
開始日 締切日

4 公益財団法人  パブリックリソース財団 2020年度ふくしま未来基金～まちづくり草の根助成制度～ 2020/3/1 2020/4/5 福島県内において、被災者の抱える課題の解決や軽減に取り組み、被災者の心と生活の
復興に貢献する活動

おおよそ 1 件100万円（助成申請額は100万円
を上限として記載）

公益財団法人　パブリックリソース財団 * 2019年度ふくしま未来基金～未来づくり助成制度～ 2019/4/7 ・福島のまちづくりの中核となるような団体の基盤強化
・団体が福島の再生に向けて長期的に大きな役割を果たせるようになること

おおよそ 1 +M4:M9件300万円（助成申請額は
300万円を上限として記載）

児童健全育成推進財団 2020年度　健全育成研究助成 2020/2/20 2020/4/15
児童の健全育成に寄与する研究に携わる研究者に対し、有望な研究テーマを選抜し、研究
費の一部を補助する。助成は、一般助成ならびに児童厚生員養成校特定助成の二つとす
る。

助成金総額： 1,000,000円
1件あたりの上限額： 500,000円

赤い羽根共同募金 赤い羽根「臨時休校中の子どもと家族を支えよう緊急支援助成事業」第３回助成公募受付 2020/4/20
・こども食堂、学習支援等、地域において子どもや保護者に対する支援活動を臨時休校以
前から展開している、民間非営利団体であることを要件とします。法人格の有無は問いませ
ん。

1団体あたりの助成上限額：10万円

公益財団法人　パブリックリソース財団 ゴールドマン・サックス緊急子ども支援基金 2020/4/13 2020/4/21

NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、公益法人などの非営利組織  ※国、地方自治
体、宗教法人、個人、営利を目的とした株式会社・有限会社、趣旨や活動が政治・宗教・思
想・営利などの目的に偏る団体は除きます。 　これまでに経済的に困難な環境にある子ど
もと家族に対するケアに取り組んでいる団体（学習支援、居場所、学童、子ども食堂など）
で、コロナウイルス感染症の流行に対応して事業を継続、拡充しようとする団体

１件あたり上限200万円（原則として）

楽天株式会社 * Rakuten Social Accelerator 2019/3/15 2019/4/22 社会課題の解決に取り組む団体と楽天社員が協働で行う、
テクノロジーを活用した社会課題解決の取り組み

80万円（プロジェクト開始後に
寄付金として提供）

国立研究開発法人　科学技術振興機構　社会技術研究開発センター 戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発） 2020/4/3 2020/4/24
（5/25まで延長）

客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策の形成に寄与することを目的とした政策の
形成や改善に、将来的につながりうる具体的な成果の創出を目指す研究提案を募集しま
す。

１件あたりの上限：500万円

株式会社　大塚商会 * 大塚商会ハートフル基金 2019/3/15 2019/4/30 東日本大震災または2016年1月以降に発生した
日本国内の災害被災地の復興・福祉向上に貢献する事業

1団体上限30万円
総額300万円

認定 NPO 法人北海道 NPO ファンド コープ 2018 年北海道地震ボランティア応援基金 2020/4/1 2020/4/30 平成 30 年北海道胆振（いぶり）東部地震災害による災害の支援活動や、
被災された地域の生活支援・まちづくり活動

２０２０年度は総額最大３００万円

READYFOR株式会社 READYFORが新型コロナウイルスの影響で中止となったイベントを支援 2020/2/27 2020/4/30
・主催するイベントが新型コロナウイルスの影響により中止（延期含む）になったこと。　・
主催するイベントの中止により会場費等の損失が発生したこと。・イベントの内容が公序
良俗に反しないこと。

目標金額への到達の有無に関わらず集まった
資金を受け取ることができるALL-IN形式を適
用。・サービスプランは「シンプルプラン」を適
用。・サービス手数料が無料となり決済手数料
（5％）のみでのクラウドファンディング実施が可
能。

株式会社CAMPFIRE CAMPFIRE、クラウドファンディングを通じた新型コロナウィルスサポートプログラム

2020/4/30　11：
59：59までにエン

トリー
2020/5/29　11：

59：59　 初回申請

2020/4/30　11：59：59ま
でにエントリー

2020/5/29　11：59：59
初回申請

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、イベント中止・自粛を発表したアーティストやイ
ベント事業者、飲食店舗、宿泊施設などをはじめ経営・生産に大幅な支障をきたした事
業者であること（※第三者による応援プロジェクト、現在公開中のプロジェクトは対象外と
します）　会場キャンセル料などの実損
収益の損失などが発生していること
プロジェクト内容が公序良俗に反しないこと

本プログラム適用となったプロジェクトは、支援
金振込時に掛かるサービス手数料が通常12％
→0％となり、決済手数料5％のみでプロジェク
ト実施が可能となります。

5 一般財団法人　自然環境研究センター FGF助成（公益信託富士フイルム・グリーンファンド）（活動助成） 2020/5/7 自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動
査定した上で最終的な助成金を決定
研究助成と合わせて　総額850万円
（8件程度）

一般財団法人　自然環境研究センター FGF助成（公益信託富士フイルム・グリーンファンド）（研究助成） 2020/5/7 身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然とのふれあいを促進するための調
査研究

査定した上で最終的な助成金を決定
活動助成と合わせて　総額850万円
（8件程度）

一般財団法人　自然環境研究センター 公益信託　ミキモト海洋生態研究所助成基金 2020/5/7
（１）潮間帯から浅海にわたる海域に生息する生物に関する調査研究
（２）潮間帯から浅海にわたる海域に生息する生物の生息環境に関する調査研究
（３）潮間帯から浅海にわたる海域における生態の保全のあり方に関する調査研究

助成総額は４００万円以下。それぞれの研究の
所要額を助成希望金額として記入。但し、１００
万円を上限とします。

一般財団法人　自然環境研究センター 公益信託　四方記念地球環境保全研究助成基金 2020/5/7
（１）熱帯雨林の減少、砂漠化の進行等の地球規模の自然環境問題に関する調査・研究
（２）絶滅のおそれのある生物等の生態及びその保護・回復に関する調査・研究
（３）人間の生活と両立する自然環境、野生生物等の管理手法に関する調査・研究

３件以内、助成総額１５０万円まで

一般財団法人　自然環境研究センター 公益信託　増進会自然環境保全研究活動助成基金 2020/5/7

『環境省版レッドリスト（第４次公表）』に掲載されている絶滅のおそれのある 野生生物（地方自治
体等によるレッドリストは対象外）のうち、絶滅のおそれのある小動物の保護・増殖※に関する調
査・研究、および、絶滅のおそれのある小動物の保護に係る生息環境保全および環境復元・回
復に関する調査・研究が対 象となります。

１件 50 万円以内とし、原則として助成件数は
5 件以内です。

一般財団法人　自然環境研究センター 公益信託　乾太助記念動物科学研究助成基金 2020/5/7
Ａ）哺乳類の保護・増殖に関する研究 Ｂ）鳥類の保護・増殖に関する研究
我が国の大学及び研究機関に所属する国内外の若手研究者で指導教官等の推薦のある者。年
齢は応募締切日現在３５歳以下とします。

１件５０万円以内で５件以内とし、助成総額は２
５０万円以内です。

東京スター銀行 新型コロナウイルス対応　NPO寄付プログラム 2020/4/27 2020/5/11 新型コロナウイルス感染症に起因する対応や問題により、より困難に陥ると想定される人々を支
援する活動 一団体につき上限50万円　（7団体程度）

キッズドア基金 2020学習支援スタートアップ助成事業 2020/4/15 2020/5/13

日本国内で活動する公益の実現をめざす民間非営利団体。具体的には各種のボランティア活動
に取り組むグループ（任意団体）、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、公益社団法人、公益財団
法人、非営利徹底型一般社団法人、非営利徹底型一般財団法人、社会福祉法人や学校法人な
どの特別法による法人等。営利企業、宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体

助成金総額： 2,000,000円
1件あたりの上限額： 1,000,000円

公益財団法人　イオン環境財団 * 生物多様性日本アワード(国内賞) 2019/5/20 1.生物多様性の保全　2.生物多様性の持続可能な利用 3.生物多様性の普及・啓発
グランプリ 1件（副賞 200万円）
優秀賞   4件（副賞 100万円）

一般財団法人　自然環境研究センター 2020年度 未来のための森づくり事業（第５期） 2020/5/21

対象となる森
（1）周辺に広場、田畑等、様々な土地利用が存在し、そ れらを支える森がある地域。
（2）地域住民やボランティア活動で継続的に管理できる ような規模であること。
（3）都市部から日帰り圏内。

1年目の助成金額は500万円以内、
（2）の助成期間 中の助成合計金額は1,000万
円以内とします。

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 第３７回 「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」 2020/5/22
高齢者を主な対象として活動するボランティアグループおよび地域共生社会 の実現に
つながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において 継
続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。

1 グループにつき１０万円を上限に、希望内容を踏まえ、選考
委員会にて用具・機器の品目お よび助成金額を決定します。
助成は、計１１０グループ程度を予定しています。

公益財団法人　大同生命厚生事業団 ビジネスパーソンボランティア活動助成 2020/4/1 2020/5/25 ビジネスパーソンのボランティア活動の振興と社会福祉の向上 １件原則10万円(内容が優れている場合は20万程度）
シニアボランティアとあわせて総額1000万円以内

公益財団法人　大同生命厚生事業団 シニアボランティア活動助成 2020/4/1 2020/5/25 シニアのボランティア活動の振興と社会福祉の向上 １件原則10万円(内容が優れている場合は20万程度）ビジネス
パーソンボランティア活動助成とあわせて総額1000万円以内

一般財団法人　日本おもちゃ図書館財団 既設のおもちゃ図書館におもちゃセット助成事業 2020/5/25 ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図書館」や老人福祉施設・老人ホーム等に開設
する「おもちゃ図書館」におもちゃ等を購入

おもちゃセット（10万円相当）

応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等
募集時期
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開始日 締切日
応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等

募集時期

一般財団法人　日本おもちゃ図書館財団 新設のおもちゃ図書館におもちゃセット助成事業 2020/5/25 ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図書館」や老人福祉施設・老人ホーム等に開設
する「新設おもちゃ図書館」におもちゃ等を購入

おもちゃセット（20万円相当）及び開設の際に必要な物
品等の購入費用として10万円以内

一般財団法人　日本おもちゃ図書館財団 【新設】老人福祉施設・老人ホーム等におもちゃセット助成事業 2020/5/25 ボランティアが運営する全国の「おもちゃ図書館」や老人福祉施設・老人ホーム等に開設
する「おもちゃ図書館」におもちゃ等を購入

おもちゃセット（5万円相当）

国立研究開発法人　科学技術振興機構　社会技術研究開発センター 科学技術イノベーション政策のための科学 研究開発プログラム 2020/4/3 2020/5/25
（4/24から延長）

客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策の形成に寄与することを目的とした政
策の形成や改善に、将来的につながりうる具体的な成果の創出を目指す研究提案を募
集します。

１件あたりの上限：500万円

公益財団法人　ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 助成事業2020年 2020/5/29 難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけるボランティア団体への助成 総額200万円

公益財団法人　パブリックリソース財団 支援付き住宅建設事業 2020/4/1 2020/5/29

本事業は、生活保護受給者のほか、低所得の単身高齢者、障害者、精神疾患・認知症
など地域や家族から孤立し、既存制度や福祉・医療から疎外され、住まいを確保しにく
い人に対し、「住まい」と「生活支援」をセットで提供するビジネスモデルを確立することを
目的とします。

①居住施設の整備費の助成 （最大4,500万円）
②生活支援にあたる人材育成費の助成 （上限
350万円）

公益財団法人　パブリックリソース財団 人材育成事業 2020/4/1 2020/5/29

本事業は、生活保護受給者のほか、低所得の単身高齢者、障害者、精神疾患・認知症
など地域や家族から孤立し、既存制度や福祉・医療から疎外され、住まいを確保しにく
い人に対し、「住まい」と「生活支援」をセットで提供するビジネスモデルを確立することを
目的とします。

①建築アドバイザーや資金調達アドバイザー
による事業推進のための支援
②居住施設の設備や機材の調達に関する企
業からの現物寄付の推進
③事業評価支援

公益財団法人　楽天未来のつばさ プロジェクト支援（団体向け支援事業）
前期2020/4/1
後期2020/9/1

前期2020/5/29
後期2020/10/30

日本国内における児童養護関連団体で事業計画に従って遂行に足る能力を有する団
体であり、また、それを過去の実績等で証明できること。申請は1団体、1プロジェクトとす
る。また原則2年連続の助成は行わない。

前期　上限30万円　6件
後期　上限30万円　6件

丸紅基金 2020年度（第46回）丸紅基金社会福祉助成金 2020/4/1 2020/5/31

原則として非営利の法人であること。明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明ら
かであること。助成決定から１年以内に実施が完了する予定のものであること。家賃・光
熱費・人件費等、一般的な経費不足の補填でないこと。申込案件に、国や地方公共団体
の公的補助がないこと、また他の民間機関からの助成と重複しないこと

助成金総額： 100,000,000円
 1件あたりの上限額： 2,000,000円

公益財団法人　日本生命財団 高齢社会助成（地域福祉チャレンジ活動助成） 2020/5/31 人生100年時代の社会システム・持続可能な地域づくりへのチャレンジ 最大400万円(1年最大200万円)4団体程度

株式会社MOTION GALLERY
新型コロナウイルスに起因する、イベント中止・延期・代替開催及び、損害を受けた興行場・
飲食店・宿泊施設等の支援プログラム

2020/2/27 2020/5/31 新型コロナウイルスに起因する、イベント中止・延期・代替開催及び、損害を受けた興行
場・飲食店・宿泊施設等の支援プログラム〜対象：これから掲載を申請される方〜

目標金額への到達の有無に関わらず集まった資金を受
け取ることができるプロダクションファンディング（ALL-IN
形式）を適用いたします。

株式会社MOTION GALLERY
新型コロナウイルスに起因する、イベント中止・延期・代替開催及び、損害を受けた興行場・
飲食店・宿泊施設等の支援プログラム

上記の継続 2020/2/27
新型コロナウイルスの影響で掲載中のイベントの中止・延期を行い、コレクターへの返金
を検討されているプロジェクトについて
〜対象：掲載中もしくは掲載準備中の方〜

MOTIONGALLERYの手数料を無料とさせていただきま
す。発生する費用は決済手数料（5％）のみとなります。
また、プロダクションファンディング（ALL-IN形式）で掲載
中で、目標金額未達の場合でも決済手数料（5％）のみ
となります。

6 国立研究開発法人　科学技術振興機構　社会技術研究開発センター SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム 2020/4/3 2020/6/3 SDGsの達成に向けて目指すべき姿（ビジョン）を描き、国内の地域における社会課題を
特定し、その解決策を実証する研究提案を募集します。

１件あたりの上限２３００万円

さぽーとほっと基金 令和２年度 新型コロナウイルス感染症対策市民活動助成事業 2020/5/20 2020/6/3 ・新型コロナウイルス感染症対策並びにその支援となる事業
・新型コロナウイルス感染症に起因して、新たに開始又は見直した事業

１事業年度につき１団体２００万円
ただし、さぽーとほっと基金に登録していない
団体については、５０万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(海外プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/6/4
（9/3まで延長）

国内在住団体、または国内在住と海外在住団体の協働による海外での活動が対象 1件　上限700万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(国内プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/6/4
（9/3まで延長）

国内在住団体による国内での活動が対象 1件　上限300万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(国内小規模プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/6/4
（9/3まで延長）

今までに当助成プログラムで助成を受けたことがない国内在住団体による、国内での小
規模な活動が対象。

1件　上限100万円

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 第18回　配食用小型電気自動車寄贈事業 2020/6/5 高齢者向け配食サービスを行っている民間団体 配食用小型電気自動車１台(10団体予定）

社会福祉法人　清水基金 社会福祉法人助成事業 2020/4/20 2020/6/5 障害者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図る社会福祉法人に対し、障害
者福祉の増進に寄与することを目的とする。

申込法人が総費用の30％以上を負担
法人当りの助成総額は50万円～1000万円
総額3億6000万円（予定）80件程度

社会福祉法人　清水基金 ＮＰＯ法人助成事業 2020/4/20 2020/6/5 障害者の施設を運営し、社会的自立支援・地域移行を図るNPO法人に対し、障害者福
祉の増進に寄与することを目的とする。

申込法人が総費用の20％以上を負担
法人当りの助成総額は50万円～700万円
総額1億（予定）30件程度

日本商工会議所 令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞ 2020/6/5

会社及び会社に準じる営利法人、一定の要件を満たすＮＰＯ法人、個人事業主で、次の
要件を満たすこと。
（１）小規模事業者であること　（２）商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでい
ること

補助上限　100万円
補助率　対象事業費の3分の2

公益財団法人　トヨタ財団 2020年度国際助成プログラム 2020/4/1 2020/6/6 アジアの共通課題と相互交流ー学びあいから共感へ 上限　500万円（総額7,000万円予定）

公益財団法人　ウェスレー財団 新型コロナウイルス感染拡大による特別活動支援金 2020/4/13 2020/6/6

新型コロナウイルスの感染拡大により生じる緊急救援、ならびに人道支援（社会的弱者に対
する支援、社会福祉向上、児童又は青少年の健全な育成など）に取り組む活動をしている団
体で、
日本国内で活動する団体　法人格の有無は問いませんが、すでに支援金申請分野において
１年以上の活動実績があること
日本の公益に寄与することを目的として、活動の成果を日本国内に還元できる活動
特定の宗教や教派の布教活動や特定の政治団体の理念に立脚した活動でないこと
営利を目的とする、またはその結果が直接営利に結び付く活動でないこと
反社会的な勢力とは一切関わりがないこと

1件100万円を上限とします

http://www.toylib.or.jp/
http://www.toylib.or.jp/
https://fields.canpan.info/grant/detail/1543
https://www.dmhcj.or.jp/foundation/results/2020.html
https://fields.canpan.info/grant/detail/1540
https://fields.canpan.info/grant/detail/1540
https://mirainotsubasa.or.jp/institution/outline/
https://fields.canpan.info/grant/detail/1541
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
https://motion-gallery.net/blog/suportprogram
https://motion-gallery.net/blog/suportprogram
https://fields.canpan.info/grant/detail/1544
http://www.city.sapporo.jp/shimin/support/kikin/josei/documents/r2-corona-bosyuoukou.pdf
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
http://www.mizuho-ewf.or.jp/
https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/general/
https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/
https://www.toyotafound.or.jp/international/2020/
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赤い羽根共同募金 居場所を失った人への緊急活動応援助成 2020/5/25 2020/6/8 新型コロナウイルスの影響により、孤立が加速化し、居場所が失われた人や経済的困難に
陥った人々に対する緊急支援活動（事業）で、多機関連携や協働により展開されるもの

1団体あたりの助成上限は300万円

公益財団法人　パブリックリソース財団 舞台芸術を未来に繋ぐ基金　　＝Mirai Performing Arts Fund 2020/6/1 2020/6/9

新型コロナウイルスの感染拡大の影響及び感染症拡大防止策の影響で、活動の休止・中
止・延期に追い込まれた舞台芸術関係の担い手 (個人）新型コロナウイルスの感染拡大の影
響及び感染症拡大防止策の影響で、活動の休止・中止・延期・休業・閉館に追い込まれた舞
台芸術に関係する（団体）

助成金総額　　3,000万円　　　　　助成金上限
個人：50万円、団体・企業：100万円

読売新聞社 よみうり子育て応援団大賞 2020/6/10 子どもや親を対象にした支援活動を行う国内の民間のグループや団体
大賞　　　　　　　  1団体200万円
奨励賞　　　　　　 2団体100万円
選考委員特別賞　20万円

札幌市市民文化局文化部文化振興課 札幌市文化芸術公園配信補助金「さっぽろアートライブ」 2020/5/20 2020/6/10

音楽、演劇、舞踊、伝統芸能等、通常は集客して実施する実演の催しを無観客公演とし
て行い、その様子をライブ配信又は収録配信するものであること
無観客公演の準備、開催にあたり、出演者やスタッフなどの感染防止に十分な配慮がな
されたものであること。
配信にあたっては、市民が気軽に無料で視聴できる方法が確保されること。
交付決定(6月下旬以降)から令和3年1月31日（日曜日）までに実施・配信されること。
原則として、会場が市内のホール、劇場、ライブハウス、ライブバー、ライブカフェ等の、
一般的に公演会場として認知され、利用料金が明示されているものであること。

団体２００万円、個人５０万円を上限とし、５０件程度の
交付を予定

公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（団体助成）
2020/6/11

(6/29に延期)
収入が3千万未満で、概ね1年以上活動している団体に対し、特定の使途を限定しない
で運営費用等に充てることができます

上限10万円　　47団体程度　　総額470万円

公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（活動助成～企画）
2020/6/11

(6/29に延期)
子どもの貧困や、地域の助け合い、居場所つくりなどの催し、企画の費用を助成 上限30万円　　6件程度　　総額180万円

公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（活動助成～立上げ）
2020/6/11

(6/29に延期)
福祉活動等の団体立上げ費用を助成（立上げ一年未満の団体も可） 上限30万円　　6件程度　　総額180万円

首都圏若者サポートネットワーク事務局 チャリティスマイル 緊急助成 2020/5/28 2020/6/11 全国の社会的養護の下に暮らす（暮らした）おおむね30歳までの若者たちの自立を支援
する施設、事業所、団体

1団体あたり上限」10万円
（助成総額は350万円を予定しています）

一般財団法人
日本民間公益活動連携機構（JANPIA）

新型コロナウイルス対応緊急支援助成 2020/5/25 2020/6/12
緊急支援枠による助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす民間公益活動を
行う団体（実行団体となる団体）が実施する事業であり、以下「優先的に解決すべき社会
の諸課題」の解決につながる事業を対象とします。

総額40億円
※資金分配団体および1実行団体あたりの助成額は、
選定申請団体が申請する事業計画等の内容等を総合
的に勘案し決定

公益財団法人　コカ・コーラ教育・環境財団 * 第26回コカ・コーラ環境教育賞（活動表彰部門） 2019/4/23 2019/6/14 小中学生を対象とした地域社会の環境教育活動
最優秀賞　1件（30万円）
優秀賞　　 9件（10万円）

公益財団法人　コカ・コーラ教育・環境財団 * 第26回コカ・コーラ環境教育賞（次世代支援部門） 2019/4/23 2019/6/14
高校生、高専生および大学生による環境保全・環境啓発環境美化に寄与する新しい企
画

最優秀賞　1件（50万円）
優秀賞　　 4件（30万円）

公益財団法人　日本生命財団 高齢社会助成（実践的研究助成-実践的課題研究助成-） 2020/6/15
「いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり」人生１００年時代の「高齢
者の生きがい・自己表現・就業支援」「認知症の人が地域で安心した生活ができるまち
づくり」

1件最大400万円(1年最大200万円)

公益財団法人　日本生命財団 高齢社会助成（実践的研究助成-若手実践的課題研究助成-） 2020/6/15
「いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり」人生１００年時代の「高齢
者の生きがい・自己表現・就業支援」「認知症の人が地域で安心した生活ができるまち
づくり」

2020年10月より1年間　総額約700万円
（1件最大100万）

独立行政法人　福祉医療機構 「子供の未来応援基金」新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業 2020/6/2 2020/6/15

社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人であって、
過去に 1 年以上子供の貧困対策のための活動を実施した実績がある法人。

ア 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）

イ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）

ウ 一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）

当該支援事業に必要と認められる額を 300

万円を上限として交付 (予定支援総額：
5,000 万円程度)

札幌市保健福祉局総務部総務課 地域福祉振興助成金（単発事業助成） 2020/5/15 2020/6/16

札幌市内で活動している、ボランティア団体、非営利の在宅福祉サービス提供団体等
５人以上で構成され、１年以上継続して活動していること
札幌市から直接的又は間接的に助成を受けていないこと
札幌市社会福祉協議会のボランティア登録を行っていること

次のいずれか低い額とします。

・助成対象経費の２分の１（千円単位。端数は500円以
上切り上げ、500円未満切り捨て）
・10万円

独立行政法人　国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金(子どもを対象とする体験活動や読書活動）<二次募集> 2020/5/1 郵送2020/6/16
電子2020/6/30 子どもを対象とする体験活動や読書活動 限度額50万円

公益財団法人　SOMPO福祉財団
(旧：公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団)

ＮＰＯ基盤強化資金助成　住民参加型福祉活動資金助成 2020/6/1 2020/6/19

日本全国に所在する団体
５人以上で活動する営利を目的としない団体（法人格の有無は問いません。）
ただし、社会福祉法人は除きます。
地域における高齢者・障害者・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、包括的な支援を行なう活動

30万円（上限）（総額550万円)

公益財団法人　ソニー音楽財団 ソニー音楽財団 子ども音楽基金 2020/5/19 2020/6/19 日本国内の、原則として18 歳未満の子どもを対象に、音楽を通じた教育活動に取り組
んでいる国内の団体およびその活動

1団体につき　10万円～300万円（年度毎）

公益財団法人　SOMPO福祉財団 NPO基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」 2020/6/1 2020/6/19

日本全国に所在する団体
5人以上で活動する営利を目的としない団体（法人格の有無は不問）※社会福祉法人は
除く

地域における高齢者・障害者・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、包括的な支援を行なう活動

1団体30万円を上限とします。（総額550万円を
予定）

公益財団法人　ヨネックススポーツ振興財団 助成金（後期） 2020/6/20 青少年スポーツ振興に関する事業を積極的に行い、奨励しまたは自らが行い、かつそ
の活動を３年以上継続して実施している団体

指定期間内に予定する一つの事業予算の1/2
で上限100万円以内

公益財団法人　伊藤忠記念財団 子ども文庫助成事業（子どもの本購入費助成） 2020/6/20 子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等で３年以上の活動歴があるボランティア
団体

一律30万円

公益財団法人　伊藤忠記念財団 子ども文庫助成事業（病院・施設子ども読書活動助成） 2020/6/20 病院内で療養中の子どもたち、障害児施設、養護施設等の子どもたちに対する読書啓発活
動を行う、３年以上の活動歴があるボランティア団体

一律30万円

公益財団法人　伊藤忠記念財団 子ども文庫助成事業（子どもの本 100 冊助成） 2020/6/20 子ども文庫、読み聞かせ団体、子ども文庫連絡会等での子どもたちの読書啓発活動を行って
いる団体

財団が選書した図書セットのうち希望する
セット

https://www.info.public.or.jp/mirai-performing-arts-fund
https://info.yomiuri.co.jp/contest/lfmd/kosodate.html
https://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka/corona/haishinhozyo/gaiyou.html
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
https://www.cocacola-zaidan.jp/environment/env-prize/26th/act-cmnd.html
https://www.cocacola-zaidan.jp/environment/env-prize/26th/nxt-gen.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
https://www.wam.go.jp/hp/kikinkinkyushien/
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/documents/0200sinseiyouryou_tanpatu.pdf
https://yumekikin.niye.go.jp/
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
http://www.smf.or.jp/kok/
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html
https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html
https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html
https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html
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公益財団法人　伊藤忠記念財団 子ども文庫功労賞（候補者推薦） 2020/6/20 子ども文庫を長年に亘り（20年以上）運営されてきた個人で、子どもの読書啓発活動に貢献,
運営してきた個人（他薦に限ります）

賞金、記念品

公益財団法人 キユーピーみらいたまご財団 「食を通した居場所づくり支援」新型コロナ禍対応特別助成 公募枠 2020/6/1 2020/6/20
対象活動：コロナ禍の影響で、生活困窮となっている子どもたちへの食材提供、弁当配布な
どの食支援活動
助成事業対象期間：7 月 1 日～10 月 31 日

総額 400 万円 ／ 一律 10 万円 40 団体

公益信託　アジア・コミュニティ・トラスト * アジア留学生インターン受入れ助成プログラム 2019/6/21 アジアからの留学生による日本の民間非営利組織におけるインターンシップ １件25～45万円（25～30団体750万円目安）

公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（団体助成）
2020/6/29

(6/11から延期)
収入が3千万未満で、概ね1年以上活動している団体に対し、特定の使途を限定しない
で運営費用等に充てることができます

上限10万円　　47団体程度　　総額470万円

公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（活動助成～企画）
2020/6/29

(6/11から延期)
子どもの貧困や、地域の助け合い、居場所つくりなどの催し、企画の費用を助成 上限30万円　　6件程度　　総額180万円

公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金 コープ地域福祉活動助成募集（活動助成～立上げ）
2020/6/29

(6/11から延期)
福祉活動等の団体立上げ費用を助成（立上げ一年未満の団体も可） 上限30万円　　6件程度　　総額180万円

公益財団法人　公益推進協会 横寺敏夫　患者と家族の支援基金 2020/4/1 2020/6/30 療養中の患者さんやご家族のサポートを積極的に行う団体 上限50万円

公益財団法人　太陽生命厚生財団 事業助成　＜ボランティアグループ等が行う事業への助成＞ 2020/6/30 ボランティアグループ等が在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉活動や文化活動
を行うために必要な費用または機器、機材、備品等を整備するための費用に対し助成する。

1件　10万円～50万円　　合計　2,000万円

公益財団法人　太陽生命厚生財団
研究助成　＜高齢者保健・医療、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＞

2020/6/30 社会福祉法人または民間機関等が実施する高齢者保健・医療、生活習慣病に関する研究ま
たは高齢者福祉に関する研究または調査に必要な費用に対し助成する。

1件　 30万円～50万円　　合計　300万円

一般社団法人　全国食支援活動協力会/明治安田生命保険相互会社 * 地域支え合い活動助成プログラム（活動立ち上げ資金の助成） 2019/6/30 高齢者福祉の観点で市民が主体となって地域で展開している地域福祉活動 上限15万円

一般社団法人　全国食支援活動協力会/明治安田生命保険相互会社 * 地域支え合い活動助成プログラム（備品購入資金の助成） 2019/6/30 高齢者福祉の観点で市民が主体となって地域で展開している地域福祉活動 全国食支援活動協力会会員団体　上限３０万円
その他団体　上限１５万円

都市緑化機構 第40回緑の都市賞 2020/4/1 2020/6/30

・緑の市民協働部門（主に市民団体。行政や民間事業者との協働で実施している場合を
含むが、応募の主体が市民団体であること)
・緑の事業活動部門（主に民間事業者。市民団体や行政と協働で実施している場合を含
むが、応募の主体が民間事業者であること）
・緑のまちづくり部門（主に市区町村。市民団体や民間事業者と協働で実施している場
合を含むが、応募の主体が行政であること)

1件あたりの上限額： 200,000円

都市緑化機構 第31回緑の環境プラン大賞 (シンボル・ガーデン) 2020/4/1 2020/6/30
地域のシンボル的な緑地として、緑の持つヒートアイランド緩和効果、生物多様性保全
効果等を取り入れることにより、人と自然が共生する都市環境の形成、および地域コミュ
ニティの活性化に寄与するアイデアを盛り込んだ緑地のプランを募集します。

上限800万円　：3件程度

都市緑化機構 第31回緑の環境プラン大賞 (ポケット・ガーデン) 2020/4/1 2020/6/30
日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や、保育園・幼稚園、学校、
福祉施設等での情操教育、身近な環境の改善等に寄与するアイデアを盛り込んだ花や
緑のプランを募集します。

上限100万円　：10件程度

公益財団法人　朝日新聞文化財団 文化財保護活動助成
郵送2020/6/1
Web2020/5/15

郵送2020/6/30
Web2020/7/5

指定文化財を中心とする人類共有の文化遺産を、将来の世代に継承する活動 1件あたり10万円～数100万円
（総額5,000万円前後）

エフピコ環境基金事務局 エフピコ環境基金 2020/4/1 2020/6/30 環境の保全を図る活動（研究・教育を含む） 1案件当たり上限100万円

公益財団法人　みらいRITA みらいRITA 第4回助成金 2020/6/1 2020/6/30
SDGsゴール4の「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を」を中心に、特に
SDGsやSTEAM 教育を計画している団体を助成します。

募集団体数　2 ～ 5団体募集　　　　1団体あた
り　30万円 ～ 100万円まで

Yahoo基金 Yahoo!基金 新型コロナウイルス感染症“医療崩壊”防止活動支援プログラム 2020/4/28 2020/6/30

国内を対象として、活動を行う非営利団体・医療法人（病院・介護施設・医療系協会な
ど）※法人格は問いません以下、参考例であり、助成の対象となる活動を限定するもの
ではありません。
［1］医療従事者支援　必要とする医療用品の購入発送（医療用防護具・医療器具・衛生
用品・テントなど）　心身ケアを行う上で発生する支援（子どもの預かり・メンタルケア・宿
泊など）　その他の医療現場のニーズに合わせた支援
［2］感染防止活動支援　オンライン教育などのコンテンツ制作・配信　オンライン教育な
どを受けるためのPC・タブレット購入　オンライン診療などの感染リスクを軽減する活動

1団体あたり助成額上限100万円
助成総額1,000万円まで採択

厚生労働省 雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 2020/5/1 2020/6/30

支給対象となる事業主
1.雇用保険適用事業主となること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
3.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5％以上減少している
助成対象となる労働者
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安
定助成金」の支給対象となります。

（平均賃金額× 休業手当等の支払率）× 下記
の助成率　（１人１日あたり8,330円が上限）

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事
業主：大企業→2/3　中小企業→4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満た
す事業主：大企業→3/4　中小企業→9/10

独立行政法人　国際交流基金 アジア・文化創造協働助成 2020/5/25 2020/7/1
ASEAN10か国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベト
ナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）・日本を主対象とした、芸術・文化、スポーツ、市
民社会、知的交流各分野における国を超えた協働事業及びその成果発信事業。

A 移動費（国際交通費、国内長距離交通費）・
宿泊費
B 会場・機材使用料
C 翻訳謝金、通訳謝金、講演謝金
D 資料・報告書・広報資料等作成費
E 荷物輸送費
 ※助成金額は、原則として1,000万円を超える
ことはありません。

https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html
http://act-trust.org/info/
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
http://www.csap-f-kikin.org/04.html
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/
http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/
http://www.mow.jp/pdf/youkou2019.pdf
http://www.mow.jp/pdf/youkou2019.pdf
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city
https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html
https://fields.canpan.info/grant/detail/1539
https://mirairita.org/program/index.html
https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1


開始日 締切日
応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等

募集時期

READYFOR株式会社 新型コロナウイルス感染症：拡大防止活動基金 2020/4/3 2020/7/2
・新型コロナウイルス感染症の対応及び拡大防止に取り組む、個人・任意団体・特定非
営利活動法人（NPO）・社会福祉法人・事業者・医療機関・自治体など　・日本国内に拠
点がある団体　・反社会的勢力に該当しないこと

・助成総額（予定） ：1億円程度を想定
・助成1件あたり助成額目安　：50万円～
1,000万円程度
・助成件数（予定）：30～50件程度を想定

一般社団法人　生命保険協会
子育てと仕事の両立支援に対する助成活動
（1）休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり事業等に必要
な施設の整備、備品の購入等に係る費用

2020/5/27 2020/7/3

①社会福祉法人・株式会社・特定非営利活動法人等の法人格を有していること
②以下のいずれかの施設を運営していること
  a. 認可保育所
　b. 地域型保育給付の対象となっている小規模保育施設
　c. 地域型保育給付の対象となっている事業所内保育施設
　d. 地域型保育給付の対象となっている家庭的保育施設
　e. 「認可外保育施設指導監督基準」に基づく保育施設
③休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり事業等を実
施していること

（1）1施設当たり上限額35万円
（１）（２）合わせて総額2,500万円

一般社団法人　生命保険協会
子育てと仕事の両立支援に対する助成活動
（2）放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備品の購入等に係る
費用

2020/5/27 2020/7/3
「放課後児童健全育成事業実施要綱」に基づき、市町村からの委託事業・補助事業・代
行事業（指定管理者制度）等の事業形態をとっており、行政からの補助を得て、放課後
児童クラブの運営を行っていること

（2）1施設当たり上限額20万円
（１）（２）合わせて総額2,500万円

公益財団法人 みずほ福祉助成財団 2020年度社会福祉助成金　（事業助成） 2020/7/10 日本国内に於いて行う障害児者の福祉向上を目的とする事業
事業総額の90％以内で、1件あたり20万円以
上100万円を限度
研究助成と合わせて総額3,000万円

公益財団法人 みずほ福祉助成財団 2020年度社会福祉助成金　（研究助成） 2020/7/10 日本国内に於いて行う障害児者の福祉向上を目的とする研究
研究総額の90％以内で、1件あたり100万円を
限度
事業助成と合わせて総額3,000万円

7 公益財団法人　KDDI財団 2021年度助成（調査研究助成） 2020/6/29 2020/7/10 ICTの普及・発展、グローバル化、ICTを利活用した社会的課題の解決に寄与する調査・研究 上限300万円（10件程度）
※大学院生は上限100万円

公益財団法人　KDDI財団 2021年度助成（国際会議開催助成） 2020/6/29 2020/7/10 ICTの普及・発展に寄与する国際会議 上限50万円（8件程度）

公益財団法人　SOMPO福祉財団
(旧：公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団)

自動車購入費助成 2020/6/1 2020/7/10 障害者の福祉活動を行う団体 上限120万円（総額1,200万円）

公益財団法人　自然保護助成基金 第31期(2020年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（国内研究助成） 2020/6/1 2020/7/15 日本国内における自然保護のための調査・研究 上限100万円/1～2年間

公益財団法人　自然保護助成基金 第31期(2020年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（国内活動助成） 2020/6/1 2020/7/15 国内活動助成・・・日本国内における自然保護のための普及・啓発活動
上限100万円/1年間

公益財団法人　自然保護助成基金 第31期(2020年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（地域NPO活動枠） 2020/6/1 2020/7/15 日本国内の地域のNPOによる自然保護活動
上限100万円/1年間

公益財団法人　自然保護助成基金 * 第30期(2019年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（海外助成） 2019/5/27 2019/7/12 海外の地域における自然保護のための調査・研究および普及・啓発活動 上限150万円/1年間

公益財団法人　自然保護助成基金 第31期(2020年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成（特定テーマ助成） 2020/6/1 2020/7/15 保護地域においてオーバーツーリズムが自然環境に与える影響とその対策
上限100 万円/1年間
または上限200 万円/2年間(1年につき上限
100 万円)

READYFOR株式会社 コロナ緊急「こども食堂基金」で10万人の子どもに食を 2020/7/1 2020/7/15 こども食堂とフードパントリーの両方を実施する団体 1団体上限20万円を50団体に助成します。

キフフ郵便振込所書付チラシ制作サービス キフフ助成プログラム2020 2020/7/6 2020/7/17

Aコース：はじめて冬募金
初めて冬募金の募集を郵送で呼びかける団体を対象としています。
Bコース：もっと冬募金
前年度に冬募金DMを行った実績があり、「DMをいつ、だれに、どのように配ったか」そし
てその結果どうなったかの記録を既にお持ちで、今年度さらなる改善を考えている団体
を対象としています。

A・Bどちらも上限約38万円・1団体

認定NPO法人　北海道NPOファンド 2020 年度北海道ＮＰＯファンド 「越智基金」・「市民活動支援基金」 助成 2020/7/6 2020/7/17

道内で活動している NPO（NPO 法人・任意団体等）を対象とします。
※一般社団法人・一般財団法人は「非営利型」のみ応募可能です。
※公益性のない事業、営利を目的とした事業、政治団体、宗教団体などは助成の対象
となりません。

総額約 140 万円（20 団体程度に、
１団体１万円～7 万円の範囲で助成）

公益財団法人　KDDI財団 2021年度助成（社会的・文化的諸活動助成） 2020/7/13 2020/7/27

・情報化社会の動向に即し、ICT を通じて社会、教育、環境等の課題解決に貢献する各
種の非営利団体（NPO）・非政府組織（NGO）の活動、「草の根」活動
ICT を通じての地域社会の国際化の促進、ならびに開発途上国における教育、
文化、生活支援等に関する活動
ICT の普及・発展あるいは国際間の相互理解促進に寄与する活動や事業

上限100万円（6件程度）

公益財団法人　SOMPO福祉財団
(旧：公益財団法人 損保ジャパン日本興亜福祉財団)

ジェロントロジー研究助成 2020/4/13 2020/7/31 高齢者福祉の増進に資することを目的に、ジェロントロジー（老年学）に関する社会科
学・人文科学分野における研究に助成を行っています。

1研究につき５０万円を上限とします。総額８００
万円を予定。

パナソニック株式会社 / 特定非営利活動法人　国際協力NGOセンター Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs（海外助成） 2020/7/16 2020/7/31

新興国・途上国社会の貧困の解消を目指し、同国・地域の人びとがその生活の中で直
面する様々な権利へのアクセスの不均衡の是正や貧困層や脆弱な状況にある人びとの
レジリエンスの向上に資する活動を他のステークホルダーと協働しつつ、その実現に向
けた自己変革に挑戦するNGO

(1) 組織診断からはじめるコース：
　　　　　　　　　　8 ヶ月で上限 100 万円
(2) 組織基盤強化コース：
　　　　　　　　　 1 年間で上限 200 万円

パナソニック株式会社 / 特定非営利活動法人　国際協力NGOセンター Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs（国内助成） 2020/7/16 2020/7/31
国内の貧困の解消、または、貧困と関連のある問題の解消に向けて、持続的・発展的に
社会の変革を めざす NPO

Aコース1年目　　　　　 上限100万円
　　　　　2年目・3年目　上限200万円
Ｂコース1年目・2年目　上限200万円

https://www.seiho.or.jp/activity/social/support/guideline/
https://www.seiho.or.jp/activity/social/support/guideline/
http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bosyu/bosyu01.html
http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bosyu/bosyu01.html
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/research/
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/research/
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
http://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/youkou_yokodera.pdf
https://readyfor.jp/projects/kodomoshokudo-fund
https://kifufu.net/grant/
https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=289
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/research/
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
https://www.sompo-wf.org/koubo.html
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2020_recruit.html
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2020_recruit.html


開始日 締切日
応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等
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公益財団法人　ユニベール財団 自然災害支援プログラム「被災者に寄り添う”傾聴ボランティア”を応援します」 2020/7/31

①被災地で心のケアのための“傾聴ボランティア”として活動をしている団体。
②被災地から避難を余儀なくされた方々を対象に、心のケアのための“傾聴ボランティ
ア” として活動をしている団体。
ただし、次の二つの条件を満たす団体を対象とします。
・応募に際して、地元社会福祉協議会の推薦を得ること。
・団体として、既に⼀年以上の活動実績があること。

上限50万円　最長3年

公益財団法人　ユニベール財団 2020年度研究助成「すべての人が希望に生きる未来へ」 2020/7/31
子どもから高齢者まで、誰もが心身ともに健康に過ごすための、心理社会的アプローチ
を用いた研究に助成します。

1件あたり上限100万円　

公益財団法人　ライフスポーツ財団 一般公募助成事業 2020/7/31 「子どもと親子のスポーツ活動」を推進する団体
「地域の子どもスポーツ活動」を推進する団体

新規団体　上限20万円
２年目以降　上限50万円

みずほ信託銀行株式会社/公益信託大成建設自然・歴史環境基金 公益信託　大成建設自然・歴史環境基金2020年度助成 2020/7/31 国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる活動や研究 総額1,500万円程度（30件程度）

公益財団法人日野自動車グリーンファンド * 公益財団法人日野自動車グリーンファンド2019年度助成 2019/5/15 2019/7/31

・自然環境保全に資する樹木や草花の植栽の実施
・自然環境保全活動の実施
・自然環境保全に資する調査や研究の実施
・自然環境保全に資する教育や諸啓発活動の実施

総額900万円程度（予定）

公益財団法人生協総合研究所 第18回生協総研賞「助成事業」 2020/7/31

・生活協同組合の今日的な課題及び事業・組合員活動に関する実践的な研 究
・くらしの実態に関する経済的、社会的、歴史的視点等からの研究
・消費社会及び消費者組織、社会運動に関する研究
・地域社会、社会政策、福祉政策・事業、地球環境等に関する研究
・大規模災害後の被災地域が直面している課題に関する研究

個人研究：上限30万円
共同研究：上限50万円
※併せて総額300万円

一般財団法人 YS市庭コミュニティー財団 2020年度 YS市庭コミュニティー財団 助成事業 2020/6/10 2020/7/31 助成分野は、地域と暮らし・環境・文化・芸術・スポーツなど広く含むこととし、共鳴するコ
ミュニティーづくりを行うNPO法人、団体等によるコミュニティー活動を対象とします。

助成総額1,500万円程度　助成件数20～30件

公益財団法人　小林製薬青い鳥財団 小林製薬青い鳥財団  2020年度 助成(支援活動) 2020/6/5 2020/7/31

日本国内において活動する次の法人等（個人は除きます。）
・公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）
・一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）
・NPO法人（特定非営利活動法人､特例認定特定非営利活動法人又は認定特定非営利
活動法人）
・その他ボランティア団体、町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う団体

1. 支援活動 ／ 1件200万円～500万円程度（3
件～4件程度）

公益財団法人　小林製薬青い鳥財団 小林製薬青い鳥財団  2020年度 助成（調査研究） 2020/6/5 2020/7/31

日本国内の大学・研究所等に所属し、研究職に従事している個人
日本国内において活動する次の法人等
・公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）
・一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）
・NPO法人（特定非営利活動法人､特例認定特定非営利活動法人又は認定特定非営利
活動法人）
・その他ボランティア団体、町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う団体
助成内容

2. 調査研究 ／ 1件100万円程度（2件～3件程
度）

北海道 休業協力・感染リスク低減支援金
郵送2020/4/30
Web2020/5/15

郵送2020/7/31
Web2020/7/31

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和２年４月２５日（土）から５月１５日
（金）までの期間、休業等の要請にご協力いただき、感染リスクを低減する自主的な取組
を行う事業者
①休業要請を受けた施設を休業すること
②酒類を提供する①を除く飲食店において、酒類の提供時間の短縮（19時まで）を行う
こと
いずれも感染リスクを低減する自主的な取り組みを行うこと

①30万円（法人）　　20万円（個人事業者）
②10万円（法人・個人事業者問わず）

8 公益財団法人　1more Baby応援団 * 令和元年度ワンモアベイビー応援助成 2019/8/13 ・子育て世代に対する支援
・未来の子育てに対する支援

上限40万円　総額200万円

認定NPO法人　北海道NPOファンド
北海道リスタート事業～社会的居場所を失った人に新たなつながりを

2020/8/4 2020/8/18

「働く場や自分を表現する場所を失うことにより社会的な繋がりを絶たれ、精神的にも物
理的にも居場所を失っている人がいる」という課題に対して、社会との新たなつながりを
つくりだす事業活動を行う団体
「社会課題解決の担い手である市民活動の縮小：人材・資源の不足」という課題に対し
て、社会的なつながりを失った人を新たな市民活動の担い手として育成/資源開発する
事業活動を行う団体

総額約5,000万円　　10～12団体
300～500万円（下限300万、上限500万）

公益財団法人　自然保護助成基金/公益社団法人　日本ナショナル・トラ
スト協会

第16期ナショナル・トラスト活動助成（土地所有状況調査助成） 2020/8/21 自然環境の保全等を目的として、1 年以内に、地権者との交渉の開始やトラスト地の取
得 を目指しているトラスト団体を対象とします。

1件あたり上限30万円、5件程度

公益財団法人　自然保護助成基金/公益社団法人　日本ナショナル・トラ
スト協会

第16期ナショナル・トラスト活動助成（活動実践助成） 2020/8/21

法人格を有していること。
非営利の活動団体で、地域の自然環境の保全を目的としていること。
特定の政党や宗教への偏りをもたない団体であること。
助成対象事業を行うための組織体制が整っていること。

1件あたり上限800万円、1件程度

公益社団法人　セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 新型コロナウイルス対応対応緊急支援助成～社会的脆弱性の高い子どもの支援強化事業 2020/8/21

新型コロナウイルス緊急対応として、以下の事業を行っている、または行う計画のある
民間公益活動団体
1、子どもの食の状況を改善する事業
2、子どもの学びの機会の格差を是正する事業
3、子どもの虐待のリスクを軽減し、虐待を受けた子どもの保護を強化する事業

1団体あたり500万円～最高4,000万円程度

公益社団法人　日本サードセクター経営者協会（JACEVO） NPO等が新しい活動様式を生み出す事業 2020/8/21

①子ども及び若者の支援に係る活動
②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の
支援に係る活動

1団体当たり最大500万（１年間）
12団体（50万5団体、100万3団体、500万4団
体）

https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant
https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant
https://www.lsf.or.jp/josei
https://www.taisei.co.jp/about_us/society/
https://www.hino.co.jp/corp/csr/greenfund/promotion.html
https://ccij.jp/jyosei/ken200511_01.html
https://www.kobayashi-foundation.or.jp/assist/index.html
https://www.kobayashi-foundation.or.jp/assist/index.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/shinseinotebiki.pdf
https://www.1morebaby.jp/josei.html
https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=1292&fbclid=IwAR2sl1szbcXkgbAXTAzdstY2Jx6eul1xpvYxpDKs2USKUOksx3XAoOhRcno#title02
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html
https://www.savechildren.or.jp/lp/kyumin2020/
https://jacevo.jp/kyuminyokin/
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READYFOR株式会社 新型コロナウイルス対応緊急支援助成 2020/7/31 2020/8/21

・新型コロナウイルス感染症の影響によって発生した子ども・若者とその家族が抱える課
題に対する緊急支援活動
・新型コロナウイルス感染症の影響によって発生した生活困窮者・障がい者などの社会
的弱者が抱える課題に対する緊急支援活動
・新型コロナウイルス感染症への感染リスクが高い生活困窮者・障がい者・患者・高齢
者・外国人などへの感染対応・防止活動

総額2億円
１実行団体あたりの助成額は、300万円〜3000
万円
助成団体数は30〜50団体

認定NPO法人　言論NPO * 第7回エクセレントNPO大賞 2019/7/1 2019/8/23 質の向上をめざし、自己評価を行いながら改善につとめる非営利組織

エクセレントNPO大賞：賞金50万円（3つの部門
賞の中から選出）
市 民 賞： 賞状、賞金30万円
課題解決力賞： 賞状、賞金30万円
組 織 力 賞： 賞状、賞金30万円

一般財団法人　リープ共創基金
新型コロナウイルスの影響により仕事を失った若者支援のためのコン
ソーシアム
認定特定非営利活動法人　育て上げネット

地域課題の解決を目指した中間的就労支援事業～キャッシュフォーワーク手法による若者支
援～

2020/8/27

就労支援を中心とする事業を通じて、コロナ禍の状況の中で新たな就労および就労支
援のあり方を提案する事業
① 若者に対して新たな就労のあり方を実現する事業
② 若者の雇用を通じて地域課題の解決に資する事業
③ ①、②の双方を満たそうとする事業

助成総額 約1億7千万円
1団体当たり 最大2,000万円

日本社会福祉マネジメント学会 ＪＡＳＭ3賞 開設のお知らせ 2020/4/10 2020/8/31

本社会福祉マネジメント学会（JASM）では、社会福祉サービスの質の向上に寄与するこ
とを目的とした表彰制度を設けました。研究活動の成果発表、提言の発信を目的とした
「論文賞」、実践・研究に関する「実践研究賞」や、実践報告の「実践レポート賞」を幅広く
募集し、厳正な審査により表彰いたします。

助成金総額： 500,000円
1件あたりの上限額： 100,000円

9 公益財団法人　つなぐいのち基金 * 2019年度助成事業 2019/9/2 社会的ハンディキャップを抱える子どもたちを支援する団体や事業プロジェクト 1団体25～50万円　総額160万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(海外プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/9/3
（6/4から延長）

国内在住団体、または国内在住と海外在住団体の協働による海外での活動が対象 1件　上限700万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(国内プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/9/3
（6/4から延長）

国内在住団体による国内での活動が対象 1件　上限300万円

トヨタ自動車株式会社 トヨタ環境活動助成プログラム(国内小規模プロジェクト支援） 2020/4/6 2020/9/3
（6/4から延長）

今までに当助成プログラムで助成を受けたことがない国内在住団体による、国内での小
規模な活動が対象。

1件　上限100万円

一般社団法人　全国食支援活動協力会 子どもの居場所づくり応援事業 2020/9/4

下記の解決に向けてこども食堂等居場所に食を確保するしくみを整備する団体
◆コロナ禍において自己資金を拠出してこども食堂等の運営をしている団体が多く、継
続が難しい
◆食材を寄付したいと思う企業に対し、冷凍冷蔵設備の未整備により食品を受け取る環
境がない
◆特に生鮮食品（野菜、食肉当）や冷凍総菜などのマッチングが進みにくい現状がある

10団体程度
総額4,200万円
上限額500万円/件（1年）

公益財団法人　ニッポンハム食の未来財団 2020年度 団体活動支援助成 2020/7/31 2020/9/4
食物アレルギーに関わる社会環境の改善に寄与することを目的に、団体（民間企業を含
む）及びグループによって行われる食物アレルギーに関する問題解決を目指した活動や
啓発活動

最大約10件助成金額
1件あたりの上限は定めませんが、期待される
効果に対する支出費用、資金計画の妥当性、
自助努力の有無も審査対象となります。助成
の対象となった場合にも、実際の助成金額は
申請金額より減額されることがあります。

住友生命保険相互会社 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 2020/7/13 2020/9/4

より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体（規模は問
いませんが、次の要件を満たすことが必要）を対象とします。
①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。
②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。
③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。
④日本国内で活動している個人・団体であること。
⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名（本名）、活動の写真、活動内容等を、新
聞・雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取材にご
協力いただける方。

◎文部科学大臣賞／表彰状
※スミセイ未来大賞の1組に授与
◎厚生労働大臣賞／表彰状
※スミセイ未来大賞の1組に授与
◎スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞100万円
※2組程度
◎スミセイ未来賞／表彰盾、副賞50万円
※10組程度

公益財団法人　パナソニック教育財団 2020年度　子どもたちの“こころを育む活動” 2020/9/11

● 家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動
● 子どもたちに持ってほしい“３つのこころ”が育まれる活動
　　・自分に向かう“こころ”　・・・　自立心や自尊心を確立し、人間らしさや自分らしさを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理解するこころ
　　・他者に向かう“こころ”　・・・　人と人とのかかわりを大切にし、他者を思いやり、傷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つけないこころ
　　・社会に向かう“こころ”　・・・　さまざまな価値観を尊重し、社会と自分との関係性を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理解するこころ

全国大賞（１件）　　 賞状および賞金（50万円）
優秀賞　（５件程度） 賞状および賞金（20万円）

公益財団法人　トヨタ財団 * 2019年度研究助成プログラム 2019/9/13 未来を見通す広い視野から研究を進め、社会の新たな価値の創出をめざす、意欲的な
研究プロジェクト

上限800万円

公益財団法人　大和証券福祉財団 令和2年度（第3回）子ども支援活動助成 2020/8/1 2020/9/15

子どもたちに夢と笑顔を、そして輝く未来につなぐ支援活動
1,子どもの居場所づくり活動（環境改善）
2,子どもの学習支援活動
3,貧困家庭の子ども支援活動（貧困の連鎖の防止）
4,育児放棄や子どもの虐待防止活動

上限50万円（1団体あたり）　総額500万円

公益財団法人　大和証券福祉財団 令和2年度（第27回）ボランティア活動助成 2020/8/1 2020/9/15
・高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高い
　ボランティア活動
・地震・豪雨などによる大規模自然災害の被災者支援活動

上限30万円　総額4,300万円

公益財団法人　ベネッセこども基金 2021年度 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 2020/9/25 重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもの意欲を高め、学びに取り組む手
助けとなる事業

総額1000万円以内
1件当たり50～200万円を想定

https://readyfor.jp/corp/news/198
http://www.excellent-npo.net/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88npo%E5%A4%A7%E8%B3%9E/
https://work.reep.jp/
https://work.reep.jp/
https://work.reep.jp/
https://work.reep.jp/
https://jasm.info/form-award/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/
https://mow.jp/corona2020.htm
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/child/bosyu.html
http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/
http://www.toyotafound.or.jp/program/community.html
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html
https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/?fbclid=IwAR05fB-Z0yLAGMGYQm1i4pWroqYovK_5lLZ3wlzRlv2Te04WyjFiMdpeRrs


開始日 締切日
応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等

募集時期

公益財団法人 住友生命健康財団 2020 年 スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム 2020/8/25 2020/9/25
【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ
【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽し
めるコミュニティスポーツ

①チャレンジコース：助成期間１年　50 万円以下 (1 年間分 )
15 件程度
②アドバンスコース：助成期間２年　300 万円以下 (2 年間合
計 )　5 件程度

認定ＮＰＯ法人　まちぽっと ソーシャル・ジャスティス基金 ソーシャル・ジャスティス基金助成　2020年度＝第9回 2020/9/5 2020/9/25 『見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み』を対象としたアドボカシー（社会提
案・政策提言）活動

助成総額：300 万円
1 案件の助成上限：100 万円

認定NPO法人　大阪NPOセンター CSOフォーラム2020　SBプラン部門 2020/9/25
・様々な社会的課題を解決するアイデアを表彰します。
・様々な社会的課題を解決する目的で策定されたソーシャルビジネスプランまたはそれ
を具現化し、実施している事業活動（概ね 3 年未満）を表彰します。

グランプリ 20 万円 （1 件）
準グランプリ 10 万円 （1 件）
ホープ賞 5 万円 （2 件）
アイデア賞 5 万円 （1 件）

認定NPO法人　大阪NPOセンター CSOフォーラム2020　CSOアワード部門 2020/9/25
様々な社会的課題を解決する目的で実施されている事業活動（概ね3年以上）を表彰し
ます。

グランプリ 50 万円 （1 件）
準グランプリ 20 万円 （1 件）
ホープ賞 10 万円 （3 件）

公益財団法人　日本教育公務員弘済会 令和3年度日教弘本部奨励金 2020/9/30 次年度（令和3年度）に行う、初等中等教育及び幼児教育の向上発展に寄与する全国規
模の有益な研究・活動等

1件あたり100万円以内

一般社団法人　アフリカ協会 服部禮次郎アフリカ基金（2020年度） 2020/9/30
・アフリカ諸国における人道援助等への助成、経済・技術・文化交流等
・アフリカ諸国に関する資料の整備、調査研究活動
・日本におけるアフリカ理解促進のための事業

総額100万円　（助成件数は1～2件）

日本社会福祉マネジメト学会 JASM 研究部会補助金制度 2020/4/10 2020/9/30

社会福祉の質の向上に資する研究を行うグループに対し補助する制度を設けました。
・読書会のための資料購入費の補助
・会議室料などの補助
・会議のための飲食代の補助
・その他研究活動に必要な費用の補助

補助額：1研究部会につき10万円
採用予定数：5グループ

公益財団法人　かめのり財団 第14回かめのり賞 2020/9/30 日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材育
成草の根で貢献し、今後の活動が期待される個人または団体

かめのり大賞：楯および副賞100万円
かめのりさきがけ賞：楯および副賞100万円

読売光と愛の事業団 第18回　読売福祉文化賞 2020/9/30

社会福祉の各分野で21世紀を切り開く創造的な業績をあげ、障害者や高齢者の暮らし
やすい環境づくり、自立支援、社会参加の推進や、困難な状況にある子どもたちの支援
などに貢献している団体、個人を励まし、豊かな福祉社会づくりの一助とする。特に新し
い活動を始めた人たちを応援していく。

一般部門　　　　３件（トロフィーと活動支援金各
100万円）
高齢者福祉部門３件（トロフィーと活動支援金
各100万円）

公益社団法人　日本フィランソロピー協会 TOYO TIRE グループ環境保護基金　2021年度募集 2020/7/1 2020/9/30

1）公益に資する事業を計画している団体
2）環境保護・環境保全関連の事業活動
（1）里山・森林・緑化整備運動（2）生態系保護活動（3）水・河川環境保全活動（4）地域環
境整備活動（5）リサイクル活動（6）環境教育・体験学習活動（7）啓発活動・イベント活動
（8）研究・開発活動（9）その他

助成金額上限：150万円

10 公益財団法人　正力厚生会 2021年度助成 2020/10/2 国内で活動するがん患者会、がん患者やその家族を支援するグループ（医療機関内の
患者会等を含む）など

50万円以下

こくみん共済coop〈全労災〉 地域貢献助成事業 2020/9/4 2020/10/6

（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出す活動
（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

総額は 2,000 万円上限
1団体あたり1事業のみとし、助成上限額は30
万円です。

公益財団法人　ＳＯＭＰＯ福祉財団 認定ＮＰＯ法人取得資金助成 2020/9/1 2020/10/9

福祉および文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象と
して活動するＮＰＯの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成など
を実施しています。
「ＮＰＯ基盤強化資金助成」では、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します。

１団体３０万円とします。（総額４５０万円を予
定）

公益財団法人　ＳＯＭＰＯ福祉財団 組織および事業活動の強化資金助成 2020/9/1 2020/10/9

福祉および文化の向上に資することを目的に、主として障害児・者、高齢者などを対象と
して活動するＮＰＯの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文化活動の助成など
を実施しています。
「ＮＰＯ基盤強化資金助成」では、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します。

１団体７０万円を上限とします。　（総額１,０００
万円を予定）

公益財団法人　都市緑化機構 *  花王・みんなの森づくり活動助成 2019/10/14 身近な緑を守り育てる活動、身近な緑の大切さを次世代に伝える活動
1年目　50万（2年目　50万円）上限
総額　200万円

独立行政法人　国際交流基金 アジア・文化創造協働助成（＜新型コロナウイルス対応 特別プログラム＞）  2020/6/1
10月中頃予定

対象期間
（/7/1～11/15）

日本及びASEAN10 か国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブ
ルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）の人々が主体となって実施される、国
境を越えた人の移動を伴わない共同事業。日本及び ASEAN10 か国が主対象で、日本
からの参加があれば、多国間の交流事業でも対象となります。特に、従来予定していた
様々な交流事業（制作、イベント、研究交流など）の中止または延期を受け、文化／芸術
関係者・アーティスト・知識人・国際交流実践者が企画する代替事業の応募を奨励しま
す。

1 案件あたり原則200 万円
助成金総額1 億円（予定）

TOTO株式会社 第16回TOTO水環境基金 2020/8/7 2020/10/18

【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
【海外】
各国・各エリアの水資源保全または衛生的かつ快適な生活環境づくりに向けた実践活
動

【国内】
1件あたり、上限80万円／年×最長3年（最大
240万円）
【海外】
1件あたり上限なし
1件あたり300万円程度を目安

 公益社団法人　企業メセナ協議会 * 助成認定制度 2019/10/20 芸術文化の普及向上に資する活動、および芸術・文化による社会創造に寄与する活動 記載なし

公益社団法人　企業メセナ協議会 * 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 2019/10/20 芸術文化の普及向上に資する活動、および芸術・文化による社会創造に寄与する活動 記載なし

http://www.skzaidan.or.jp/pdf/sports_youkou_202008.pdf
https://socialjustice.jp/p/2020fund/
http://www.osakanpo-center.com/cms/data/file_box/s_id_1/file_box_1_1_441589983949d4e3db3a970a4ec97d04.pdf
http://www.osakanpo-center.com/cms/data/file_box/s_id_1/file_box_1_1_441589983949d4e3db3a970a4ec97d04.pdf
https://www.nikkyoko.or.jp/business/education.html
http://www.africasociety.or.jp/index.php/support/support01
https://jasm.info/form-study/
https://www.kamenori.jp/pdf/kamenoriaward/14th_Guidelines.pdf#view=FitH
https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/18.html
https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/
https://shourikikouseikai.or.jp/works/
https://www.zenrosai.coop/library/page_img/zenrosai/csr/2020_coopjosei_guidelines.pdf
https://www.sompo-wf.org/jyosei/nintei-npo.html
https://www.sompo-wf.org/jyosei/nintei-npo.html
http://www.kao.com/jp/corp_news/2016/20160802_001.html
https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1
https://jp.toto.com/company/csr/pdf/16th_Water_environmental_fund_Application_Requirements.pdf
https://www.mecenat.or.jp/ja/
https://www.mecenat.or.jp/ja/
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一般財団法人　セブン-イレブン記念財団 環境市民活動助成（花と緑の助成） 2020/10/1 2020/10/21 公共性の高い場所で行われる低木（成木時に2m 以下までの品種）の苗木、草花の種、
苗、球根を 植え、育てる活動。

１団体あたり上限50万円

一般財団法人　セブン-イレブン記念財団 環境市民活動助成(清掃助成） 2020/10/1 2020/10/21 公共性の高い場所で、年間を通じて定期的に行われている清掃活動。 １団体あたり上限30万円

公益財団法人　楽天未来のつばさ プロジェクト支援（団体向け支援事業）
前期2020/4/1
後期2020/9/1

前期2020/5/29
後期2020/10/30

日本国内における児童養護関連団体で事業計画に従って遂行に足る能力を有する団
体であり、また、それを過去の実績等で証明できること。申請は1団体、1プロジェクトとす
る。また原則2年連続の助成は行わない。

前期　上限30万円　6件
後期　上限30万円　6件

公益財団法人 生協総合研究所 アジア生協協力基金2021年度助成金一般公募助成 2020/9/1 2020/10/31

①アジア・太平洋地域で実施される事業。
②社会的に脆弱な立場や経済的に困難な状況に置かれた現地の人々を、主要な受益
対象者とした事業。
③現地の人々の主体的な参加と協同・組織化を促進し、現地の人々の社会的自立・経
済的自立を目的とした事業
（※現地の人々の参加が見込めない事業、単発の研修・セミナーやイベントの開催など
友好親善を目的とした交流事業、組織の維持・運営に係る運転資金の補てんが主目的
である事業、調査や研究が主目的である事業などは助成の対象になりません）

１件当たり上限100万円
　総額700万円（概ね7～9件の採択）

公益財団法人　コメリ緑育成財団 第31回コメリ緑資金(緑化植栽活動） 2020/8/1 2020/10/31
花や緑にあふれるふるさとづくりを目的とした、道路沿いの緑地帯等の空間、公園隣地
等で行う「花いっぱい運動」など、地域住民が自ら行う植栽活動、また美化活動に資する
活動

助成額の上限・下限は設けておりませんので、
活動計画、活動予算をしっかりと立てた上で必
要な額をご申請ください。

公益財団法人　コメリ緑育成財団 第31回コメリ緑資金(自然環境保全活動） 2020/8/1 2020/10/31

良好な自然の維持を目的として、以下の場所で行う生物多様性を維持、保全に資する
活動
①原生自然環境保全地域（環境省指定）
②自然環境保全地域（環境省、都道府県指定）
③その他森林（国・都道府県が指定した以外の①②に類似する地域）
④重要里地里山（環境省指定）
⑤その他里地里山（国が指定した以外の④に類似する地域）

助成額の上限・下限は設けておりませんので、
活動計画、活動予算をしっかりと立てた上で必
要な額をご申請ください。

公益財団法人　SOMPO環境財団 環境保全プロジェクト助成 2020/10/31

① 活動の内容
原則として、国内において「自然保護」「環境教育」「リサイクル」「気候変動対応」など広く
環境に関する分野で、実践的活動や普及啓発活動を行うもの
② 原則として2020年度中に開始予定のもの（すでに開始されているプロジェクトも対象）
③ 継続性、発展性を持つプロジェクトであり、その成果が公益のために貢献するもの

1プロジェクトにつき　上限20万円
10団体程度　総額200万円　（予定）

公益財団法人 キリン福祉財団 キリン・地域のちから応援事業　公募助成 2020/9/7 2020/10/31

障害があってもなくても、高齢者でも子どもでも、日本人でも外国人でも、同じ地域やコ
ミュニティで生活する一員として、共に理解し合い・支え合う共生社会の実現を願い、地
域における障害児・者、高齢者、子ども等の福祉向上に関わる、次のような幅広いボラ
ンティア活動を実施する団体に対して助成します。災害の復興応援および防災や公衆衛
生（新型コロナウィルス感染拡大防止への取り組み）に関しても広く募集します。なお、ボ
ランティア活動の実施に伴う衛生資材（マスク・フェースシールド・消毒液等）も、助成対
象の経費として計上できます。

１件（一団体）あたりの上限額３０万円（プログ
ラム助成総額４，７００万円）

公益財団法人 キリン福祉財団 キリン・福祉のちから開拓事業　公募助成 2020/9/7 2020/10/31

障害者福祉分野、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次のような団体に対して助
成します。
※ここでの「ボランティア活動」は、自発的・自主的・利他的に行われる無償の活動を指します。
(1)障害者の福祉向上に関わるもの(2)高齢者の福祉向上に関わるもの(3)児童・青少年の福祉向上に関わるもの
(4)地域社会の福祉向上に関わるもの
上記の、社会課題・問題を直接解決するための取り組み、啓発活動、政策提言やアドボカシー、ネットワークの構
築・拡大、組織強化、人材の育成、技術や技法の研究、実践のための調査や研究、モデル化、生活環境をより良
いものにするための保全・保護活動、等が対象です。

１件（一団体）あたりの上限額は１００万円（プロ
グラム助成総額５００万円）です。
原則として単年度助成です。

リタワークス株式会社 * SOCIALSHIPクリエイティブ助成プログラム（ホームページ制作） 2019/10/1 2019/10/31 非営利組織の団体の広報活動
寄付につながるホームページ制作
特別枠1団体、通常枠1団体

株式会社　ガハハ * SOCIALSHIPクリエイティブ助成プログラム（寄付チラシ制作） 2019/10/1 2019/10/31 非営利組織の団体の広報活動
郵便振り込書付チラシ
特別枠1団体、通常枠1団体

株式会社　想いをカタチに * SOCIALSHIPクリエイティブ助成プログラム（動画撮影・制作） 2019/10/1 2019/10/31 非営利組織の団体の広報活動
映像制作サービス「3分物語」
特別枠1団体、通常枠1団体

NPO法人　シミンズシーズ * SOCIALSHIPクリエイティブ助成プログラム（ブランディング支援） 2019/10/1 2019/10/31 非営利組織の団体の広報活動 ブランディング支援　1団体

NPO法人　Co.to.hana * SOCIALSHIPクリエイティブ助成プログラム（ロゴマーク制作） 2019/10/1 2019/10/31 非営利組織の団体の広報活動 団体のロゴマーク制作　1団体

11 日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　一般枠（活動・一般プログラム） 2020/9/14 2020/11/6

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベント・新規事業を支援
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　一般枠（活動・チャレンジプログラム） 2020/9/14 2020/11/6

公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベント・新規事業を支援
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

50万円まで

日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　一般枠（施設改修） 2020/9/14 2020/11/6

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な施設の改修
などを支援
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

https://www.7midori.org/josei/download/panphlet21.pdf#page=3
https://www.7midori.org/josei/download/panphlet21.pdf#page=3
https://mirainotsubasa.or.jp/institution/outline/
https://ccij.jp/jyosei/kikinkoubo200821_01.html
http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html
http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html
https://www.sompo-ef.org/project/project.html
https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r3/index.html
https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r3/fukushi.html
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_01_02.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_01_02.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_01_02.pdf
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日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　一般枠（機器購入） 2020/9/14 2020/11/6

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な車両以外の
機器の購入を支援
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　一般枠（車両購入） 2020/9/14 2020/11/6

公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な車両購入を
支援
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

日本郵便株式会社
年賀寄附金配分事業　特別枠
（東日本大震災、平成30年7月豪雨、令和元年台風19号および令和2年7月豪雨の被災者救
助・予防（復興））

2020/9/14 2020/11/6

活動・施設・機器・車両の区分はありません
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

日本郵便株式会社 年賀寄附金配分事業　特別枠
（新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止）

2020/9/14 2020/11/6

活動・施設・機器・車両の区分はありません
特別枠の配分(新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止)については「感染症の予
防・拡大防止に関する。事業」とし、「高齢の罹患者に対する心のケア事業」などは対象
外とします。
※申請時に提出する「意見書」は都道府県知事、市区町村長、教育委員長などの
所轄庁部門に10/20頃を目安に交付申請をする必要があります。
※札幌市所轄のNPO法人は10/20までに札幌祖市民活動促進担当課（〒060-8611
札幌市中央区北1条西2）に交付申請をしてください。
詳しくは https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html

500万円まで

公益財団法人 ポーラ美術振興財団 令和3年度　美術に関する国際交流助成(海外美術展） 2020/10/1 2020/11/12
(１)　日本の美術家が、海外において開催する個展、共同展
(２)　日本の美術家の作品を海外に紹介するため、海外の美術館等と共同して開催する
展覧会

1件あたり200万円以内「国内開催の国際会議・
交流活動」と合わせて12件程度

公益財団法人 ポーラ美術振興財団 令和3年度　美術に関する国際交流助成(国内開催の国際会議・交流活動） 2020/10/1 2020/11/12 多くの外国人美術家ないし美術研究者の参加を得て行われる美術に関する国際会議な
らびに交流活動（日本国内開催に限る）

1件あたり200万円以内「海外美術展」と合わせ
て12件程度

一般財団法人　セブン-イレブン記念財団 環境市民活動助成（活動助成） 2020/10/26 2020/11/16 自然環境保護など、 市民が主体となって行う環境活動の活動資金を1年間支援します。 1団体あたり上限100万円

一般財団法人　セブン-イレブン記念財団 環境市民活動助成（NPO基盤強化助成） 2020/10/26 2020/11/16

・地域に必要とされており、地域経済の活性化を図る活動
・確立した自主事業をモデル化し、ノウハウ提供や指導、拡大をめざす活動。
・活動助成の継続助成ではありません。
・2年目からの助成は、助成報告会で当年度の事業報告と次年度の事業計画をプレゼン
テーションしていただき、審査の結果、次年度の助成の可否を決定します。

1団体あたり上限400万円
（原則3年間　総額1200万円の継続助成）

公益財団法人　朝日新聞文化財団 芸術活動助成助成 2020/7/1 2020/11/26
（Webのみ）

芸術的水準が高いと認められ、原則としてプロ、あるいはプロを目指す芸術家が出演
者、出展者として行う事業で、次のいすれかの要件を満たすことが必要です。
a 芸術上の啓蒙普及的意義のあるもの
b 芸術家に発表の機会を広げるもの
c 地域の芸術文化向上に資するもの

1件あたり10～100万円
音楽・美術部門合わせて総額3,500万円

公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団 三菱UFJ信託地域文化財団　助成事業(音楽部門） 2020/8/1 2020/11/30 地域で継続的に活動しているアマチュアの音楽団体の公演
例：オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、音楽祭等

1件当たりの助成金上限額は特に定めておりま
せん。近年の実績は、1件当たり20万円から70
万円程度の助成が多くなっております。

公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団 三菱UFJ信託地域文化財団　助成事業（美術部門） 2020/8/1 2020/11/30 地域の人々に優れた美術品の鑑賞の機会を提供する展示活動等
例：企画展、公募展、芸術祭等

1件当たりの助成金上限額は特に定めておりま
せん。近年の実績は、1件当たり20万円から70
万円程度の助成が多くなっております。

公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団 三菱UFJ信託地域文化財団　助成事業（演劇部門） 2020/8/1 2020/11/30
地域で継続的に活動しているアマチュアの演劇団体の公演
例：一般劇・現代劇、ミュージカル、演劇祭等
（注：ダンス、パフォーマンスなどは原則として対象としておりません。）

1件当たりの助成金上限額は特に定めておりま
せん。近年の実績は、1件当たり20万円から70
万円程度の助成が多くなっております。

公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団 三菱UFJ信託地域文化財団　助成事業（伝統芸能部門） 2020/8/1 2020/11/30

伝統芸能の伝承と保存、後継者の育成を図るための公演（祭例での奉納神事や伝統行
事含む）
例：伝統芸能祭、舞踊等、能・薪能、人形浄瑠璃、太鼓、お囃子、獅子舞、農村歌舞伎、
神楽・雅楽等

1件当たりの助成金上限額は特に定めておりま
せん。近年の実績は、1件当たり20万円から70
万円程度の助成が多くなっております。

公益財団法人　ヤマト福祉財団 * 障がい者給料増額支援助成金（ジャンプアップ助成金） 2019/10/1 2019/11/30 障がい者の給与増額に一定の実績がある施設・事業に対し、給与増額の事業支援 定額500万円　10件程度

公益財団法人　ヤマト福祉財団 * 障がい者給料増額支援助成金（ステップアップ助成金） 2019/10/1 2019/11/30 障がい者の給与増額に努力し、全国平均以上の給料支給実績がある施設・事業に対
し、さらに多くの給料を支払うための事業資金

上限200万円　20件程度

公益財団法人　日母おぎゃー献金基金 施設助成金 2020/8/1 2020/11/30
心身障がい児施設等を設置・運営する社会福祉法人等へ建物等の施設整備費や備品
等の購入に対する助成と心身障がいの予防、療育等に関する研究に対し次のとおり助
成を行う。

一品目　上限300万円

公益財団法人　日母おぎゃー献金基金 什器・備品等助成金 2020/8/1 2020/11/30
心身障がい児施設等を設置・運営する社会福祉法人等へ建物等の施設整備費や備品
等の購入に対する助成と心身障がいの予防、療育等に関する研究に対し次のとおり助
成を行う。

一品目　上限50万円

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_01_02.pdf
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2020/00_honsha/0831_01_02.pdf
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http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/index.html
http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/index.html
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公益財団法人　日母おぎゃー献金基金 研究助成金 2020/8/1 2020/11/30 心身障がいの予防、療育等に関する研究 上限150万円

12 独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金(はじめる助成) 2019/11/5 2019/12/3
地域活動の種を育て、地域に根付いた活動を中心に、地域からの環境保全のボトム
アップの充実を目指す支援制度

50万円～300万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金(つづける助成) 2019/11/5 2019/12/3
地域に根ざすことなどを目指して始めた活動が、継続し、持続的な活動へと定着するこ
とを支援する制度

50万円～300万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金(ひろげる助成) 2019/11/5 2019/12/3
課題解決能力等に磨きをかけ、より効果的な活動の展開を実現し団体組織のステップ
アップを目指す支援制度

200万円～800万円
（案件により200万円～600万円）

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金（フロントランナー助成） 2019/11/5 2019/12/3
日本の環境NGO・NPOが中心となり、市民社会に新たなモデルや制度を生み出すため
の支援制度

600万円～1,200万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金（プラットフォーム助成） 2019/11/5 2019/12/3
日本の環境NGO・NPOが他のNGO・NPO などと横断的に協働・連携し特定の環境課題
解決のために大きな役割を果たすことを目指す支援制度

200万円～800万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金(復興支援助成) 2019/11/5 2019/12/3
東日本大震災及び熊本地震の被災地域における環境保全を通じて、これら地域の復興
に貢献しようとする活動への支援制度

100万円～500万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金（特別助成） 2019/11/5 2019/12/3
東京2020大会の開催に向け、環境面でのレガシー、市民参加による環境保全のムーブ
メントの創出を目指す支援制度

200万円～600万円

独立行政法人　環境再生保全機構 * 地球環境基金（LOVE　BLUE助成）<地球環境基金企業協働プロジェクト> 2019/11/5 2019/12/3
（一社）日本釣用品工業会からの寄附を原資とした水辺の環境保全を目的とした企業協
働プロジェクト

継続分を含む寄附総額の範囲内
総額1,350万円

一般財団法人　ゆうちょ財団 * 金融相談等活動助成事業 2019/12/9
高齢者、大規模災害の被災者、障がいのある人等を対象とした金融相談及び金融教育
等

一活動あたり60万円限度
イベントは上限10万円

公益財団法人　日本社会福祉弘済会 * 社会福祉助成事業(研修事業） 2019/11/1 2019/12/15
・福祉施設職員の方などを対象としたケース
・地域住民の方などを対象としたケース
・講師謝金、交通費、宿泊費、会場費、報告書作成費

１件（１団体）あたり　上限50万円
（助成対象項目の80%以内かつ50万円以内）
研究事業と合わせて総額2,000万円

公益財団法人　日本社会福祉弘済会 * 社会福祉助成事業(研究事業） 2019/11/1 2019/12/15

・福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある事業の実践を通して行われる
　研究事業
・社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方法や体系、また就労、福利厚生
　などをテーマとする調査研究事業
・研究事業費、調査経費、謝金、原稿料、報告書作成費

１件（１団体）あたり　上限50万円
（助成対象項目の80%以内かつ50万円以内）
研修事業と合わせて総額2,000万円

公益財団法人　ベネッセこども基金 * 台風 19 号で被災した子どもの学びや育ちの支援活動助成 2019/10/12 2019/12/18 令和元年台風 19 号で被災した地域で、学びや育ちに困難を抱える子どもたちを、その
支援活動に取り組む団体

１件あたりの助成額５０万円程度

公益財団法人　ヨネックススポーツ振興財団 * 助成金（前期） 2019/12/20 青少年スポーツの振興に関する事業を積極的に行い、奨励しまたは自ら行い、
かつその活動を３年以上継続して実施している団体

指定期間内に予定する一つの事業予算の1/2
で上限100万円以内

アステラス製薬株式会社 * アステラス・スターライトパートナー患者会助成 2019/10/1 2019/12/23
・社会に向けた疾患啓発・医療関連情報などを発信するイベントもしくは事業
・主に会員向けに疾患・医療知識習得を目的に行うイベントもしくは事業、
　会の人材育成を目的とした活動

総額1,000万円

1 公益財団法人　自然保護助成基金 第５期協力型助成（学協会助成） 2019/12/3 2020/1/7 日本国内の学協会における、自然保護問題に取り組んでいる専門委員会、
ワーキンググループによる活動

1件あたり上限100万円/年

公益財団法人　自然保護助成基金 第5期協力型助成（国際NGO助成） 2019/12/3 2020/1/7 海外の地域において、住民や行政組織、民間企業、科学者等と接点を持つNGO団体の
自然保護活動

目安100万円／年規模

公益財団法人　自然保護助成基金 第5期協力型助成（国際的プログラム） 2019/12/3 2020/1/7
世界自然遺産、ユネスコエコパーク、世界／日本ジオパーク、ラムサール条約登録
湿地、世界／日本農業遺産など、国際的プログラムの登録地、認定・認証箇所に
おいて登録、認定、認証を目指している団体

1件あたり上限100万円/年

公益財団法人　ベネッセこども基金 2019年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成 2020/1/7 経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの支援活動 総額2,000万円以内

公益財団法人　パブリックリソース財団/キヤノンマーケティングジャパン
株式会社/公益財団法人日本自然保護協会

未来につなぐふるさと基金 2019/11/1 2020/1/10
・生物多様性の保全
・プログラム参加者に向けた啓発
・社会に向けた啓発

1団体あたり総額900万円以内
（最大3年）
年間上限50万円

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団 2020年度音楽活動・国際交流・研究等への助成 2020/1/10

・公演活動助成
・講演会助成
・調査・研究助成
・国際交流助成

１件あたり10万～200万円程度

中小企業庁 持続化給付金 2020/5/1 2021/1/15 感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えし、再
起の糧としていただくため事業全般に広く使える給付金を支給します。

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし昨年1年間の売上からの減少分を上限と
します。

特定非営利活動法人　アジア・コミュニティ・センター21 公益信託　今井記念海外協力基金（国際協力NGO助成対象事業） 2020/1/16 開発途上国における教育、医療等の分野における協力及び災害等による被災者の救
済並びに開発途上国の経済社会の発展

1件あたり50～100万円程度
総額650万円程度

社団福祉法人　中央共同募金会 * 赤い羽根福祉基金 2018/12/3 2019/1/17

生活課題や福祉課題の解決に向けて取り組む事業
・支援事業・活動
・活動の基盤づくり、ネットワークづくり
・調査・研究事業

 年間助成上限額1,000万円

公益財団法人　洲崎福祉財団 継続助成 2020/1/18 障害児･者のQOL向上に寄与する事業
1件あたりの上限額1,000万円
（最長3年）
総額3,000万円

http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html
http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html
http://www.astellas.com/jp/csr/social/patient/koubo.html
http://www.pronaturajapan.com/announce/collaboration5
http://www.pronaturajapan.com/announce/collaboration5
http://www.pronaturajapan.com/announce/collaboration5
https://benesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/
http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_03/
http://www.public.or.jp/PRF/fund/fund_03/
http://www.kakehashi-foundation.jp/activity/support/2020_require_grant/
http://www.imai-kikin.com/guideline.html
http://www.akaihane.or.jp/hukushikikin/index.html
http://www.swf.or.jp/josei/josei_top.html
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公益財団法人　日韓文化交流基金 2019年度日韓文化交流基金人物交流助成 2020/1/6 2020/1/24

日韓の相互理解を目的とした、
・ワークショップ、ディスカッション、フィールドワークなど参加者の能動的な参与を求める
　プログラム
・ホームステイ、ホームビジットを取り入れたプログラム
・事業の成果が社会に広くアピールされ、より多くの人々にインパクトをもたらすことが期待
　できるプログラム

最大50万円（事業経費総額の50％以内）

公益財団法人　三菱UFJ国際財団 公益財団法人三菱UFJ国際財団2020年度公募助成 2019/12/16 2020/1/31 日本の団体と海外の団体の直接的会合を含む国際交流事業
一般団体：上限50万円
学生団体：上限30万円

公益財団法人　明治安田クオリティオブライフ文化財団 明治安田クオリティオブライフ文化財団　地域の伝統文化助成 2020/1/31 ・地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動
・地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動

地域の民俗芸能：上限70万円
地域の民俗技術：上限40万円

日本コープ共済生活協同組合連合会 CO・OP共済　地域ささえあい助成 2020/1/7 2020/1/31

生活協同組合とＮＰＯ・ボランティア団体等が協同した取り組み
・くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する
・命を守り、その人らしい生き方ができるようにする
・女性と子どもが生き生きする

1事業あたり最大100万円
総額2,500万円

2 公益財団法人　つなぐいのち基金 つなぐ助成 2019/12/15 2020/2/16 社会的ハンディキャップを抱える子どもたちを支援する団体や事業プロジェクト
1団体10～50万円
継続助成と合わせて総額150万円

公益財団法人　つなぐいのち基金 継続助成 2019/12/15 2020/2/16 社会的ハンディキャップを抱える子どもたちを支援する団体や事業プロジェクト
1団体60～120万円
つなぐ助成と合わせて総額150万円

真如苑 自立援助ホーム支援助成 2020/2/3 2020/2/17 全国で事業を進める児童福祉法に定める児童自立生活援助事業として運営される「自
立援助 ホーム」

1件あたり上限50万円

公益財団法人　ノエビアグリーン財団 助成事業(個人） 2020/2/28 将来、世界大会やオリンピック、パラリンピック出場等を目指すアマチュアスポーツ選手
（18歳以下）

1件あたり上限300万円

公益財団法人　ノエビアグリーン財団 助成事業(団体） 2020/2/28 児童、青少年の健全育成の向上を目的とした体験活動、およびスポーツの振興に関する事
業

1件あたり上限300万円

公益財団法人　北海道環境財団 2020年「北海道e-水プロジェクト」助成事業 2020/1/14 2020/2/28
（18時必着）

 団体の場合
  北海道内の水辺の環境保全のための事業実施が可能な非営利の団体であること。
  規約及び構成員名簿を有していること。
流域ネットワークの場合
  北海道内の水辺の環境保全のための事業実施が可能な、活動流域を同じくする２つ
以上の関係者（自然保護団体、NPO、農協、漁協、観光協会、学校、町内会、行政など）
で構成  されている、非営利のネットワーク等で あること
  規約及び構成団体の名簿を有していること。

助成総額700万円
上限200万円コース8件程度
上限10万円コース（200万円コースを含めた助
成総額の範囲内で採択数を決定）

一般財団法人　冠婚葬祭文化振興財団 社会貢献基金助成 2019/10/1 2020/2/29 研究助成、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、地域つながり（新
設）、冠婚葬祭継承（新設）の各事業

1件上限200万円（研究助成は100万円）
総額1,000万円目途

公益財団法人　杉浦記念財団 第9回（研究）杉浦地域医療振興助成 2020/1/1 2020/2/29 「地域包括ケア」「健康寿命の延伸」に関する研究
1件300万円限度
総額1,500万円

公益財団法人　杉浦記念財団 第9回（活動）杉浦地域医療振興助成 2020/1/1 2020/2/29 「地域包括ケア」「健康寿命の延伸」に関する市民参加型の活動
1件50万円限度
総額500万円

読売新聞社 読売あをによし賞 2020/2/29 かけがえのない文化遺産を最前線で守り伝える個人・団体の取り組みを表彰
・読売あをによし賞　賞金300万円と記念品
・奨励賞　賞金100万円
・特別賞　記念品

3 公益財団法人　秋山記念生命科学振興財団 2020年度ネットワーク形成事業助成A “地域をつなぐ”プロジェクト 2020/2/1 2020/3/6 共通テーマ「生命科学（いのち）」(人、環境、動・植物、食、エネルギー、歴史・文化、地域
社会、一次産業等）

１件上限100万円（2件採択予定）

公益財団法人　秋山記念生命科学振興財団 * 2020年度ネットワーク形成事業助成B “いのちをつなぐ”プロジェクト 2019/2/1 2019/3/8
共通テーマを「いのちをつなぐ」とし、対象分野：1.循環型地域社会　2.小規模再生可能エ
ネルギー　3.食といのち　4.一次産業・地域産業　5.コミュニティー再生、6.平和、7.人権、
8.その他

１件上限50万円（2件採択予定）

一般財団法人　前田一歩園財団 自然環境保全活動助成金 2020/1/14 2020/3/13
①自然環境の保全とその適正な利用に関する活動
②自然環境の保全とその適正な利用に関する調査研究
③上記①②に基づいた普及啓発用の報告書または成果物の刊行

1件100万円以下　総額500万円

株式会社　伊藤組 伊藤組１００年記念基金 2020/2/1 2020/3/15

・児童・青少年の健全育成、生涯学習等に関するもの
・自然科学、人文科学、社会科学における研究者の育成、学術研究の振興発展に
関するもの
・文化の保存、振興、交流や芸術の振興と普及向上に関するもの
・産・学協同による研究開発等産業の振興、技術の開発に関するもの
・社会問題の発見と解決、豊かな人間社会の構築、生活の向上改善、自然や生活環境
に関するもの
・健康増進と体力向上、スポーツの振興発展、スポーツ科学や人材育成に関するもの
・上記の分野にかかわる国際交流事業(活動)

事業内容により変動
過年度実績：1件あたり5万円～14万円弱

公益社団法人　国土緑化推進機構 緑の募金事業(一般公募事業) 2020/2/1 2020/3/15 国内または海外で行う森林整備及び緑化推進活動
一事業につき200万円　　(国際緑化は300万
円)

公益社団法人　国土緑化推進機構 緑の募金事業(特定公募事業：国民参加による災害に強い森林づくり事業) 2020/2/1 2020/3/15
「国民参加の森林づくり」運動の継続的・自立的な担い手の育成を目指したモデル事
業、都市におけるボランティア団体等が山村地域の自治体・住民と協働で企画・実施す
る森林整備・交流を推進する事業を募集します。

一事業につき300万円

公益社団法人　国土緑化推進機構 緑の募金事業(都道府県緑推推薦事業：子どもたちの未来の森づくり事業) 2020/2/1 2020/3/15
未来の子どもたちに豊かな国土を引き継ぐために、小・中学生の「森の学び」を支援する
とともに、森林環境教育のフィールドとしての地域のシンボルとなる森づくりの取組を進
める事業

1事業当たり上限額100万円

公益社団法人　国土緑化推進機構 令和2年度緑と水の森林ファンド 2020/2/1 2020/3/15

普及啓発：森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための普及啓発活動
調査研究：地域材の利用・山村資源の有効活用や森林の公益的機能の増進に係る調
研究
活動基盤の整備：森林づくり活動を通した農山村と都市住民等との交流促進
国際交流：国内で開催される森林に関する国際会議への支援、海外情報の収集

団体100万円　個人70万円

https://www.jkcf.or.jp/projects/category/josei/
http://www.mitsubishi-ufj-foundation.jp/
https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp/
http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2018.html
http://shinjo-project.jp/koubo/jiritsu.html
http://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/index.htm
http://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/index.htm
http://www.heco-spc.or.jp/emizu/news/jyoseibosyu_2020.html
http://www.ceremony-culture.jp/social/fund/
http://www.akiyama-foundation.org/grants/grants_06
http://www.akiyama-foundation.org/grants/grants_07
http://www.ippoen.or.jp/download.html
http://www.itogumi.jp/kikin
http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support
http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support
http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support
http://www.green.or.jp/news/fund2020_recruitment/
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公益財団法人　木口福祉財団 * 地域福祉振興助成 2018/2/13 2018/3/13 市民参加型福祉の促進と地域振興活動 1件あたりの上限額100万円

NHK厚生文化事業団 * わかば基金（支援金部門） 2019/2/1 2019/3/29 国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、この支援金でより活動を広げたいと
いうグループ

１グループ最高100万円　10グループ程度

NHK厚生文化事業団 * わかば基金（リサイクルパソコン部門） 2019/2/1 2019/3/29 パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、台数を増やすことで、より
高齢者や障害者に役立ち、活動の充実を図れるブループ

パソコン1グループ3台まで　総数50台ほど

NHK厚生文化事業団 * わかば基金(災害復興支援部門） 2019/2/1 2019/3/29 東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた被災地に活動拠点があり、その地域で復
旧活動を行っているグループ

1グループ最高100万円　5グループ程度

公益信託　アドラ国際援助基金 公益信託　アドラ国際援助基金2020年度助成 2020/3/31 開発途上国において援助団体等が行う国民の生活水準の向上に資するための事業 総額100万円程度  3件程度

日本労働組合総連合会 「連合・愛のカンパ」　中央助成 2020/1/1 2020/3/31 海外や国内で救援・支援活動に取り組んでいるNGO・NPO団体などの具体的事業・プロ
グラム

直接問合せ

日本労働組合総連合会 「連合・愛のカンパ」　地域助成 2020/1/1 2020/3/31
連合組合員およびその家族、あるいは退職者が、積極的に運営に参加している団体が
行う事業・プログラム、または地方連合会が日常的な活動で連携している団体が行う事
業・プログラム

直接問合せ

公益財団法人　区画整理促進機構 街なか再生助成金 2020/2/1 2020/3/31(コロナのた
め延期予定) 街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取組を行う民間団体を支援 未定

公益財団法人　ポーラ伝統文化振興財団 助成事業 2020/2/1 2020/3/31
日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸
能・行事の各分野で保存・伝承・振興活動および調査・研究活動において、有効な成果
が期待できる事業。

１件30万円～200万円程度

独立行政法人　国際交流基金 * 2020年度国際交流基金地球市民賞 2020/3/31
・文化芸術による地域づくりの推進
・多様な文化の共生の推進
・市民連携・国際相互理解の推進

賞状、副賞200万円　3件以内

NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド ドコモ市民活動団体助成(子どもの健全な育成を支援する活動） 2020/2/10 2020/3/31 子どもの健全な育成を支援する活動 上限額70万円　経済的困難を抱える子どもを
支援する活動と合わせて総額3,500万

NPO法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド ドコモ市民活動団体助成(経済的困難を抱える子どもを支援する活動） 2020/2/10 2020/3/31 経済的困難を抱える子どもを支援する活動
上限額100万円　子どもの健全な育成を支援す
る活動と合わせて総額3,500万

一般財団法人　砂防フロンティア整備推進機構 R02(2020)「砂防ボランティア基金」助成事業 2020/3/31 砂防ボランティア活動を実施する団体又は個人 直接問合せ

毎月月末 株式会社　ラッシュジャパン チャリティポット 不定期なので
事務局に確認

自然環境保護　動物の権利擁護　人権擁護・人道支援
東日本大震災被災者支援

10万～200万円

３ヵ月毎 特定非営利活動法人　ゆめ風基金 障害者市民防災活動 事業実施の
３ヶ月前に申請 障害者を対象とする防災活動 １事業１回上限10万円（助成額が100万円に達し次第、

その年度の申請を締め切る）

通年 特定非営利活動法人　チャリティ・プラットフォーム 社会変革事業助成プログラム 通年 社会変革・収益事業構築　事業の継続的運営 昨年度総支出額の10％が目安

公益財団法人　札幌国際プラザ 多文化共生事業助成 前月10日まで 多文化共生社会の推進 上限5万円

随時 公益財団法人　JKA 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援」 2020/5/11 2020年度内

『2020年度補助方針』における「緊急的な対応を必要とする事業」で定められた事業で、
かつ下記に該当する事業とする。
①新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止で命を支える支援・援護活動及び
啓発事業
②新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の支援・救援・救助のための物資
の整備事業
③新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の救援物資の購入、管理、輸送、
供与又は貸与に関する事業

総額：1億円（予定）
※補助率については、申請額が100万円以内
の場合は1/1（自己負担額なし）。
100万円を超える場合には、査定により、規定
に基づく金額（補助率：1/2～9/10）となる場合
があります。
いずれの場合も、申請時は補助率1/1で申請を
してください。

公益財団法人　さわやか福祉財団 地域助け合い基金 5/18 常時実施

活動の分野は、高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、外国人、ケア家族
の支援他、特定分野の制限はありません。ただし、日本国内の活動に限ります。１団体
で以下に記載する複数の活動をまとめて、あるいはその都度申請することが可能です。
活動を進めるために必要な、人、モノ、場所などにかかる費用を支援します。

コロナ禍により被った助け合い活動の被害額
の支援（上限20万円目安）
コロナ禍により生じた生活上の不便・不安を解
消するための助け合い活動（上限10万円）
地域の助け合いを維持・発展する活動（上限15
万円）

独立行政法人　国際交流基金 アジア・市民交流助成＜新型コロナウイルス対応 特別プログラム＞ 6/1

随時受付
10月中頃予定

対象期間
（/7/1～11/15）

日本及びASEAN10 か国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブ
ルネイ、 ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）の人々が主体となって実施される、
国境を越えた人の移動を伴わない共同事業。日本及び ASEAN10 か国が主対象で、日
本からの参加があれば、多国間の交 流事業でも対象となります。 特に、従来予定して
いた様々な交流事業（制作、イベント、研究交流など）の中止または延期を受け、 文化
／芸術関係者・アーティスト・知識人・国際交流実践者が企画する代替事業の応募を奨
励します。

【助成金総額】1 億円（予定） 【助成金上限】1
案件あたり原則200 万円

公益社団法人　日本フィランソロピー協会 JT SDGs 貢献プロジェクト ～包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて～ 通年

「格差是正」：人と人もしくは地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業
 「災害分野」：災害発生地域における支援及び将来の災害に備えた減災・防災につなが
る事業
 「環境保全」：様々な天然資源の維持につながる事業

1 法人 1 事業を対象とし、上限 200 万円

https://kiguchi.or.jp/
https://www.npwo.or.jp/
https://www.npwo.or.jp/
https://www.npwo.or.jp/
https://www.tsunasaga.jp/plaza/news/subsidy-info/017096.html
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/campa/
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/campa/
https://www.sokusin.or.jp/town/subsidy.html
http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html
https://www.jpf.go.jp/j/about/award/index.html
https://www.mcfund.or.jp/jyosei/
https://www.mcfund.or.jp/jyosei/
https://www.sff.or.jp/volunteerkikin/guide_r02/
http://www.lushjapan.com/ethical/charitybank/
https://yumekazek.com/fund/fund.html
https://www.bancho-npo-center.org/cn28/joseikin_4.html
http://plaza-sapporo.or.jp/citizen_j/subsidy/
https://www.keirin-autorace.or.jp/NEWS/20200508_02.html
https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1
https://www.philanthropy.or.jp/jt/doc/programme03.pdf


開始日 締切日
応募資格 助成金額月 助成団体名 助成金の名称・事業名等

募集時期

 

融資団体名 融資の名称・事業名等 応募資格 融資金額

日本政策金融公庫 ソーシャルビジネス支援基金 通年 社会的課題の解決を目的とする事業に設備資金・運転資金を融資 7,200万円(うち運転資金4,800万円)

ＮＰＯ事業サポートローン 通年 北海道内に主たる事務所を有するＮＰＯ法人に
運転資金（短期）・設備資金（長期）を融資

無担保（500万円以内）
有担保（運転資金　500万円以内
設備資金　5,000万円以内）

北海道労働金庫 さっぽろ元気ＮＰＯサポートローン（札幌市提携） 通年 札幌市に主たる事務所があり、法人格を有する法人格及び3年以上の活動実績を有す
る市民団体に融資

無担保（運転資金　500万円以内
設備資金　500万円以内）
有担保（運転資金　500万円以内
設備資金　5,000万円以内

令和2年9月27日

助成団体名に * マークがついている助成金は前年度実施され、今年度分については更新日現在、未確定のものです。参考情報としてご覧ください。

取扱期間

融資

北海道労働金庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/socialbusiness.html
https://www.rokin-hokkaido.or.jp/borrow/fukushi_npo.php
https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/loan/l01_top.html
https://www.rokin-hokkaido.or.jp/borrow/fukushi_npo.php

