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新規 締切 種別 助成金名 実施団体 URL

New 2019.10.31 全分野 2020年度　助成金申請 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common

New 2019.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度  上期芸術文化助成 公益財団法人　野村財団 https://www.nomurafoundation.or.jp/category/culture#bosyu

New 2019.11.05 子ども 令和２年度　子どもゆめ基金助成金／子ども向け教材開発・普及活動 独立行政法人　国立青少年教育振興機構 https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/kyozai_boshu.html

New 2019.11.05 社会教育 2020年度図書館振興助成事業 公益財団法人 図書館振興財団 https://www.toshokan.or.jp/jyosei/

New 2019.11.11 学術・文化・芸術・スポーツ 令和2年度　芸術文化振興基金（舞台芸術・美術等の創造普及活動） 独立行政法人　日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/lp/2019/bosyuu_0.html

New 2019.11.15 保健・医療・福祉 愛恵福祉支援財団　「社会福祉育成活動推進のための助成事業」 公益財団法人　 愛恵福祉支援財団 http://www.aikei-fukushi.org/?p=1405

New 2019.11.21 学術・文化・芸術・スポーツ 令和2年度　芸術文化振興基金（国内映画祭等の活動） 独立行政法人　日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/lp/2019/bosyuu_0.html

New 2019.11.26 子ども 令和２年度　子どもゆめ基金助成金／子どもの体験活動・読書活動 独立行政法人　国立青少年教育振興機構 https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/taiken_boshu.html

New 2019.11.30 まちづくり 2020年度　助成金公募 公益財団法人　熊西地域振興財団 http://kumanishifoundation.com/news/2019/08/05/

New 2019.12.02 国際協力 日米センター公募助成プログラム 国際交流基金日米センター https://www.jpf.go.jp/cgp/grant/detail.html

New 2019.12.02 学術・文化・芸術・スポーツ 文化芸術交流海外派遣助成 独立行政法人　国際交流基金 https://www.jpf.go.jp/j/program/culture.html

New 2019.12.02 国際協力 知的交流会議助成 独立行政法人　国際交流基金 https://www.jpf.go.jp/j/program/intel.html

New 2019.12.09 経済活動 2020年度　金融相談等活動助成 一般財団法人　ゆうちょ財団 http://www.yu-cho-f.jp/lecture/consultation/kyotoku.html?doing_wp_cron=1568962192.5167798995971679687500

New 2019.12.15 環境保全 コスモ石油エコカード基金 コスモエネルギーホールディングス株式会社 https://ceh.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/info/index.html

2019.10.20 学術・文化・芸術・スポーツ 助成認定制度 公益財団法人　企業メセナ協議会 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/grant/point.html

2019.10.20 学術・文化・芸術・スポーツ 2021 芸術・文化による社会創造ファンド 公益財団法人　企業メセナ協議会 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html

2019.10.31 国際協力 2020年度　アジア生協協力基金 公益財団法人　生協総合研究所 http://ccij.jp/jyosei/kikinkoubo190820_01.html

2019.10.31 保健・医療・福祉 第1回野口幽香賞　 社会福祉法人　二葉保育園 http://www.futaba-yuka.or.jp/120th/application.html

2019.10.31 保健・医療・福祉 令和2年度「キリン･福祉のちから開拓事業」公募助成 公益財団法人　キリン福祉財団 https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r2/fukushi.html

2019.10.31 まちづくり 令和2年度「キリン･地域のちから応援事業」公募助成 公益財団法人　キリン福祉財団 https://www.kirinholdings.co.jp/foundation/subsidy/r2/index.html

2019.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度　日本室内楽振興財団助成金 公益財団法人　日本室内楽振興財団 http://www.jcmf.or.jp/about-jcmf/subsidy.html

2019.10.31 環境保全 2019年度　環境保全プロジェクト助成 公益財団法人　損保ジャパン日本興亜環境財団 https://www.sjnkef.org/project/project.html

2019.10.31 地域安全 高速道路利用・観光・地域連携推進プラン 一般財団法人　国土計画協会 http://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html

2019.10.31 保健・医療・福祉 AED訓練器等助成 公益財団法人ＪＲ西日本あんしん社会財団 https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/aed/

2019.10.31 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 https://mirainotsubasa.or.jp/institution/

2019.10.31 環境保全 第22回日本水大賞の募集開始 ～水に関わるみなさんの活動を表彰～ 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000984.html

2019.10.31 まちづくり 2020年度 アートによる地域振興助成 公益財団法人　福武財団 https://fukutake-foundation.jp/subsidy/art_index
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2019.10.31 環境保全 第30回コメリ緑資金　助成 公益財団法人　コメリ緑育成財団 http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html

2019.11.08 保健・医療・福祉 2020年度　年賀寄付金配分団体の公募 日本郵便株式会社 https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2019/00_honsha/0902_01_01.pdf

2019.11.08 学術・文化・芸術・スポーツ 音楽活動への助成 公益財団法人　ローム ミュージック ファンデーション https://micro.rohm.com/jp/rmf/recruitment/subsidy/index.html#start_area

2019.11.12 学術・文化・芸術・スポーツ 令和2年度 美術に関する国際交流助成 公益財団法人　ポーラ美術振興財団 http://www.pola-art-foundation.jp/grants/index.html

2019.11.15 環境保全 2020年度環境市民活動助成 一般財団法人　セブン-イレブン記念財団 http://www.7midori.org/josei/index.html

2019.11.20 NPO支援 2020年度国際協力NPO助成（一般型） 公益財団法人　日本国際協力財団 https://jicfnpo.wixsite.com/jicf/subcidy

2019.11.20 地域安全 2020年度 防災教育チャレンジプラン 防災教育チャレンジプラン http://www.bosai-study.net/boshu/

2019.11.28 学術・文化・芸術・スポーツ 芸術活動への助成 公益財団法人　朝日新聞文化財団 https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html

2019.11.30 保健・医療・福祉 障がい者福祉助成金 公益財団法人　ヤマト福祉財団 https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy/

2019.11.30 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度助成（地域文化の振興） 公益財団法人　三菱UFJ信託地域文化財団 http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

2019.12.12 保健・医療・福祉 2019年度　森村豊明会助成金（後期） 公益財団法人　森村豊明会 http://morimura-houmeikai.jp/

2019.12.15 保健・医療・福祉 2020年度　社会福祉助成事業 公益財団法人　日本社会福祉弘済会 https://www.nisshasai.jp/fukusijyoseijigyo/jyoseiyoukou-2020.html

2020.01.31 環境保全 2019年度　藤本倫子こども環境活動助成基金 公益財団法人　日本環境協会 https://www.jeas.or.jp/activ/prom_01_00.html

2020.03.31 地域安全 2019年度　暴力団排除事業に関する助成 公益財団法人　日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/

募集中 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 http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/31-jyosei-2

募集中 災害救援 大規模災害発生時における防犯活動緊急支援助成募集要項 公益財団法人　日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/

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

随時 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 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

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

随時 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 http://www.minto.or.jp/products/fund_rec.html

随時 災害救援 障害者市民防災活動助成 ゆめ風基金 https://yumekazek.com/fund/fund.html

随時 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 https://shinrai.or.jp/subsidy-what/index.html
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