
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9月9日(金）当日消印有効

①1件あたり100万円以内(必要費用の4分の3以内)
②1件あたり50万円以内(必要費用の4分の3以内)

メール,または
郵送（配達記録の残るもの）

令和4年9月12日(月)17:00必着

1事業あたり上限180万円
※効果が特に高いと見込まれる事業の場合,

135万円を上限に加算

持参,または郵送
(特定記録郵便か簡易書留)

応募フォーム：令和4年9月13日（火）
申請書類送信：令和4年9月16日（金）

1団体あたり1事業のみ上限30万円
総額2,000万円を予定

応募フォームから申込後,
申請書類の送信

令和4年9月15日(木)当日消印有効

1団体あたり上限30万円
(総額4,500万円)

郵送

〒538-0036
大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-136
公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協会　企画事業部 企画事業課
TEL：06-6915-4516 / FAX：06-6915-4524
maill：clover＠expo-cosmos.or.jp

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

1
環境
関連

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協会
　令和5年度(2023年度) 「花博自然環境助成」

「自然と人間との共生」の継承発展/普及啓発や
「花と緑」に関連する科学技術や文化などの発展/
　交流及び災害復旧に貢献する事業
①調査研究分野
②活動/行催事分野

・公益法人など（財団法人,社団法人）
・特定非営利活動法人（NPO）
・人格なき社団のうち非収益団体で代表者
　の定めがあるもの
＊国や地方公共団体,企業や学校は応募不可
　(研究グループや実行委員会,活動クラブ
　などは可)

こくみん共済 coop 本部 地域貢献助成事務局
TEL：03-3299-0161(平日10:00～17:00　土日祝を除く)
mail：90_shakaikouken@zenrosai.coop
HP：https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei

2
まち

づくり
関連

宮城県
令和4年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金

・宮城県の被災者が主体的に参加し,人と人とのつ
　ながりや生きがいを持つための被災者支援事業
・継続して実施される事業
・主たる活動地域の所在する市区町村の担当課等
　との連絡調整を事前に行っている事業

・NPO法人,ボランティア団体,公益法人,社
　会福祉法人,学校法人,地縁組織(自治会,町
　内会等)協同組合等の民間非営利組織
・上記に掲げる団体等及び地方公共団体を
　構成員に含む協議体

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県環境生活部　共同参画社会推進課　NPO・協働社会推進班
TEL:022-211-2576
URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/kokoronohukkoujigyou.html

3

まち
づくり
環境

子ども
福祉
関連

こくみん共済　coop 〈全労済〉
2022年「地域貢献助成」

・自然災害に備え,いのちを守るための活動
・地域の自然環境/生態系を守る活動
・温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
・子どもや親子の独立を防ぎ,地域とのつながりを
　生み出す活動
・困難を抱える子ども/親がたすけあい,生きる力
　を育む活動

下記の要件をすべて満たす団体
・ＮＰＯ法人,一般社団法人,任意団体,市民
　団体など
・設立1年以上の活動実績を有する団体
　(基準日：2022年8月17日)
・直近の年間収入が300万円以下の団体
　(前年度の繰越金を除く)

4
福祉

子ども
関連

公益財団法人 大和証券福祉財団
2022年度（第29回）「ボランティア活動助成」

・高齢者,障がい児者,子どもへの支援活動及びその
　他,社会的意義の高いボランティア活動
・地震/豪雨等による大規模自然災害の被災者支援
　活動
＊大規模自然災害とは,「東日本大震災」「平成28
　年熊本地震」「平成29年7月九州北部豪雨」「大
　阪府北部地震」「平成30年7月豪雨」「北海道胆
　振東部地震」「令和元年台風15,19号,10月25
　日からの大雨」「令和2年7月豪雨」等

5名以上で活動し,かつ営利を目的としない
団体
（任意団体,NPO法人,財団法人,社団法人,大
　学のボランティアサークル等）

〒104-0031
東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル
公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局
TEL；03-5555-4640 / FAX：03-5202-2014
mail：fukushi＠daiwa.co.jp
HP：https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/

9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

令和5年度 花博自然環境 助成

大和証券 ボランティア 助成

こくみん coop 助成

宮城県 NPO 心の復興

※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15日(木)当日消印有効

・1団体あたり上限50万円
(総額500万円)

・1団体あたり最大3年間
最大助成額(1団体あたり)150万円

郵送

令和4年9月20日(火)15時
(応募フォーム登録完了)

A：1件あたり上限300万円
B：1件あたり30万円または100万円
※事業A及び事業Bの同時申請は不可

応募フォームから申込み

令和4年9月22日(木)必着

①1年間50万円以下　20件程度
②2年間合計300万円以下　5件程度

応募フォームから申込み
※郵送/持参/FAXは不可

〒104-0031
東京都中央区京橋1-2-1 大和八重洲ビル
公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局
TEL；03-5555-4640 / FAX：03-5202-2014
mail：fukushi＠daiwa.co.jp
HP： https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/

5
子ども
関連

公益財団法人 大和証券福祉財団
2022年度（第5回）「子ども支援活動助成」

　
子どもたちに夢と笑顔を,そして輝く未来につなぐ支
援活動
＜助成対象活動例＞
1.子どもの居場所づくり活動(環境改善)
2.子どもの学習支援活動
3.貧困家庭の子ども支援活動(貧困の連鎖の防止)
4.育児放棄や子どもの虐待防止活動

20名以上で活動し,かつ営利を目的としな
い団体
（任意団体,NPO法人,財団法人,社団法人,大
　学のボランティアサークル等）
※活動実績5年以上

〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町4-41 住友生命四谷ビル6階
公益財団法人 住友生命健康財団 事務局　（担当：福田 /太田）
TEL：03-5925-8660 / FAX：03-3352-2021
mail：sports＠am.sumitomolife.co.jp
HP：https://skzaidan.or.jp/

スポーツ
関連

公益財団法人 住友生命健康財団
2022年度 住友生命健康財団 「スミセイコミュニティスポーツ推進助成プログラム」

独立行政法人 福祉医療機構
　「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A/B(小規模支援枠)

A/B共通
　応募する法人等が自ら主催する事業で,次の1か
　ら6までに該当する子供の貧困対策のための事
　業
1.様々な学びを支援する事業
2.居場所の提供/相談支援事業
3.衣食住など生活支援事業
4.児童又はその保護者の就労支援事業
5.児童養護施設等の退所者等や,里親/特別養子縁
　組に関する支援事業
6.その他,貧困の連鎖の解消につながる事業

※詳細は応募要項をご覧ください

A/B共通
　社会福祉の振興に寄与する事業を行う,営
　利を目的としない次の法人又は団体
1.公益法人(公益社団法人又は公益財団法
人)
2.NPO法人(特定非営利活動法人)
3.一般法人(一般社団法人又は一般財団法
人)
4.その他ボランティア団体や町内会など,非
　営利かつ公益に資する活動を行う任意団
　体
B
・令和2年度以降の事業Bによる支援を除く
・過去に未来応援ネットワーク事業の支援
　を受けたことがなく,設立後5年以内の法
　人等,または新規事業もしくは実施後間も
　ない事業を実施する法人等

〒105-8486
東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人 福祉医療機構 NPOリソースセンター NPO支援課
TEL：03-3438-4756 (平日9:00～17:00　祝祭日を除く)
(なお,つながりにくい場合は03-3438-9942)
FAX：03-3438-0218
HP：https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5

子ども
関連

6

7

①チャレンジコース
　地域におけるコミュニティスポーツのチャレン
　ジと,その後の自立/発展を目指すもの
②アドバンスコース
　地域を超えたコミュニティスポーツの展開や,特
　定の地域におけるコミュニティスポーツの深化
　を目指すもの

・日本国内に活動拠点のある民間の非営利
　団体(法人格の種類や有無を問わない)で,
　団体としての活動実績があること
＊団体のホームページ,SNS等で活動の様子
　が公開されていること
＊アドバンスコースでは原則として応募時
　点で2年以上の活動実績があること
・団体の目的や活動が政治/宗教などに偏っ
　ておらず,反社会勢力とは一切関わってい
　ないこと
＊スポーツ分野を専門とする団体には限ら
　ない。個人は対象外。

助成大和証券 子ども 助成

スミセイ コミュニティスポーツ 助成

子供の未来応援基金WAM NET

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



※事前に事業者登録必須
　①～③：令和4年9月22日(木)15時/申請
　事業者登録9月21日(水)15時までに完了
　要望書類提出10月3日(月)17時必着
　④：令和4年11月17日(木)15時
　事業者登録11月16日(水)15時までに完了
　要望書類提出11月24日(木)17時必着
　⓹：2023年度内において随時募集予定

＊事業により補助率が異なります。詳細について
は募集要項をご覧ください。

ネット申請
(要望書類は別途郵送)

令和4年9月30日(金)必着

1団体あたり上限50万円　10団体程度 郵送

9

8
まち

づくり
関連

公益財団法人 JKA
2023年度 競輪・オートレースの補助事業  「公益事業振興補助事業」

公益事業振興補助事業
①公益の増進
②社会福祉の増進
③復興支援
④研究補助
⑤年度内要望(非常災害時の支援)

①②③
・特定非営利活動法人(NPO法人),財団法
　人/社団法人,社会福祉法人,更生保護法人,
　商工会,商工会議所,私立特別支援学校を
　運営する学校法人,特別の法律に基づいて
　設立された法人
①のうち：新世紀未来創造プロジェクト
　国公立/私立の小/中/高等学校,特定非営
　利活動法人(NPO法人)
④大学等研究機関に所属し,当該組織の研究
　活動に実際に従事している方
⑤左記①②③に該当する者
　但し,非常災害における災害等救助に関す
　る事業については,上記①の法人であって
　,以下の事業を実施する者を対象とする
・災害等救助のために救援物資の購入,管理
　,輸送,供与または貸与を行う者
・災害等救助,救援及び復旧,復興活動,支援
　を行う者

〒108-8206
東京都港区港南一丁目2番70号 品川シーズンテラス25階
公益財団法人 JKA 補助事業部
HP：https://hojo.keirin-autorace.or.jp

〒105-0004
東京都港区新橋6-7-9　新橋アイランドビル2階
公益財団法人 公益推進協会　“KHM基金”事務局
TEL：03-5425-4201　　FAX：03-5405-1814
mail：nfo@kosuikyo.com
(平日10時～18時)

国際
関連

公益財団法人 公益推進協会
KHM基金(第1回)助成

①コミュニケーション支援事業
②生活支援事業
③多文化共生の意識啓発事業
④在住外国人の活躍促進事業

在日インドネシア人及び在日ベトナム人労
働者に対する様々な支援を行う非営利団体
(法人設立1年以上)

JKA 補助事業

第1回 KHM基金

※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30日(金)

①最優秀賞　賞状+副賞(10万円のギフト券)1本
　優秀賞　　賞状+副賞(5万円のギフト券)2本
　入　選　　賞状+副賞(1万円のギフト券)5本
②最優秀賞　賞状+副賞(5万円のギフト券)1本
　優秀賞　　賞状+副賞(3万円のギフト券)2本
　入　選　　賞状+副賞(1万円のギフト券)5本

①応募フォーム/メール/郵送
  ※実施状況写真添付必須
②応募フォーム/メール/郵送/FAX

令和4年9月30日(金)
(9月30日送信分まで有効)

①一法人一応募施設あたり50万円
②下記,AおよびBのいずれかを指定
　A:車いす乗降用スロープ装置者(日産セレナ/8人乗り)
　B:送迎用ワゴン車(ホンダステップワゴン/8人乗り)

①「活動助成金」応募フォーム
②「福祉車両」　応募フォーム
①②共通
　 添付書類は別途レターパック
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10
環境
関連

一般財団法人 公園財団
「公園・夢プラン大賞　2022」

全国の公園緑地を舞台に,市民による自由な発想で
実施されたイベントや活動,これからやってみたい
アイデア・プランの募集
①「実現した夢」部門
・皆さんの「夢の実現」となった素敵なイベント
　や活動
・過去5年間(2018年1月1日以降)に,市民が主体
　となり実施したもの
②「やりたい夢」部門
・公園で「やってみたい」「できたらいいな」と
　いう楽しいイベントや活動のアイデア

①どなたでも応募可
自薦他薦問わないが,他薦は実施者の了解を
得たもの
②どなたでも応募可
応募プランは,実際に実現する可能性あり

福祉
医療
環境

国際交流
関連

公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団
令和4年度 「活動助成」「福祉車両」

①活動助成
②福祉車両
①②共通
公益性が高く且つ営利を目的とせず,高齢者福祉施
設,医療を含む障害者支援施設,地域防犯活動,環境問
題活動,国際交流活動等の事業や支援活動

①②共通
運営主体が「社会福祉法人」「公益財団法
人」「公益社団法人」「一般社団法人」
「特定非営利活動法人」等 〒107-8511

東京都港区元赤坂1-6-6
公益財団法人 ALSOKありがとう運動財団事務局
TEL：03-3470-6267
mail：arigatou@alsok.co.jp　( 平日10:00～16:00 )

〒112-0014
東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル2階
一般財団法人 公園財団「公演・夢プラン大賞」係
TEL：03-6674-1188(担当：川田　森崎)　　FAX：03-6674-1190
mail：yumeplan@prfj.or.jp
HP：https://yumeplan.prfj.or.jp/

公園・夢プラン

ALSOKありがとう運動 寄贈

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



エントリー　令和4年10月5日(水）必着

・1団体あたりの助成申請額は10万円以上(万単位)
・団体に寄せられた募金額に加算額を加えた額
　(原資となる令和4年度募金実績が著しく減少した場合
　等,加算額に大きく変更が生じることがある)

郵送や持参等

①令和4年10月5日（水）当日消印有効
②③令和4年10月31日（月）当日消印有効

①1団体あたり上限50万円
②1団体あたり上限100万円
③1団体あたり上限400万円
（原則3年間　総額1200万円の継続助成）

WEB申請,または郵送
URL：https://7midori.yoshida-
p.net/
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環境
関連

一般財団法人　セブン-イレブン記念財団
「2023年度　環境市民活動助成」

地域住民が主体的に行う非営利の活動
①地域美化助成
・ごみのない,緑と花咲く街並みをつくる活動
②活動助成
・自然環境保護や生物多様性の保全,気候変動対策,
　脱炭素化をめざす取り組みなど,市民が主体とな
　って行う環境活動
③NPO基盤強化助成(事業資金/人件費/家賃の支
援)
・地域に必要とされており,地域経済の活性化を図
　る活動
・確立した自主事業をモデル化し,ノウハウ提供や
　指導,拡大を目指す活動

①②③共通
・環境活動を行っている国内のNPO法人,
　一般社団法人,任意団体(自治会,町内会
　含む)
・日本国内に活動の場を有する団体
・政治,宗教活動を目的としておらず,反社
　会的な勢力とは一切関わりがないこと
③のみ
・「環境の保全を図る活動」が活動分野
　として認証されている
・2020年3月31日以前にＮＰＯ法人格を
　取得し,登記している(法人として3年以上
　の活動実績がある)

〒102-8455
東京都千代田区二番町8番地8
一般財団法人　セブン-イレブン記念財団　○○助成係
（※○○の中には申請する助成名を記入して下さい）
TEL：03-6238-3872　/　FAX：03-3261-2513
（電話受付時間　9：30～17：00　※土・日曜日を除く）
mail：oubo.23@7midori.org
HP：https://www.7midori.org
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福祉
関連

社会福祉法人 宮城県共同募金会
令和4年度 社会課題解決「みやぎチャレンジプロジェクト」助成

各団体が取り組む地域の社会課題解決事業

＜対象事業例＞
・生活/地域課題
(限界集落での生活等支援,子どもの,居場所づくり
支援,高齢者/障害者等の見守り支援,子育て支援,障
害者の就労支援,外国にルーツを持つ方の支援等)
・社会課題
(不登校児への学習支援,青少年の孤立解消支援,子
どもの貧困対策支援,犯罪被害者支援,DV被害を受
けた女性/子どものための相談支援,生活困窮者支
援等)

(1)県内において活動する民間の非営利団体
　で,下記の要件を満たした団体(個人対象
    外)
・県内に活動拠点を置き活動する団体
　法人格の有無な問わない
・5名以上で構成され,団体としての活動実
　績が原則1年以上であること
・団体の会則(定款)/事業計画/予算/決算等
　が整備され,事業内容や成果及び会計情報
　を自ら公開できる団体であること。また,
　団体名義の金融機関預貯金口座を開設し
　ていること
・特定の企業,政党,宗教団体等から独立して
　運営され自主性が保たれていること
・暴力団をはじめとする反社会的勢力との
　関りが無いこと
(2)エントリー選考にあたっての基準は以下
　のとおり
・地域の社会問題を的確に捉えた課題解決
　するための事業展開をしていること
・地域の社会問題を多くの方々に伝え,共同
　募金の一環として自らの募金活動に積極
　的に参加できること
・課題解決するための事業成果を上げるた
　めに,さまざまな人や団体等を協力/連携
　しながら取り組む工夫がされていること
・事業計画は,実現性の高い内容となってい
　ること

〒984-0051
宮城県仙台市若林区新寺一丁目4番28号
社会福祉法人 宮城県共同募金会
TEL：022-292-5001 / FAX：022-292-5002
mail：post@akaihane-miyagi.or.jp
HP：http://www.akaihane-miyagi.or.jp

みやぎチャレンジプロジェクト

セブンイレブン 環境 助成

＜団体に寄せられた募金額＞ ＜共同募金からの加算額＞

～10万円未満 なし(寄せられた募金額のみ)

10～50万円未満 寄せられた募金額×0.7

50～100万円未満 35万円

100万円以上 50万円

※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10月7日（金）17：00

1団体あたり30万円
　※総額300万円を予定

インターネット申請
※追加資料の郵送は当日消印有効
※推薦者コメントは捺印のある原本
提出必須

令和4年10月7日（金）17：00

1団体あたり上限70万円
　※総額1,000万円を予定

インターネット申請
※追加資料の郵送は当日消印有効
※推薦者コメントは捺印のある原本
提出必須

福祉関連

公益財団法人 SOMPO福祉財団
2022年度 社会福祉事業　 NPO基盤強化資金助成「認定NPO法人取得資金助成」

「認定NPO法人」取得に関する費用であれば，
　使途は問わない
※2024年3月末までに所轄庁(都道府県/政令
　指定都市)に,「認定」の申請を行う事
※所轄庁受付日が2022年4月1日～2024年
　3月31日のものが対象

・社会福祉分野で活動し,認定NPO法人の
　取得を計画している特定非営利活動法人
　(インターネット申請が可能な団体)
※日本全国で募集
※2022年4月1日以降に,認定NPO法人
　の取得申請をすでに提出している団体
　(認定済みの団体も含む)も対象
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〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人 SOMPO福祉財団
TEL：03-3349-9570　/　FAX：03-5322-5257
HP：https://www.sompo-wf.org/

福祉関連

公益財団法人 SOMPO福祉財団
2022年度 社会福祉事業　 NPO基盤強化資金助成「組および事業活動の強化資金助成」

・団体の基盤強化に結び付く事業に必要な費用
・組織の強化に必要な費用
・事業活動の強化のために行う,新規事業または
　既存事業の拡充/サービス向上に必要な費用

以下の①から③のすべてを満たしている団
体
①東日本地区
②特定非営利活動法人/社会福祉法人
　(インターネット申請が可能な団体)
③社会福祉に関する活動を行う団体を対
　とし,原則として2024年3月末までに
　完了する事業

※詳細は応募要項をご覧ください

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人 SOMPO福祉財団
TEL：03-3349-9570　/　FAX：03-5322-5257
HP：https://www.sompo-wf.org/

SOMPO 認定NPO取得 助成

SOMPO 組織強化 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


