
№17
令和２年(2020年）11月16日 現在

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会
「ゆたかな育ちと自立」応援助成事業
令和２年度「幼い子どものゆたかな育ち応援
助成」
　株式会社ジェイ・ストーム（レコード・映画制作
会社）からの寄付をもとに、社会的養護施設等（乳
児院、里親家庭、ファミリーホーム）で生活する児
童のゆたかな育ちと、社会に向けた自立への歩みを
応援することを目的として、子どもたち一人ひとり
が成長後、自らの生い立ちをたどることができ、自
らの糧として社会的養護施設等での育みをふりかえ
ることができるよう、七五三のお祝いの費用の一部
を助成すための事業です。

児童１名につ
き

上限
30,000円

12/25
（金）

（当日消
印有効）

社会福祉法人全国社会福祉協議会
児童福祉部
「ジェイ・ストーム助成事業」
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞
が関ビル
TEL:03-3581-6503

新着

社会福祉法人全国社会福祉協議会
「ゆたかな育ちと自立」応援助成事業
令和２年度「社会人一年生スタート応援助
成」
　株式会社ジェイ・ストーム（レコード・映画制作
会社）からの寄付をもとに、社会的養護施設（児童
養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム）で
生活する児童等のゆたかな育ちと、社会に向けた自
立への歩みを応援することを目的として、就職時の
各種資格等の取得にかかる費用の一部を助成するた
めの事業です。

【助成対象となる資格等】
①普通自動車運転免許
②就職時に有用となる各種資格
　簿記、パソコン操作技術、TOEIC、ホームヘル
パー等の資格

①
児童１名につ

き
上限

180,000円

②
児童１名につ

き
上限

180,000円

令和３年
1/31
（日）

（当日消
印有効）

【問合せ先】
社会福祉法人全国社会福祉協議会
児童福祉部
「ジェイ・ストーム助成事業」
〒100-8980
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞
が関ビル
TEL:03-3581-6503

【応募先】
《児童養護施設または母子生活支援
施設の場合》
上記問合せ先と同様

《自立援助ホームの場合》
自立援助ホーム　あすなろ荘（全国
自立援助ホーム協議会　事務局）
「社会人一年生スタート応援助成事
業」
〒204-0022　東京都清瀬市松山
3-12-14
TEL:042-492-4632

№16

社会福祉法人中央共同募金会

⾚い⽻根 新型コロナ感染下の福祉活動応援
全国キャンペーン
居場所を失った⼈への緊急活動応援助成
〜「たすけて」の声に寄りそうために〜
 第 2 回助成応募要項
　新型コロナウイルス感染症の影響により、孤立が加
速化し、居場所が失われた人や経済的困窮に陥った
人々に対する相談支援活動、生活支援活動、居場所支
援の活動、つながりをつくる活動などを行う非営利団
体に対しする助成です。

1事業
上限

300万円
（総額

6,000万円
予定）

11/20
（金）
必着

社会福祉法⼈ 中央共同募⾦会 基⾦
事業部
TEL:03-3581-3846
E-メール:
kikin-oubo2@c.akaihane.or.jp

https://ww
w.akaihane.
or.jp/news/
15232/

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.akaihane.or.jp/news/15232/
https://www.akaihane.or.jp/news/15232/
https://www.akaihane.or.jp/news/15232/
https://www.akaihane.or.jp/news/15232/
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№15

文化庁
令和３年度伝統文化親子教室事業
　文化庁では、次代を担う子供たちが親とともに、民
俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道、食
文化、囲碁、将棋などの伝統文化等に関する活動を計
画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組
に対して支援を行うことにより、伝統文化等の継承・
発展と、子供たちの豊かな人間性のかんよう（涵養）

に資することを目的として本事業を実施します。
　次の(1)、(2)の取組が対象になります。なお、応募
に当たってはどちらか一方、あるいは両方の取組
に応募することが可能です。

(1)伝統文化親子教室
(2)「放課後子供教室」と連携した取組

要望額は参加
人数（子供）
ごとに上限が
決まっていま

す。
（最大50万

円）

11/20
（金）
必着

【お問合せ先】
伝統文化親子教室事業 事務局
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神
谷町ビル11階（株式会社日本旅行
公務法人営業部内）
TEL:03-5402-6421
FAX:03-3437-3944
E-mail:
oyakokyoshitsu@nta.co.jp

対応時間:平日10:00〜17:00
（土日祝及び年末年始休み）

【提出先】
事業を実施する場所の市区町村教育
委員会の担当窓口。
※ 担当窓口については、各市区町村
教育委員会にお問い合わせくださ
い。
ただし、統括団体のみ、各構成団体
の書類を取りまとめた上、直接、伝
統文化親子教室事業事務局へ
提出してください。

http://www
.oyakokyos
hitsu.jp/

№15

公益財団法人車両競技公益資金記念財団
令和２年度第2回高齢者、障害者等の支援を
目的とするボランティア活動に対する助成
　高齢者・心身障害（児）者に対するボランティア活
動に直接必要な器材の購入経費を助成します。

1件
５万円を超え
る器材整備経
費の9/10以

内
（上限90万

円）

11/20
（金）

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

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

№15

公益財団法人さわやか福祉財団
2020（令和２）年度『連合・愛のカンパ』
助成
　地域の住民主体による生活支援等の助け合い団体立
ち上げや新規事業開始を支援するための助成です。

上限15万円
まで

（17 団体を
目途に助成）

11/30
（月）
必着

（郵送に
限りま
す）

公益財団法人さわやか福祉財団
〒105-0011
東京都港区芝公園２−６−８　日本女
子会館７階
TEL:03-5470-7751

https://ww
w.sawayaka
zaidan.or.jp
/news/post
-876/

№15

赤い羽根共同募金
県域社会福祉団体配分（令和３年度実施事
業）
　広域で社会福祉を目的とする事業及び公益を目的と
する事業を行う民間の非営利団体を支援します。

配分率は事業
費（対象経
費）の75％
以内、配分額
は1事業50

万円を限度と
します

11/30
（月）

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

www.akaiha
ne-
nagano.or.jp
/

http://www.oyakokyoshitsu.jp/
http://www.oyakokyoshitsu.jp/
http://www.oyakokyoshitsu.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.akaihane-nagano.or.jp/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/
http://www.akaihane-nagano.or.jp/
http://www.akaihane-nagano.or.jp/
http://www.akaihane-nagano.or.jp/
http://www.akaihane-nagano.or.jp/
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№14

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
/

№14

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

№14

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

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

