
地域づくり活動への助成事業一覧

B　うるま市以外の団体が実施する助成事業

　　詳細は実施団体HPをご確認ください。年度により内容が異なることがあります。
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詳細は実施団体HPをご覧ください。

ＮＰＯ助成事業

ＪＴ 地域コミュニティの再生と活性化につながる事業（自然

体験、講座・学習ほか）

助成額上限150万円

https://www.jti.co.jp/csr/contributio

n/social/npo/index.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

琉球銀行 ①社会福祉活動、環境保全活動に関する事業・企画

②社会福祉活動、環境保全活動を実施している団体等の施

設・機器の整備

助成額上限20万円

http://www.ryugin.co.jp/kouken/yui

ma-ru.html

地域間連携・交流イベント助成事業

中部広域市町村圏事務組合 (1) 広域交流イベント事業

(2) 広域文化イベント事業

(3) 広域観光イベント事業

(4) 広域物産イベント事業

(5) 広域スポーツイベント事業

(6) その他広域的な地域づくり及び交流の推進に寄与する

イベント事業

助成額1市町村あたり30万円以内。複数の市町村の推薦を

受けた場合は助成額を合算することができる。

http://maichu.jp/

市からの推薦が必要です。企画政策課

へお問い合わせください。

りゅうぎんユイマール助成会

ＮＰＯ等活動支援

一般社団法人　沖縄県しまたて協会 地域づくりや環境保全等の活動

助成額上限50万円http://www.shimatate.or.jp/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

地域活性化助成事業

公益社団法人　沖縄県地域振興協会
地域の振興及び活性化を目的とし、地域づくりの担い手

となる人材の育成及び地域づくりに関する情報の共有、

活用等を図るために実施するワークショップ（演習形

式）、フォーラム、シンポジウム、セミナー（講習会）、

講演会等

助成額上限30万円

http://oflp.jp/

市からの推薦が必要です。企画政策課

へお問い合わせください。
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年賀寄附金配分事業

日本郵便 （ア）一般枠

　1.活動・一般プログラム

　2.活動・チャレンジプログラム

　3.施設改修

　4.機器購入

　5.車両購入

（イ）特別枠

　東日本大震災の被災者救助・予防（復興）

・助成額上額500万円

※（ア）２活動・チャレンジプログラムについては助成額

上限50万円

https://www.post.japanpost.jp/kifu/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

詳細は実施団体HPをご覧ください。

国内助成プログラム

公益事業法人　トヨタ財団 ・しらべる助成：地域課題と発掘やその解決のために必

要な調査、および事業戦略の立案など本格的に事業を実

施する前の調査を目的としたプロジェクトへの助成

　助成額上限100万円

・そだてる助成：地域課題解決に向けた事業の立ち上

げ、実施、拡大ならびにそうした事業の担い手となる人

材を育てることを目的としたプロジェクトへの助成

　助成額は実施内容と申請額に基づき、選考委員会で決

定された額（2015年度実績：平均597万円/件・2年間）

https://www.toyotafound.or.jp/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

NPO助成金制度

沖縄ろうきん ① 福祉の向上をめざす活動

② 地域や自然環境の保全、回復をめざす活動

③ 地域文化の振興をめざす活動

原則として 5 団体へ各 20 万円（総額 100 万円）を助成

http://okinawa-

rokin.or.jp/npo/index.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

ろうきん・わしたシマづくり運動

沖縄ろうきん 沖縄県内で経済、福祉、環境、文化等に関わる活動に取

り組む非営利団体等を対象に寄付

（総額約120万円を複数団体へ寄付。※対象となるATMの

利用状況に応じ変動。）

http://okinawa-

rokin.or.jp/news/5532/
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全国労働者共済生活協同組合連合会 （1）自然災害に備え、いのちを守るための活動

（2）地域の自然環境・生態系を守る活動

（3）温暖化防止活動や循環型社会づくり活動

（4）子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生

みだす活動

（5）困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を

育む活動

助成上限額1団体30万円

http://www.zenrosai.coop/zenros

ai/csr/joseijigyou.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

住まいとコミュニティづくり活動助成

一般財団法人 ハウジングアンドコ

ミュニティ財団

Ａ　社会のニーズに対応した住まいづくり

Ｂ　住環境の保全・向上

Ｃ　地域コミュニティの創造・活性化

Ｄ　安心・安全に暮らせる地域の実現

Ｅ　その他豊かな居住環境の実現につながる活動。

助成上限額１件あたり120万円以内

http://www.hc-

zaidan.or.jp/program.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

まちづくり人応援助成金

一般財団法人 まちづくり地球市民

財団

1. 商店街等の環境活動・保全

2. 地域活性化及び産業育成

3. 文化活動と芸術関連の育成・継承

4. 防災・減災活動の推進や啓蒙

助成額1件上限30万円

http://www.gcf.or.jp/joseikin/shi

nsei/machi_shinsei.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

全労済地域貢献助成事業

セブン・イレブン記念財団 1.活動助成（助成額上限：NPO法人等200万円、任意団体

上限100万円）

　環境市民活動に必要な経費を支援

2.NPO基盤強化助成（助成額上限400万円）

　助成期間内に事務所費・人件費などの財政基盤を強化

するため、安定的に活動を継続することができる自主事

業の構築・確立を目指すNPOを原則３年間支援

3.緑化植花助成（助成額上限30万円）

　緑と花作街並みを作る活動を支援

4.清掃助成（助成額上限20万円）

　ごみのない環境をつくる活動を支援

http://www.7midori.org/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

環境市民活動助成

3 / 5 ページ

http://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou.html
http://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/joseijigyou.html
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html
http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html
http://www.gcf.or.jp/joseikin/shinsei/machi_shinsei.html
http://www.gcf.or.jp/joseikin/shinsei/machi_shinsei.html
http://www.7midori.org/


制度名 対象事業等

実施団体

URL

備考

制度名 TOTO水環境基金 対象事業等

実施団体

URL

備考

制度名 キリン・地域のちから応援事業 対象事業等

実施団体

URL

備考

制度名 キリン・福祉のちから開拓事業 対象事業等

実施団体

URL

備考

制度名 対象事業等

実施団体

URL

備考

元気シニア応援団体に対する助成活動

生命保険協会
1.高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きが

いづくり等を行う活動

2.構成員だけでなく、地域の高齢者等の参加が可能な活動

助成上限額12万円
http://www.seiho.or.jp/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

公益財団法人　キリン福祉財団 1.障がい者福祉分野、高齢者福祉分野。児童・青少年健全

育成分野。地域社会福祉分野のボランティア活動を長期

的な視点に立って全国や広域にまたがり実施している、ま

たは活動しようと考えている団体に対する助成

助成上限額100万円

http://www.kirinholdings.co.jp/fo

undation/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

公益財団法人　キリン福祉財団 1.子ども・子育て世代の福祉向上に関わるもの

2.シルバー世代の福祉向上に関わるもの

3.障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わる

もの

4.地域やコミュニティの活性化に関わるもの

助成上限額30万円

http://www.kirinholdings.co.jp/fo

undation/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

一般財団法人コザしん地域振興基

金

1.地域産業の振興発展に関する活動の助成

2.地域の社会文化・スポーツ等に関する活動の助成

3.地域の児童又は青少年の健全な育成に関する活動の助成

4.地域の社会福祉に関する活動の助成

5.地域の社会生活環境の整備等に関する活動の助成

6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

平成28年度助成実績10団体へ総額294万円

http://www.kozashinkin.co.jp/csr/kik

in_01.html

詳細は実施団体HPをご覧ください。

TOTO株式会社 国内：地域の水環境や生物多様性の保全・再生につなが

る実践活動、スタートアップ・ステップアップをめざす市

民団体の活動

助成上限額80万円/年×3年（最大240万円）

http://www.toto.co.jp/company/envi

ronment/mizukikin/group/index.htm

詳細は実施団体HPをご覧ください。

 一般財団法人コザしん地域振興基金助

成事業
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スミセイコミュニティスポーツ推進助成

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 地域における高齢者・障がい者・子ども等に関する複合

的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支

援を行う活動に必要な資金を助成

助成上限額30万円

http://www.sjnkwf.org/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 NPOの基盤強化となる「組織の強化」と「事業活動の強

化」に必要な資金を助成

助成上限額50万円
http://www.sjnkwf.org/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

公益財団法人住友生命健康財団 心身の障がいや長期療養などにより社会参加に困難を抱

える人々を中心としたコミュニティスポーツの実践

地域の暮らしの中で一人ひとりの健康問題の解決につな

がる先駆的で独創的なコミュニティスポーツの実践

（第１種）特定の地域を拠点として独自のコミュニティス

ポーツに取り組むもの

（第２種）異なる地域を拠点とする複数の主体がチームを

作って協働し、コミュニティスポーツの発展と展開に取

り組むもの

助成上限額50万円（第１種）200万円（第2種）

http://www.skzaidan.or.jp/

詳細は実施団体HPをご覧ください。

NPO基盤強化資金助成

NPO基盤強化資金助成
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