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「社会的事業に対する資金提供実態に関する調査」 

アンケート調査・インタビュー調査 御協力団体 （順不同） 
 

公益財団法人かがわ産業支援財団 公益財団法人ヤマト福祉財団 公益財団法人東芝国際交流財団 

公益財団法人 ALSOK ありがとう運動財団 社会福祉法人清水基金 公益財団法人東日本鉄道文化財団 

公益財団法人明治安田クオリティオブ 

ライフ文化財団 
笹川日仏財団 独立行政法人環境再生保全機構 

公益財団法人高原環境財団 日本郵便株式会社 公益財団法人森村豊明会 

公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ 

振興財団 
公益財団法人いきいき岩手支援財団 公益財団法人北海道青少年育成協会 

公益財団法人かながわ国際交流財団 一般財団法人新潟ろうきん福祉財団 一般財団法人白寿会 

公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズム 

ビューロー 
公益財団法人いづも財団 

一般財団法人百十四銀行学術文化 

振興財団 

公益財団法人ふるさと島根定住財団 エフコープ生活協同組合 パナソニック株式会社 

公益財団法人日本財団 公益財団法人住友生命健康財団 住友商事株式会社 

公益財団法人ちばの WA 地域づくり基金 にいがた NPO 基金 特定非営利活動法人ぎふ NPO センター 

公益財団法人ふじのくに未来財団 公益財団法人ささえあいのまち創造基金 公益財団法人京都地域創造基金 

認定 NPO 法人しみん基金-KOBE 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま  特定非営利活動法人 NPO ながさき 

公益財団法人みらいファンド沖縄 FIT チャリティ・ラン実行委員会 株式会社地域経済活性化支援機構 

一般社団法人環境不動産普及促進機構 
特定非営利金融法人女性・市民コミュニ

ティバンク 
一般社団法人ムトス飯田市民ファンド 

500 Startups Japan フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 一般社団法人 MAKOTO 

三菱 UFJ キャピタル株式会社 山口キャピタル株式会社 
特定非営利活動法人ソーシャル 

ベンチャー・パートナーズ東京 

一般財団法人 KIBOW 一般財団法人共益投資基金 JAPAN 新生企業投資株式会社 

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・

ジャパン株式会社 
株式会社ドーガン コモンズ投信株式会社 

会津電力株式会社 
特定非営利活動法人サークルおてんとさん

一般社団法人地域未来エネルギー奈良 
ネクストシフト株式会社 

一般社団法人ソーシャル・インベスト 

メント・パートナーズ 
公益財団法人 JKA 

公益財団法人むつ小川原地域・産業 

振興財団 

公益財団法人鉄道弘済会 公益財団法人いわて産業振興センター 公益財団法人トヨタ財団 

公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団 
公益財団法人ロームミュージックファン 

デーション 
株式会社三菱 UFJ 銀行 

株式会社三井住友銀行 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社ジャパンネット銀行 

株式会社ゆうちょ銀行 
株式会社秋田銀行 

(あきた地域活性化支援ファンド 2 号) 
株式会社フィデアキャピタル 
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公益財団法人七十七ビジネス振興財団 株式会社群馬銀行 株式会社足利銀行 

株式会社常陽銀行 株式会社千葉銀行 株式会社富山銀行 

株式会社北國銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社百五銀行 

株式会社鳥取銀行 株式会社山陰合同銀行 株式会社山口銀行 

株式会社阿波銀行 株式会社百十四銀行 株式会社西日本シティ銀行 

株式会社親和銀行 株式会社宮崎銀行 
りゅうぎんユイマール助成会 

株式会社琉球銀行 

株式会社沖縄銀行 株式会社福島銀行 株式会社京葉銀行 

株式会社大光銀行 株式会第三銀行 株式会社大正銀行 

株式会社長崎銀行 株式会社南日本銀行 株式会社沖縄海邦銀行 

株式会社日本政策金融公庫 北海道労働金庫 東北労働金庫 

中央労働金庫 新潟県労働金庫 長野県労働金庫 

静岡県労働金庫 北陸労働金庫 東海労働金庫 

近畿労働金庫 中国労働金庫 四国労働金庫 

九州労働金庫 沖縄県労働金庫 労働金庫連合会 

旭川信用金庫 道南うみ街信用金庫 遠軽信用金庫 

北空知信用金庫 釧路信用金庫 大地みらい信用金庫 

伊達信用金庫 苫小牧信用金庫 北門信用金庫 

青い森信用金庫 宮古信用金庫 石巻信用金庫 

気仙沼信用金庫 仙南信用金庫 秋田信用金庫 

羽後信用金庫 新庄信用金庫 鶴岡信用金庫 

会津信用金庫 郡山信用金庫 須賀川信用金庫 

二本松信用金庫 ひまわり信用金庫 鹿沼相互信用金庫 

佐野信用金庫 北群馬信用金庫 しののめ信用金庫 

川口信用金庫 埼玉縣信用金庫 飯能信用金庫 

館山信用金庫 千葉信用金庫 東京ベイ信用金庫 

朝日信用金庫 足立成和信用金庫 亀有信用金庫 
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西京信用金庫 城南信用金庫 西武信用金庫 

瀧野川信用金庫 多摩信用金庫 東京シティ信用金庫 

目黒信用金庫 川崎信用金庫 さがみ信用金庫 

横浜信用金庫 三条信用金庫 上越信用金庫 

長岡信用金庫 村上信用金庫 山梨信用金庫 

上田信用金庫 松本信用金庫 東濃信用金庫 

八幡信用金庫 磐田信用金庫 遠州信用金庫 

しずおか信用金庫 静清信用金庫 富士信用金庫 

蒲郡信用金庫 瀬戸信用金庫 知多信用金庫 

東春信用金庫 豊川信用金庫 豊田信用金庫 

豊橋信用金庫 新湊信用金庫  砺波信用金庫 

富山信用金庫 金沢信用金庫 興能信用金庫 

鶴来信用金庫 北陸信用金庫 越前信用金庫 

小浜信用金庫 湖東信用金庫 京都信用金庫 

京都中央信用金庫 永和信用金庫 北おおさか信用金庫 

枚方信用金庫 尼崎信用金庫 但陽信用金庫 

中兵庫信用金庫 奈良信用金庫 しまね信用金庫 

島根中央信用金庫 日本海信用金庫 吉備信用金庫 

玉島信用金庫 備前信用金庫 備北信用金庫 

呉信用金庫 広島信用金庫 広島みどり信用金庫 

西中国信用金庫 阿南信用金庫 観音寺信用金庫 

高松信用金庫 宇和島信用金庫 愛媛信用金庫 

川之江信用金庫 大牟田柳川信用金庫 福岡ひびき信用金庫 

唐津信用金庫 熊本中央信用金庫 大分信用金庫 

南郷信用金庫 延岡信用金庫 鹿児島信用金庫 

鹿児島相互信用金庫 コザ信用金庫 釧路信用組合 
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札幌中央信用組合 空知商工信用組合 北央信用組合 

青森県信用組合 石巻商工信用組合 古川信用組合 

会津商工信用組合 茨城県信用組合 那須信用組合 

真岡信用組合 ぐんまみらい信用組合 銚子商工信用組合 

共立信用組合 全東栄信用組合 第一勧業信用組合 

東京都職員信用組合 中ノ郷信用組合 文化産業信用組合 

糸魚川信用組合 興栄信用組合 塩沢信用組合 

新潟大栄信用組合 新潟鉄道信用組合 巻信用組合 

山梨県民信用組合 岐阜県医師信用組合 愛知県中央信用組合 

豊橋商工信用組合 三重県職員信用組合 富山県医師信用組合 

石川県医師信用組合 福井県医師信用組合 のぞみ信用組合 

毎日信用組合 神戸市職員信用組合 淡陽信用組合 

兵庫県警察信用組合 笠岡信用組合 呉市職員信用組合 

備後信用組合 土佐信用組合 とびうめ信用組合 

佐賀東信用組合 長崎県医師信用組合 福江信用組合 

大分県信用組合 アルプスファイナンスサービス株式会社 しがぎんリース・キャピタル株式会社 

しんきん総合リース株式会社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 東京センチュリー株式会社 

農林中央金庫 北銀リース株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 

富国生命保険相互会社 株式会社 NTT ドコモ アクセンチュア株式会社 

公益財団法人三菱商事復興支援財団 一般財団法人住友理工あったか基金 一般社団法人全国コミュニティ財団協会 

一般財団法人社会的投資推進財団 公益財団法人パブリックリソース財団 株式会社電通 

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ  オムロンベンチャーズ株式会社 
株式会社セールスフォース・ドットコム 

社会貢献部門 

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社  公益財団法人三重県産業支援センター 公益財団法人助成財団センター 

株式会社日本政策投資銀行 プラスソーシャルインベストメント株式会社 株式会社デジサーチアンドアドバタイジング  

第一生命保険株式会社   

 
※ アンケート調査又はインタビュー調査の御協力団体のうち、名称掲載の了解をいただいた団体のみ掲載しています。 

※ 個別団体の社会的事業への資金提供有無等、回答内容は非公表としています。 


