
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6月20日（土）当日消印有効

上限100万円 郵送

令和2年6月30日(火)必着
令和2年7月5日(日)WEB締切

1件あたり10万円～数100万円
(総額5,000万円前後)

郵送(宅配便など),WEBシステム
＊WEB応募については要項参照

令和2年6月30日(火)当日消印有効

内閣総理大臣賞 20万円(1件)
国土交通大臣賞 15万円(3件以内)

都市緑化機構会長賞 10万円(3件以内)
奨励賞 5万円(若干)

郵送

2
文化,芸術

関連

指定文化財を中心とする人類共有の文
化遺産を,将来の世代に継承していくた
めの活動
・美術,工芸品などの文化財の保存,修復,
公開活用
・史跡,考古資料等の歴史遺産の保存,修
復,公開活用
・これら文化財の環境保全等に関わる
事業や活動

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1　明治生命館6階
公益財団法人朝日新聞文化財団　文化財保護助成申請係
TEL:03-6269-9441

公益財団法人朝日新聞文化財団
「文化財保護活動助成」

・対象文化財を保有,継承,管理している日本国内の
非営利法人
・任意団体が申請する場合,以下の５つの要件を満
たしている団体
①定款,寄付行為などに類する規約等があること
②団体意思を決定し,執行する組織が確立されてお
り,役員名簿が完備されていること
③適正な収支報告書を作成する体制が整い,毎年次
の事業報告,会計報告を行っていること
④団体活動の本拠となる事務所があること
⑤団体としての活動実績が1年以上あること

国際関連

対象分野

1

お問合せ

実施主体・名称

公益財団法人ヨネックススポーツ振興財団
「2020年度　助成金」

・スポーツ振興を主たる目的とする公益社団
法人,公益財団法人,一般社団法人または一般財
団法人
・上記以外の団体であって以下の要件を備え
る（定款,寄附行為に類する規約等を有し,団体
の意思を決定し執行する組織が確立している
こと,自ら経理し監査する等会計組織を有して
いること,団体活動の本拠としての事務所を有
すること）

No

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町3-2-4　田村ビル2階
公益財団法人都市緑化機構「緑の都市賞」事務局
TEL:03-5216-7191　/　FAX:03-5216-7195
MAIL:midori.info@urbangreen.or.jp

3
まちづくり

関連

公益財団法人都市緑化機構
「第40回緑の都市賞」

①緑の市民協働部門
ボランティアを基本とした緑化活動で,地域
の社会や環境へ貢献するもの
②緑の事業活動部門
民間,公共の空間を問わず都市の緑の保全や
創出を事業活動またはその一環として取り
組んでいるもの
③緑のまちづくり部門
都市や地域の緑化や緑地の保全について,地
域の個性を生かした施策を展開し,成果をあ
げているもの

①主に市民団体(町内会,自治会等の地縁団
体,NPO,学校,病院等での活動を展開して
いる団体等)
②主に民間事業者
③主に市区町村

青少年スポーツの振興に関する事業を
行い、奨励しまたは自ら行い、かつそ
の活動を3年以上継続して実施してい
る団体

〒113-8543　東京都文京区湯島3-23-13　ヨネックス株式会社内
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（受付；平日9時～17時※土日祝日を除く）
MAIL:zaidan＠yonex.co.jp

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.com6月助成金情報

公財 ヨネックス 助成金

公益 第40回 緑の都市

助成金 文化財保護活動

令和2年

※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6月12日(金)必着

1件あたり50～700万円
(総額1億円予定)

郵送

令和2年6月30日(火)必着

①1件あたり10万円～50万円
(総額 2,000万円)

②1件あたり30万円～50万円
(総額300万円)

郵送

令和2年7月3日(金)

内閣総理大臣賞　賞状,20万円(1件)
内閣官房長官賞　賞状,10万円(1件)

総務大臣賞　賞状,10万円(1件)
主催者賞　賞状,5万円(5件)
振興奨励賞　賞状(20件)

メール,郵送,宅配便など

令和2年6月30日(火)必着

1件あたり50万円～300万円
(総額1,500万円)

(配達記録が残る)
郵便または宅配便

7 福祉関連

ファイザー株式会社
「ファイザープログラム心とからだのヘルスケアに関する

市民活動・市民研究支援」

・当事者が主体となって,市民や専門家
と協力して進める取り組み
・関係する団体等と連携し,ネットワー
クを強化し広げる取り組み
・現場の視点から新たな課題を発掘し,
その解決を目指す取り組み

4 福祉関連

社会福祉法人清水基金
「NPO法人助成事業」

障害者福祉の増進を目的として運営さ
れている社会福祉法人の諸事業で利用
者のために必要な機器,車両,建物等
(詳細は要項参照)

障害者の施設を運営し,社会的自立支援,地
域移行を図るNPO法人
・2020年4月時点で法人になり3年を経
過し,開設後1年経過していること
・2018年度以降,当基金からの助成がな
いこと

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-12-2　朝日ビルヂング3階
TEL:03-3273-3503(受付:平日 9:00～17:00※祝日を除く)
FAX:03-3273-3505

6
まちづくり

関連

公益財団法人あしたの日本を創る協会
「令和2年度あしたのまち・くらしづくり活動賞レポート募集」

地域が直面する様々な課題を自らの手
で解決して,住み良い地域社会の創造を
めざし,独自の発想により全国各地で活
動に取り組んでいる地域活動団体等の
活動

・地域住民が自主的に結成し運営してい
る地域活動団体.又は,地域活動団体と積極
的に連携して地域づくりに取り組む企業,
商店街,学校等
・活動に2年以上取り組み,大きな成果を
あげて活動している団体
・活動範囲は市町村地域程度まで

〒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
ファイザープログラム事務局　特定非営利活動法人市民社会創造ファンド
(担当:山田,坂本)
TEL:03-5623-5055(受付:平日 10時～17時※祝祭日を除く)
FAX:03-5623-5057　MAIL:pfp@civilfund.org

①事業助成
在宅高齢者または在宅障がい者等のた
めに行う福祉活動や文化活動
②研究助成
高齢者保健,医療,生活習慣病又は高齢者
福祉に関する研究,調査

①地域福祉活動を目的とするボランティ
アグループ及びNPO(法人格の有無は不
問)
※在宅高齢者等への地域公益事業,生活支
援事業を行う社会福祉法人を含む
②非営利の民間団体等及び個人

〒113-0033　東京都文京区本郷2-4-7　大成堂ビル4階
公益財団法人あしたの日本を創る協会
TEL:03-6240-0778　/　FAX:03-6240-0779
MAIL:ashita@ashita.or.jp

・民間の非営利団体であること(法人格の
種類や有無は問わない)
・市民や患者,障がい者が主体的に参加し
て活動する団体であること
・日本国内に活動拠点があり,原則として
2年以上の活動や研究の実績があること
・目的や活動内容が特定の政治,宗教など
に偏っておらず,反社会的勢力とは一切関
わっていないこと

〒143-0016　東京都大田区大森北1-17-4　太陽生命大森ビル
公益財団法人太陽生命厚生財団　事務局
TEL/FAX:03-6674-1217

5 福祉関連

公益財団法人太陽生命厚生財団
「事業助成」

助成 NPO 清水基金

公益 太陽生命 事業助成

あしたのまち 助成 レポート

ファイザープログラム 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2年7月2日(木)23時まで

助成件数　30～50件程度を予定
1件あたり/200万円～5,000万円

令和2年9月30日(水)

①最優秀賞　賞状,副賞(10万円のギフト券)1本
優秀賞　賞状,副賞(5万円のギフト券)2本
入選　賞状,副賞(1万円のギフト券)5本

②最優秀賞　賞状,副賞(5万円のギフト券)1本
優秀賞　賞状,副賞(3万円のギフト券)2本
入選　賞状,副賞(1万円のギフト券)5本

①WEB,メール,郵送
※実施状況写真の添付必須

　
②メール,郵送,FAX

令和2年6月19日(金)17時まで

1団体あたり30万円
総額550万円

インターネット申請
＊追加資料等郵送

〒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
TEL:03-6674-1188(担当：大竹，高橋)　FAX：03-6674-1190
MAIL:yumeplan＠prfj.or.jp
HP:https://yumeplan.prfj.or.jp

事務局　MAIL: grant_covid＠readyfor.jp

＊本基金の運営支援として公益財団法人トヨタ財団よりご案内がありました。

9 環境関連

一般財団法人　公園財団
公園・夢プラン大賞2020

全国の公園緑地を舞台に,市民による自由な
発想で実施されたイベントや活動,これから
やってみたいアイデア,プランの募集
①実現した夢部門
・皆さんの「夢の実現」となった，素敵な
イベントや活動
・過去5年間(2016年1月1日以降)に，市
民が主体となり実施したもの
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

①どなたでも応募可
(自薦他薦問わないが,実施者の了承を得た
もの)

②どなたでも応募可
応募プランは実際に実現する可能性もあ
り

8 福祉関連

READYFOR(株)
新型コロナ感染症　拡大防止活動基金

・介護施設,障がい者施設,保育所,学校,
放課後学童保育等へのマスク等必要物
資の支援費用
・新型コロナウイルス感染症の影響を
受け,社会的孤立が懸念される子ども,青
少年,保護者,高齢者,低所得者などを支援
する個人,団体等の活動費用
・その他,各個人,団体,事業者,医療機関,
自治体,などが新型コロナウイルス感染
症対応を実施する上で発生する費用な
ど

新型コロナウイルス感染症の対応及び拡
大防止に取り組む,個人,任意団体,特定非営
利活動法人(NPO),社会福祉法人,事業者,医
療機関,自治体など
・日本国内に拠点がある団体
・反社会的勢力に該当しないこと

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

10 福祉関連

公益財団法人SOMPO福祉財団
NPO基盤強化資金助成　住民参加型福祉活動資金助成

地域における高齢者,障碍者,子ども等に
関する複合的な生活課題に,地域住民が
主体となって,包括的な支援を行う活動

・日本全国に所在する団体
・5人以上で活動する営利を目的としない
団体(法人格の有無は問わない)ただし,社
会福祉法人は除く

コロナ基金 READYFOR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScqGvDkyS3AAaO1qVqeteeerNf6Igh

9_LpRwLmr0zyK766ZDw/viewform 

WEBシステム

公園・夢プラン

SOMPO福祉財団

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


