
 2020.07.15　  2020.07.15-2021.03.31

新規 締切 種別 助成金名 実施団体 URL

New 2020.07.31 子ども 2020年度 小林製薬青い鳥財団　支援活動助成 公益財団法人　小林製薬青い鳥財団 https://www.kobayashi-foundation.or.jp/assist/index.html

New 2020.07.31 子ども 2020年度 小林製薬青い鳥財団賞 公益財団法人　小林製薬青い鳥財団 https://www.kobayashi-foundation.or.jp/award/index.html

New 2020.08.07 まちづくり ブリヂストン　BSmile募金 株式会社ブリヂストン/公益社団法人日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/

New 2020.08.31 保健・医療・福祉 令和2年度 高齢者福祉助成 公益財団法人 大阪ガスグループ福祉財団 https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/fukushi_detail.html

New 2020.08.31 保健・医療・福祉 令和2年度　洲崎福祉財団上期一般助成 公益財団法人　洲崎福祉財団 http://www.swf.or.jp/support1/index.html

New 2020.08.31 全分野 第15回 マニフェスト大賞 マニフェスト大賞実行委員会 http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/docs/2020062200017/

New 2020.09.18 環境保全 第15回「みどり香るまちづくり」企画コンテスト 環境省 http://www.env.go.jp/air/midori-kaoru/index.html

New 2020.09.30 保健・医療・福祉 がん患者在宅療養支援 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-324.html

New 2020.09.30 保健・医療・福祉 チャリティプレート助成金 特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 http://www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13

New 2020.09.30 保健・医療・福祉 2020年度　医療貢献活動助成 公益財団法人テルモ生命科学振興財団 https://www.terumozaidan.or.jp/support/medicine_domestic.html

New 2020.09.30 国際協力 第14回かめのり賞 公益財団法人 かめのり財団 https://www.kamenori.jp/kamenorishou.html

New 2020.11.26 学術・文化・芸術・スポーツ 芸術活動助成 公益財団法人 朝日新聞文化財団 http://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html

2020.07.15 環境保全 第31期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 公益財団法人 自然保護助成基金 http://www.pronaturajapan.com/foundation/pronaturafund/31pnfbosyu

2020.07.17 まちづくり 株式会社ガハハ「キフフ助成プログラム」 株式会社ガハハ https://kifufu.net/grant/

2020.07.17 国際協力 草の根技術協力事業「草の根パートナー型」 独立行政法人 国際協力機構 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/form.html#partner

2020.07.27 まちづくり 2021年度 社会的・文化的諸活動助成 公益財団法人 KDDI 財団 http://www.kddi-foundation.or.jp/support/social/

2020.07.31 環境保全 農中森力（もりぢから）基金 農林中央金庫 https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2020/post-571.html

2020.07.31 子ども ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク 公益財団法人 ライフスポーツ財団 https://www.lsf.or.jp/joseikin

2020.07.31 子ども ライフスポーツ財団「一般公募助成事業」 公益財団法人 ライフスポーツ財団 https://www.lsf.or.jp/joseikin

2020.07.31 まちづくり YS 市庭コミュニティ―財団 助成事業 一般財団法人 YS市庭コミュニティー財団 http://ys-ichiba.org/assisting.html

2020.07.31 環境保全 2020年度 公益信託　大成建設自然・歴史環境基金 大成建設株式会社 https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/html/gist.html

2020.07.31 災害救援 2020年度 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 https://www.univers.or.jp/index.php?civilactgrant

2020.07.31 まちづくり Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs<国内助成> パナソニック株式会社/特定非営利活動法人市民社会創造ファンド https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/citizenship/pnsf/npo_summary/2020_recruit.html

2020.07.31 保健・医療・福祉 2020年度 福祉助成 公益財団法人 前川報恩会 https://www.mayekawa.org/grant/welfare_grant/welfare_youkou_2020.html

2020.08.07 子ども 令和2年度 「植山つる児童福祉研究奨励基金」 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/sponsor/20200306_ueyamatsuru.html

2020.08.21 環境保全 2020年度 第16期ナショナル・トラスト活動助成 公益財団法人 日本ナショナル・トラスト協会 http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

2020.08.31 保健・医療・福祉 JASM Award  一般社団法人 日本社会福祉マネジメント学会 https://jasm.info/form-award/

2020.08.31 学術・文化・芸術・スポーツ 日本音楽健康協会「音健アワード 2020」 一般社団法人 日本音楽健康協会 https://www.onkenkyo.or.jp/award.html

2020.08.31 子ども 2020年度 SBI 子ども希望財団「施設充実事業に関する助成金」 公益財団法人 SBI子ども希望財団 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/

2020.08.31 まちづくり 2020年度 地域振興助成 公益財団法人 前川報恩会 https://www.mayekawa.org/grant/regional_improvement/regional_youkou_2020.html

2020.09.03 環境保全 トヨタ環境活動助成プログラム  トヨタ自動車株式会社 https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/?_ga=2.15844342.1101722929.1586415678-150567724.1586415678

2020.09.30 まちづくり 公園・夢プラン大賞2020 一般財団法人 公園財団 https://yumeplan.prfj.or.jp/index.html

2020.10.02 保健・医療・福祉 がん患者団体助成 公益財団法人 正力厚生会 https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html

2020.10.30 子ども 楽天未来のつばさ 団体向け支援事業（後期） 公益財団法人 楽天 未来のつばさ https://mirainotsubasa.or.jp/institution/

2020.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 2020年度第30期“地域文化の振興をめざして”助成 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html

2020.10.中旬 まちづくり アジア・市民交流助成（新型コロナウイルス対応特別プログラム） 独立行政法人 国際交流基金 http://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html

2021.03.31 保健・医療・福祉 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援  公益財団法人 ＪＫＡ https://hojo.keirin-autorace.or.jp/

2021.03.31 まちづくり 2020年度 年度内募集 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/year

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 公益財団法人　日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/?p=10623

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/

募集中 保健・医療・福祉 令和2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/reiwa-2

随時 まちづくり 地域助け合い基金 公益財団法人 さわやか福祉財団 https://www.sawayakazaidan.or.jp/fund/data/00_application_requirements.pdf

随時 子ども “子ども食堂”応援プロジェクト 2020年度助成 公益財団法人 オリックス宮内財団 http://www.kyoshakyo.or.jp/shakyodb/josei.cgi?c=detail&n=123

随時 環境保全 JT SDGS 貢献プロジェクト 公益社団法人日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/jt/

随時 災害救援 新型コロナウイルス感染拡大による特別活動支援金 公益財団法人 ウェスレー財団 https://wesley.or.jp/program/news/post-17.html

随時 国際協力 日本財団「海外の事業 “海外における人道活動や人材育成事業”」 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/overseas

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 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 https://yumekazek.com/fund/fund.html

随時 保健・医療・福祉 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 まちづくり 共感助成 公益財団法人　信頼資本財団 https://shinrai.or.jp/subsidy-what/index.html

随時 まちづくり 令和元年度 「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 学術・文化・芸術・スポーツ 令和2年度 地域文化活動事業助成 一般財団法人 冲永文化振興財団 http://o-bunka.t-zaidan.jp/pdf/furtherance/jyoseijigyo_yoko_2020.pdf

随時 保健・医療・福祉 障害者支援団体等の活動に対する支援事業 公益財団法人 はるやま財団 http://www.haruyama.co.jp/zaidan/assistance.php
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