
助成金募集情報 
各助成金の募集要項は、それぞれのウェブサイトやセンターＨＰへアクセスして頂くか、または直接センタースタ

ッフにお尋ねください。                              令和４年 10 月 14 日発行 

№ 助 成 金 タ イ ト ル 対 象 分 野 
助 成 金 額 

(上限は 1 件あたり) 
募 集 先・問 合 せ 先 募集期間 

1 
2023 年度 

環境市民活動助成 

活動助成 環境活動 100 万円 （一財）セブン‐イレブン記念財団 
電話：03-6238-3872 
https://www.7midori.org/josei/ 

10/11

～

10/31 NPO 基盤強化助成 ＮPO 法人支援 400 万円 

２ 
2022 年度 

環境保全プロジェクト助成 
環境保全活動 20 万円 

（公財）SOMPO 環境財団 
電話：03-3349-4614 
https://www.sompo-ef.org/project/project.html 

10/31 

３ 

地域活動団体への助成 

令和４年度 

「生活学校助成」 

生活学校への参加 
地域・暮らし 

（生活学校） 

6 万円 
（公財）あしたの日本を創る協会 
生活学校募集係 

電話：03-6240-0778 

http://www.ashita.or.jp/sg2.htm 

10/31 

全国運動への参加 5 万円 

４ 

令和 5 年度「キリン・地域のちから応援事業」 共生社会の実現 30 万円 
（公財）キリン福祉財団事務局 

電話：03-6837-7013 
https://foundation.kirinholdings.com/
subsidy/ 

10/31 

令和 5 年度「キリン・福祉のちから開拓事業」 
社会課題・問題
の解決 

100 万円 

５ 第 33 回コメリ緑資金 
自然環境保全
活動 

審議の上 
決定 

（公財）コメリ緑育成財団 事務局 

電話：（025）371-4455 
https://ohmi-
net.com/jyoseiinfo/33komeri/ 

10/31 

６ 
「発達障害」とともに生きる 

豊かな地域生活応援助成 

発達障害の 
支援活動 100 万円 

朝日新聞厚生文化事業団 
「発達障害」助成金事務局 

電話：090-4344-6613 
https://www.asahi-
welfare.or.jp/archives/14692140 

10/31 

７ 居場所を失った人への緊急活動応援助成 新型コロナ支援  300 万円 

（社福）中央共同募金会 基金事業部 
居場所を失った人への緊急活動応援助成担当 
メール：kikin-oubo2＠c.akaihane.or.jp 
https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-

problem-solving/29349/ 

11/1 

８ 

日 

2023 年度 

日本郵便年賀寄付金配分事業（一般枠） 

活動・一般 

プログラム 
５００万円 

日本郵便株式会社 総務部内  

年賀寄付金事務局 

電話：03-3477-0567 

https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics

/r040831_01.html  

9/12 

～ 

11/4 

活動・チャレンジ 

プログラム 
５０万円 

施設改修 ５００万円 

機器購入 ５００万円 

車両購入 ５００万円 

９ 
2023 年度 

日本郵便年賀寄付金配分事業（特別枠） 

東日本大震災、令和

元年台風 19 号及び

令和 2 年 7 月豪雨

の被災者救助・予防

(復興) 

500 万円 

10 2022 年度「連合・愛のカンパ」助成 
ふれあい・助け
合い活動 

15 万円 

（公財）さわやか福祉財団 
（立ち上げ支援プロジェクト） 

電話：03-5470-7751 
https://www.sawayakazaidan.or.jp/informati
on/news/campa2022-outline/ 

11/30 

11 
2023 年度 

POSC 社会貢献活動支援のための助成 

一般助成 
パチンコ・パチスロ依存 
子ども・ＳＤＧｓ 
被災支援 

150 万円 
（一社）パチンコ・パチスロ社会貢献機構 
事務局   

電話：03-5227-1047 
https://posc.or.jp/subsidy/application
.html 

11/7 

～ 

12/9 特別助成 パチンコ・パチスロ依存研究 200 万円 

12 子どもゆめ基金助成金 

子どもの 

体験活動 

・読書活動 

全国規模 
600 万円 （独法）国立青少年教育振興機構 

子どもゆめ基金部助成課 
電話：0120-579081 
https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/ 

10/1 
～ 

11/29 
（電子申請） 

都道府県規模
200 万円 

市区町村規模 
100 万円 

13 
2023 年度 

地球環境基金 助成金 
環境保全 

50 万～
1,200 万 

（独法）環境再生保全機構 地球環境基金部 
電話：044-520-9505 
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/applicat
ion/index.html 

11/10 
～ 

12/1 
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14 

と 

令和 4 年度 コロナを乗り越える！ 
アート映像等配信事業 

文化芸術 
25 万円 

（補助率 1/2） 
鳥取県地域づくり推進部文化政策課 
電話 0857-26-7134 

4/1 
～ 

12/15 

15 
ニューツーリズム 

普及促進支援補助金 

ステップアップ型 

ニューツーリズム 

支援 

50 万円 
（補助率 1/2） 鳥取県観光交流局観光戦略課 

電話：0857-26-7239（ステップアップ型） 
（規模拡大型） 

電話：0857-26-7237（星取県推進型） 
https://www.pref.tottori.lg.jp/213172.htm 

随時 規模拡大型 
250 万円 

（補助率 1/2） 

星取県推進型 
100 万円 

（補助率 2/3） 

16 
令和 4 年度 伝統芸能・行事を活用した 
「おもてなし」活動支援事業 

地域振興 
25 万円 

（補助率 1/2） 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 
電話 0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/250026.htm 

随時 

17 
令和 4 年度 文化芸術に親しみやすい 
環境整備支援事業 

文化芸術 
環境整備 

10 万円 
（補助率 10/10） 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 
電話 0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=74018 

随時 

18 
鳥取県まちなか暮らし 

総合支援補助金 

スタートアップ事業 

地域づくり 

10 万円 
（補助率 10/10） 

鳥取県地域づくり推進部 
中山間・地域交通局中山間地域政策課 
電話：0857-26-7691 
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/
1276145/03_R4joseikinsetsumei_H
P040310_pagenumber.pdf 

随時 

買い物弱者対策事業 

（仕組みづくり支援） 

50 万円 
（補助率 1/2） 

買い物弱者対策事業 

（店舗改装・移動販

売車導入等支援） 

500 万円 
（補助率 1/2） 

買い物弱者対策事業 

（移動販売車運営経

費支援） 

100 万円 

（補助率 市負担

額の 1/2） 

まちなかコミュニティ活

性化支援事業（ソフト） 

100 万円 
（補助率 
県 1/2 
市 任意） 

まちなかコミュニティ活

性化支援事業（ハード） 

300 万円 
（補助率 
県 1/3 
市 1/6） 

まちなか居住促進事業 

100 万円 
（補助率  

市負担額の 1/2） 

まちなか遊休施設 

活用事業 

1000 万円 
（補助率 
県 1/2 
市 1/3） 

19 

令和 4 年度 鳥取県 地域づくり関係助成事業一覧（3 分割しています）  

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/01_R4joseikinsetsumei_HP040311_pagenumber.pdf 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/02_R4joseikinsetsumei_HP040310_pagenumber.pdf 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/03_R4joseikinsetsumei_HP040310_pagenumber.pdf 

○市民活動団体のための助成金相談会  日 時：令和 4年 10月 19日（水） ①14:00～14：45 ②14：45～15：30 
                                    場 所：市民活動拠点アクティブとっとり相談コーナー 

※予約制です。必ず事前にお申し込みください。その他の希望日時はご相談ください。 
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