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初掲載 種別 助成金名 実施団体法人格 実施団体 募集終了 URL

New NPO支援 Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs（国内助成） 株式会社 パナソニック株式会社 2019.07.31 https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2019_recruit.html

New 学術・文化・芸術・スポーツ 文化財保護活動への助成 公益財団法人 朝日新聞文化財団 2019.07.05 https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant02.html

New 災害救援 特定活動助成「自然災害支援プログラム」 公益財団法人 ユニベール財団 2019.07.31 https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant

New 災害救援 障害者市民防災活動助成 特定非営利活動法人 ゆめ風基金 随時 https://yumekazek.com/fund/fund.html

New まちづくり 地域支え合い活動　助成プログラム 相互会社/一般社団法人 明治安田生命保険相互会社/全国食支援活動協力会 2019.06.30 http://www.mow.jp/pdf/youkou2019.pdf

New まちづくり 2019年度あしたのまち・くらしづくり活動賞 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 2019.07.03 http://www.ashita.or.jp/

New まちづくり 公園・夢プラン大賞 一般財団法人 公園財団 2019.09.30 https://yumeplan.prfj.or.jp/

New 保健・医療・福祉 NPO法人助成事業 社会福祉法人 清水基金 2019.06.30 https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/

New 保健・医療・福祉 社会福祉法人助成事業 社会福祉法人 清水基金 2019.07.31 https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/general/

2019.05.01 学術・文化・芸術・スポーツ 一般公募助成金 公益財団法人 ライフスポーツ財団 2019.07.31 https://www.lsf.or.jp/josei

2019.05.01 子ども 平成31年度 新設/既設のおもちゃ図書館・老人福祉施設・老人ホーム等におもちゃセット助成事業 一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団 2019.05.25 http://www.toylib.or.jp/

2019.05.01 子ども よみうり子育て応援団大賞 読売新聞社 2019.06.07 https://info.yomiuri.co.jp/contest/lfmd/kosodate.html

2019.05.01 子ども 第50回（2019年度）博報賞 公益財団法人 博報財団 2019.06.28 https://www.hakuhofoundation.or.jp/prize/

2019.05.01 子ども SBI子ども希望財団 施設充実事業に関する助成金申請 公益財団法人 SBI子ども希望財団 2019.08.30 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/

2019.05.01 保健・医療・福祉 2019年度（第45回）社会福祉助成金 社会福祉法人 丸紅基金 2019.05.31 https://www.marubeni.or.jp/topics/entry-42.html

2019.04.15 環境保全 トヨタ環境活動助成プログラム 株式会社 トヨタ自動車株式会社 2019.06.06 https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/

2019.04.15 環境保全 第30回　緑の環境プラン大賞 公益財団法人 都市緑化機構 2019.06.30 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-plan/guideline-plansho

2019.04.15 環境保全 第39回　緑の都市賞　緑の市民協働部門・緑の事業活動部門・緑のまちづくり部門 公益財団法人 都市緑化機構 2019.06.30 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho/green-city/guideline-toshisho

2019.04.15 子ども 平成 31 年度 新設のおもちゃ図書館におもちゃセット助成事業 一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団 2019.05.25 http://www.toylib.or.jp/

2019.04.15 子ども 2019年度　ドナルド・マクドナルド・ハウス財団助成事業 公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 2019.05.31 https://www.dmhcj.or.jp/foundation/results/2019.html

2019.04.15 子ども 未来のつばさ　プロジェクト支援事業2019 公益財団法人 楽天　未来のつばさ 2019.10.31 https://mirainotsubasa.or.jp/institution/

2019.04.15 保健・医療・福祉 ビジネスパーソンボランティア活動助成/シニアボランティア活動助成 公益財団法人 大同生命厚生事業団 2019.05.25 http://www.daido-life-welfare.or.jp/subsidize/volunteer/step2.htm

2019.04.15 保健・医療・福祉 2019年度「横寺敏夫　患者と家族の支援基金」公募 公益財団法人 公益推進協会 2019.06.30 https://kosuikyo.com/

2019.04.15 保健・医療・福祉 高齢者保健・医療、生活習慣病または高齢者福祉に関する研究・調査への助成 公益財団法人 太陽生命厚生財団 2019.06.30 http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/promotion_recruitment/index.html

2019.04.15 保健・医療・福祉 音健アワード2019 一般社団法人 日本音楽健康協会 2019.08.31 http://www.onkenkyo.or.jp/award.html

2019.04.01 環境保全 第6回「生物多様性 日本アワード」 公益財団法人 イオン環境財団 2019.05.20 https://www.aeon.info/ef/prize/award/about.html

2019.03.15 保健・医療・福祉 2019年度（第49回）毎日社会福祉顕彰 公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 2019.05.31 https://www.mainichi.co.jp/shakaijigyo/fukushikensho.html

2019.03.15 保健・医療・福祉 2019年度ニッセイ財団 高齢社会助成  (Ｉ．地域福祉チャレンジ活動助成) 公益財団法人 日本生命財団 2019.05.31 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019.03.15 保健・医療・福祉 第17回「配食用小型電気自動車寄贈事業」（2019年度） 公益財団法人 みずほ教育福祉財団 2019.06.07 http://www.mizuho-ewf.or.jp/

2019.03.15 保健・医療・福祉 2019年度ニッセイ財団 高齢社会助成 (II．実践的研究助成) 公益財団法人 日本生命財団 2019.06.15 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019.03.01 学術・文化・芸術・スポーツ 2019年度自然体験活動支援事業「第18回トム･ソーヤースクール企画コンテスト」 公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団 2019.05.17 http://www.shizen-taiken.com/

2019.02.01 学術・文化・芸術・スポーツ アジア・文化創造協働助成（第2回） 独立行政法人 国際交流基金 2019.06.03 http://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html

2019.01.15 学術・文化・芸術・スポーツ 2019年度　青少年スポーツ振興に関する助成金（後期） 公益財団法人 ヨネックススポーツ振興財団 2019.06.20 http://www.yonexsports-f.or.jp/joseikin.html

2019.01.15 環境保全 食品ロス削減全国運動　活動助成 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 募集中 http://www.ashita.or.jp/foodloss.htm

2019.01.15 子ども 平成31年度子どもゆめ基金助成金／子どもの体験活動・読書活動（二次募集） 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 2019.06.18 https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/index.html

2018.12.15 環境保全 大竹財団助成金 一般財団法人 大竹財団 随時 https://ohdake-foundation.org

2018.12.15 まちづくり 平成30年度「クラウドファンディング型まちづくりファンド」に係る募集 一般財団法人 民間都市開発推進機構 随時 http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html

2018.07.15 保健・医療・福祉 公益財団法人信頼資本財団　共感助成 公益財団法人 信頼資本財団 随時 http://shinrai.or.jp/subsidy/subsidy-request/

2018.07.15 保健・医療・福祉 平成31年度　施設整備等助成 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 募集中 http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/31-jyosei-2

2018.03.01 保健・医療・福祉 平成30年度　助成金（福祉、医療、教育、芸術） 一般財団法人 日本メイスン財団 随時 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

2017.11.01 子ども 堺市子ども食堂開設支援補助金 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会　地域福祉課 随時 http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/kosodate/hiroba/shokudou/hojokin_kodomosyokudo.html

2017.05.16 活動支援 Techsoupjapanソフトウエア寄贈プログラム 認定特定非営利活動法人 日本NPOセンター 随時 https://www.techsoupjapan.org/
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