
締切日時 ホームページ

助成金額 申請方法

対象活動 対象団体

令和4年8月10日(水)

1件あたり上限100万円
総事業費(渡航費を除く)の1/2を限度

郵送

申請書ダウンロード締切
        令和4年8月15日(月)18：00
申請締切
         令和4年8月26日(金)18：00

上限なし
(総額1億円)

①「印刷版」郵送
②「データ版」応募フォームにアップロード

令和4年8月31日(水)必着

1件あたり上限100万円 郵送

3

教育/福祉
医療/芸術
スポーツ/

関連

一般社団法人 芳心会
「2022年度 助成金 (団体)第2期」

日本国内における次の活動
・科学技術/学問の振興
・教育施設の整備等
・社会福祉または障害者福祉活動
・医療施設の整備等
・健康増進/体力増強活動
・スポーツの振興(施設整備,競技者育成等)
・伝統芸能/工芸/技術の保存
・芸術の振興
・道徳思想の普及活動
・その他,公益に資する活動

法人格を有し,公益活動または非営利活動等
を行う団体またはその活動を支援する団体

環境関連

公益財団法人 イオン環境財団
「第32回 イオン環境活動助成」

「里山コモンズの再生」のテーマに該当する下記
　の分野のいずれかの活動
・里山(里地/里川/里湖/里海を含む)の保全/維持/
　管理
・植樹を含む里山の修復
・野生動植物/絶滅危惧種の保護
・自然資源の利活用
・自然環境教育
・里山に関わる伝承活動
・被災地の里山復興活動

・団体自らが企画/主催し,地域の皆様と共
　に実施する参加型の活動を行う団体
・日本国内に窓口があり,電話とメールを介
　して日本語で連絡が取れること
・申請時点で,設立後1年以上の活動実績を
　有する非営利団体。法人格の有無や種類
　は問わない。(任意団体可)
・報告業務について,速やかに対応できる
　体制が整っていること
・反社会的勢力とは一切関わりがないこと

〒261-8515
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
公益財団法人　イオン環境財団　第32回イオン環境活動助成事業 申請受付係 宛
TEL: 043-212-6022
MAIL: ef@email.aeon.biz
HP：https://www.aeon.info/ef/

〒981-0914
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7階
公益財団法人 宮城県国際化協会(MIA)
未来の東北博覧会記念国際交流基金
TE L: 022-275-3796 / FAX : 022-272-5063
MAIL:mail@mia-miyagi.jp

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

1 国際関連

公益財団法人 宮城県国際化協会
「 未来の東北博覧会記念国際交流基金助成金」

①国際交流事業
・海外派遣援助事業
・外国人等受入れ援助事業
・国際交流イベント援助事業
・セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
②国際協力事業
・国際協力事業に対する援助事業
・セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業
③多文化共生推進事業
・定住外国人との共生社会を構築するための援助事
　業
・セミナー及びシンポジウム開催に対する援助事業

宮城県内に主たる事務所を有する団体。
なお,構成員の半数以上が宮城県内に住
所を有し,活動する団体

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-3-8 九段大島ビル３階
一般社団法人 芳心会 事務局
TEL/FAX : 03-6261-4552
MAIL:info@houshin-kai.or.jp

2

8月助成金情報 令和4年
気仙沼市民活動支援センター

〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-10

ワンテン庁舎1階気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課内

TEL：0226-22-6600(内336) FAX：0226-24-1226 MAIL：k.npokk@gmail.com

未来の東北博覧会 助成

イオン環境財団

2022年 芳心会団体 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和4年8月31日(火)17:00

1件あたり上限100万円
(総額300万円)

助成事業登録フォームから申請
URL
https://www.mayekawa.org/syst
em/

令和4年8月31日(水)必着

1団体あたり上限5万円
（応募額は千円未満切り捨て）

※助成総額2,100万円

活動地または居住地の市町村共同募金委員会へ

持参または郵送

令和4年8月31日(水)当日消印有効

1団体あたり上限150万円 郵送

〒460-8511
愛知県名古屋市中区三の丸1丁目6番1号　中日新聞社内
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 「東日本復興支援事業」宛
TEL：052-221-0580 (平日10：00～17：30)

5
まちづくり

関連

社会福祉法人 宮城県共同募金会
令和4年度(最終年度) 赤い羽根 ボラサポ2 被災地住民支え合いサポート募金

東日本大震災被災地　「住民支え合い活動助成」

令和4年度に実施する以下の被災地において新た
なコミュニティづくりに向けた生活支援活動等
・生活支援活動
・サロン活動
・住民交流事業

宮城県在住者５名以上で構成されている東
日本大震災の「被災者支援活動」及び「復
興支援活動」を行うボランティアグループ
やNPO法人等の非営利団体

〒984-0051
宮城県仙台市若林区新寺1丁目4番28号
赤い羽根共同募金 社会福祉法人 宮城県共同募金会
TEL:  022-292-5001 / FAX：022-292-5002
HP：http://www.akaihane-miyagi.or.jp

6
復興支援
福祉/教育

関連

社会福祉法人　中日新聞社会事業団
「東日本復興支援事業」

・当該支援のボランティア活動
・児童の生活,進学,学業を支援する活動
・障害者/老人の支援活動
・地域住民の生活,福祉向上などの支援活動
・当該県内で活動を行う団体
※その他,配分委員会が特に必要と認める事業や活
動

・福島,宮城,岩手県内の被災地や避難先に
　活動拠点を有する,社会福祉法人や民間
　の非営利活動法人,公益法人などの非営
　利組織
・任意団体については,3人以上のメンバ
　ーで構成され,かつ1年以上の活動実績
　があり,活動状況についてホームページ
　やSNS,機関紙などによる定期的な情報
　発信を行なっている団体。また,会則,規
　約またはそれに相当する文書を有し,適
　正な事業計画,予算/決算書が整っている
　こと
・複数の団体が連携した共同事業の場合
　は,代表申請団体が上記の要件を満たし
　ていること
・助成決定後,申請事業の活動計画に基づ
　き,経過報告を実施できる団体
・申請事業の活動状況について,ホームペ
　ージSNS,新聞紙面,機関紙による情報発
　信に了承いただける団体

〒135-8482
東京都江東区牡丹3-14-15
公益財団法人　前川報恩会
TEL: 03-3642-1566 / FAX：03-6458-5876

4
①地域における資源,伝統,文化等の保全,継承,活用
　を基本とした地域の活動
②地域に根ざした食やエネルギーに関わる活動

文化/環境
関連

公益財団法人 前川報恩会
「2022年度 地域振興助成」

NPO法人,学校法人等の法人格を有する非
営利法人

東日本復興支援事業 中日新聞

赤い羽根 助成 住民支え合い

前川報恩会 地域振興 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和4年9月2日(金）17：00

全国大賞（1件）　　賞状および賞金　50万円
優秀賞（5件程度）　賞状および賞金　20万円

　応募登録ページから申請
URL
https://www.pef.or.jp/kokoro-
forum/

令和4年9月9日(金)必着

①文部科学大臣賞　表彰状
　厚生労働大臣賞　表彰状
　(それぞれスミセイ未来大賞から1組)
　スミセイ未来大賞　表彰盾,副賞100万円(2組程度)
　スミセイ未来賞　表彰盾,副賞50万円(10組程度)
②スミセイ女性研究者奨励賞(10名程度)
　助成金として年間あたり上限100万円/2年間

郵送

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋2-14-7 光ビル
「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局
TEL: 03-3265-2283(平日10：00～17：30)

7 子ども関連

公益財団法人　パナソニック教育財団
　2022年度 「子どもたちの“こころを育む活動”」

〇家庭,地域,学校,企業などのさまざまなグループ
　で,継続している活動
〇子どもたちに持ってほしい“3つのこころ”が
　育まれる活動
・自分に向かう“こころ”
・他者に向かう“こころ”
・社会に向かう“こころ”

・活動の拠点が日本国内にあること
・複数の団体が合同で行なっている活動,コ
　ロナ禍の影響で一時的に休止している活
　動,オンラインの活動も対象。また,法人格
　の有無は問わない。
・政治活動,布教,営利目的ではないこと
・本賞を既に受賞している活動は対象外

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-10 第2ローレルビル6階
公益財団法人 パナソニック教育財団
TEL：03-5521-6100 / FAX：03-5521-6200

8 表彰

住友生命保険相互会社
第16回「未来を強くする子育てプロジェクト」

①子育て支援活動の表彰
②女性研究者への支援

①地域において子育て環境づくりに取り組
　む団体や個人
②子育てと人文/社会科学分野の研究活動
　の両立に努力されている女性研究者

未来を強くする子育てプロジェクト

パナソニック教育財団

2022年度 こころを育む

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


