
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11月13日(金)

1団体あたり30万円 郵送など

令和2年11月15日(日)当日消印有効

1件あたり上限100万円
郵送

申請フォーム

令和2年11月27日(金)当日消印有効

要項参照 郵送・メール

〒980-8661
宮城県仙台市青葉区北目町1-15 Ace21ビル
東北労働金庫営業統括部 復興支援・社会貢献団体助成金制度事務局
(担当：阿部)
TEL:022-723-1330  /  FAX:022-215-3169
E-mail：suishin@tohoku-rokin.or.jp

No 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

1
復興・福祉

関連

東北労働金庫
「2020年度 東北ろうきん 復興支援・社会貢献団体助成金制度」

①東日本大震災からの復旧，復興，被
災者支援活動
②当庫が定める社会貢献活動

・東北6県に主たる事務所を有しているNPO
団体やボランティア団体等
・当金庫に助成金の受け取り口座を開設でき
ること
＊その他，要項参照

〒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
公益財団法人大阪コミュニティ財団事務局(担当：勝山，鱧谷)
TEL:06-6944-6260 / FAX:06-6944-6261
E-mail：info@osaka-community.or.jp

2 福祉関連

公益社団法人日本フィランソロピー協会
「田辺三菱製薬　手のひらパートナープログラム　第9期」

難病患者さんの療養/就学/就労等/生活
の質(QOL)向上のための活動
①療養環境の向上を目指す活動
②就学/就労等，社会参加を支援する活
動
③「難病」に対する，一般の人たちの
理解や支援を促進する活動
④その他，「田辺三菱製薬　手のひら
パートナープログラム選考委員会」が
認めた活動

団体難病患者団体および難病患者支援団体
・日本国内に主たる拠点を有する団体である
こと。法人格の有無は問わない。
・2020年4月1日現在で，1年以上の活動実
績を有すること。(前年度の決算報告が提出で
きること)
・ここでいう難病とは「難病の患者に対する
医療等に関する法律第5条第1項」において
2019年7月1日までに「指定難病」と告示さ
れた333疾患を示す。

〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル244
公益社団法人日本フィランソロピー協会内
TEL:03-5205-7580  /  FAX:03-5205-7585
E-mail：tenohira@philanthropy.or.jp

3 福祉関連

公益財団法人　大阪コミュニティ財団(OCF)
「公益財団法人大阪コミュニティ財団　2021年度」

青少年の健全育成，地域社会の活性
化，社会福祉の増進など12項目の活動
※詳細要項参照

1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人
格の有無は問わない)が，2021年4月1日か
ら2022年3月31日までの間に，実施を予定
している公益に資する事業。

11月助成金情報

2020東北ろうきん 助成

大阪財団 助成 2021

令和2年

田辺三菱製薬 手のひら

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11月30日(月)15時

1件あたり上限30万円
WEB

※事前登録が必要

令和2年11月30日(月)当日消印有効

①50～上限500万円
②総額1,000万円

郵送

令和2年11月30日(月)当日消印有効

上限なし 郵送または宅配便

令和2年11月30日(月)当日消印有効

総額500万円 郵送

まちづくり
関連

7

〒104-0061
東京都中央区銀座2-12-18　ヤマト銀座ビル7階
公益財団法人ヤマト福祉財団　助成金事務局
TEL:03-3248-0691　/　FAX:03-3542-5165

4 防災関連

防災教育チェレンジプラン実行委員会
「2021年度 防災教育チャレンジプラン募集」

【防災教育の活動】
・保育園，幼稚園等の部
・小学校低学年の部
・小学校高学年の部
・中学校の部
・高等学校の部
・大学，一般の部

・防災教育を一層充実させたいと考えている
教育/社会福祉施設(保育施設/幼稚園/学校
等），教育委員会，NPO，民間企業，個人，
地域団体(民間事業所，各種団体，行政機関)
・採用された場合は，開催予定の実践団体決
定会，中間報告会，活動報告会の計3回の会
合に出席できること

防災教育チャレンジプラン実行委員会事務局
E-mail：cpinfo2865@bosai-study.net
FAX：03-3556-8217

5
障がい福祉

関連

公益財団法人ヤマト福祉財団
「2021年度 障がい者福祉助成金」

①障がい者給料増額支援活動
②障がい者福祉活動

①障がい者の給料増額に努力し取り組む事業
所，施設等
②給料倍額にはこだわらず，障がいのある方
の幸せにつながる事業や活動を行う福祉事業
所，ボランティア団体，サークル等

6
芸術・文化

関連

公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団
「2021年度 助成事業」

・音楽部門
・美術部門
・演劇部門
・伝統芸能部門
 ※その他条件有り

・音楽部門，演劇部門，伝統芸術部門は，ア
マチュア団体/公演に限る
・美術部門は地域の人に優れた美術品を鑑賞
する機会を提供する活動としているので，ア
マチュアとは限定しない
・過去に当財団の助成を受けた団体は，前回
助成を受けた年度から，少なくとも5年超経
過していること。但し，2020年度に助成が
決定し，新型コロナウイルスの影響により公
演等を中止した団体の応募は可

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-2-4　日本橋ビル
公益財団法人 三菱UFJ信託地域文化財団事務局
TEL:03-3272-6993　/　FAX:03-3272-6994

公益信託グループ
「公益信託　オオバまちづくり基金」

宮城県内のまちづくりの為の，
①街並みや環境の形成/整備/防災/減災
等に資する活動
②地域コミュニティ形成，活性化に資
する活動
③調査研究や啓蒙活動

活動を行う個人又は団体
〒105-8574
東京都港区芝3-33-1
三井住友信託銀行　個人資産受託業務部　公益信託グループ
公益信託　オオバまちづくり基金　申請口
TEL:03-5232-8910(受付：平日9時～17時) / FAX:03-5232-8919

防災チャレンジ 2021

ヤマト福祉 障がい 助成

文化財団 三菱 助成

公益信託 オオバ

※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12月2日(水)13時

50万円～1,200万円/年
要項参照

WEB
＊郵送，持参，メール不可

令和2年12月2日(水)13時

 継続分を含む寄附総額の範囲内
（1年間あたり）

※2021年度は総額1350万円

WEB
＊郵送，持参，メール不可

令和2年12月10日(木)必着

上限なし(要項参照)
郵送

※持参，メール，FAX不可

令和2年12月21日(月)当日消印有効

1件あたり上限100万円 郵送

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8F
独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部地球環境基金課
TEL:044-520-9505  /  FAX:044-520-2192
E-mail：c-kikin@erca.go.jp  /  HP: https://www.erca.go.jp/jfge

8 環境関連

独立行政法人　環境再生保全機構
「2021年度 地球環境基金」

環境保全に関する幅広い活動分野
・自然保護，保全，復元
・森林保全/緑化
・砂漠化防止
・環境保全型農業等
・地球温暖化防止
・循環型社会形成
・大気/水/土壌環境保全
・総合環境教育
・総合環境保全
・復興支援等
・その他の環境保全活動

・特定非営利活動法人
・一般社団法人，一般財団法人，公益社団法
人，公益財団法人
・任意団体(諸条件あり)

〒105-8502
東京都港区虎ノ門一丁目13-8
公益財団法人森村豊明会　事務局
TEL:03-6268-8308  /  FAX:03-3501-7322
E-mail：zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp

9 環境関連

独立行政法人　環境再生保全機構　/一般社団法人　日本釣用品工業会
「2021年度　地球環境基金企業協働プロジェクト　LOVE BLUE 助成」

清掃活動など，水辺の環境保全活動
・実践
・知識の提供/普及啓発
・調査研究
・国際会議
※詳細要項参照

・特定非営利活動法人
・一般社団法人，一般財団法人，公益社団法
人，公益財団法人
・任意団体(諸条件あり)

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8F
独立行政法人環境再生保全機構　地球環境基金部地球環境基金課
TEL:044-520-9505  /  FAX:044-520-2192
E-mail：kikin_youbou@erca.go.jp  /  HP: https://www.erca.go.jp/jfge

10 福祉関連

公益財団法人森村豊明会
「2020年度　後期助成」

・学術及び科学技術の振興
・文化及び芸術の振興
・就労支援
・公衆衛生の向上
・児童，青少年の健全な育成
・教育，スポーツを通じた心身の健全
な発達

・社会奉仕の精神と志に富み，公益性かつ実
効性の高い事業を行う団体
・法人格の有無は問わないが，規約/役員/経
理などをはじめとする内部管理体制が整備さ
れており，永続性のある非営利活動団体であ
ること
・個人の場合は別途要相談

〒113-8543
東京都文京区湯島3-23-13
公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団 事務局
TEL:03-3839-7195  /  FAX:03-3839-7196
E-mail：zaidan@yonex.co.jp

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団
「2021年度　助成」

スポーツ
関連

11

青少年スポーツの振興に関する事業

スポーツ振興を主たる目的とし，3年以上継
続して活動している以下の団体
・公益社団法人，公益財団法人，一般社団法
人，一般財団法人
・その他要件を備える団体(要項参照)

独立 環境 助成

森村豊明会 助成

ヨネックス 財団 助成

LOVE BLUE 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


