
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3年7月9日(金)17:00必着

1団体あたり10万円～300万円/年度 メールまたは郵送

令和3年7月12日(月)当日消印有効

1件あたり下限20万円～上限100万円 FAXまたはメール

令和3年7月15日(木)

①②1件あたり上限100万円
③1件あたり上限100万円/年

最大2年間(200万円)
メール

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

2
福祉

子ども関連

公益財団法人　公益推進協会
(コロナに負けるな！浅井スクスク基金　子ども緊急助成プログラム」

コロナ禍において,緊急事態に追い込まれてい
る子どもやその家庭に対し,新たに始めた又は
始めようとする事業

次のいずれにも該当する団体
①NPO法人,社団法人,財団法人,社会福祉法人,
　学校法人などの非営利法人組織
②これまでに経済的に困難な環境にある子ど
　もと家族に対するケアに取り組んでいる団
　体（学習支援,居場所,学童,子ども食堂,職業
　支援など）で,コロナ禍に対応して新たに事
　業を始めた又は始めようとする団体

〒105-0004
東京都港区新橋6-7-9 新橋アイランドビル2階
公益財団法人 公益推進協会 子ども緊急助成プログラム事務局
TEL:03-5425-4201 / FAX:03-5405-1814
MAIL:info@kosuikyo.com

1
文化/芸術
子ども関連

公益財団法人　ソニー音楽財団
「子ども音楽基金」

・日本国内の18歳未満の子どもを対象とした
　音楽（原則としてクラシック音楽およびそれ
　に準ずるもの）を通じた国内の教育活動

・日本国内の18歳未満の子どもを対象とした
　音楽（原則としてクラシック音楽およびそれ
　に準ずるもの）を通じた教育活動に取り組ん
　でいる国内の団体
・法人格を有する団体,または,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
　る団体 (営利団体および営利性の高い活動を
　行っている団体の活動は対象となりません)

〒102-8353
東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル
公益財団法人 ソニー音楽財団 子ども音楽基金係
MAIL:kok@sonymusic.co.jp

3 環境保全

公益財団法人　自然保護助成基金
「第32期(2021年度) プロ・ナトゥ―ラ・ファンド助成」

①国内研究助成
　日本国内における自然保護のための調査/
　研究
②国内活動助成
　日本国内における自然保護のための普及/
　啓発活動
[地域NPOの活動枠]
　日本国内の地域のNPOによる自然保護活動
③特定テーマ助成
　高山植物の基礎調査および高山植生の保全
　に関する研究/活動

自然保護のための調査/研究や活動を進める能
力のあるグループ

https://www.pronaturajapan.com/consultation/index.html#mail
MAIL:office@pronaturajapan.com

7月助成金情報 令和3年

浅井スクスク基金金

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

ソニー 子ども音楽基金

プロ・ナトゥ―ラ 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和3年7月20日(火)消印有効

1団体あたり上限50万円
※講演会/フォーラム/演奏会などの開催に対し

ては，上限10万円
郵送等

令和3年7月30日(金)必着

①1件あたり100～500万円程度
②1件あたり100万円程度

郵送

令和3年7月30日(金)17:00必着

1年あたり上限50万円 (最長3年) 郵送

5
保健/医療

福祉

公益財団法人　小林製薬青い鳥財団
「2021年度　支援活動助成・調査研究助成」

障がい/病気に悩む子ども達とその家族が抱え
ている様々な医療/福祉上の支援活動及び調査
研究で,日本国内で行われるもの

①支援活動
　日本国内において活動する次の法人等(個
　人は除く)
・公益法人/一般法人/NPO法人
・その他ボランティア団体,町内会など非営利
　かつ公益に資する活動を行う団体
②調査研究
・日本国内の大学/研究所等に所属し,研究職
　に従事している個人
・日本国内において活動する,ボランティア団
　体,町内会など非営利かつ公益に資する活動
　を行う団体

〒106-0032
東京都港区六本木一丁目7番27号 全特六本木ビルEast５階
公益財団法人 小林製薬青い鳥財団 事務局
TEL:03-3505-5371 / FAX:03-3505-5377

4 福祉関連

みやぎ生協
「2021年度　上期 みやぎ生協福祉活動助成金」

宮城県における地域福祉の向上をめざし,福祉
活動に関わる地域住民・民間団体の自主的・非
営利的で継続的な地域活動や研究活動

宮城県内で活動している団体およびグループ，
個人で組織や事業の運営についての重要事項が
決められており，代表者および所在地が決まっ
ていること（法人格の有無は問わない）

〒981-3194
仙台市泉区八乙女4-2-2(文化会館ウィズ内)
みやぎ生協 生活文化部 福祉・文化活動事務局
みやぎ生協福祉活動助成金係
TEL:022-347-3826 / FAX:022-218-5945　(平日9：30～18：00)
https://www.miyagi.coop/member/fukusi/hotwork/

6 福祉関連

公益財団法人　ユニベール財団
「2021年度　特定活動助成」

心のケアのための傾聴ボランティアとして活
動をしている団体
(自然災害の被災者をはじめコロナ禍で困難な
状況にある人等を傾聴)

・応募に際して地元社会福祉協議会の推薦を
　得ること
・団体として，既に1年以上の活動実績がある
　こと

〒160-0004
東京都新宿区四谷2-14-8　YPCビル5階
公益財団法人 ユニベール財団
TEL:03-3350-9002 / FAX:03-3350-9008
MEIL:info@univers.or.jp
HP:https://www.univers.or.jp

小林製薬青い鳥 助成

ユニベール 活動助成

みやぎ生協 福祉 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和3年7月30日(金)必着

①１団体あたり上限100万円/1年目
②1団体あたり上限200万円/年

配達記録が残る郵便
宅配便

令和3年7月30日(金)必着

総額1,500万円程度
（件数30件程度）

郵送

新規団体：令和3年8月31日(火)
継続団体：令和3年11月1日(月)～12月10日(金)

新規団体：1事業あたり上限20万円
継続団体：1事業あたり上限30万円
(②事業以上当たり上限100万円)

オンライン

7 福祉関連

パナソニック株式会社
「Panasonic　NPO/NGOサポートファンド　for SDGs 【国内助成】　2021年」

日本国内の貧困の解消,または貧困と関連のあ
る問題の解消に向けて取り組むNPOの組織基
盤強化
①組織診断からはじめるコース
②組織基盤強化コース

国内の貧困の解消,または貧困と関連のある問
題の解消に向けて取り組むNPO
・民間非営利組織であること
・団体設立から3年以上であること
・日本国内に事務所があること
・,有給常勤スタッフが1名以上であること
＊法人格の有無や種類は問わない

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-4-3 日本橋MIビル1階
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs 国内助成 協働事務局
(担当：坂本,霜田)
TEL:03-5623-5055(平日10時～17時)  FAX:03-5623-5057
MAIL:support-f@civilfund.org

9
スポーツ

子ども関連

令和4年度　公益財団法人　ライフスポーツ財団
「一般公募事業　助成金」

・「子どもと親子のスポーツ活動」「地域の
 　子どもスポーツ活動」分野の大会,教室等
・スポーツや運動を実施する契機となる事業
　内容であること。単一種目の場合はその導
　入の為の内容,交流等を主目的としたもの
・子ども(小学生以下)の参加者が30％以上
・過去に実施した実績があること

市区町村において子どもスポーツ活動,地域ス
ポーツ活動及び子ども文化活動を推進するた
めに積極的に取り組む組織団体
・団体の構成員は4人以上
・団体の活動と運営が,定期的,計画的,組織的
　に行われており,活動歴等当団体が必要と
　認めたとき,その内容を提示できること
・原則として上記の趣旨を担う活動領域で,
　3年以上の活動歴を持つこと
・当団体の理事長が認めた団体

〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル7階
公益財団法人 ライフスポーツ財団
TEL:06-6170-9886 / FAX:06-6170-9887
MAIL:info@lsf.or.jp (土日祝日を除く 9:15～18:00)
https://www.lsf.or.jp/josei

8
自然/歴史
文化関連

2021年度　公益信託　大成建設
「大成建設自然・歴史環境基金」

国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の
保全活用にかかわる活動や研究

国内に拠点を置き，自然/歴史環境の保全活
用のために，活動や研究を行う非営利団体
（個人による申請は不可）で適正な運営，
会計処理，情報公開を行っていること

〒103-8670
東京都中央区八重洲1-2-1
みずほ信託銀行株式会社 個人業務部 信託業務開発チーム
「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」事務局
TEL:03-3274-9210 / FAX:03-3274-9504
MAIL:koueki.tb＠mizuhotb.co.jp

ライフスポーツ財団 一般

パナソニック 国内 助成

大成建設 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


