
締切日時 ホームページ

助成金額 申請方法

対象活動 対象団体

令和2年9月11日(金）17：00まで

全国大賞（1件）　賞状及び賞金　50万円
優秀賞（5件程度）　賞状及び賞金　20万円

WEB

令和2年9月11日(金）当日消印有効

調査研究：1件あたり100万円以内で，4分の3以内
活動/行催事：1件あたり50万円以内で，4分の3以内
復興活動支援：1件あたり50万円以内で，5分の4以内

メール/郵送

令和2年9月15日（火）当日消印有効

・上限50万円（1団体あたり）総額500万円
・1団体あたり最大3年間，最大助成額

（1団体あたり）150万円
郵送

〒104-0031　東京都中央区京橋1-2-1　大和八重洲ビル
公益財団法人　大和証券福祉財団　事務局
TEL；03-5555-4640　/　FAX：03-5202-2014
E-mail：fukushi＠daiwa.co.jp

2 環境関連

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協会
令和3年度「花博自然環境助成」事業

「自然と人間との共生」の継承発展/普及
啓発や「花と緑」に関する科学技術や文
化などの発展/交流に貢献する事業
・調査研究分野
・活動/行催事分野
・被災地の復興活動支援分野

・公益法人など（財団法人，社団法人）
・特定非営利活動法人（NPO）
・人格なき社団のうち非収益団体であっ
て代表者の定めがあるもの

〒538-0036　大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-136
公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協会　企画事業部企画事業課
TEL：06-6915-4516　/　FAX：06-6915-4524
E-mail：clover＠expo-cosmos.or.jp

3 子ども関連

公益財団法人　大和証券福祉財団
令和2年度（第3回）子ども支援活動助成

子どもたちに夢と笑顔を，そして輝く未来に
つなぐ支援活動
（例：子ども居場所づくり，学習支援，貧困
家庭支援，育児放棄/虐待防止活動など）

ボランティア活動を行っているメンバー
が20名以上で，かつ営利を目的としな
い団体（任意団体，NPO法人，財団法
人，社団法人，大学のボランティアサー
クル等）

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-1-10　第2ローレルビル6F
公益財団法人　パナソニック教育財団内　こころを育む総合フォーラム事務局
TEL：03-5521-6100　/　FAX：03-5521-6200

No 対象分野

実施主体・名称

お問合せ

1 子ども関連

公益社団法人　パナソニック教育財団
2020年度　子どもたちの〝こころを育む活動"

・家庭，地域，企業などの様々なグルー
プで，継続している活動
・子どもたちに持ってほしい〝3つのこ
ころ"が育まれる活動　※要項参照

・活動の拠点が日本国内にあること
・政治活動，布教，営利目的ではないこ
と
・これまでの〝こころを育む活動"受賞先
は対象外
・新型コロナウイルスによる今年度一時
的な休止，またはオンラインでの活動も
対象

9月助成金情報

子ども育む 公益 パナソニック

令和2年

花博 自然環境 助成

大和 助成 子ども

気仙沼市民活動支援センター

〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-10

ワンテン庁舎1階気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課内

TEL：0226-22-6600(内335) FAX：0226-24-1226 MAIL：k.npokk@gmail.com

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和2年9月15日（火）当日消印有効

上限30万円（1団体あたり）
※総額4300万円

郵送

令和2年9月25日（金）必着

1件あたり　50～200万円程度
（総額1000万円以内）

メール/郵送

令和2年9月25日（金）必着

①1年間50万円以下　15件程度
②2年間300万円以下　5件程度

メール/郵送（配達記録の残るもの）

令和2年9月30日（水）

1件あたり30万円 提出

①チャレンジコース：地域におけるコ
ミュニティスポーツのチャレンジと，そ
の後の自立/発展を目指すもの
②アドバンスコース：地域を超えたコ
ミュニティスポーツの展開や，特定の地
域におけるコミュニティスポーツの深化
を目指すもの

民間の非営利団体で，団体としての活動
実績があること(その他要項参照)

7 まちづくり

三井住友信託銀行　公益信託仙台銀行まちづくり基金
「2020年度　公益信託仙台銀行まちづくり基金」

宮城県内におこる「まちづくり」に必要
な環境整備などの活動や調査研究で，次
のいずれかに該当するもの
・快適で文化的なまちづくりに必要な環
境整備などの実践活動
・まちづくりのために必要な調査，研
究，情報提供を行う活動
・その他まちづくりの目的を達成するた
めに必要な事業

・法人，団体
・個人
※営利を目的とする事業又は活動は行わ
ないものであること 〒988-0021　宮城県仙台市青葉区中央2-1-7

三井住友信託銀行　仙台支店　公益信託仙台銀行まちづくり基金係
TEL：022-224-1144（受付：平日9時～17時）

〒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
公益財団法人　住友生命健康財団　事務局　（担当：太田）
TEL：03-5925-8660　/　FAX：03-3352-2021
E-mail：sports＠am.sumitomolife.co.jp

〒277-0831　千葉県柏市根戸206-3　北柏ビル　2F
(株)グロップ内　ベネッセこども基金助成事務局
TEL：04-7137-2570　月～金曜日10:00～17:00(祝日を除く）
E-mail：kodomokikin＠grop.co.jp

4
福祉/子ども

関連

公益財団法人　大和証券福祉財団
令和2年度（第27回）ボランティア活動助成

・高齢者，障がい児者，子どもへの支援
活動及びその他，社会的意義の高いボラ
ンティア活動
・地震/豪雨等による大規模自然災害の被
災者支援活動

ボランティア活動を行っているメンバー
が5人以上で，かつ営利を目的としない
団体（任意団体，NPO法人，財団法人，
社団法人，大学のボランティアサークル
等）

〒104-0031　東京都中央区京橋1-2-1　大和八重洲ビル
公益財団法人　大和証券福祉財団　事務局
TEL；03-5555-4640　/　FAX：03-5202-2014
E-mail：fukushi＠daiwa.co.jp

5
医療/子ども

関連

公益財団法人　ベネッセこども基金
「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

・特定非営利活動法人(NPO)，社団法
人，社会福祉法人，財団法人等の非営利
的活動を行う団体
・募集要項に記載の「助成決定後の義務
/条件」に同意いただける団体

6 スポーツ

公益財団法人　住友生命健康財団
「2020年スミセイ　コミュニティスポーツ推進助成プログラム」

大和 助成 ボランティア

公益 ベネッセ 病気

住友生命 健康 財団

三井 仙台銀行 まちづくり

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和2年9月30日（水）必着

1団体あたりの上限額20万円（新規申請）
（2回目15万円/3回目10万円）

※助成総額は100万円予定
(寄付の状況により増額の場合もあり)

郵送

令和2年10月1日(木)
※インターネット・FAXの場合は23:59まで

※郵送の場合は当日消印有効

①1件あたり上限300万円
②1件あたり上限20万円

インターネット/FAX/郵便

令和2年10月9日（金）17：00まで
または当日消印有効

1団体あたり上限70万円
※総額1000万円を予定

インターネット申請
＊追加資料等郵送

令和2年10月9日（金）17：00まで
または当日消印有効

1団体あたり30万円
※総額450万円を予定

インターネット申請
＊追加資料等郵送

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人SOMPO福祉財団事務局
TEL：03-3349-9570　/　FAX：03-5322-5257
WEB：https://www.sompo-wf.org/

9 まちづくり

株式会社フェリシモ
第10期「とうほくIPPO（いっぽ）プロジェクト

①起業・事業化部門
起業，事業化等，産業復興につながる経
済活動。東日本大震災による被災地を元
気にする事業活動。
②コミュニケーション部門
催事や集会、イベントや行事、その他地
域の交流につながる集まりなど，東日本
大震災による被災地内外の交流を活発に
する活動

被災地の産業復興支援に貢献するアイデ
アと実行力を持つ女性
※東北在住の個人・団体に限ります
※その他条件は要項参照

〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋2-11-1　ジョーケービル　6F
(株)フェリシモ　東北事務所　とうほくIPPOプロジェクト宛　（担当：児島）
TEL : 022-399-9475　/　FAX : 022-399-9470
E-mail: kojima@felissimo.co.jp
※件名には「とうほくIPPOプロジェクト第10期」と必ずご記載ください

10 福祉

公益財団法人SOMPO福祉財団
NPO基盤強化資金助成「組織および事業活動の強化資金助成」東日本地区

社会福祉に関する活動を行う団体を対象
とし、原則として2022年3月末までに
完了する事業が対象

特定非営利活動法人，社会福祉法人

〒984-0051　仙台市若林区新寺1丁目4-28
社会福祉法人　宮城県共同募金会
TEL：022-292-5001  /　 FAX：022-292-5002
E-mail：post＠akaihane-miyagi.or.jp
WEB：http://www.kaihane-miyagi.or.jp

8
福祉/子ども

関連

社会福祉法人　宮城県共同募金会
「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

・新型コロナウイルス感染拡大及び緊急事態
宣言等に端を発した，社会的に孤立すること
が懸念される子どもや保護者を緊急的に支援
する活動
・4月17日以降の活動を対象
・団体が通常行っている活動の範囲内での取
り組みは対象外
・新型コロナウイルス感染拡大の以降の緊急
支援活動として実施され，その活動に伴う経
費の必要性が申請書から読み取れるものを優
先

・子ども食堂，居場所の提供，学習支援
等，地域において子どもや保護者に対す
る支援活動を行う民間非営利(任意団体も
可)で，新型コロナウイルス感染拡大以降
の緊急支援活動を取り組む団体
・宮城県に所在する団体で助成を受けて
活動を行える仕組みや体制を持ってるこ
と
・一定の活動実績があること

〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人SOMPO福祉財団事務局
TEL：03-3349-9570　/　FAX：03-5322-5257
WEB：https://www.sompo-wf.org/

11 福祉

公益財団法人SOMPO福祉財団
NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金助成」

・社会福祉分野で活躍し，認定NPO法人
の取得を計画している特定非営利活動法
人
・2020年4月1日以降に，認定NPO法
人の取得申請をしている団体も対象

・「認定NPO」取得に関する費用であれ
ば，用途は問わない
※2022年3月末までに所轄庁に，「認
定」の申請を行う事，所轄庁受付日が
2020年4月1日～2022年3月31日の
ものが対象

赤い羽根 みやぎ

フェリシモ 第10期

SONPO 組織 助成

SONPO 認定NPO 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


