
対象活動 対象団体

　

No 対象分野
実施主体・名称

締切日時 ホームページ

助成金額 申請方法

お問合せ

1 福祉関連

公益財団法人大和証券福祉財団
「令和元年度(第26回)ボランティア活動助成」

令和元年9月15日(日)当日消印有効

・高齢者、障がい者、子どもへの支
援及びその他、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なっているメ
ンバーが5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)

上限30万円(１団体あたり) 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
Mail : fukushi@daiwa.co.jp

2 子ども関連

公益財団法人大和証券福祉財団
「令和元年度(第2回)子ども支援活動助成」

令和元年9月15日(日)当日消印有効

・育児放棄や子どもの虐待防止につ
ながる支援活動

ボランティア活動を行なっているメ
ンバーが5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)

・上限50万円(1団体あたり)
・最大助成期間は3年間、上限150万円
(1団体あたり)

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
Mail : fukushi@daiwa.co.jp

3 子ども関連

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
「子供の未来応援基金」

令和元年9月20日（金）17:00まで

【事業AB共通】
子どもの貧困対策のための事業
・学びの支援
・居場所の提供、相談支援
・衣食住など生活の支援
・児童または保護者の就労支援
・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AB共通】
・公益社団法人又は公益財団法人
・特定非営利活動法人
・一般社団法人又は一般財団法人
・その他ボランティア団体、町内会
など非営利かつ公益に質する活動を
行な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
の支援を受けたことがない法人等
・設立後おおむね5年以内の法人等
または新規事業もしくは実施後間も
ない事業を実施する法人等

事業A…上限300万円
事業B…30万円または100万円
(事業AB同時申請は不可)

WEBとメール

〒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
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
TEL : 03-3438-4756 月曜～金曜 9:00～17：00(祝祭日除く)
FAX : 03-3438-0218

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336) FAX:0226-24-1226

MAIL:k.npokk@gmail.com

大和 ボランティア助成

独立行政 子供基金

大和 助成 outline4



4 子ども関連

公益財団法人パナソニック教育財団
「2019年度　子どもたちの”こころを育む活動”」

令和元年9月27日(金)17:00まで

・家庭、地域、学校、企業などのさ
まざまなグループで、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

全国大賞(1件)…賞状・賞金(50万円)
優秀賞(5件程度)…賞状・賞金(20万円)

WEB

〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-1-10第2ローレルビル6階
TEL : 03-5521-6100 / FAX : 03-5521-6200

5 子ども・医療
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」

令和元年9月25日(水)必着

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、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
・助成期間中の活動について、所定
の方法で活動報告を行える団体

1件あたり50万～200万円程度 メールまたは郵送

〒277-0831　千葉県柏市根戸206-3北柏ビル2階
(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　10:00～17:00(祝日除く)
Mail : kodomokikin@grop.co.jp

6 まちづくり
関連

社会福祉法人宮城県共同募金会
「令和元年度　共同募金県域配分」

令和元年9月30日(月)必着

社会福祉施設、社会福祉団体、子育
て支援事業などの活動
※要項参照

・社会福祉を目的とする団体・ボラ
ンティア団体
・法人格の有無や助成金額、組織の
大小は問わない

※要項参照
(ただし、助成予定総額を超える応募が
あった場合、助成対象要件を満たしてい

ても、助成できない場合がある。)

郵送
※貴団体が所在する市町村共同基

金委員会への提出が必須

〒984-0051　宮城県仙台市若林区新寺1丁目4-28
社会福祉法人宮城県共同基金会
TEL : 022-292-5001 / FAX : 022-292-5002

赤い羽根 令和 配分

公益 ベネッセ 病気

子ども育む 公益 パナ



7 環境関連

一般財団法人公園財団
「公園・夢プラン大賞2019」

令和元年9月30日(月)

①「実現した夢」部門
公園で行われ、夢の実現となったイ
ベントや活動
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

※要項参照

最優秀賞(各1本)
①賞状＋副賞(①10万円のギフト件)
②賞状＋副賞(5万円のギフト件)
※その他、優秀賞と入選は要項参照

①郵送、メール
※実施状況写真の添付必須

②郵送、メール、FAX

〒112-0014　東京都文京区関口1-47-12江戸川橋ビル2階
一般財団法人公園財団「公園・夢プラン大賞」係宛
TEL : 03-6674-1188(担当：髙橋・尹)　FAX : 03-6674-1190

8 国際関連

公益財団法人かめのり財団
「第13回かめのり賞」募集

令和元年9月30日(月)必着

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貢献している活
動
【①かめのり大賞　草の根部門】
応募団体と支援先が直接交流する活
動
【②かめのり大賞　人材育成部門】
次世代の社会づくりに貢献できる人
材育成活動
【③かめのりさきがけ賞】
他にない先駆的な取り組み

①②③共通
・NPO(非営利団体)、ボランティア
グループ、個人であること
・日本とアジア、オセアニアの架け
橋となる活動を目的としていること
・過去、かめのり賞の顕彰を受けて
いないこと

①②③共通：記念の盾および副賞として
100万円の活動奨励金

(第2次選考まで進み、受賞できなかった
団体/個人には30万円)

郵送

〒102-0083　東京都千代田区麹町5-5　ベルヴュー麹町1階
公益財団法人かめのり財団「かめのり賞」係
TEL : 03-3234-1694 / FAX : 03-3234-1603

9 まちづくり
関連

三井住友信託銀行公益信託仙台銀行まちづくり基金
「2019年度　公益信託仙台銀行まちづくり基金」

令和元年9月30日(月)

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

1件あたり上限30万円 郵送

〒980-0021　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　平日9:00～17:00

気

公園・夢プラン

第13回 かめのり賞 募集

三井 仙台銀行 まちづくり



10 まちづくり
関連

　株式会社フェリシモ
第9期「とうほくIPPOプロジェクト」

令和元年10月1日(火)
※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

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

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、郵送

〒650-0035　兵庫県神戸市中央区浪花町59番地
(株)フェリシモ広報部内とうほくIPPOプロジェクト事務局(小池・中島・市川)
TEL : 078-325-5700 / FAX : 078-331-1192
Mail : press@felissimo.co.jp
※件名には「とうほくIPPOプロジェクト第9期」と必ず記載

11 スポーツ
関連

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

令和元年10月4日(金)必着

【一般課題】
地域の中で1人ひとりの健やかな暮
らしの実現につながる独自性のある
コミュニティスポーツの実践
【特定課題】心身の障がいや長期療
養などにより社会参加に困難を抱え
る人々を中心としたコミュニティス
ポーツ

民間の非営利団体(その他要項参照)
①特定の地域を拠点として取り組む
もの②地域や分野の異なる複数の団
体が協力して取り組むもの

①1件あたり上限50万円
②1件あたり上限200万円

メールまたは郵送

〒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・天野)
TEL : 03-5925-8660 / FAX : 03-3352-2021

フェリシモ 第9回

住友生命健康財団


