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新規 締切 種別 助成金/アワード/コンテスト/顕彰制度　名 実施団体 URL

New 2020.11.20 保健・医療・福祉 令和2年度 第2回ボランティア活動推進事業 社会福祉法人 京都府共同募金会
公益財団法人 車両競技公益資金記念財団

https://akaihane-kyoto.or.jp/publics/index/181/

New 2020.11.20 保健・医療・福祉 居場所を失った⼈への緊急活動応援助成 第2回助成 社会福祉法人 中央共同募金会 https://www.akaihane.or.jp/news/15232/

New 2020.11.30 保健・医療・福祉 日母おぎゃー献金基金　施設・什器・備品等助成 公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/

New 2020.11.30 まちづくり 2021年度　公募助成　非営利団体の活動を助成する事業 公益財団法人 熊西地域振興財団 https://kumanishifoundation.com/news/2020/08/18/

New 2020.11.30 環境保全 第16回 エコツーリズム大賞 環境省／一般社団法人日本エコツーリズム協会 https://ecotourism.gr.jp/16-2/

New 2020.11.30 学術・文化・芸術・スポーツ スポーツ庁 令和2年度第2次補正予算事業 スポーツ活動継続サポート事業 公益財団法人 日本スポーツ協会 https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html

New 2020.11.末日予定 子ども 2021年度 児童・少年の健全育成助成 公益財団法人 日本生命財団 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/02.html

New 2020.11.末日予定 保健・医療・福祉 2021年度 生き生きシニア活動顕彰 公益財団法人 日本生命財団 http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/ikiiki/02.html

New 2020.12.07 子ども 困難な状況にある子ども達への支援事業 一般財団法人 中辻創智社 https://nakatsuji-ff.org/offering/kodomo/

New 2021.01.31 子ども 2020年度 近畿ろうきんNPOアワード 近畿労働金庫 https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/

2020.11.16 環境保全 2021年度 河川基金 川づくり団体助成 公益財団法人 河川財団 https://www.kasen.or.jp/kikin/info/itemid793-001462.html

2020.11.16 まちづくり JR 西日本あんしん社会財団「活動助成」 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/activity/

2020.11.16 まちづくり 2021年度 環境市民活動助成「活動助成」「NPO基盤強化助成」 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 https://www.7midori.org/josei/

2020.11.20 環境保全 第10回 毎日地球未来賞 株式会社 毎日新聞社 https://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/

2020.11.20 学術・文化・芸術・スポーツ 日本芸術文化振興会「芸術文化振興基金 “地域の文化振興等の活動”」 独立行政法人 日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/lp/2020/bosyuu_0.html

2020.11.20 国際協力 国際協力機構 第2 回「草の根技術協力事業 “草の根協力支援型”」 独立行政法人 国際協力機構 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/

2020.11.24（web） 子ども 令和3年度　子どもゆめ基金助成金＜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

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

2020.11.27 全分野 大阪コミュニティ財団2021年度助成 公益財団法人 大阪コミュニティ財団 http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm

2020.11.30 まちづくり 「連合・愛のカンパ」団体立ち上げ・新規事業立ち上げのための準備金支援 公益財団法人 さわやか福祉財団 https://www.sawayakazaidan.or.jp/news/post-876/

2020.11.30 全分野 大塚商会ハートフル基金 株式会社大塚商会 https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/news/2020/201020.html

2020.11.30 保健・医療・福祉 2021年度 ヤマト福祉財団助成金 公益財団法人 ヤマト福祉財団 https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html

2020.11.30 学術・文化・芸術・スポーツ 2021年度 公益財団法人 三菱 UFJ 信託地域文化財団 公益財団法人　三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

2020.12.02 環境保全 2021年度 地球環境基金助成金 独立行政法人 環境再生保全機構 https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/index.html

2020.12.10 まちづくり 2020年度 森村豊明会助成金　後期募集 公益財団法人 森村豊明会 https://www.morimura-houmeikai.jp/recruitment/

2020.12.11 社会教育 2021年度　学生を対象とする次世代リーダーの育成活動に対する助成事業 公益財団法人電通育英会 https://www.dentsu-ikueikai.or.jp/transmission/subsidy/about/

2020.12.11 まちづくり 2021年度　POSC社会貢献活動支援のための助成 一般社団法人パチンコ・パチスロ社会貢献機構 http://posc.or.jp/subsidy/application.html

2020.12.11 全分野 第8回 エクセレントNPO大賞 「エクセレントＮＰＯ」をめざそう市民会議in言論NPO http://www.excellent-npo.net/

2020.12.28 環境保全 2021年度 エフピコ環境基金 エフピコ環境基金 https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/environmentalfund.html

2021.03.31 地域安全 2020年度　暴力団排除事業助成 公益財団法人日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/?p=11251

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 全分野 原田積善会 助成金 公益財団法人　原田積善会 http://www.haradasekizenkai.or.jp/grant/app.html

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/covid19-donate/

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～包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて～ 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 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/%e5%a4%a7%e7%ab%b9%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91/

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2年度 クラウドファンディング活用型まちづくりファンド 一般財団法人 民間都市開発推進機構 http://www.minto.or.jp/products/fund.html

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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