
新宿NPO協働推進センター 広報誌

NPO POP NEWS！ 社会貢献活動に関連したポップな話題をお伝えします。
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新型コロナウィルスとの共存で、多くのNPOや社会貢献活動団体が今までの組織運営や活動内容の見直しを
行っています。今号では、現在、募集している助成金と共に、Withコロナ時代により新しい活動を考えている
団体にも活用できる資金集めの情報を紹介します。

この助成事業は、小林製薬株式会社の “人と社会に素晴らしい「快」を提供する”という経営理念に基づき、障が
いや病気を抱える子ども達とそのご家族にとって “あったらいいな”をカタチにしようとしている個人又は団体に対
して支援を行うことを目的にしています。

◆小林製薬青い鳥財団◆
小林製薬青い鳥財団令和2年度助成金

(3) 助成対象事業・助成金額

障がい・病気に悩む子ども達とその家族が抱えて

いる様々な医療・福祉上の支援活動及び調査研究で、

日本国内において行われるもの

1.支援活動 ／ 1件200万円～500万円程度

（3件～4件程度）

2.調査研究 ／ 1件100万円程度（2件～3件程度）

2021年4月より、原則1年ないし2年で一定の成果が

得られるもの（複数年にわたる活動の場合でも、支

援金は初年度一括交付）

(4) お問い合わせ先

公益財団法人 小林製薬青い鳥財団 事務局

TEL：03-3505-5371 FAX：03-3505-5377

Mail：info@kobayashi-foundation.or.jp

WEB：https://www.kobayashi-foundation.or.jp/index.html

(1) 応募期間

2020年6月5日(金)～7月31日(金)必着

(2) 助成対象団体

1.支援活動の場合

日本国内において活動する次の法人等

（個人は除く）

・公益法人・一般法人・NPO法人

・その他ボランティア団体、町内会など非

営利かつ公益に資する活動を行う団体

2.調査研究の場合

1)日本国内の大学・研究所等に所属し、研

究職に従事している個人

2)日本国内において活動する次の法人等

・公益法人・一般法人・NPO法人

・その他ボランティア団体、町内会など非

営利かつ公益に資する活動を行う団体

この助成事業は、自主的な市民活動を地域社会に広げ、よりよい社会づくりに貢献することを目指しています。多
くの団体と出会い、その活動を支えていくことが地域コミュ二ティを豊かにすることにつながると考え、特定の分野
に関係なく、制度や政策が追いついていない問題を解決しようとしている団体を応援します。

◆パルシステム東京市民活動助成基金◆
誰もが安心してくらしていける社会と地域環境をつくる市民活動を応援します！

(3) 助成対象事業・助成金額

1.当助成事業に合致した物品の購入費用の全額または一部

2.活動・事業に要する運営費用の一部

3.当組合が認める事業立ち上げに要する費用の一部

総額500万円 （※上限50万円、10万円コース）

(4) お問い合わせ先

パルシステム東京 組合員活動サポートライン

TEL：03-6233-7607 (月～金/9:30～17:00)

Mail：paltokyo-call@pal.or.jp

WEB：https://www.palsystem-tokyo.coop/

(1) 応募締切

2020年7月31日(金)17:00必着

(2) 助成対象団体

1.東京都を主たる活動エリアとし、活動してい

る又は活動を予定している市民団体。

2.団体の規模及び法人格の有無は問わない。但

し営利団体、宗教団体、趣味等に関する団体

及び政治団体、または法令等に基づく行政庁

の処分に違反する事業活動等は除く。

3.申請は1団体1申請に限る。
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本事業により、芸術文化の振興や、芸術・文化による社会創造に寄与する活動を行うものが、そのプロジェクトを
企業メセナ協議会に登録申請し採択されると、当協議会のサイトで寄付を募ることができます。

◆2021 芸術・文化による社会創造ファンド －2021 Arts Fund－◆
公益社団法人企業メセナ協議会

(3) 重点とする支援対象

1.地域文化振興および芸術・文化による地域創造

2.芸術・文化を通じた国際交流および日本文化の国際発信

3.芸術・文化およびこれを通じた社会創造を行う人材育成

4.その他、芸術・文化振興に資する活動

(4) お問い合わせ先

公益社団法人企業メセナ協議会 助成事業担当

TEL：03-5439-4520

Mail：2021artsfund@culfun.mecenat.or.jp

WEB：https://culfun.mecenat.or.jp/collect/

2021artsfund/point.html

(1) 申請締切日

2020年10月20日(火)

(2) 申請対象団体

1.公益を目的とした法人で、芸術・文化活動を

行うもの（一般社団法人、一般財団法人、

NPO法人など）

2.任意団体で芸術・文化活動を行うもの

3.芸術・文化活動を行う個人で、その活動に公

益性が認められるもの

このプロジェクトは、「生物多様性」「気候変動」をテーマに、環境課題の解決に取り組む人材の育成や、実践的に
環境課題解決に資するプロジェクトを推進する民間非営利団体の活動に対して助成します。

◆「トヨタ環境活動助成プログラム」2020年度 助成プロジェクト◆
トヨタ自動車株式会社

(3) 助成対象事業・助成金額（1団体への上限）

1.海外プロジクト：海外での活動を対象（700万円）

2.国内プロジェクト：国内での活動を対象（300万円）

3.国内小規模プロジェクト：今まで当助成プログラムで助成を受けた

ことがない団体による国内での小規模な活動が対象（100万円）

(4) お問い合わせ先

トヨタ環境活動助成プログラム事務局

TEL：03-3817-9238

Mail：tmc-ecogrant@g500.jp

WEB：https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/

challenge6/ecogrant/

(1) 応募期間

2020年4月3日(金)～9月3日(木)必着

(2) 助成対象団体

民間非営利団体（NPO・NGO・公益法人及び法

人格を持たない任意団体やグループを含む）

※学校、国、地方自治体、営利企業等は対象外

この助成事業は、社会的養護を必要とする子どもたちに対して、自立奨学支援や自立した人たちの相互扶助と交流
を行う団体が企画する事業案件へ支援を行います。

◆2020年度 プロジェクト支援（団体向け支援事業 後期助成）◆
公益財団法人 楽天 未来のつばさ

(3) 申請条件

支援を受けようとする団体は、日本国内における児童

養護関連団体で事業計画に従って遂行に足る能力を有

する団体であり、また、それを過去の実績で証明でき

ること。申請は1団体、1プロジェクトとする。また原

則2年連続の助成は行わない。

※法人格を有しないボランティア、任意団体でも2年以

上の活動実績がある団体は申請可能。

(4) 交付申請額

交付金上限 30万円（交付件数6件）

(5) お問い合わせ先

公益財団法人 楽天 未来のつばさ

TEL：03-5642-7890（平日 10時30分～16時30分）

WEB：https://mirainotsubasa.or.jp/

(1) 応募期間

2020年9月1日(火)～10月30日(金)必着

(2) 支援対象プロジェクト

1.児童養護プロジェクトで、そのテーマや内

容が子どもの権利擁護、子どもの最善の利

益に資するものであること。

2.児童養護関連プロジェクトにおいて、その

プロジェクトの計画性及び方法が目的を達

成するために適切で、かつ支援によりプロ

ジェクトの効果が十分発揮できると認めら

れたものであること。

3.当該プロジェクトは、営利を目的としない

ものであること。

※団体への助成ではなく、団体の実施するプ

ロジェクトに対する助成として行う。

※当年度または来年度実施のプロジェクト

※支援事業の主旨に賛同し、支援を要望また資金交付

を希望する団体は、事務局までお電話ください。申請

可能と判断された団体に申請書様式が送付されます。



3

この助成事業は、JT が社会貢献活動の重点課題として位置付けている、「格差是正」 「災害分野」「環境保
全」に取り組む様々な団体の事業を支援します。

◆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

(3) 助成対象事業・助成金額

1.格差是正：人、地域間で生じる水準の差異の是正につながる事業

2.災害分野：災害発生地域における支援及び災害に備えた減災、

防災につながる事業

3.環境保全：様々な天然資源維持につながる事業

（1団体への上限金額：200万円）

(4) お問い合わせ先

JT SDGs 貢献プロジェクト外部事務局

(公益社団法人日本フィランソロピー協会内)

Mail：jt_sdgs@philanthropy.or.jp

WEB：https://www.philanthropy.or.jp/jt/

(1) 応募期間

通年を通して募集を受け付け

(2) 助成対象団体※

1.法人であること

2.主たる事業所所在地と事業展開地が日本

国内であること

3.法人の設立目的や活動内容が政治、宗教

思想に偏っていないこと

4.反社会勢力でないこと、または反社会勢

力と交友関係を有しないこと

※営利/非営利は問わない

この助成事業は、教育、学術、文化、福祉、その他の公益事業を行うものに協賛、助成し、その発展に寄与す
る事を目的として、その目的を達成するために行っています。

◆森村豊明会（2020年度 後期助成）◆
社会奉仕の精神と志に富み、公益性かつ実効性の高い事業を助成

4.公衛生の向上を目的とする事業

5.児童または青少年の健全な育成を目的とする事業

6.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、

又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

(4) お問い合わせ先

公益財団法人森村豊明会 事務局

TEL：03-6268-8308

FAX：03-3501-7322

Mail：zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp

WEB：https://morimura-houmeikai.jp/

(1) 応募期間

2020年10月1日(木)～12月10日(木)必着

(2) 助成対象団体※

1.社会奉仕の精神に富み、公益性かつ実効性

の高い事業を行う団体

2.非営利活動団体であること

※法人格の有無は問わない

※個人の場合、応相談

(3) 助成対象事業

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業

2.文化及び芸術の振興を目的とする事業

3.労働意欲のある者に対する就労の支援を目

的とする事業

この助成事業は、東京都内の無形民俗文化財を活用した地域の文化の振興に資する公演活動等や、特定の地域におけ
る文化資源を活用した事業に対して、その経費の一部を助成します。

◆2020年度 東京地域芸術文化助成（三次募集）◆
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

(4) 助成対象事業

1.無形民俗文化財活用事業（海外にて実施も可）

（国又は地方公共団体の指定を受けている東京都内の無形民俗文化財

が対象）

2.地域文化資源活用事業（東京都内にて実施）

（東京都内の特定の地域の文化資源が対象）

※2020年10月1日以降に開始し、2021年3月31日までに終了する事業

(5) お問い合わせ先

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京

企画室企画助成課

TEL：03-6256-8431（平日10時～18時）

Mail：josei@artscouncil-tokyo.jp

WEB：https://www.artscouncil-tokyo.jp

(1) 応募期間

2020年7月17日(金)～8月17日(月)消印有効

(2) 助成対象団体

東京を拠点とする芸術団体・NPO・保存会・

継承団体・民間の劇場等

(3) 助成金額

上限50万円

（補助率：助成対象経費合計の1/2以内）

※ 掲載した情報は各団体のHP等から抜粋したものです。詳細につきましては、各団体にお問い合わせください。

https://morimura-houmeikai.jp/


新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設利用中止としていましたが、7月15日（水）から利用を再
開することとなりました。施設利用再開に伴い、当面の間、下記の注意事項等を厳守いただきますようお願い
致します。

（1）施設利用におけるガイドライン（※1）の厳守について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設利用におけるガイドライン

を厳守いただきますようお願いいたします。

（2）利用前チェックリスト（※1）の記入等について
利用団体の代表者又は連絡責任者の方は、参加者への注意事項の事前周知と

ともに「利用前チェックリスト」を記入し、受付窓口に提出してください。
チェックリストの各項目にチェックがない場合には、利用の中止をお願いする
ことがあります。また緊急時に備え、利用団体の代表者又は連絡責任者の方は
利用者（不特定多数の参加者等を含む）全員の氏名・連絡先を把握しておいて
ください。

（3）貸出施設の定員数について
各部屋のご利用可能人数については、人数を制限してのご利用となります。

（施設定員推奨数はホームページをご確認ください）

（4）利用上の注意
1.こまめな手洗い、アルコール消毒を実施してください。
2.利用中はマスクを着用してください。
3.利用中でも適宜、窓や出入口扉の開放等による換気を行ってください。
4.利用者同士の距離を２ｍ程度（最低１ｍ）空け、手の届く距離に集まらない
よう配慮してださい。

5.更衣室は少人数でご利用ください。
なお、シャワー室は当面の間、利用中止とさせていただきます。

6.施設内でのお食事はお控えください（水分補給を除く）。
7.個人で来館の際には、4階受付窓口にて氏名等の記入をお願いします。
8.体調不良の方は、ご利用をお控えください。
9.新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の登録を推奨します。

(右のQRコードからダウンロード可能です）

（※1）施設利用におけるガイドライン、利用前チェックリストは、当センターの
ホームページでダウンロード可能です。
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【センターから重要なお知らせ】

COCOA の
QRコード


