
NPO支援助成金情報

No 助成団体 助成金名 締切 分野 金額

1 社会福祉法人中央共同募金会 居場所を失った人への緊急活動応援助成 11/1

男女共同参画
国際協力
保健医療福祉
子どもの健全育成

上限300万円

2 日本郵便株式会社 日本郵便年賀寄付金配分団体の公募 11/4 全分野
上限500万円
活動・チャレンジプログラムのみ
50万円

3 公益財団法人パブリックリソース財団
一般社団法人居住支援全国ネットワーク

2022年度新型コロナ及び原油価格・物価高騰対応
支援助成
コロナ禍の住宅困窮者支援事業 2

12/12
保健医療福祉
地域安全

5000万円～1億円

4 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

5 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:：500万円
活動B：100万円

6 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 毎年50万円（3～5年）

7 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 11/19 国際協力 500万～1000万円程度

8
SMBCグループライジング基金
一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・
パートナー

2022年度寄付先募集 11/25 子どもの健全育成 最大300万円

9 公益財団法人大阪コミュニティ財団 2023年度＜令和5年度＞助成 11/28 全分野
助成割合：限度無し
助成総額：基金ごとに上限あり

10 独立行政法人国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金 11/29 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

11 公益財団法人トヨタ財団 特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」 11/30 科学技術

共同研究プロジェクト：
500万円～1000万円程度
個人研究プロジェクト：
100万円～200万円程度

12 公益財団法人さわやか福祉財団 「連合・愛のカンパ」助成 11/30 まちづくり 上限15万円

13 認定NPO法人北海道NPOファンド 小林董信基金＜新規プロジェクト支援助成＞ 11/30 全分野 上限100万円

14 認定NPO法人北海道NPOファンド 小林董信基金＜個人の能力向上支援助成＞ 11/30 全分野 上限25万円

15 一般社団法人産直ドミノ基金 「産直ドミノ基金」公募助成 11/30 農山漁村・中山間地域
部門Ⅰ：上限100万円
部門Ⅱ：上限300万円

16 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金 12/1 環境保全
50万円～1200万円
※助成メニューにより異なる

17 公益財団法人公益推進協会 For Children基金 12/5
子どもの健全育成
保健医療福祉

100万円以内

18 一般社団法人
パチンコ・パチスロ社会貢献機構

POSC社会貢献活動支援のための助成・一般助成 12/9
保健医療福祉
子どもの健全育成
災害救援

上限150万円

19 一般社団法人
パチンコ・パチスロ社会貢献機構

POSC社会貢献活動支援のための助成・特別助成 12/9 保健医療福祉 上限200万円

詳細はホームページ
よりご確認ください。
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https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-problem-solving/29349/
https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2022/00_honsha/0831_01.html
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20 一般財団法人サンライズ財団 サンライズ財団環境助成金 12/9 環境保全 上限100万円

21 公益財団法人みらいRITA 第6回助成金 12/9 社会教育 50万円

22 「エクセレントNPO」をめざそう市民会議
（認定NPO法人言論NPO内）

エクセレントNPO大賞 12/10 全分野

市民賞、課題解決力賞、組織力賞：
30万円（エクセレント大賞に選ばれる
とプラス50万円）
チャレンジ賞：10万円

23 エフピコ環境基金 2023年度エフピコ環境基金 12/19 環境保全 上限200万円/年

24 公益財団法人公益推進協会 コロナに負けるな！浅井スクスク基金 12/20
子どもの健全育成
学術文化芸術スポーツ

20万円～50万円

25 公益財団法人自然保護助成基金
協力型助成
・学協会助成・国際的プログラムに関する助成

1/5 環境保全 上限100万円／年

26 公益財団法人自然保護助成基金
協力型助成
・国際NGO助成

1/5 環境保全 100万円／年規模目安

27 みてね基金
特定非営利活動法人エティック

「みてね基金」第三期ステップアップ助成 1/11
子どもの健全育成
保健医療福祉

500万円～1000万円

28 特定非営利活動法人
アジア・コミュニティ・センター21

公益信託今井記念海外協力基金 1/16 国際協力 50～100万円程度

29 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金 1/31

保健医療福祉
子どもの健全育成
環境保全
まちづくり

上限200万円

30 パタゴニア日本支社 環境助成金プログラム
年2回

（4/30、
8/31）

環境保全 概ね50万円～200万円

31 札幌市文化芸術活動再開支援事務局
札幌市文化芸術活動再開支援
（公演展示施設使用料の補助）

4/1～3/31
14日前まで

に申請
学術文化芸術スポーツ

最大50％
（公演系上限：50万円／日）
（展示系上限：50万円／週）

32 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

33 ラッシュジャパン FunD（ファンド）福島の子ども支援プログラム 随時 子どもの健全育成 10万円～200万円

34 一般財団法人 大竹財団 大竹財団助成金事業 随時 環境保全、国際協力 上限50万円

※助成対象分野につきましては、特定非営利活動促進法に基づき分類しています。

更新日：2022年11月18日

https://www.philanthropy.or.jp/sunrise/
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