助成金情報
No

令和2年

10月

締切日時
助成金額

実施主体・名称

対象分野
対象活動

【事業AB共通】
子どもの貧困対策のための事業
子ども/福祉 ・様々な遊びの支援事業
・居場所の提供/相談事業
・衣食住などの生活の支援事業
・児童又はその保護者の就労支援事業
・児童養護施設等の退所者等や里親/特別養子縁組に関
する支援事業
・その他/貧困の連鎖の解消につながる事業

2

3

環境関連

第5回未来応援ネットワーク事業

令和2年10月6日（火）
当日メール送信/消印有効

coop 地域 助成
郵送またはメール
※郵送の場合：Ａ4サイズで片面,
クリップ留め

1団体1事業のみ 上限30万円
・ＮＰＯ法人,任意団体,市民団体
・設立1年以上の活動実績を有する団体
(基準日：2020年9月4日)
・直近の年間収入が300万円以下の団体(前年度の繰越金
を除く)

ＴＯＴＯ株式会社
「第16回ＴＯＴＯ水環境基金」
①国内
・地域の水環境や生物多様性の保全/再生につながる実
践活動
・スタートアップ/ステップアップをめざす市民団体の
活動
②海外
・各国/各エリアの水資源保全または衛生的かつ快適な
生活環境づくりに向けた実践活動

令和2年10月2日（金）
17：00 メール必着

①上限300万円まで
【事業AB共通】
ＷＥＢ
②30万円または100万円
・公益法人/ＮＰＯ法人/一般法人/その他ボランティア団体,町内
https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen5th/
(1団体につき,事業Aまたは事業Bのいずれか)
会などの非営利かつ公益に資する活動を行う法人又は任意団体
【事業B】上記に加えて
・過去に未来応援ネットワーク事業(第4回事業Ｂを除く)の支援
を受けたことがない法人等
〒105-8486 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
・設立後概ね5年以内の法人等又は新規事業もしくは実施後間も 独立行政法人福祉医療機構 ＮＰＯリソースセンター ＮＰＯ支援課
ない事業を実施する法人等
TEL：03-3438-4756 （平日：9:00～17:00 祝祭日除く）/ FAX：03-3438-0218

こくみん共済 coop 〈全労済〉
2020年「地域貢献助成」

まちづくり/ ・自然災害に備え,いのちを守るための活動
環境/子ども ・地域の自然環境/生態系を守る活動
/福祉関連 ・温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
・子どもや親子の独立を防ぎ,地域とのつながりを生み出
す活動
・困難を抱える子ども/親がたすけあい,生きる力を育む
活動

ホームページ
申請方法
お問合せ

対象団体

独立行政法人 福祉医療機構 子供の未来応援基金
「第5回未来応援ネットワーク事業」

1

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

〒151-8571 東京都渋谷区代々木2-12-10
こくみん共済 coop 本部 地域貢献助成事務局
TEL：03-3299-0161 （平日：10:00～17:00
E-Mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop

土日祝を除く）

TOTO 水環境基金

令和2年10月18日（日）当日消印有効

①1件あたり上限80万円
①/②共通
②1件あたり上限なし
・営利目的としない市民活動団体（法人格の有無や種類は
問わない）
・目的や内容が,特定の宗教や政治などに偏っていない団体
・暴力団,暴力団員,暴力団関係者他,反社会勢力と交際,関係 〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
がない団体
ＴＯＴＯ株式会社 総務部 総務第一グループ （担当：迫下/永沼/原）
TEL：093-951-2224 / FAX：093-951-2718

一般財団法人 セブン-イレブン記念財団
「2021年度環境市民活動助成」

①②：令和2年10月21日（水）当日消印有効
③④：令和2年11月16日（月）当日消印有効

郵送

セブン 環境 助成

①1団体あたり上限50万円
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環境関連

①花と緑の助成
②清掃助成
③活動助成
④NPO基盤強化助成

①②③共通
②1団体あたり上限30万円
・環境活動を行っている国内のNPO法人,一般社団法人,任意団体
③1団体あたり上限100万円（任意団体は増額）
※上記以外の法人,観光協会,商店会などは対象外
④1団体あたり上限400万円（原則3年間）
④のみ
・「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証され,かつ,法
人として3年以上の実績があるNPO法人
〒102-8455 東京都千代田区二番町8番地8
※任意団体の活動実績期間は加算されません
・2018年3月31日以前にNPO法人格を取得し,登記している団 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
TEL:03-6238-3872(平日:9:30～17:00 ※土日を除く)
体

郵送

FAX:03-3261-2513

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい

「令和2年度
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まちづくり関
連

宮城県
地域コミュニティ再生支援事業」

・コミュニティ再生事業
・コミュニティ元気づくり事業
・震災経験伝承事業

公益財団法人 楽天 未来のつばさ
「プロジェクト支援（団体向け支援事業）」

子ども関連
児童養護関連プロジェクト(子どもの権利擁護,子ど
もの最善の利益に質するものなど) ※他,要項参照

環境関連
・緑化植栽活動
・自然環境保全活動

宮城 コミュニティ 補助

所在市町の担当課へ持参

アートによる 福武

WEBまたは郵送

〒700-0807 岡山県岡山市北区南方3-7-17 3Ｆ
(株)TMJ内 公益財団法人 福武財団
「アートによる地域振興助成・事業助成」担当者宛

令和2年10月30日（金）必着

公益 未来のつばさ

1件あたり上限30万円まで
郵送
・日本国内における児童養護関連団体で事業計画に
従って遂行に足る能力を有する団体。また,それを過
去の実績等で証明できること
・申請は1団体,1プロジェクト(原則2年連続の助成は 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5 新日本橋長岡ビル4階
行わない)
公益財団法人楽天未来のつばさ （受付時間：10:30～16:30）
TEL:03-5642-7890 / FAX:03-3249-7870

公益財団法人 コメリ緑育成財団
「第31回コメリ緑資金」
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令和2年10月30日（金）締切厳守
※郵送の場合は当日消印有効

1件あたり上限300万円まで

芸術関連
現代アートのもつメッセージ性を軸としながら,地域 非営利団体,個人ほか当財団において適当と認めるも
住民や行政と協働して,その土地の独自性を生かした の（個人でも団体でも応募可能/2019年度助成から
地域文化の振興に資する事業
数えて,助成回数は通算5回まで）
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令和2年10月30日（金）

上限200万円
・災害公営住宅等に新たに設立された自治会等の住民
(対象地域の世帯数により上限が変化します)
団体
・災害公営住宅等の住民の受け入れ先となった既存の
自治会等の住民団体
・災害公営住宅等のうち自治会が存在しない地区や, 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
自治会が設立前である地区などで,自治会活動を支援 宮城県気仙沼地方振興事務所 地方振興部 商工・振興班
TEL：0226-24-2593 / FAX：0226-24-8995
している市町村,または非営利組織
MAIL：kstssss@pref.miyagi.lg.jp
公益財団法人福武財団
「アートによる地域振興助成」
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第5回目

・個人での申請は不可
・活動地域が団体所在地の市町村であること
・営利を目的とした団体,活動ではないこと
・他の団体,個人への助成ではないこと
・業者に植樹,植栽を委託し実施する緑化活動ではな
いこと（地域住民が自ら行う活動であること）

令和2年10月31日（土）消印有効

上限なし

※活動内容次第

第31回 コメリ

郵送

〒950-1457 新潟県新潟市南区清水4501-1 公益財団法人コメリ緑育成財団
TEL：025-371-4455 / FAX：025-371-4151
E-Mail：midori@komeri.bit.or.jp

事務局

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい

公益財団法人 ＳＯＭＰＯ環境財団
2020年度「環境保全プロジェクト助成」
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環境関連

・国内において「自然保護」「環境教育」「リサイ
クル」「気候変動対応」など広く環境に関する分野
で,実践的活動や普及啓発活動を行うもの
・2020年度中に開始予定のもの
・継続性,発展性を持つプロジェクトであり,その成
果が公益のために貢献するもの
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子ども関連

①子どもの体験活動
②子どもの読書活動
③子ども向け教材開発/普及活動

令和2年11月6日（金）当日消印有効

上限500万円
※活動、チャレンジプログラムのみ
上限50万円

①/②/③共通
・公益社団法人,公益財団法人又は一般社団法人,一般財団
法人/特定非営利活動法人
・上記以外の法人格を有する団体
・法人格を有しないが,活動を実施するための体制が整って
いると認められる団体
③上記に加えて
・事業税を滞納していない団体
・過去に国,地方公共団体等公的機関から助成を受けた際,
虚偽の申告,不正の事実等による処分を受けていない団体

郵送：令和2年11月10日（火）消印有効
電子：令和2年11月24日（火）17:00締切

・国際交流事業
・国際協力事業
・多文化共生推進事業

・宮城県内に主たる事務所を有する非営利団体で,構
成員の半数以上が宮城県内に住所を有し,活動する団
体

子どもゆめ 基金

①②1活動あたり上限300万円
（活動規模により変動）
③1活動あたり上限500万円

郵送または電子

〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1
独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課
TEL：0120-579081（平日9：00～17：45）
E-Mail：yume@niye.go.jp

令和2年11月10日（火）

上限100万円/件
国際関連

郵送
※特定記録郵便/簡易書留郵便/
レターパックのいずれか
※封筒表面に「申請書在中」と朱書き

「お問合せフォーマット」：
https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html

公益財団法人 未来の東北博覧会記念国際交流基金
「公益財団法人 未来の東北博覧会記念国際交流基金助成金」
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日本郵便 寄付金配布

①社会福祉法人,更生保護法人,一般社団法人,一般財団
法人,公益社団法人,公益財団法人又は特定非営利活動
法人(NPO法人)
②上記に加え,営利を目的としない法人(生協法人,学校 〒100-8792 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー
日本郵便株式会社 総務部内 年賀寄付金事務局
法人など)
TEL：03-3477-0567(平日:10:00～12:00及び13:00～17:00)

独立行政法人国立少年教育振興機構
「令和3年度 子どもゆめ基金」
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公益 SOMPO 環境

・2020年12月末時点で公益法人,ＮＰＯ法人または
1件あたり上限20万円
郵送
任意団体としての環境保全活動実績が2年以上あるこ
と
・助成対象となったプロジェクトの実施状況および収
支報告について適正に報告できること(助成実施後,活 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
SOMPO環境財団 環境保全プロジェクト係 TEL：03-3349-4614
動報告書等を作成)
FAX：03-3348-8140 E-Mail：office@sompo-ef.org

日本郵便株式会社
「2021年度 年賀寄付金配分事業」
公益活動(環境・福祉・子ども・防災・国際活動な
ど)を行う事業※国内に限る
①一般枠
まちづくり ・活動,一般
・活動,チャレンジ
関連
・施設改修
・機器購入
・車両購入
②特別枠
・東日本大震災,平成30年7月豪雨,令和元年台風19
号,令和2年7月豪雨の被災者救助/予防 (復興)
・新型コロナウイルス感染症の予防,拡大防止

令和2年10月31日（土）当日消印有効

未来の東北 助成

郵送

〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17宮城県仙台合同庁舎7階 公益財団法人宮城県国際化協会内
公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金 事務局
TEL：022-275-3796 / FAX：022-272-5063 / Ｅ-mail：mail@mia-miyagi.jp

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい

