
　阪南市市民活動センター助成金情報　2022.9.17

新規 チラシ 募集期限 対象分野 助成金 実施団体 助成額 URL

2022.9.20 まちづくり
環境省

第10回「グッドライフアワード」
環境省

表彰と副賞として対外的に

発信できるプロモーション

動画を制作して贈呈

https://www.env.go.jp/policy/kiho

n_keikaku/goodlifeaward/applicati

on.html

〇 2022.9.20 子ども
子供の未来応援基金

令和5年度未来応援ネットワーク事業
（独）福祉医療機構

事業A：上限300万円，

事業B：30万円または100

万円

https://www.wam.go.jp/hp/miraio

uen_r5/

2022.9.22
保健・医療・

福祉

競輪とオートレースの補助事業

2023年度補助事業
（公財）JKA 詳細はHP https://hojo.keirin-autorace.or.jp/

〇 2022.9.22

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

スミセイ　コミュニティスポーツ推進助

成プログラム

①チャレンジコース

②アドバンスコース

（公財）住友生命健康財団

①50万円まで

②300万円まで（助成期間

2年間合計）

https://skzaidan.or.jp/sports_gran

t/

2022.9.23 全分野 第25回　CSOフォーラム2022
認定NPO法人　大阪NPOセ

ンター

グランプリ賞金100万円，

プラン賞50万円＋サポート

費用上限50万円

http://osakanpo-center.com/cso/

2022.9.27 人権・平和
第11回　ソーシャル・ジャスティス基金

（SJF）

NPO法人　まちぽっとソー

シャル・ジャスティス基金

1案件の助成上限300万

円。最大8案件の助成を予

定。

https://socialjustice.jp/p/2022fun

d/

☆ 2022.9.30 環境保全
2022年度「ゆたかなふるさとをつくる

瀬戸内オリーブ基金助成事業」
（特非）瀬戸内オリーブ基金 詳細はHP

https://www.olive-

foundation.org/activity/activity-

418/
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2022.9.30 全分野 お金をまわそう基金 （公財）お金をまわそう基金

助成額は決まっておらず、

寄付したい人が助成先を決

めて寄付をするもの

https://okane-kikin.org/

2022.9.30 国際協力
味の素ファンデーション

AIN「食と栄養」国際支援プログラム

（公財）味の素ファンデー

ション
年間上限300万円

http://www.theajinomotofoundati

on.org/about/

2022.9.30
保健・医療・

福祉

2022年度　ホース未来福祉財団

障害者福祉助成金
（公財）ホース未来福祉財団

助成総額1600万円。1件当

たり400万円

https://horse-fw.or.jp/2022-

joseikin-bosyu/

2022.9.30 環境保全

2023年度募集「水辺の大型鳥類保護部

門」「鳥類保護団体への活動助成部門」

「地域愛鳥活動助成部門」

公益信託サントリー世界愛鳥

基金

10件程度の活動に対して、

総額2000万円（予定）を

助成

http://www.koueki-suntory-

aityou.jp/bosyuu/index.html

2022.9.30 国際協力
令和5年度　多文化共生のまちづくり促進

事業
（一財）自治体国際化協会 詳細はHP

http://www.clair.or.jp/j/multicultu

re/kokusai/page_8.html

2022.9.30 環境保全 地球にやさしいカードによる助成事業 （公財）緑の地球防衛基金 詳細はHP
https://green-earth-

japan.net/kikin_zyosei.html

2022.9.30
保健・医療・

福祉
音健アワード2022 （一社）日本音楽健康協会

最優秀賞30万円（1作

品），優秀賞10万円（弱冠

数）

http://www.onkenkyo.or.jp/award

_guideline/

2022.9.30
保健・医療・

福祉

ALSOKありがとう運動財団「活動助成

金」「福祉車両寄贈」

（公財）ALSOKありがとう

運動財団

一法一応募施設に対し50万

円

http://www.alsok-arigato-

foundation.alsok.co.jp/kobo.html

2022.9.30
保健・医療・

福祉

第20回読売福祉文化賞

①一般部門②高齢者福祉部門

読売光と愛の事業団

読売新聞社

各3件（トロフィーと副賞

各100万円）

https://www.yomiuri-

hikari.or.jp/report/20-1.html

〇 2022.9.30 まちづくり 公園・夢プラン大賞 2022 （一財）公園財団

最優秀賞、優秀賞、入選の

各賞に賞状および副賞を贈

呈

https://yumeplan.prfj.or.jp/
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2022.9.30
保健・医療・

福祉
チャリティプレート助成金

（特非）日本チャリティプ

レート協会
1件当たり50万円

http://www.jcpa.net/jcpa/?page_i

d=13

2022.9.30 男女共同参画
2022年度 男女共同参画・少子化関連顕彰

事業
（公社）程ヶ谷基金

1件につき上限50万円、10

名（または団体）程度を目

途とします。

https://hodogaya-

foundation.or.jp/equality/req/

2022.9.30 国際協力 服部禮次郎アフリカ基金 （一社）アフリカ協会
2022年度助成総額は150万

円（助成件数は1～2件）

http://www.africasociety.or.jp/ind

ex.php/support/support01

2022.9.30 国際協力 2023年度日本万国博覧会記念基金
（公財）関西・大阪21世紀

協会

総額8000万円

複数年度助成事業（最長3

年）総額2000万円

単年度助成事業　300万円

https://www.osaka21.or.jp/jecfun

d/information/

2022.9.30 環境保全 2023年度　環境保護基金
（公財）フィランソロピー協

会
助成金上限額150万円

https://www.philanthropy.or.jp/to

yotires/

2022.9.30
保健・医療・

福祉
2022年度　医療貢献活動助成

（公財）テルモ生命科学振興

財団

1件につき100万円（1年

間）

https://www.terumozaidan.or.jp/s

upport/medicine_domestic.html

2022.9.30 環境保全 水の里の旅コンテスト2022 国土交通省 詳細はHP
http://mizunosato-

ouen.jp/tabi/entry/

☆ 2022.10.1 国際協力 関西地域NGO助成プログラム （特非）関西NGO協議会 詳細はHP
https://kansaingo.net/project/gra

ntprogram.html

☆ 2022.10.2 環境保全 第1回（令和4年度）環境活動助成
（公財）ブルーオーシャン

ファンデーション

助成件数５件程度、助成1

件につき最大30万円

http://seisan.server-

shared.com/blueocean.html

2022.10.3 社会教育 生涯学習開発財団　松田妙子賞 （一財）生涯学習開発財団
正賞：記念品，副賞：賞金

100万円

https://www.gllc.or.jp/project/mat

sudataeko/

2022.10.4 環境保全 毎日新聞社　第12回「毎日地球未来賞」 毎日新聞社

大賞：一般100万円，学生

50万円

クボタ賞：一般60万円，学

生30万円　等

https://www.mainichi.co.jp/event/

aw/chikyumirai/
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〇 2022.10.5 環境保全 2023年度　環境市民活動助成
（一社）セブン‐イレブン記

念財団
詳細はHP，資料 https://www.7midori.org/

2022.10.6

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2023年度 公募プログラム 「創造環境イ

ノベーション」
（公財）セゾン文化財団 詳細はHP

https://www.saison.or.jp/applicati

on

☆ 2022.10.7 認定NPO法人取得資金助成 （公財）SOMPO福祉財団 １件の上限：30万円
https://www.sompo-

wf.org/jyosei/nintei-npo.html

☆ 2022.10.14
環境保全

子ども

第14回　阪急阪神　未来のゆめ・まち基

金　助成プログラム

阪急阪神ホールディングスグ

ループ（助成事務局：社会福

祉法人　大阪ボランティア協

会）

1団体あたり、【部門Ⅰ】

50万円、10団体程度

【部門Ⅱ】100万円、5団

体程度

https://osakavol.org/news/subsid

y/yumemachi2022.html

2022.10.14
保健・医療・

福祉
2023年度　安全事業に関する助成の募集

（公財）日工組社会安全研究

財団

広域安全事業助成1件当た

り200万円

県域安全事業助成1件当た

り80万円

https://www.syaanken.or.jp/?p=1

2257

2022.10.17
保健・医療・

福祉
がん患者団体助成 （公財）正力厚生会 1件当たり50万円

https://shourikikouseikai.or.jp/wor

ks/kanja/doc.html

☆ 2022.10.18 環境保全 第18回　TOTO水環境基金 TOTO株式会社

総額2760万円。

1件当たり、国内上限80万

円/最長3年（最大240万

円）、海外上限なし

https://jp.toto.com/company/csr/

mizukikin/

☆ 2022.10.31
保健・医療・

福祉

「発達障害」とともに生きる豊かな地域

生活応援助成

（福）朝日新聞厚生文化事業

団

1団体につき年間最大100

万円、助成総額年間1,000

万円程度　（①単年度助成

②３年継続助成）

https://www.asahi-welfare.or.jp/

☆ 2022.10.31

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2023年度上期　芸術文化助成 （公財）野村財団 詳細はHP
https://www.nomurafoundation.or

.jp/category/culture#bosyu
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☆ 2022.10.31 全分野
令和5年度　キリン・地域のちから応援事

業
（公財）キリン福祉財団

１件（一団体）あたりの上

限額は３０万円です（プロ

グラム助成総額４,５００万

円）

https://foundation.kirinholdings.co

m/subsidy/r4/index.html

☆ 2022.10.31
保健・医療・

福祉
カナエルチカラ　中央ろうきん助成制度 中央労働金庫

助成総額1500万円

詳細はHP

https://chuo.rokin.com/about/csr/

josei/youkou.html

2022.10.11～

10.31
環境保全

2023年度　「環境市民活動助成」

活動助成

NPO基盤強化助成

（一財）セブンーイレブン記

念財団

①活動助成：1団体当たり

最大100万円

②NPO基盤強化助成：1団

体あたり最大400万円

https://www.7midori.org/josei/

2022.10.31 環境保全 第33回　コメリ緑資金 （公財）コメリ緑育成財団 詳細はHP
http://www.komeri-

midori.org/koubo/guide.html

2022.10.31
保健・医療・

福祉
地域活動団体への助成「生活学校助成」

（公財）あしたの日本を創る

協会

①生活学校への参加6万円

（初年度3万円、2年目3万

円）

②全国運動への参加　上限

5万円（現在のテーマは

「食を通じた子どもの居場

所づくり）

http://www.ashita.or.jp/sg2.htm

2022.10.31 災害 AED訓練器等助成
（公財）JR西日本あんしん

社会財団
AED訓練器等

https://www.jrw-relief-

f.or.jp/aid/aed/

2022.10.31
保健・医療・

福祉
齋藤茂昭記念財団　2022年度 助成事業 （一財）齋藤茂昭記念財団

1件（1団体）あたりの上限

額100万円

助成金総額400万円

https://www.saito-

foundation.jp/business/#requirem

ents

2022.10.31 まちづくり アートによる地域振興助成 （公財）福武財団

助成総額2000万円

1件当たり50～上限300万

円まで

https://fukutake-

foundation.jp/subsidy/art_index
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2022.10.31 まちづくり 第25回　日本水大賞 （公財）日本河川協会 詳細はHP
http://www.japanriver.or.jp/taisyo

/application.htm#07

2022.10.31 まちづくり
令和4年度　「高速道路利用・観光・地域

連携推進プラン」
（一財）国土計画協会

1件当たり上限1000蔓延

（支援事業数3件程度）

https://www.kok.or.jp/project/hig

hwayplan.html

2022.10.31
保健・医療・

福祉
2022年度　がん患者在宅療養支援事業 （福）読売光と愛の事業団

総額250万円（5団体程

度）

https://www.yomiuri-

hikari.or.jp/report/post-360.html

2022.10.31

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2022年度　第32期”地域文化の振興をめ

ざして”助成

①芸術活動分野②伝統芸能分野③伝統工

芸技術分野④食文化分野

（公財）全国税理士共栄会文

化財団
詳細はHP

http://www.zenzeikyo.com/assist/

index.html

2022.10.31

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

芸術活動助成金 （公財）朝日新聞文化財団

1件当たり10～100万円。音

楽・美術両部門で総額2000万

を予定。1件の支給額は最大

100万円。大半が10万円～数

十万円です。

https://www.asahizaidan.or.jp/gra

nt/grant01.html

〇 2022.11.4 全分野 2023年度日本郵便年賀寄付金 日本郵便 詳細はHP

https://www.post.japanpost.jp/kif

u/topics/r040831_01.html?fbclid=I

wAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQ

Pmr5AkXom5ttsGt80-

RMjfFW5g_8uhjejhIZc

2022.11.15 災害救援
JR西日本　安心社会財団　2023年度　活

動助成

（公財）JR西日本あんしん

社会財団

1件当たり50万以下。

助成総額3000万円程度を予定

https://www.jrw-relief-

f.or.jp/aid/activity/

2022.11.18 まちづくり

2023年度公募助成

非営利団体の活動を助成する事業（A　活

動資金の助成）

（公財）熊西地域振興財団 1団体1案件、上限50万円程度 https://kumanishifoundation.com/
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http://www.japanriver.or.jp/taisyo/application.htm#07
https://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html
https://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html
https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-360.html
https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-360.html
http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html
http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html
https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r040831_01.html?fbclid=IwAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQPmr5AkXom5ttsGt80-RMjfFW5g_8uhjejhIZc
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r040831_01.html?fbclid=IwAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQPmr5AkXom5ttsGt80-RMjfFW5g_8uhjejhIZc
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r040831_01.html?fbclid=IwAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQPmr5AkXom5ttsGt80-RMjfFW5g_8uhjejhIZc
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r040831_01.html?fbclid=IwAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQPmr5AkXom5ttsGt80-RMjfFW5g_8uhjejhIZc
https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r040831_01.html?fbclid=IwAR1PkFeXMTaN4WHBE4XHNQPmr5AkXom5ttsGt80-RMjfFW5g_8uhjejhIZc
https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/
https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/
https://kumanishifoundation.com/


☆ 2022.11.19 全分野
2022年度 特定課題「外国人財の受け入れ

と日本社会」
（公財）トヨタ財団

助成総額5000万円

1件あたり500～1000万程度

https://www.toyotafound.or.jp/sp

ecial/2022/migration.html

☆

2022.11.29

（電子申請の

み）

子ども
令和5年度 子どもゆめ基金 子どもの体験

活動・読書活動助成（一次募集）

（独）国立青少年教育振興機

構
詳細はHP

https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei

/

2022.11.30

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2023年度　三菱UFJ信託地域文化財団

助成金

（公財）三菱UFJ信託地域文

化財団
詳細はHP

http://www.mut-

tiikibunkazaidan.or.jp/

2022.10.1~1

1.30

保健・医療・

福祉
2023年度ヤマト福祉財団助成金 （公財）ヤマト福祉財団 詳細はHP

https://www.yamato-

fukushi.jp/works/subsidy-

2023.html

2023.1.9 子ども リカジョ育成賞 （公財）日産財団 詳細はHP

https://www.nissan-

zaidan.or.jp/oitline-

rika/?utm_source=canpan&utm_c

ampaign=6_rikajo

2023.2.15

（後期）
環境保全 アウトドア環境保護基金

（一社）コンサベーション・

アライアンス・ジャパン
上限は1回あたり50万円。

https://outdoorconservation.jp/pr

omotion-support

随時 まちづくり
令和4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

（一財）民間都市開発推進機

構
詳細はHP

https://www.minto.or.jp/products

/fund.html

随時 全分野 原田積善会　助成金 （公財）原田積善会 詳細はHP
https://www.haradasekizenkai.or.j

p/grant/app.html

随時 環境保全 大竹財団助成金事業 （一財）大竹財団 詳細はHP

https://ohdake-

foundation.org/%e5%a4%a7%e7%

ab%b9%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e

5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91

/

https://www.toyotafound.or.jp/special/2022/migration.html
https://www.toyotafound.or.jp/special/2022/migration.html
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/
http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/
http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/
https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy-2023.html
https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy-2023.html
https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy-2023.html
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=canpan&utm_campaign=6_rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=canpan&utm_campaign=6_rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=canpan&utm_campaign=6_rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=canpan&utm_campaign=6_rikajo
https://outdoorconservation.jp/promotion-support
https://outdoorconservation.jp/promotion-support
https://www.minto.or.jp/products/fund.html
https://www.minto.or.jp/products/fund.html
https://www.haradasekizenkai.or.jp/grant/app.html
https://www.haradasekizenkai.or.jp/grant/app.html
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/
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/
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/
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/
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 全分野
挙げたい会社から、もらいたいNPOへ

「あげます・もらいます」

（公財）日本フィランソロ

ピー協会
詳細はHP

https://www.philanthropy.or.jp/ag

emasu/

随時
保健・医療・

福祉

特定非営利活動法人ゆめ風基金

障害者市民防災活動助成（随時募集）
（特非）ゆめ風基金 10万円 https://yumekazek.com/

随時
保健・医療・

福祉

「地域助け合い基金」コロナ禍を乗り越

えて共生社会へ

「コロナ禍対応助成」「共生社会推進助

成」助成募集のご案内について

（公財）さわやか福祉財団 詳細はHP
https://www.sawayakazaidan.or.jp

/

法人略語

・一般財団法人 （一財）

・公益財団法人 （公財）

・一般社団法人 （一社）

・社会福祉法人 （福）

・独立行政法人 （独）

☆今回新しく掲載された助成金（黄色）

★申し込み前の助成金

〇市民活動センターでチラシの配架を行っている助成金

https://www.philanthropy.or.jp/agemasu/
https://www.philanthropy.or.jp/agemasu/
https://yumekazek.com/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/
https://www.sawayakazaidan.or.jp/

