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助成金額 申請方法

対象活動 対象団体

令和4年7月11日(月)必着

①②③共通：記念の盾および副賞として
100万円の活動奨励金

(第2次選考まで進み,受賞できなかった
団体/個人には30万円の活動奨励金)

郵送

令和4年7月14日(木)

①1件あたり上限100万円/1～2年間
②1件あたり上限100万円/1年間
③1件あたり上限100万円/1～2年間
④1件あたり上限100万円/1年間
または上限200万円/2年間
(1年につき上限100万円)

メール
(郵送不可)

公益財団法人 かめのり財団
「第16回 かめのり賞」

日本とアジア/オセアニアの若い世代を中心と
した相互理解/相互交流の促進や人材育成に草
の根で貢献し,今後期待される活動
①【かめのり大賞　草の根部門】
　応募団体/個人または応募団体を構成してい
　る人々(会員やボランティア)と支援先(サポ
　ートされる側)とが直接交流している活動
②【かめのり大賞　人材育成部門】
　次の社会づくりに貢献できる人材育成活動
③【かめのりさきがけ賞】
　他にない先駆的な活動

①②③共通
・NPO(非営利団体),ボランティアグループ,
　個人あること
・日本とアジア/オセアニア(※)の懸け橋とな
　る活動を目的としていること
　(※)対象とするアジア,オセアニアの国/地域
　は詳細をご覧ください
・過去,かめのり賞の顕彰を受けていないこと
・HPやSNS(Instagram/Facebook/Twitter
   等)にて,活動内容を公開していること

〒102-0083
東京都千代田区麹町5-5　ベルヴュー麹町1階
公益財団法人 かめのり財団「かめのり賞」係
TEL : 03-3234-1694 / FAX : 03-3234-1603
mail：info@kamenori.jp
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№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

国際関連

公益財団法人　自然保護助成基金
「第33期(2022年度) プロ・ナトゥ―ラ・ファンド助成」

①国内研究助成
　日本国内における自然保護のための調査/
　研究
②国内活動助成
　日本国内における自然保護のための普及/
　啓発活動
[地域NPOの活動枠]
　日本国内の地域のNPOによる自然保護活動
③特定テーマ助成：1
　『絶滅危惧される植物(種あるいは群生地)
　の保全に関する研究
④特定テーマ助成：2
『プラスチックが生物多様性に与える影響
　についての調査/研究』

自然保護のための調査/研究や活動を進める能
力のあるグループ

公益財団法人 自然保護助成基金  プロ・ナトゥ―ラ・ファンド助成担当係
Webサイト
https://www.pronaturajapan.com/consultation/index.html#mail
http://www.facebook.com/pronaturajapan
mail：office@pronaturajapan.com
TEL：03-5454-1789

2 環境保全

7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

第16回 かめのり賞

プロ・ナトゥ―ラ 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7月15日(金)必着

総額2,500万円程度(①②の合計)
①1事業あたり上限100万円
②1事業あたり上限300万円

web応募フォーム URL
https://www.akainane.or.jp/
subsidies/sub-kikin/27801/

(メール/郵送不可)

令和4年7月20日(水)

1団体あたり上限50万円
※講演会/フォーラム/演奏会などの開催に対し

ては,上限10万円
提出

令和4年7月29日(金)17:00必着

1年あたり上限50万円 (最長3年)
郵送

(持参/メール/FAX等は不可)

5 福祉関連

公益財団法人　ユニベール財団
「2022年度　特定活動助成」

宮城県内で活動している団体およびグループ/
個人で,組織や事業の運営についての重要事項が
決められており,代表者および所在地が決まって
いること（法人格の有無は問わない）

心のケアのための傾聴ボランティアとしての活
動
(自然災害の被災者をはじめコロナ禍で困難な
状況にある人等を傾聴)

全国で心のケアのための傾聴ボランティア
活動をしている団体
・応募に際して地元社会福祉協議会の推薦を
　得ること
・団体として,既に1年以上の活動実績がある
　こと

 
みやぎ生協 生活文化部 地域活動推進課
TEL：022-218-3880 　祝日を除く 9：30～18：00

①②共通
〇経済的困窮や社会的孤立の状態にある子ども
　たちへの支援活動を展開している非営利団体
〇応募時点で1年以上の活動実績があり,応募事
　業の実施体制が整っていること
〇法人格の有無は問わないが,以下6点の書類を
　提出できること
 1:団体の定款/規約等
 2:2021年度事業報告書および決算書
　(不可なら2020年度のもの)
 3:2022年度事業計画書および予算書
　(不可なら2021年度のもの)
 4:.役員名簿
 5:実施した活動または予定がわかる既存資料
　(チラシ/HPの告知記事など)
 6:団体名義の助成金振込先口座の通帳画像
〇複数の団体が連携/協働して実施する活動も
　対象とする。その場合は,代表団体(女性手続
　きを行う団体)を1団体選定の上応募のこと

福祉
子ども
関連

一般財団法人 清水育英会 × 社会福祉法人 中央共同募金会
経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に応援する助成

〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル5階
社会福祉法人　中央共同募金会　基金事業部
経済的困窮や社会的孤立の状態にある子どもの学習と生活を一体的に応援する助成担当
TEL：03-3581-3846　　FAX：03-3581-5755
mail：kikin-for@c..akaihane.or.jp
※問い合わせはできるだけmailでお願いします

①経済的困窮や社会的孤立の状態にある子ど
  もの学習と生活を一体的に支援する活動
②地域や多機関連携による重層的な子どもの
　学習/生活支援体制づくりなど,社会に新たな
　価値を創造する活動
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〒160-0004
東京都新宿区四谷2-14-8　YPCビル5階
公益財団法人 ユニベール財団
TEL：03-3350-9002 / FAX:03-3350-9008
mail：nfo@univers.or.jp
 HP：https://www.univers.or.jp

4 福祉関連

みやぎ生協
「2022年度　上期 みやぎ生協福祉活動助成金」

宮城県内における地域福祉の向上をめざし,福祉
活動に関わる地域住民/民間団体の自主的/非営
利的で継続的な地域活動や研究活動

みやぎ生協 福祉 助成

ユニベール 活動助成

清水育英会

※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7月29日(金)必着

総額1,500万円程度
（件数30件程度）

メール
※メールの件名は「公益信託大成建設自

然・歴史環境基金」と表記

令和4年7月31日(日)必着

①１団体あたり上限100万円/1年目
②1団体あたり上限200万円/毎年

封筒に「パナソニック応募企画書在中」
と記入

配達記録が残る郵便または宅配便

令和4年7月31日(日)当日消印有効

総額1,500万円程度
20～30件程度 (継続団体含む)

郵送
(持参不可)
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〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7　赤坂Kタワー19階
太陽グラントソントン税理士法人　気付
YS市庭コミュニティー財団　事務局
TEL：03-3325-7254

8
コミュニ
ティ関連

一般財団法人　YS市庭コミュニティー財団助成金

下記に共鳴するコミュニティー活動
(地域と暮らし/環境/文化/芸術/スポーツなど
を広く含む)
1.コミュニティー振興及びまちづくりに関する
   事業
2.社会教育及び文化/スポーツに関する事業
3.その他,この法人の目的を達成するために必要
　な事業
例)・防災講座/防災シミュレーション体験講座
　　/お料理体験等の各種講座
　 ・.体験学習(職場体験等)に関する事業

①コミュニティー活動をする団体
②営利を目的としない団体
③日本国内外を対象に活動する日本国内の団体
④設立や運営に企業が主体的に関わっていない
　団体
⑤団体の法人格の有無や種類は問わないが
　NPO法人等を当面優先する

福祉関連

パナソニック株式会社
「Panasonic　NPO/NGOサポートファンド　for SDGs 【国内助成】　2022年」

日本国内の貧困の解消,または貧困と関連のあ
る問題の解消に向けて取り組むNPOの組織基
盤強化
①組織診断からはじめるコース
②組織基盤強化コース

国内の貧困の解消,または貧困と関連のある問
題の解消に向けて取り組むNPO
・民間非営利組織であること
・団体設立から3年以上であること
・日本国内に事務所があること
・,有給常勤スタッフが1名以上であること
＊法人格の有無や種類は問わない
　一般社団の法人の場合は非営利型のみ

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-4-3 日本橋MIビル1階
国内助成 協働事務局
特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド　(担当：霜田/坂本)
TEL：03-5623-5055 /  FAX:03-5623-5057
mail：support-f@civilfund.org
※問い合わせ　平日10時～17時に,電話かメール

6
自然/歴史
文化関連

 大成建設株式会社
「2022年度　公益信託　大成建設自然・歴史環境基金」

国内ならびに開発途上国の自然/歴史環境の
保全活用にかかわる活動や研究

国内に拠点を置き,自然/歴史環境の保全活
用のために,活動や研究を行う非営利団体
（個人による申請は不可）で適正な運営，
会計処理,情報公開を行っていること

〒100-8241
東京都千代田区丸の内1-3-3
みずほ信託銀行株式会社 個人業務部 信託業務開発チーム
「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」事務局
TEL：03-6631-7640
mail：koueki.tb＠mizuhotb.co.jp

パナソニック 国内 助成

YS市庭コミュニティー財団助

大成建設 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


