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助成金・補助金・提案事業募集一覧

地域 制度名 対象分野 内容 助成金額 助成対象期間 助成総数 募集締切 任意団体の応募 実施主体 サイト

【東区】地域力向上事業
※随時募集

2022年1月31日(月)まで

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/e-

shinko/ward/higashiku/chiikiryoku/in

dex.html

【西区】地域力向上事業（第二次募集）
※随時募集

2021年12月28日(火)まで

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/w-

shinko/ward/nishiku/chiikiryoku/inde

x.html

【北区】地域力向上事業
※随時募集

2022年1月13日(木)まで

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/n-shinko/20140417.html

【浜北区】地域力向上事業 随時募集

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/hk-

shinko/ward/hamakitaku/chiikiryoku/

top.html

【天竜区】地域力向上事業 随時募集

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/tn-

shinko/ward/tenryuku/chiikiryoku/ind

ex.html

森守チャレンジ提案事業

（「市民の森」を利活用する事業提案を募集）
環境保全

「市民の森」等の有効活用を通し、緑地保全を市民協働で推進

するため、市民団体や事業者による事業提案を募集。
上限30万円

2021年6月中旬以

降～2022年3月18

日

3事業

程度
2021年5月7日(金)必着 可

浜松市

緑政課

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/ryokuka/hozen/moricyare.html

浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金

（追加募集）
農山村漁村・中山間地

浜松市の農林漁業の付加価値の向上や新たな価値の創出、新規

販路の開拓を図るため、農林漁業と工業（2次産業）、商業や

観光業等（3次産業）が連携して取り組む、浜松市の地域資源

を活用した新商品の開発・新サービスの提供への取組みを支援

（補助金の交付、専門のコンサルタントによる支援）。

上限400万円

～800万円

※対象経費の

1/2を補助

2021年8月1日～

 2022年3月31日
2件程度

2021年5月11日(火)

17:00必着
可

浜松市

農業水産課

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/nousei/portal/31miraihojo.html

UD・男女共同参画提案事業 男女共同参画

市内で活動する団体の特性を生かした、誰もが暮らしやすいユ

ニバーサルデザインのまちづくり及び男女共同参画社会を実現

するための事業提案を募集。

上限30万円
2021年7月1日～

2022年2月28日
- 2021年5月14日(金) 可

浜松市

UD・男女共同参画課

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/ud/universal/teian/bosyu/index.

html

【個人・団体募集】

始めよう！市民力～学習成果活用事業
全分野

自分たちで講座の講師をしてみたい、講座や教室を企画・運営

してみたい方・団体を募集。
- - -

2021年4月14日(水)

　～5月31日(月)
可

浜松市

創造都市・

文化振興課

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/shogaigk/lifelong/02_03/index.ht

ml

浜松市ジュニアスポーツ競技力向上等事業費補助金 学術・文化・芸術・スポーツ

浜松市内在住・在学の中学生以下を対象として、スポーツの普

及促進を目的として行われる事業、または複数の団体（クラブ

チーム等）で行うスポーツの競技力向上を目的として行う事業

に補助金を交付。

上限10万円

※対象経費の

1/2を補助

- -

2021年5月6日(木)～

受付開始

※予算が無くなり次第終了

可
浜松市

スポーツ振興課

https://www.city.hamamatsu.shizuok

a.jp/sports/jyunia.html

静岡県内 こどもオポチュニティーズクラブ基金 子どもの健全育成
東京都・神奈川県・静岡県内において、こども食堂や無料また

は少額で学習支援を行う団体を助成。
上限20万円 - 10団体

2021年6月1日(火)

当日消印有効
可

公益財団法人

公益推進協会
https://kosuikyo.com/

令和３年度  コミュニティ活動集団育成事業 まちづくり

住民が協力し合って住みよい地域をつくるために活動する集団

を「コミュニティ活動集団」として指定し、活動に必要な経費

の一部を助成。

初年度7万円

翌年度3万円

2021年4月～

2023年3月

(2年間)

15団体 2021年6月30日(水) 可
静岡県コミュニティ

づくり推進協議会

http://www.sizcom.jp/news/2021041

6/2084/

県民参加の森づくり推進事業 農山村漁村・中山間地

森づくり団体等が「森づくり県民大作戦」の春の重点活動期間

（4月1日から6月30日）と、秋の重点活動期間（9月15日から12

月15日）を主体に行う森づくり活動を支援。

参加人数による 当年度 - - 可
公益財団法人  静岡県

グリーンバンク

https://greenbank.or.jp/jigyou/grow-

forest/prefectural-forest

浜松市内

上限200万円

※対象経費の

1/2を補助

浜松市全分野

対象区内で実施する地域住民が主体となり、住みよい地域社会

を実現するため、地域の抱える課題の解決や地域の活性化を図

る事業に対して費用の一部を補助。
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未来のつばさ プロジェクト支援事業 2021【前期】 子どもの健全育成

児童養護関連（社会的養護を要す児童を対象とする）プロジェ

クトで、そのテーマや内容が子どもの権利擁護、子どもの最善

の利益に資するものであり、自立奨学支援、また自立した人た

ちの相互扶助と交流を行う団体が企画する事業案件へ支援。

上限30万円 当年度実施 6件 2021年5月31日(月)必着 可
公益財団法人

楽天 未来のつばさ

https://mirainotsubasa.or.jp/institutio

n/outline/

2021年度  B&G海洋クラブ登録団体募集

（活動器材等配備助成事業）
子どもの健全育成

主にマリンスポーツや環境学習等の推進を希望する民間団体・

自治体など、マリンスポーツや海洋教育を推進し、非営利な活

動に取り組む団体を対象に、「海洋クラブ」として登録した団

体には、活動器材を配備。

50万円～200万

円

おおむね3年間

（最短2年）

※条件により、

その後無償提供

- 2021年5月31日(月)必着 可 B&G財団 https://www.bgf.or.jp/club/index.html

2021年度 ニッセイ財団 高齢社会助成

地域福祉チャレンジ活動助成
保健・医療・福祉

地域包括ケアシステムの展開、そして深化（高齢者を中心に全

世代支援・交流を志向）につながる活動へチャレンジするため

の助成を行います。

最大400万円

（1年最大200

万）

2021年10月から

2年間
4団体程度

2021年5月31日(月)

消印有効
可

公益財団法人

日本生命財団

http://www.nihonseimei-

zaidan.or.jp/kourei/02.html

大塚商会ハートフル基金

持続可能な社会につながる環境活動
環境保全

持続可能な社会につながる環境活動（森づくり、水資源の保

護、生物多様性の保全、環境教育）を対象に助成。
100万円

2021年9月頃～

2022年7月31日
1000万円

2021年6月15日 (火)

当日消印有効
可 株式会社大塚商会

https://www.otsuka-

shokai.co.jp/corporate/csr/news/202

1/210422.html

【研究助成】

第37回（2021年度）マツダ財団研究助成

― 青少年健全育成関係 ―

子どもの健全育成

日本国内の大学、NPO等に所属して、青少年健全育成に関する

研究に従事し、その研究の成果が、次代を担う青少年の健全育

成に貢献するところが大きいと思われる研究者または研究グ

ループを対象に、「青少年の健全育成」に係る市民活動の活性

化に役立つ実践的な研究に対し助成。

上限100万円
助成決定後、

1年または2年

400万円

5～6件
2021年6月15日(火) 必着 可

公益財団法人

マツダ財団

https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/h

uman_serach/index.html

【研究助成】2021年度 研究助成 プログラム

つながりがデザインする未来の社会システム

―ニューノーマル時代に再考する社会課題と新しい連

帯に向けて―

全分野

COVID-19によって浮き彫りとなった課題と向き合い、新しい

社会を創造していくために、これまでの認識や生活様式、社会

システムを作りかえるような変革を推進するため、若手研究者

が中心となり実施する研究プロジェクトを支援。

上限800万円

/2年間

2021年10月1日

～2023年9月30

日

4000万円
2021年6月18日(金)

 15:00
可

公益財団法人

トヨタ財団

https://www.toyotafound.or.jp/resear

ch/2021/

ファイザープログラム

～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研

究支援～

心とからだのヘルスケア

ヘルスケアを、保健・医療・福祉・生活のみならず、就労等の

社会参加活動を含めて一体として捉え、一人ひとりの多様な生

き方を支え、心豊かな社会を実現する取り組みを応援

50万円～300万

円

2022年1月1日～

12月31日

総額

1500万円

2021年6月14日(月)

～6月28日(月)必着
可 ファイザー株式会社

https://www.pfizer.co.jp/pfizer/comp

any/philanthropy/pfizer_program/ann

ounce/index.html#oubo

2021年度（第47回）丸紅基金社会福祉助成金 保健・医療・福祉
福祉施設や団体が必要とする設備、機器、車輌、家屋のほか、

各種団体が行う調査・研究活動などの資金助成。
上限200万円

2021年12月～

2022年11月末

1億円

50件以上

2021年5月17日(月)

～6月30日(水) 消印有効
可

社会福祉法人

丸紅基金
https://www.marubeni.or.jp/

Panasonic NPO/NGOサポートファンド

for SDGs 国内助成
貧困の解消

地域または社会全体の貧困解消力を高めたいNPOを対象に、組

織課題を明らかにするための組織診断や、組織課題の解決や組

織運営を改善するための組織基盤強化の取り組みを助成

●組織診断：1

団体あたりの上

限100万円

●組織基盤強

化：1団体あた

りの上限200万

円（毎年）

2022年1月～
総額

1500万円
2021年7月30日(金)必着 可

パナソニック株式会

社

https://www.panasonic.com/jp/corpo

rate/sustainability/citizenship/pnsf/n

po_summary/2021_recruit.html

【表彰】2021年度 第17回

住まいのまちなみコンクール
まちづくり

地域の特性を活かし、魅力的な住まいのまちなみを育む維持管

理、運営などの活動に実績を上げている住民組織をまちづくり

のモデルとして表彰し、支援します。

年50万円

3年間支援
- 5点 2021年8月31日(火)必着 可

一般財団法人　住宅

生産振興財団

https://www.machinami.or.jp/pages/

contest.shtml

アジア・市民交流助成 国際協力・交流

ASEAN諸国を中心としたアジアの国々と草の根レベルで交流に

取り組む団体、また文化・芸術、スポーツ、学術等の各分野に

おいて国際交流を実践している団体を対象に、現状の課題に取

り組みつつ「コロナ後の時代」を見据えた新しい国際交流の在

り方を模索する事業について、経費の一部を助成。

上限200万円
助成決定後～

2021年11月30日
-

2021年9月15日(水)

17時必着
可

独立行政法人

国際交流基金

https://grant-fellowship-

db.jfac.jp/ja/people-to-people/

コロナ関連
居場所を失った人への緊急活動応援助成

【第3回公募】
保健・医療・福祉

新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、様々な理由から

居場所を失い、孤立する人々に対し、相談に乗り、必要な制度

の利用を支援する、居場所を提供する、多様なツールを活用し

てつながりを作り孤立を防ぐ、などの緊急支援活動に対して助

成。

上限300万円
2021年4月

～2022年3月
6000万円

2021年5月10日(月)

23時59分必着
可

社会福祉法人

中央共同募金会

https://www.akaihane.or.jp/news/18

510/
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