令和２年度助成金情報一覧(他団体が実施）
名称

1

公益信託日本オラクル有志の会
ボランティア基金

締切

みずほ教育福祉財団
「老後を豊かにするボランティ

5月18日

5月22日

5

NPO法人助成事業

社会福祉法人清水基金
社会福祉法人助成事業

5月31日

6

ゆめ応援ファンド2020年度
特別助成

いる高齢者中心のボランティアグループに対して用 10万円

http://ww
w.mizuhoewf.or.jp/

http://ww
に対して車両の購入費、備品費等の購入費等を助
1件あたりの上限額 w.jraumanushi成。※NPO法人に関しては、主に障害者関係に従事 総事業費の4分の3
hukushi.or.j
している団体。
p/

障害者福祉の増進を目的として運営されているNPO

6月12日

法人を対象に利用者のために必要な機器・車輛・建
物（新築、改修、増改築）等を助成

https://ww
w.shimizu50万円～700万円
kikin.or.jp/
1件あたりの上限額

障害者福祉の増進を目的として運営されている社会 1件あたりの上限額

6月12日

福祉法人に対して、利用者に必要な機器・車輛・建 50万円～1000万
物等の費用を助成

円

https://ww
w.shimizukikin.or.jp/

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、事業収入

ボランティア・市民活動
支援総合基金

および地域共生社会の実現につながる活動を行って 1件あたりの上限額

社会福祉事業を行う、社会福祉法人及びＮＰＯ法人

施設設備等助成

4

https://ww
1件あたりの上限額 w.oracle.co
職を置く市民活動団体（ボランティア団体とＮＰＯ
m/jp/chari
10万円
table法人を優先する）
trust/

具・機器類の取得資金を助成。

公益財団法人

社会福祉法人清水基金

URL

高齢者を対象として活動するボランティアグループ

ア活動」

3 中央競馬馬主社会福祉財団

助成金額

東京都において社会的な貢献活動を行う都内に事務

公益財団法人
2

助成対象

や寄付等が減少し支払いが困難となっている費用、

6月13日

新たに必要となった費用。
（例）◆会場賃借費用◆ＩＴ・通信に係る費用◆消
耗品費（アルコール消毒液・マスク等）等

1件あたりの上限額
10万円

https://ww
w.tvac.or.jp
/sagasu/4
7614

名称

締切

助成対象

助成金額

URL

地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複
公益財団法人
7 ＳＯＭＰＯ福祉財団

合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括

6月19日

住民参加型福祉活動助成金

的な支援を行う活動。（新型コロナウイルス感染拡
大防止に伴う支援活動（学校閉鎖における子ども支

1件あたりの上限額
30万円

https://ww
w.sompowf.org/

援等）も対象）

介護施設、障害者施設、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、新型コロナウ

株式会社ＲＥＤＡＹＦＯＲ
8 新型コロナウイルス感染症拡大

7月2日

防止活動基金

イルス感染症拡大の影響を受け、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・団体等の活動費用等に対して

1件あたりの上限額
50万円～1000万
円

https://rea
dyfor.jp/pr
ojects/covi
d19-relieffund

助成。

公益財団法人
9 損保ジャパン日本興亜福祉財団
自動車購入費助成

特定非営利活動（NPO）法人で障害者福祉活動を行

7月12日

う団体に対して車両購入費を助成。

1件あたりの上限額
120万円

①上限１０万円コース：あらたな事業にチャレンジ
したい、適度な規模で着実にステップアップしたい
10

生活協同組合パルシステム東京
2020市民活動助成基金

など、設立間もない団体や、新規又は継続事業に対 1件あたり上限額

7月31日

して助成。

①10万円

②上限５０万円コース：これまでの活動を更に社会 ②50万円
に広げたい、実績のある活動に加え新規事業などに
対して助成。

https://ww
w.sjnkwf.or
g/jyosei/jid
ousya.html

https://ww
w.palsyste
mtokyo.coop
/cms/wpcontent/up
loads/2020
/06/20200
629_sinsein
otebiki1.pdf

with コロナの社会におけるつながりづくりやささ

社会福祉法人
11 中央共同募金会
withコロナ草の根応援助成

えあいなど、草の根の地域福祉活動を活 性化するた
①第1回締切 めの次のような活動。 ・これまでの活動のあり方の

7月31日 見直しと、持続可能な活動のあり方の検討 ・新た

1件あたりの上限額

②第2回締切 な活動を展開するための組織運営の見直し ・新たな 12万円

8月31日 活動のためのツール・資材等の整備 ・その他 with
コロナの社会における活動を活性化するための事
業。

https://ww
w.akaihane.
or.jp/news
/16926/

名称

締切

公益財団法人洲崎福祉財団
12 令和2年度上期障害児・者に対

障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活

8月31日

する自立支援活動への一般助成

大和証券福祉財団
令和2年度ボランティア活動助

動。障害児・者に対する自助・自立支援活動に対し
て助成。

公益財団法人
13

助成対象

助成金額

1件あたりの上限額
200万円

URL

http://ww
w.swf.or.jp/
support1/i
ndex.html

http://ww
1件あたりの上限額 w.daiwaの他、社会的意義の高いボランティア活動
grp.jp/dsf/
30万円
grant/outli
②地震・豪雨等による大規模災害の被災者支援活動
ne.html
①高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びそ

9月15日

成

社都内の社会福祉施設（障害者福祉施設、児童養護
14

公益財団法人出光文化福祉財団
令和２年度社会福祉助成金

施設）が行う、床暖房設置、省エネ、環境対応等の

9月30日

施設改造に対する助成。祉施設（障がい者福祉施
設、児童養護施設）が行う、床暖房設置、省エネ、

1件あたりの上限額
100万円

http://ww
w.sif.or.jp/

環境対応等の施設改造に対して助成。

公益財団法人ＳＯＭＰＯ
15

福祉財団
組織および事業活動の
強化資金助成

https://ww
1件あたりの限度額 w.sompoして障害児・者、高齢者などを対象として活動する
wf.org/jyos
70万円
ei/kibankyo
ＮＰＯ法人、社会福祉法人に対して助成。
uka.html
福祉および文化の向上に資することを目的に、主と

10月9日

社会福祉法人及び特定非営利法人等の公益法人、任
公益財団法人

意団体等が実施している社会 福祉事業及びそれに類

愛恵支援福祉財団

する活動のうち、比較的小規模な活動や事業、また

16 新型コロナウイル感染拡大

10月10日 当事者支援等で限られ た財源をもとに実施している

に伴う社会福祉活動

事業において、新型コロナウィルス感染拡大の影響

「緊急助成」

により発生して いる緊急対応に伴い、助成を必要と

1件あたりの上限額
50万円

http://ww
w.aikeifukushi.org
/?p=1536

する事業活動を対象とする。

公益財団法人キリン福祉財団
17 令和3年度「キリン・福祉のち
から応援事業」

https://fou
ndation.kiri
全育成分野、地域社会福祉分野のボラアンティア活 1件あたりの上限額 nholdings.c
10月31日
動を、長期的な視点に立って全国や広域にまたがる 100万円
om/subsid
y/r3/fukus
取り組みに対して助成。
hi.html
障害者福祉分野、高齢者福祉分野、児童・青少年健

名称

公益財団法人キリン福祉財団
18 令和3年度「キリン・地域のち
から応援事業」

締切

助成対象

助成金額

https://fou
ndation.kiri
1件あたりの上限額 nholdings.c
10月31日 とのある人・支える人の福祉向上、地域やコミュニ
30万円
om/subsid
ティの活性化に関わるものに対して助成。
y/r3/index.
html
子ども・子育て世代、シルバー世代、障害や困りご

社会福祉法人及びNPO法人、任意団体等が実施して
19

公益財団法人愛恵福祉支援財団
令和２年度助成金

11月15日

いる福祉事業のうち、比較的小規模な施設事業充実 1件あたりの上限額
のため、また障害者支援等財政的な裏付けの少ない 20万円
先駆的な試みや開拓的な事業活動に対して助成。

車両競技公益資金記念財団
20

令和2年度第2回高齢者、障害
者等の支援を目的とするボラン

社会福祉のボランティア活動において高齢者、心身 １件あたりの上限

11月20日

障害児（者）に対するボランティア活動に直接必要 額
な器材の整備事業に対する購入費用に対して助成。 90万円

ティア活動に対する助成事業

21

公益財団法人さわやか

新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い

福祉財団

活動」、高齢者・子ども・障がい児（者）を含めた

令和２年度連合・愛のカンパ助

11月30日

地域ぐるみの助け合い、支え合い活動等に対して助

成

成。

一般社団法人タチバナ財団

障害者の社会参加と自立を促進し、障がい者の福祉

22 2020年度障害者団体へ助成

URL

12月25日 の向上に貢献すると見込まれる活動を行う団体に対
して助成。

１件あたりの上限
額
15万円

1件あたりの上限額
30万円

http://ww
w.aikeifukushi.org
/?p=1596

https://ww
w.vecof.or.j
p/aid/volu
ntternaiyou/

https://ww
w.sawayak
azaidan.or.j
p/news/po
st-876/

http://ww
w.tgroup.co.jp
/zaidan/

名称

締切

助成対象

助成金額

URL

生活上の困難に直面する人々、権利を侵害されてい
る人々、何らかの生きづらさを抱えている人々を支
援することを目的とする次の事業や活動が対象で
社会福祉法人中央共同募金会

23 赤い羽根福祉基金2021年度助

https://ww
1件あたりの上限額 w.akaihane.
・直接的な支援事業・活動
or.jp/news
1000万円
/kikin/159
・支援事業・活動の基盤づくり、ネットワークづく
42/
り
す。

1月18日

成

・支援事業・活動を充実・発展させるための調査・
研究事業

ボランティア・市民活動団体、またはそれらを推進
している民間団体に対して下記の事業について助
東京ボランティア・

成。

市民活動センター

①学習会・研修会の開催

24 ボランティア基金

1月29日

②調査・研究の実施

「ゆめ応援ファンド」

③器具・器材の開発・購入

【単年度助成・継続助成】

④活動にかかわる市民への啓発

1件あたりの上限額
50万円

https://ww
w.tvac.or.jp
/tvac/prog
rams/

⑤先駆的・モデル的活動
⑥その他

新型コロナウイルス感染症の拡大で必要となっ
た下記の費用で2021年4月以降に支出予定の

ボランティア・市民活動

もの。

支援総合基金

25 ゆめ応援ファンド助成

1月29日

【特別助成

①IT通信環境に関わる費用

1件あたりの助成額

（オンライン通信のためのパソコン購入、wifi設

5万円

置・ルーター・オンラインツールの有料プラン費

（新型コロナウイルス対応）】

用）

②消耗品費
（アルコール除菌物品、マスク、体温計等）
with コロナの社会におけるつながりづくりや
ささえあいなど、草の根の地域福祉活動を活性
化するための次のような活動。
・これまでの活動のあり方の見直しと、持続可
能な活動のあり方の検討

社会福祉法人

26 中央共同募金会
withコロナ草の根応援助成

2月25日

・新たな活動を展開するための組織運営の見直
し
・新たな活動のためのツール・資材等の整備
ィルム等の感染症予防資材の購入費用など)
・その他 with コロナの社会における活動を活
性化するための事業

1件あたりの上限額
10万円

https://ww
w.tvac.or.jp
/news/506
32

名称

締切

助成対象

助成金額

URL

1件あたりの上限額

http://ww
w.swf.or.jp/
support1/i
ndex.html

公益財団法人洲崎福祉財団
令和２年度下期一般助成

27 障害児・者に対する自立支援活

障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活

2月28日

動への援助

動、障害児・者に対する自助・自立の支援事業に対 200万円
して助成

①コロナ禍対応助成
公益財団法人

28

さわやか福祉財団
地域たすけあい基金

・コロナ禍により被った助け合い活動の被害額の支

5月18日か 援
ら
常時実施

・コロナ禍により生じた生活上の不便・不安を解消
するための助け合い活動
②共生社会推進助成
・地域の助け合いを維持・発展する活動

1件あたりの上限額
①10万～20万円
②15万円

http://ww
w.sawayak
azaidan.or.j
p/covid19donate/

