
NEW
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っているNPO等
  (1)事業A 上限300万円
  (2)事業B(少額支援枠)
　　30万円又は100万円

2020/10/2

NEW
三谷市民文化振興財団助成

〇ボランティア活動
　①青少年ボランティア活動
　②女性ボランティア活動
　③その他ボランティア活動
〇スポーツ活動
　①児童青少年の健全育成のためのスポーツ活動
　②その他のスポーツ活動
〇市民文化活動
　①地域に密着した諸市民文化活動への助成

20～30万円
2020/10/1～

11/30

NEW
2021年度日本郵便年賀寄付金配分団体

ア　一般枠
　(ア)活動・一般プログラム
　(イ)活動・チャレンジプログラム
　(ウ)施設改修
　(エ)機器購入
　(オ)車両購入
イ　特別枠
　(ア)東日本大震災、平成30年7月豪雨、令和元年台風19号および令和2年7月豪雨の被
災者
　　 救助・予防(復興)
　(イ)新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止

上限　500万円
活動・チャレンジプログラムのみ

　　　　　　50万円
2020/11/6

Jcoin基金第3回公募

①医療機関・医療関係者への支援
②子ども、生活困窮者、障害者等の社会的弱者への支援
③生活困窮し学業の継続に困難をきたしている高校生・大学生・短大生・専門学校生への
支援
④地域社会、地域活性化への支援

上限　100万円
※①に限り上限500万円

（80団体程度）
2020/9/29

ソーシャル・ジャスティス基金
『見逃されがちだが、大切な問題に対する取り組み』を対象としたアドボカシー(社会提
案・政策提言)活動

上限　100万円
（総額　300万円） 2020/9/25

第18回読売福祉文化賞

①【一般部門】　福祉全般を対象

②【高齢者福祉部門】　高齢者を支援する活動を対象
100万円

（①②部門とも3件） 2020/9/30

TOYO TIREグループ環境保護基金
里山・森林・緑化整備運動や生態系保護活動、リサイクル活動など、環境保護活動を行う
非営利団体

上限　150万円 2020/9/30

公益推進協会For Children基金2020年
度助成

難病の子どもたちとその家族に対して、社会医学的な実践、セルフヘルプ活動、またはボ
ランティア活動を進めている団体

上限　100万円
（3～5件程度） 2020/9/30

正力厚生会2021年度助成
国内で活動するがん患者会、がん患者やその家族を支援するグループ(医療機関内の患者
会等を含む)など。法人格不問。

 上限　50万円 2020/10/2

国民共済COOP〈全労済〉「地域貢献助
成」2020年

防災・減災活動、環境保全活動、子どもの健全育成活動について、地域で活動している市
民団体等を支援。

上限　30万円
（総額　2,000万円） 2020/10/6

SOMPO福祉財団2020年度助成金

①【組織及び事業活動の強化資金助成】
　社会福祉に関する活動を行うNPO法人と社会福祉法人

②【認定NPO法人取得資金助成】
　社会福祉に関する活動を行う団体のうち認定NPO法人の取得を目指す団体

① 上限　70万円
（15団体程度）

② 上限　30万円
（15団体程度）

2020/10/9

令和2年度NHK歳末たすけあい

NHK歳末たすけあいの募金実績を基に他の補助金と重複のない事業
(1)歳末ふれあい事業
(2)地域福祉事業
(3)地域福祉備品

上限　50万円 2020/10/15

北陸労働金庫2020年度NPO助成金制度
北陸3県内に主たる事務所を有しているNPO法人、任意団体(NPO団体、ボランティア団
体等)で、北陸3県内でも活動であること等。

上限　30万円
（総額　300万円） 2020/10/31

全国税理士共栄会文化財団2020年度
(第30期）助成

地域文化の活動に努力している個人または団体
・芸術活動分野・伝統芸能分野、伝統工芸技術分野、食文化分野

上限　50万円 2020/10/31

日本河川協会第23回日本水大賞
水循環系の健全化や水災害に関する安全性の向上に寄与すると考えられる活動で、水防
災・水資源・水環境・水文化・復興の各分野における諸活動に対する表彰

・大賞　200万円
・大臣賞　50万円
・市民活動賞　30万円
・国際貢献賞　30万円
・未来開拓賞　10万円
・審査部会特別賞　10万円

2020/10/31
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助成金名(助成機関名) 助成対象 助成金額(上限額) 募集締切

202年度重い病気を抱える子どもの学び
支援活動助成

重い病気により長期入院や長期療養をしている子どもの意欲を高め、学びに取り組む手助
けとなる事業

総額　1,000万円 2020/9/25

2020年4スミセイコミュニティスポーツ推
進助成プログラム

【一般】
地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ

【特定】
心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な状況にある人と共に楽しめるコミュ
ニティスポーツ

①チャレンジコース
上限　50万円

(1年間分・15件程度)

②アドバンコース
上限　300万円

(2年間分・5件程度)

2020/9/25

公園・夢プラン大賞2020

①｢実現した夢｣部門
　公園で行われ、皆さんの｢夢の実現｣となった素敵なイベントや活動を募集

②｢やりたい夢｣部門
　公園で｢やってみたい｣｢できたらいいな｣という楽しいイベントや活動のアイデアを募集

　最優秀賞、優秀賞、入選
　の各賞ごとに、
　①賞状＋副賞
　(10・5・1万ギフト券)
　②賞状＋副賞
　(5・3・1万ギフト券）

2020/9/30

第14回かめのり賞

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材育成
に草の根で貢献し、今後の活動が期待される個人または団体を顕彰
【草の根部門】
【人材育成部門】

・かめのり大賞
　部門ごとに
　　　　　盾＋100万円
・かめのりさきがけ賞
　　　　　盾＋100万円

2020/9/30

テルモ生命科学振興財団2020年度医療
貢献活動助成

国内における疾病・医療に関する普及啓発などの社会貢献活動、開発途上国における医
療・保健の水準向上を目的とした活動を行う団体

上限　100万円
15件程度

2020/9/30

程ヶ谷基金 2020年度男女共同参画社会
の推進及び少子化対策の為の継承事業

①論文部門　関連分野での若手研究者の論文（ジェンダー研究なども含む）

②活動部門　関連分野でのＮＰＯ等の活動報告（子育て支援関連なども含む）
　

顕彰金　最高50万円
（10件程度） 2020/9/30

敦賀市市民協働事業補助金
敦賀市のまちづくりのために事業を行う市民活動団体からの企画提案事業

上限　20万円
（補助対象経費の2/3以内） 2020/11/30

福井市環境型社会づくり支援事業補助
金

1.SDGsの視点を取り入れた、持続可能な地域づくり・社会づくりを目指す事業

2.福井市環境基本計画の推進に資する、様々な視点から環境を捉えた、福井市でのモデル
となる先進的な事業

上限　200万円
（補助対象経費の2/3以内）

3件程度

予算額に達した
時点で終了

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策
に対する支援

①新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止で命を支える支援・援護活動及び啓発
事業

②新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の支援・救護・救助のための物資の整
備事業

③新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止の救援物資の購入、管理、輸送、供与
又は貸与に関する事業

予定総額　1億円 2020年度内随時

日本メイスン財団助成事業

福祉、医療、教育、芸術など様々な分野で、社会的弱者及び障がい児(者)を対象に活動し
ている団体、法人に対し、機器、施設の改善、備品の購入など、活動に必要な資金を援
助。特に子どもを対象とする直接的支援プロジェクトを支援

当団体が承認した額 通　年

シニアチャレンジ応援事業

高齢者中心の5名以上のグループで、
(1)地域住民の生きがいや健康づくり、ボランティア等の地域貢献を目的とするもの
(2)子供等と交流することにより、地域が活性化するもの
(3)スポーツサークルの立ち上げや交流大会の企画により、運動の促進を図るもの

上限　20万円
（15団体）

随　時
（募集上限に達するまで）

ＪＴ　ＳＤＧｓ貢献プロジェクト
｢是正格差｣、｢災害分野｣、｢環境保全｣につながり、包摂的かつ持続可能な地域社会の発
展に貢献する事業

上限　200万円 通　年

ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター
「TechSoup Japan」

ＮＰＯ法人・公益法人・社会福祉法人への各種ソフトウェアの寄贈
ソフトウェアを市場価
格の4%～10%程度の

手数料で寄贈仲介
随　時
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