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掲載号数 タイトル・内容 助成金額 応募締切 お問合せ先・応募先 URL

新着

2020年富士フィルム・グリーンファンド
　身近な自然を守るために地域に根づいた活動をして
きた方、あるいは環境保全の研究を実際に進めてきた
方で、この助成によって大きな進展が望める活動や研
究を対象としています。

8件
総額

850万円
を予定

5/7
（木）

公益信託富士フィルム・グリーン
ファンド事務局
〒130-8606
東京都墨田区江東橋3-3-7
一般財団法人　自然環境研究セン
ター内
TEL:03-6659-6310（代表）
（平日10：00～17：00）
FAX:03-6659-6320

http://www
.jwrc.or.jp/s
ervice/shin
taku/fgf.ht
m

新着

令和2年度植山つる児童福祉研究奨励基金
　児童福祉の実践処遇の仕事に情熱をもやし、自らの
技術と専門性を高めるために積極的に研究活動に励む
保育士等職員の研究活動を奨励するために、研究費の
一部を助成するための奨励基金です。
①研究A（自主研究）
②研究B（専門研究）

①
１件

20万円以内

②
１件

100万円以
内

8/7
（金）

（必着）

植物つる児童福祉研究奨励基金運営
委員会
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞
が関ビル
社会福祉法人全国社会福祉協議会
児童福祉部内
TEL:03-3581-6503
FAX:03-3581-6509

https://ww
w.shakyo.or.
jp/

新着

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/

№24

一般財団法人　Future for Children
FELLOWS財団
2019年度　児童養護施設等助成金募集要項
　児童養護施設等が、入所者の教育環境の充実と、
学習環境に有用とされる設備等の購入及び活動に必
要な資金の全部又は一部を助成します。

１施設
上限

50万円

4/30
（木）

（期間内
に必着）

一般財団法人
Future for Children FELLOＷS財
団　事務局宛
〒151-0061
東京都渋谷区初台1-47-3　小田急
初台ビル７F
TEL:03-6276-1622
FAX:03-5304-2339
Eメール:info＠fcfzaidan.jp

https://ww
w.fcfzaidan.

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/ 
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№24

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」（令和２年度）
　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。
※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議会
の推薦が必要です。

1グループ
上限

10万円
（110グ

ループ予定）

5/22
（金）

（必着）

公益財団法人みずほ教育福祉財団
福祉事業部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-5
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574
Eメール:FJP36105@nifty.com

http://www
.mizuho-
ewf.or.jp/

№24

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」
（令和２年度）
　高齢者を対象とした福祉活動を支援するため、みず
ほフィナンシャルグループ役職員からの募金を主な原
資として、高齢者向けに配食サービスを行っている民
間団体に対し、配食用小型電気自動車（愛称：みずほ
号）の寄贈を行います。

※都道府県・指定都市または市区町村社会福祉協議
会、あるいは全国食支援活動協力会のいずれかよる推
薦が必要です。

10台
（10団体）

（予定）

6/5
（金）

（必着）

公益財団法人みずほ教育福祉財団
福祉事業部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-5
TEL:03-3596-4532
FAX:03-3596-3574
Eメール:FJP36105@nifty.com

http://www
.mizuho-
ewf.or.jp/

№24

ニッセイ財団
地域福祉チャレンジ活動助成-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-
　「超高齢・人口減少社会を活力あふれる社会へ」を
趣旨として、地域包括ケアシステム（地域での継続的
自立生活を支える）の推進、さらには地域の全ての
人々が、一人ひとりの暮らしと生きがいを、ともに創
り、高め合う社会の構築のため、地域包括ケアシステ
ムの展開、そして深化（高齢者を中心に全世代支援・
交流を志向）につながる活動へチャレンジするための
助成です。
　地域福祉チャレンジ活動助成のテーマには５つあり
ます（募集要項参照）。

1件
2年間最大
400万円
（1年最大
200万円）

5/31
（日）

（当日消
印有効）

公益財団法人日本生命財団　高齢社
会助成　事務局
〒541-0042
大阪市中央区今橋3-1-7　日本生命
今橋ビル4F
TEL:06-6204-4013
FAX:06-6204-0120

http://www
.nihonseime

i-
zaidan.or.jp
/kourei/ind
ex.html

№23

社会福祉法人NHK厚生文化事業団
第32回　地域福祉を支援する「わかば基
金」
　地域に根ざした福祉活動を福祉活動を展開している
グループが活動の幅を広げるための支援です。
　３つの方法で、ボランティアグループやNPOの活動
を応援します。
①支援金部門

②災害復興支援部門

③リサイクルパソコン部門

①
１グループ
100万円
（上限）

②
１グループ
100万円
（上限）

③
1グループ

ノートパソコ
ン

３台まで

3/31
（火）
必着

【郵送の
み】

社会福祉法人NHK厚生文化事業団
「わかば基金」係
〒150-0041
東京都渋谷区神南1-4-1
TEL:03-3476-5955
（平日10:00～18:00）
Eメール:info2@npwo.or.jp

https://ww
w.npwo.or.jp

№23

NPO法人モバイル・コミュニケーション・
ファンド（MCF）
2020年度（第18回）ドコモ市民活動団体
助成事業
　豊かで健全な社会の実現に向けて、全国の市民活
動を支援するため、次の二つの支援活動に対し助成
します。
　
①子どもの健全な育成を支援する活動。
②経済的困難を抱える子どもを支援する活動。

①
１団体
70万円

（上限額）

②
1団体

100万円
（上限額）

3/31
（火）

NPO法人　モバイル・コミュニケー
ション・ファンド事務局
〒100-6150　東京都千代田区永
田町2-11-1　山王パークタワー
41F
TEL:03-3509-7651
（平日10時～18時土日祝除く）
Eメール:nfo@mcfund.or.jp

http://www
.mcfund.or.j

p
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