3872
http://www.7midori.org/

【環境市民活動助成】 ～10割※１

任意団体
上限50万円
ＮＰＯ法人等

上限２００万円

12/1～1/20 3/1～1年間
市民活動に直接的に必要な経費
等

ＮＰＯ法人、任意団体、法人
または任意の環境市民団
体

道路わきを花でいっぱいにしよう、生ごみ
リサイクル無料出前講座等

損保ジャパン環境財団
tel 03-3349-4614
http://sjnkef.org/project/

【環境保全プロジェクト助成】 10割 上限20万円 4月～10/31
１２月末まで

（終了していない場合、中
間報告が必要）

自然保護、環境教育、リサイクル
などの分野で実践的活動を行うも
の

ＮＰＯ法人または任意団体
として環境保全活動の実績
が２年以上

人手不足で手入れが放棄され、荒廃して
いる杉・ヒノキの人工林を整備することで、
人工林の育成、森林機能の回復を図り、
間伐材の有効利用を図る

大和証券福祉財団
tel 03-5555-4640
http://www.daiwa-
grp.jp/dsf/grant/outline2.h
tml

【ボランティア活動等助成事業】 10割 上限30万円 8/1～9/15 1月～1年間
ボランティア活動・地域福祉に係
る実践的モデル事業開発に関す
る研究

ボランティア活動を目的とし
た団体・グループ

ボランティアに係る経費や備品購入費

（財）まちづくり市民財団
tel 03-3234-2607
http://machi-f.or.jp/

【まちづくり人応援助成金】 ～10割※１

上限50万円
総額500万円

（予算）
6/10～7/15 4/1～1年間

環境活動、地域活性化活動、文
化活動

左記活動を通して、まちづく
り活動を行う人

環境活動を通じてまちづくり活動を行なう
人（環境保全やエコ活動の推進、循環型
社会の提案）

※　　この助成情報は、H27.4時点の情報です。詳しくは当該団体へご確認ください。

※１　この助成率に関しては、審査により１０割の範囲内で決定されます。


