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掲載号数 タイトル・内容 助成内容 応募締切 お問合せ先・応募先 URL

新着

こくみん共済 coop ＜全労済＞
地域貢献助成2020年募集
　豊かで安心できる社会をめざして「防災・減災活
動」「環境保全活動」「子どもの健全育成活動」を重
点分野と位置づけ、積極的に地域社会へ貢献する活動
を展開しています。
　その一環として、「人と人とがささえあい、安心し
て暮らせる未来へ」をテーマに、これらの活動の輪を
広げて、安心のネットワークをひろげていく取り組み
を支援する助成です。

1団体
1事業のみ

上限額
30万円

（助成総額
2,000万円
（上限）予

定）

10/6
（火）
（当日

メール送
信・消印
有効）

こくみん共済  本部 地域貢献助成事
務局
〒151-8571
東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL:03-3299-0161
（平日10時～17時 土日祝除く）
Eメール:
90_shakaikouken@zenrosai.coo
p

https://ww
w.zenrosai.
coop/zenro
sai/csr/jos
ei

新着

公益財団法人日工組社会安全研究財団
2021年度安全事業募集
　人々が犯罪と関わりなく安全かつ安心して生活でき
る社会の実現を目指しています。そのため、同じ目的
を有する団体の活動を助成によって支援します。助成
は、犯罪の予防活動を中心に、少年非行防止・被害者
支援等の活動を対象とします。

Ⅰ.広域安全事業
　国内において複数の都道府県にわたって行われるも
の及び国際間で行われるものを対象とします。

Ⅱ.県域安全事業
　１つの都道府県の域内において、複数の市町村にわ
たって行われるものを対象とします。

Ⅰ.
１件

300万円以
内

Ⅱ.
1件

100万円以
内

10/15
（木）

（午後5時
必着）

公益財団法人日工組社会安全研究財
団事務局（安全事業助成募集係）
〒101-0047
東京都千代田区内神田1 丁目7 番8
号 大手町佐野ビル6 階

FAX:03-3219-2338
E-メール:
anzen21@syaanken.or.jp
（2020年９月１日から10月15日
までの期間限定アドレス）

https://ww
w.syaanken.
or.jp/?p=11
421

新着

公益財団法人キリン福祉財団
Ⅰ．令和３年度「キリン・地域のちから応援事業」公
募助成のご案内
～福祉向上で地域を元気にする活動を応援するプログ

ラム～
　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、
子どもなどの福祉向上に関わる、幅広いボランティア
活動を実施する団体に対しての助成です。
　災害の復興応援および防災や公衆衛生（新型コロナ
ウイ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。
　
Ⅱ．令和３年度「キリン・福祉のちから開拓事業」公

募助成
～全国や広域にまたがり長期的な視点で福祉の向上を

目指す団体を応援するプログラム～
　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団体に対す
る助成です。

Ⅰ.
1件

（一団体）
上限額
30万円

（プログラム
助成総額
4,700万

円）

Ⅱ.
1件

（一団体）
上限額

100万円
（プログラム

助成総額
500万円）

10/31
（土）

当日消印
有効

公益財団法人キリン福祉財団　令和
３年度「キリン･地域のちから応援
事業」事務局　北村・太田　宛
〒164-0001
東京都中野区中野四丁目１０番２号
中野セントラルパークサウス
Tel:03-6837-7013
Fax:03-5343-1093
Ｅメール:
fukushizaidan@kirin.co.jp

www.kirinho
ldings.co.jp/
foundation/

助成金情報 詳細は必ずホームページ等にて

ご確認ください。

社会福祉法人長野県社会福祉協議会

まちづくりボランティアセンター(長野市若里7-1-7)
TEL 026-226-1882 / FAX 026-228-0130
E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp

URL http://www.nsyakyo.or.jp/

https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei
https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei
https://www.syaanken.or.jp/?p=11421
https://www.syaanken.or.jp/?p=11421
https://www.syaanken.or.jp/?p=11421
https://www.syaanken.or.jp/?p=11421
http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/
http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/
http://www.kirinholdings.co.jp/foundation/
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新着

日本郵便株式会社
2021年度日本郵便年賀寄付金配分団体の公
募
　「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に基づい
て、日本郵便株式会社が、「寄附金付お年玉付郵便
葉書」及び「寄附金付お年玉付郵便切手」の寄附金
を、法律に定められている10の事業のいずれかの事
業を行う団体への助成です。

1件
上限

500万円

（活動・ﾁｬﾚﾝ
ｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは
50万円）

11/6
(金)

（当日消
印有効）

日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄
附金事務局
〒100-8792
東京都千代田区大手町二丁目3番1
号 大手町プレイスウエストタワー
TEL:03-3477-0567

https://ww
w.post.japa
npost.jp/kif
u/topics/r0
20831_01.ht
ml

№12

長野県男女共同参画センター“あいとぴあ”
令和２年度グループ企画協働事業募集
　男女共同参画 に関する具体的な課題解決に役立つイ
ンタ―ネット会議システム を活用した講座の企画・実
施を委託するグループ等を募集します。
 （新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、密
の状態となるイベントの開催を 避けるため今年度は講
座開催の要件を変更しました。）

開催講座のみ
に係る費用

9/30
（水）

（郵送の
場合は当
日消印有

効）

長野県男女共同参画センター“あい
とぴあ”
〒394-0081
岡谷市長地権現町四丁目11番51号
TEL:0266-22-5781
FAX:0266-22-5783
E-メール:
aitopia@pref.nagano.lg.jp
（原則として火曜日～土曜日の8時
30分～17時15分受付、祝日は除
く）

https://ww
w.pref.naga
no.lg.jp/aito
pia/

№12

子供の未来応援基金
第５回未来応援ネットワーク事業
　貧困の状況にある子ども等に寄り添って草の根で支
援を行なっているNPO等に対して支援を行い、社会全
体で子どもの貧困対策を進める環境を整備することを
目的とした事業です。事業A、事業B（少額支援枠）
があります。

事業A
上限

300万円

事業B
30万円又は
100万円

事業A.B

10/2
（金）
17時

メール必
着

独立行政法人福祉医療機構 NPOリ
ソースセンター
〒105-8486
東京都港区虎ノ門4丁目3番13号
ヒューリック神谷町ビル9階

TEL:03-3438-4756
FAX:03-3438-0218
月曜～金曜 AM9:00～PM5:00
（祝祭日除く）

　(つながりにくい場合は03-
3438-9942におかけください。)

https://ww
w.wam.go.jp
/hp/miraio
uen5th/

№12

公益財団法人SOMPO福祉財団
2020年度社会福祉事業―NPO基盤強化資
金助成―
　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Ｎ
ＰＯの支援、社会福祉の学術文献表彰、学術研究・文
化活動への助成です。
Ⅰ.組織および事業活動の強化資金助成（募集地域:東

日本地区）
　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。

Ⅱ.認定NPO法人取得資金助成（募集地域:全国）
　地域の中核となり、持続的に活動する質の高いＮＰ
Ｏ法人づくりを支援し、「認定ＮＰＯ法人」の取得に
必要な資金を助成。

Ⅰ.
1団体
上限

70万円
（総額

1,000万円
を予定）

Ⅱ.
1団体

30万円
（総額450

万円）

10/9
（金）
17時

公益財団法人ＳＯＭＰＯ福祉財団
〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL:03-3349-9570
FAX:03-5322-5257

申請方法：インターネット申請で
す。

https://ww
w.sompo-
wf.org/

https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r020831_01.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/
https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/
https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/
https://www.pref.nagano.lg.jp/aitopia/
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/
https://www.sompo-wf.org/
https://www.sompo-wf.org/
https://www.sompo-wf.org/
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№11

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【新規助成】
　地域において様々な人々が、楽しみながら参加・交
流し、スポーツを通じて一人ひとりの健やかな暮らし
の実現をめざす取り組みに対する助成です。

Ⅰ．チャレンジコース
　地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジ
と、その後の自立・発展をめざすもの。
　

Ⅱ．アドバンスコース
　地域におけるコミュニティスポーツの展開や、特定
の地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざす
もの。

Ⅰ
50万円以下
（１年間分）

15件程度

Ⅱ
１件

300万円以
下

（２年間合
計）

５件程度

9/25
（金）

（必着）

公益財団法人住友生命健康財団　事
務局
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4-41住友
生命四谷ビル６階
TEL:03-5925-8660
FAX:03-3352-2021

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

№9

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
①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への助成で
す。

②地震・豪雨・台風による大規模自然災害の被災者支
援活動への助成です。

１団体
上限

30万円
（総額

4,300万
円）

9/15
（火）

（当日消
印

有効）

公益財団法人大和証券福祉財団事務
局
〒104-0031
東京都中央区京橋1-2-1　大和八重
洲ビル
TEL:03-5555-4640
FAX:03-5202-2014
Eメール: fukushi@daiwa.co.jp

http://www
.daiwa-
grp.jp/dsf/i
ndex.html

№9

公益財団法人JKA
新型コロナウィルス感染症の拡大防止に対す
る支援
　競輪とオートレースの売上の一部から、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止策に取り組む事業や活動に
対する助成です。

申請上限なし
詳細はURL

をご覧くださ
い。

総額
1 億円

（予定）

2020年
度内で随
時募集

※
但し、申請
金額が、総
額（予定

額）に達し
た場合は、
募集を中止
することが
あります。

【お問合せ】
「競輪とオートレースの補助事業」
ホームページ内、お問い合わせ
フォームよりお問 い合わせくださ
い。

https://hojo.keirin-
autorace.or.jp/contact.html
 
 

【応募方法】
　「競輪とオートレースの補助事
業」ホームページからお申込みくだ
さい。

https://hoj
o.keirin-
autorace.or.
jp/

Ｒ1
№25

ＪＴ SDGs 貢献プロジェクト
～包括的かつ持続可能な地域社会の発展に向
けて～
　JTが社会貢献活動の重点課題として位置付けてい
る、「格差是正」、「災害分野」、「環境保全」に取
り組む様々な団体の事業を支援するための貢献プロ
ジェクトです。

1法人
1事業
上限

200万円

通年受付

JT SDGs貢献プロジェクト外部事
務局
 （公益社団法人日本フィランソロ
ピー協会内）
【お問合せ】
　HP上の「お問い合わせはこち
ら」から。

【応募方法】
　HP上の申請書を作成し、申請
フォームより応募。

https://ww
w.philanthro
py.or.jp/jt/

http://www.skzaidan.or.jp/
http://www.skzaidan.or.jp/
http://www.skzaidan.or.jp/
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
https://hojo.keirin-autorace.or.jp/
https://www.philanthropy.or.jp/jt/
https://www.philanthropy.or.jp/jt/
https://www.philanthropy.or.jp/jt/

