
　阪南市市民活動センター助成金情報　2023.2.2

新規 チラシ 募集期限 対象分野 助成金 実施団体 助成額 URL

☆ 2023.2.6 子ども

赤い羽根福祉基金「盛和塾 リスター

ト応援助成」～児童養護施設等を退所

した方の再就職を応援します～

（福）中央共同募金会

１施設・機関あたり、上

限１年間150万円。支援

対象者1名あたり、上限

30万円

https://www.akaihane.or.jp/subsi

dies/sub-kikin/30592/

☆ 2023.2.9

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2023年度　青少年創造性開発育成事

業

（公財）双葉電子記念

財団

助成総額1000万円予

定。1件あたりの上限額

100万円。

http://www.futaba-

zaidan.org/business/creativity.htm

l

2023.2.13
保健・医療・

福祉
横寺敏夫　患者と家族の支援基金 （公財）公益推進協会

1事業あたりの上限額60万

円

https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9

%e6%88%90%e9%87%91-2

2023.2.10 国際協力
令和5年度　日本台湾交流協会学術イベン

ト助成
（公財）日本台湾交流協会 詳細はHP

https://www.koryu.or.jp/business

/study/grant/

2023.2.14 子ども
Y'sファンド D＆I基金～みんな違って、み

んないい～

（公財）パブリックリソース

財団

1件あたり上限100万円

支援団体数：4団体程度

https://www.public.or.jp/project/f

0171

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

☆ 2023.2.17 国際協力
公益信託地球環境日本基金 助成プロジェ

クト2023募集
公益信託　地球環境日本協会

助成総額1600万円予定。

（助成件数10件程度）
http://www.koueki-jtge.jp/

2023.2.22 全分野
令和5年度 NPO等活動支援によるSDGsの

達成に向けた社会課題解決事業
大阪府

100万円以上500万円以下

の資金提供

　※クラウドファンディン

グで集まった寄付と同額の

資金を、一般財団法人村上

財団から提供（マッチング

寄附方式）

https://www.pref.osaka.lg.jp/suis

hin/npo/
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☆ 2023.2.28

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

2023年度「国際音楽の日」記念事業 （公財）音楽文化創造 1件あたり上限10万円
https://www.onbunso.or.jp/imd/2

023grant/

☆ 2023.2.28 子ども お金をまわそう基金助成事業 （公財）お金をまわそう基金 詳細はHP
https://okane-

kikin.org/information/6280

2023.2.28
保健・医療・

福祉
ちはるスタイル基金 （公財）公益推進協会

1件当たりの上限：30万円

以内

助成件数は3件程度

https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9

%e6%88%90%e9%87%91-2

2023.2.28
保健・医療・

福祉
第12回　杉浦地域医療振興助成募集 （公財）杉浦記念財団

助成総額1000万円

詳細はHP

https://sugi-

zaidan.jp/smf/reward-new/#grant

2023.2.28 子ども 令和5年度　児童養護施設等助成金
（公財）こどもの未来創造基

金
詳細はHP http://iffc.or.jp/requirements/

2023.2.28

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

ノエビアグリーン財団 2022年度助成事業
（公財）ノエビアグリーン財

団
1件あたり上限300万円

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

nts/organization/index.htm

☆ 2023.3.1 子ども
2023年度　日本生命財団　児童・少年の

健全育成助成「実践的研究助成」
（公財）日本生命財団

2年助成

最大400万円（1年最大200

万円）3～4件程度

1年助成

最大100万円　5～7件程度

http://nihonseimei-

zaidan.or.jp/jidou2/02.html

2023.3.14
保健・医療・

福祉
2023年度　地域福祉振興助成 （公財）木口福祉財団 詳細はHP https://kiguchi.or.jp/

☆ 2023.3.15 国際協力
2023年度 世界の人びとのためのJICA基

金活用事業
（独）国際協力機構 詳細はHP

https://www.jica.go.jp/partner/pri

vate/kifu/09.html

☆ 2023.3.15 環境保全
令和5年度 「緑と水の森林ファンド」公

募事業
（公財）国土緑化推進機構 団体100万円、個人70万円

https://www.green.or.jp/news/fun

d2023-recruitment/
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☆ 2023.3.16 子ども 伴走型就学・学習支援活動助成 （公財 樫の芽会

1件当たりの上限額：30～

300万円

助成件数：10～15件程度

https://www.kashinomekai.or.jp/a

ssisting/

2023.3.31

学術・文化・

芸術・スポー

ツ

ポーラ伝統文化振興財団　助成事業
（公財）ポーラ伝統文化振興

財団

1件あたり30～200万円程

度の助成

https://www.polaculture.or.jp/pro

motion/jyoseiapply.html

2023.3.31
保健・医療・

福祉
連合・愛のカンパ地域助成 日本労働組合総連合会 詳細はHP

https://www.jtuc-

rengo.or.jp/activity/kizuna/campa

/2023/chiiki.html

☆ 2023.4.20 全分野
2023年度 大阪帝塚山ロータリークラブ社

会奉仕基金助成金
大阪帝塚山ロータリークラブ

1団体当たりの上限額：30

万円程度

助成件数：年間3団体

http://osaka-tezukayama-

rc.cocolog-

nifty.com/blog/2023/01/post-

5bbcd7.html

☆ 2023.4.30 まちづくり 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

2023.5.19
保健・医療・

福祉
風に立つライオン オブ・ザ・イヤー

（公財）風に立つライオン基

金

【柴田紘一郎賞と鎌田實

賞】各1件

正賞：表彰盾（又はﾄﾛ

ﾌｨｰ）副賞：200万円、【奨

励賞】5件程度

https://lion.or.jp/work/award/awa

rd_oftheyear.html

随時 子ども こどものみらい基金
（一財）サウンドハウスこど

ものみらい財団

合計年間1200万円

個人、1団体につき10～

200万円

https://www.kodomozaidan.org/re

cruit/
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随時 災害救援 2022年度 年度内募集 （公財）日本財団
事業規模に見合う適正な金

額を助成

https://www.nippon-

foundation.or.jp/grant_application

/programs/year

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

/

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
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・独立行政法人 （独）


