
NPO支援助成金情報

No 助成団体 助成金名 締切 分野 金額

1 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

子供の未来応援基金
「第6回未来応援ネットワーク事業」

10/4 子どもの健全育成
事業A：上限300万円
事業B：30万円または100万円

2 公益財団法人　SOMPO福祉財団
2021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

10/8 保健・医療・福祉 30万円

3 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 2022年度環境市民活動助成＜地域美化助成＞ 10/10 環境保全 上限50万円

4 公益財団法人　正力厚生会 がん患者団体助成 10/15 保健・医療・福祉 50万円以下

5 公益財団法人日工組社会安全研究財団 安全事業助成　＜広域安全事業助成＞
10/15

地域安全 250万円

6 公益財団法人日工組社会安全研究財団 安全事業助成　　＜県域安全事業助成＞
10/15

地域安全
100万円

7 公益財団法人公益推進協会 釋海心（しゃくかいしん）基金
10/25

保健・医療・福祉 上限20万円

8 TOTO株式会社 TOTO水環境基金＜国内助成＞ 10/18 環境保全 上限80万円×最長3年

9 TOTO株式会社 TOTO水環境基金＜海外助成＞ 10/18
環境保全
国際協力

上限なし（目安300万円程度）

10 READYFOR株式会社
休眠預金を活用した新型コロナウイルス対応支援助
成
深刻化する「コロナ学習格差」緊急支援事業

10/18 子どもの健全育成 最大5000万円

11 社会福祉法人中央募金協会
～新型コロナウイルス感染下において困窮する人々を支援する～

外国にルーツがある人々への支援活動応援助成
10/20 国際協力 上限300万円

12 公益財団法人太陽財団 令和4年度助成対象事業 10/25
まちづくり
学術・文化・芸術・スポーツ
保健・医療・福祉　他

上限100万円程度

13 公益財団法人大阪コミュニティ財団 2022年度助成 11/26 全分野
助成割合限度なし
（上限：基金ごとの助成総額）

14 公益財団法人公益推進協会 HTM基金 10/27 保健・医療・福祉 上限30万円

15 公益財団法人公益推進協会 For Children基金 10/27
保健・医療・福祉
子どもの健全育成

上限100万円

16 公益財団法人日本財団 2022年度助成金（通常募集） 10/29
環境保全
まちづくり
保健・医療・福祉　他

事業規模に見合う適正な金額
（補助率80％以内）

17 公益財団法人　楽天未来のつばさ プロジェクト支援（団体向け支援事業）
10/29

子どもの健全育成 上限30万円

18 社会福祉法人　読売光と愛の事業団 2021年度　がん患者在宅療養支援
10/30

保健・医療・福祉 最大50万円

19 公益財団法人 生協総合研究所 アジア生協協力基金　2022年度一般公募助成
10/31

国際協力
上限 100万円

20 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
2022年度環境市民活動助成
＜活動助成＞

10/31
環境保全 上限100万円

21 一般財団法人セブン-イレブン記念財団
2022年度環境市民活動助成
＜NPO基盤強化助成＞

10/31
環境保全

上限400万円
（原則3年間）

22 公益財団法人キリン福祉財団
令和4年度
「キリン・地域のちから応援事業」公募助成

10/31
子どもの健全育成
保健・医療・福祉
地域安全

上限30万円

23 公益財団法人キリン福祉財団
令和4年度
「キリン・福祉のちから開拓事業」公募助成

10/31
子どもの健全育成
保健・医療・福祉
地域安全

上限100万円

24 公益財団法人SOMPO環境財団 環境保全プロジェクト助成 10/31 環境保全 上限20万円

25 日本郵便株式会社 2022年度日本郵便年賀寄付金
11/5

保健・医療・福祉の増進
学術・文化・芸術・スポーツ
環境保全　他

上限500万円
活動・チャレンジプログラム
のみ50万円

26 公益財団法人 河川財団
河川基金「川づくり団体部門」
＜流域川づくり団体＞

11/15
環境保全

活動A：100万円
活動B：60万円
活動Ｃ：30万円

27 公益財団法人 河川財団
河川基金「川づくり団体部門」
＜全国川づくり団体＞

11/15
環境保全

活動Ａ：上限500万円
活動Ｂ：上限100万円

詳細はホームページ
よりご確認ください。
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28 公益財団法人 河川財団
河川基金「川づくり団体部門」
＜新設川づくり団体＞

11/15
環境保全 50万円（1～5年）

29 独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金
郵送申請

11/16
子どもの健全育成

全国規模：600万円
都道府県規模：200万円
市区町村規模：100万円

30 独立行政法人日本芸術文化振興会

芸術文化振興基金
＜舞台芸術・美術等の創造普及活動＞
＜国内映画祭等の活動＞
＜地域の文化振興等の活動＞

11/19
学術・文化・芸術・スポーツ

活動の規模及び助成対象経費（選
択制）の合計額に応じて定額

31 公益財団法人トヨタ財団 特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」
11/20

国際協力 500万円～1,000万円程度

32 公益財団法人　朝日新聞文化財団 芸術活動助成
11/28

学術・文化・芸術・スポーツ
10万円～100万円

33 公益財団法人ヤマト福祉財団 障がい者給料増額支援助成金
11/30

保健・医療・福祉
50万円～上限500万円

34 公益財団法人ヤマト福祉財団 障がい者福祉助成金
11/30

保健・医療・福祉 最大100万円

35 独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金
電子申請

11/30
子どもの健全育成

全国規模：600万円
都道府県規模：200万円
市区町村規模：100万円

36 一般社団法人
コンサベーション・アライアンス・ジャパン

アウトドア環境保護基金
2/15

環境保全 上限500,000円

37 公益財団法人
日工組社会安全研究財団

大規模災害発生時における防犯活動緊急支援助成
団体登録

申請
通年

災害救援
上限100万円
一団体の複数事業申請可

更新日：2021年10月5日
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