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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

アイシングループ
2020年度アイシングループNPO活動応援
基金
　この基金は、4県（愛知県、富山県、福井県、長野
県）でアイシングループが共感できる市民活動やボラ
ンティア活動を行っている団体に対し、基金による経
済的支援を通じ、社会課題解決と地域社会との信頼関
係を築いていく事を目的としています。

1団体
上限

長野県
10万円

10/26
（月）

（必着）

〒386-0027
上田市常磐城2-2-43
アート金属工業株式会社 経営管理部
総務室 内
アイシングループＮＰＯ活動応援基
金 長野県事務局（担当：嶌田・馬
場）
TEL:0268-22-3000
E-メール:
noriko-shimada@art-piston.co.jp
misato-baba@art-piston.co.jp

https://ww
w.aisin.co.jp
/news/topi
cs/

新着

社会福祉法人長野県共同募金会
赤い羽根子どもと家族の緊急支援全国キャン
ペーン（第３回）
日常生活に困難を抱える子どもと家族の支援
活動助成
　「困ったときはお互いさま 」の精神から始まった赤
い羽根共同募金では、「たくさんのつながり、支えが
ある社会」のために、日常生活に困難を抱える人たち
を支援する活動や、つながりをたやさない地域づくり
の活動に取り組む活動を応援するため、本助成を実施
します。
Ａ助成：支援活動をつづけるための応援助成
　コロナ禍において地域の団体活動の新たな立上げ、
再開、継続を応援する助成です。支援活動をたやさな
いための、「支える人を支える」助成です。

Ｂ助成：支援活動をひろげるための応援助成
　コロナ禍において市町村域を越えて関係団体等との
協働により取り組む支援活動、支援の仕組みづくりや
基盤整備の活動を応援する助成です。持続可能な支援
の輪を広げるための、「支える人を支える」助成で
す。

Ｃ助成：支援のしくみを創るための応援助成
　コロナ禍において関係団体等の協働による広域的な
支援のしくみづくりや基盤整備を応援する助成です。
新たなしくみを創るための「支える人を支える」助成
です。

Ａ助成
1団体

上限15万円
（30団体程

度）

Ｂ助成
1団体

上限30万円
 （5団体程

度）

Ｃ助成
1団体

上限50万円
（2団体程

度）

11/20
（金）

（必着）

社会福祉法人野県共同募金会
〒380-0871
長野県長野市西長野143-8
長野県自治会館内２階
TEL:026-234-6813
FAX:026-234-3024
E-メール:
nkyobo@akaihane-nagano.or.jp

https://ww
w.akaihane-
nagano.or.jp
/

新着

公益財団法人大阪コミュニティ財団
2021年度助成
　一般市民や企業等の社会貢献への志に裏打ちされ
た財産の拠出により多数の基金の設立を図り、学術
研究の振興、芸術文化の発展向上、環境の保護保
全、国際交流の推進、青少年の健全育成、社会教育
の充実、地域社会の活性化、社会福祉の増進など、
公益に資する事業をおこなう団体等への助成または
顕彰と、学生等への奨学金の支給をおこなう事業で
す。助成先は国内全域で、海外も可能です。

助成分野・
助成額の詳
細について
は、財団
HPをごら
んくださ

い。

11/27
（金）

（当日の
消印有
効）

公益財団法人大阪コミュニティ財団
〒540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋2－8
大阪商工会議所ビル5階
TEL:06-6944-6260
FAX:06-6944-6261
E-メール:
info@osaka-community.or.jp

http://www
.osaka-
community.
or.jp

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.aisin.co.jp/news/topics/
https://www.aisin.co.jp/news/topics/
https://www.aisin.co.jp/news/topics/
https://www.aisin.co.jp/news/topics/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
http://www.osaka-community.or.jp/
http://www.osaka-community.or.jp/
http://www.osaka-community.or.jp/
http://www.osaka-community.or.jp/
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新着

公益財団法人ヤマト福祉財団
2021年度ヤマト福祉財団助成金
　福祉施設・団体の方々へのお手伝いとして、障がい
のある方々の給料を増額するための新規事業の立上げ
や生産性向上に必要な設備や機器を購入する資金と、
障がいのある方々の福祉を増進するための事業や活動
の資金を助成します。
Ⅰ.障がい者給料増額支援助成金
　障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設
に対し、さらに多くの給料を支払うための事業の資金
として助成します。

Ⅱ.障がい者福祉助成金
　給料増額にはこだわらず、障がいのある方の幸せに
つながる事業・活動に対して助成します。

Ⅰ.
50万円～

上限500万
円

（30件程
度）

Ⅱ.
助成総額

1,000万円

11/30
（月）
（当日
消印有
効）

公益財団法人ヤマト福祉財団　助成
金事務局
〒104-0061
東京都中央区銀座2-12-18 ヤマト
銀座ビル7階
TEL:03-3248-0691
FAX:.03-3542-5165

https://ww
w.yamato-
fukushi.jp

№13

こくみん共済 coop ＜全労済＞
地域貢献助成2021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

№13

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

№13

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/

https://www.yamato-fukushi.jp/
https://www.yamato-fukushi.jp/
https://www.yamato-fukushi.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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№13

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

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/

№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/

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.sompo-wf.org/
https://www.sompo-wf.org/
https://www.sompo-wf.org/
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/

