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掲載号数 タイトル・内容 助成金額 応募締切 問合せ先 URL

新着

社会福祉法人中央共同募金会
災害ボラサボ・8月九州豪雨（8月九州豪雨
災害に伴うボランティア・NPO活動サポー
ト募金）助成事業
　全国の皆さまからの募金を原資とした、第１回目の
助成です。
　第１回は活動期間30日以内の短期活動（①緊急援助
活動②生活支援活動）に対して助成を行うこととして
おり、既に終了した活動もさかのぼって応募可能で
す。「支える人を支える」活動支援金を有意義に活用
いただける、ボランティアグループ、NPO等の皆様の
ための助成です。

１団体
１件まで
50万円以

内

10/9
(水)
必着

社会福祉法人中央共同募金会
基金事業部（「災害ボラサ
ポ・8月九州豪雨」担当）
〒100-0013
東京都千代田区霞が関３―3―
2　新霞が関ビル５階
TEL:03-3501-9112（ボラ
サポ専用ダイヤル）
※受付時間9:30～12:00
13:00～17:30　月～金曜日
（祝祭日をのぞく）
FAX:03-3581-5755

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

新着

日本郵政グループ
2020年度年賀寄付金配分団体の公募
　寄附金付年賀葉書による年賀寄付金助成です。
　寄附金は、総務大臣の許可を経て、「お年玉付郵便
葉書等に関する法律」（昭和24年法律第224号）に定
められた10の事業（（1）社会福祉の増進を目的とす
る事業（2）風水害、震災等非常災害による被災者の救
助又はこれらの災害の予防を行う事業等））を行う全
国各地の多くの団体に配分され、地域および社会の発
展、環境保全に大きく貢献しています。

1件
500万円
（上限）

11/8
（金）

（当日）

日本郵便株式会社　総務部内
年賀寄付金事務局
〒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/

新着

公益財団法人キリン福祉財団
令和２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～
　障がい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、地域における障がい児・者、高
齢者、子ども等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。

1件
（一団
体）

上限額
30万円
（プログ
ラム助成

総額
4,700万

円）

10/31
（木）

（当日消
印有効）

公益財団法人キリン福祉財団
令和2年度「キリン・地域のち
から応援事業」事務局（北
村・小松代　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

https://ww
w.kirinholdi
ngs.co.jp/fo
undation/

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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新着

公益財団法人キリン福祉財団
令和2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～
　障がい者福祉分野、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。

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
（木）

（当日消
印有効）

公益財団法人キリン福祉財団
令和2年度「キリン・福祉のち
から開拓事業」事務局（北
村・小松代　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

https://ww
w.kirinholdi
ngs.co.jp/fo
undation/

新着

公益財団法人日本科学協会
2020年度若手の研究を支援する笹川科学研
究助成
　笹川科学研究助成は、課題の設定が独創性・萌芽性
をもつ研究、発想や着眼点が従来にない新規性をもつ
若手の研究の支援のための助成です。

①学術研究部門
　人文・社会科学および自然科学（数物・工学、化
学、生物、複合、ただし医学を除く）に関する研究を
対象とします。その中でも『海に関する研究』は、重
点テーマとして支援します。
　

②実践研究部門
Ａ　教員・NPO職員等が行う問題解決型研究
　学校、NPＯなどに所属している方が、その活動にお
いて直面している社会的諸問題の解決に向けて行う実
践的な研究を求めます。

Ｂ　学芸員・司書等が行う調査・研究
　学芸員・司書等が博物館や図書館等の生涯学習施設
の活性化に資する調査・研究を求めます。また、所属
機関とは別の機関や、大学、自治体などの異分野の機
関・施設と連携した研究も歓迎します。

①
１件
上限

100万円

②
1件
上限

50万円

10/16
（水）

23：59
まで

公益財団法人日本科学協会
笹川科学研究助成係
〒107-0052
東京都港区赤坂1丁目2番2号
日本財団ビル５Ｆ
TEL:03-6229-5365

申請は電子申請で受付されて
います。電子申請を行う際
は、ＨＰログインページから
お願いします。
（ユーザ登録のみ受付中）

https://ww
w.jss.or.jp/i
kusei/sasa
kawa/

新着

こくみん共済coop＜全労済＞
地域貢献助成事業2019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します。

1団体
1事業のみ

上限額
30万円
（助成総
額2,000
万円（予
定））

10/10
（木）

（当日消
印有効）

こくみん共済coop ブランド
戦略部内　地域貢献助成事業
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
を除く）

https://ww
w.zenrosai.
coop/zenro
sai/csr/jos
eijigyou.htm
l

№12

公益財団法人日工組社会安全研究財団
　犯罪と関わりなく安全かつ安心して生活できる社会
の実現を目指した諸活動（犯罪 の予防活動を中心に少
年非行防止、被害者支援等）に対して助成いたしま
す。

(1)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。

 (2)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。

(1)
１件

300万円
以内

(2)
1件

100万円
以内

10/15
（火）

（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
TEL:03-3219-5177
FAX:03-3219-2338

https://ww
w.syaanken.
or.jp/?p=10
857
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№12

公益財団法人住友生命健康財団
2019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】
　コミュニティスポーツを楽しむ文化が暮らしの中に
根づき、じっくりと実を結んでいくような取り組みを
応援するための助成です。

【第1種助成】
　特定の地域を拠点としての独自のコミュニティス
ポーツに取り組むもの

【第２種助成】
　地域や分野の異なる複数の団体が協力してチームを
つくりコミュニティスポーツの発展と普及に取り組む
もの

【第1種助
成】
１件

50万円以
下

【第２種
助成】
１件

200万円
以下

10/4
（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/

№12

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団
2019年度　社会福祉事業　NPO基盤強化
資金助成　認定NPO法人取得資金助成
　「社会福祉分野で活動し、認定NPO法人の取得を計
画している特定非営利活動法人を対象にした助成で
す。

１団体
30万円
（総額
450万
円）

10/11
（金）

（17時）

公益財団法人損保ジャパン日
本興亜福祉財団
〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
TEL:03-3349-9570
FAX:03-5322-5257

https://ww
w.sjnkwf.org
/

№11

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
　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に取組んでいる団体に対する助
成です。

１団体
各年

50万円

（2年間助
成）

（総額
2,000万

円）

10/14
（月）
（消印
有効）

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」事務局
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-
2-4　田村ビル2階
TEL:03-5216-7191
FAX:03-5216-7195

https://urb
angreen.or.j
p
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