
2021/6/5　現在

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

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

静岡朝日テレビ　静岡のチカラ基金 全分野
静岡県における「静岡県を元気にする活動」または「子ども達

の未来を造る活動」に対して助成。
38万円

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/crown_grant_shizuokaasahitv.html

環境保全

地域安全

保健・医療・福祉

災害救援

障がい者のスポーツ支援事業 保健・医療・福祉
静岡県内の「障がい者スポーツ支援に取り組む活動」に対して

助成。
136,960円

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/theme_grant_shougaishasports.htm

l

子育て支援事業 子どもの健全育成 静岡県における「子育て支援活動」に対して助成。 470,480円
https://www.shizuokafund.org/subsid

y/theme_grant_kosodate.html

【表彰】第38回中日ボランティア賞 保健・医療・福祉
さまざまな福祉分野で積極的にボランティア活動に取り組んで

いる団体に贈り、その事業活動を支援。
15万円 / 1団体 -

5団体

（予定）
2021年6月30日(水) 必着 可

中日新聞社会事業団

東海支部

http://shizuoka-wel.jp/38tyuuniti-

bora/

事業費の8割を

上限

2021年9月～

最長3年間

2021年6月30日(水)

17:00 書類必着

※事前相談・事前チェック

必須　6/23(水)まで

可

静岡県内

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。

2021年4月1日～

2022年3月31日
― 可

静岡トヨタ自動車株式会社　ハイブリッド基金
静岡県における「環境保全」「交通安全」「福祉支援」「防災

活動」をテーマとした活動に対して助成。

2,281,200

円

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/crown_grant_toyota.html
公益財団法人

ふじのくに未来財団

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/e-shinko/ward/higashiku/chiikiryoku/index.html
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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

全国
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/

みずほ福祉助成財団

「社会福祉助成金事業」

　A: 事業助成

　B: 研究助成

保健・医療・福祉
障がい児者の福祉向上のための先駆的・開拓的な事業や研究に

対して助成。

20万円～100万

円

※事業費の9割

以内

A:

～2022年6月末

B:～2022年12月

末

3000万円
2021年6月25日(金)

当日消印有効
可

公益財団法人

みずほ福祉助成財団

http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bu

siness/business01.html

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/

つなぐいのち基金

　A: つなぐ助成

　B: くるくる基金助成（冠基金助成）

子どもの健全育成

児童の社会的養護施設や養護施設に入居する児童、難病児、一

人親・里親・貧困家庭の児童など、社会的ハンディキャップを

抱える子どもたちを対象とした、支援事業、支援活動、支援プ

ロジェクト等に対して助成。

A: 上限50万円

B: -

2021年10月

～2023年3月
4～10団体

2021年6月27日(日)

17:00まで
可

公益財団法人

つなぐいのち基金

http://tsunagu-

inochi.org/notice/application-for-

grants/

【表彰】

緑の環境プラン大賞

A: シンボル・ガーデン部門

B: ポケット・ガーデン部門

まちづくり

みどりを創る計画を表彰。800万円を上限に助成するシンボ

ル・ガーデン部門と、100万円を上限に助成するポケット・

ガーデン部門の２つの部門で作品を募集。

A: 上限800万円

B: 上限100万円

2021年11月～

2022年3月末

A:3件

B:10件

程度

可
https://urbangreen.or.jp/grant/3hyos

ho/green-plan

【表彰】緑の都市賞 まちづくり 緑を増やし守る取組みの実績を表彰。
受賞団体へ助成

最高賞：20万円
- - 可

https://urbangreen.or.jp/grant/3hyos

ho/green-city

ソニー音楽財団 子ども音楽基金 学術・文化・芸術・スポーツ

日本国内の、原則として 18 歳未満の子どもを対象に、音楽 *

を通じた教育活動に取り組んでいる国内の団体およびその活動

に対して助成。

*ここでいう音楽とは、原則としてクラシック音楽およびそれに

準ずるものとする。

上限300万円
2022年4月1日

～2023年3月末

(参考)

昨年度

12件助成

2021年7月9日(金)

17:00 必着
可

公益財団法人

ソニー音楽財団
https://www.smf.or.jp/kok/

第32期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成

　A. 国内研究助成

　B. 国内活動助成+(地域NPO活動枠)

　C. 特定テーマ助成

環境保全

自然保護のための、フィールドワークに基づいた基礎的な研究

や、地域に根ざした自然保護活動、そして財団が年度ごとに定

める特定のテーマに取り組むプロジェクトに対して助成

。

A・B：上限100

万円

C：上限100万円

/1年

A・C:

2021年10月

 ～2023年9月

B: 2021年10月

 ～2022年9月

2300万円 2021年7月15日(木) 可
公益財団法人

自然保護助成基金

https://www.pronaturajapan.com/fou

ndation/pronatura_fund.html

2021年6月30日(水)

当日消印有効

公益財団法人

都市緑化機構
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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

全国
【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/

コロナに負けるな！浅井スクスク基金

「子ども緊急助成プログラム」
子どもの健全育成

新型コロナのまん延によって、緊急事態に追い込まれている、

脆弱な生活困窮家庭の子どもや家庭に対して、コロナ禍に対応

して、新たに事業を始めた又は始めようとする非営利団体に対

して助成。

上限100万円
2021年6月1日

～12月31日

10団体

程度

(一次募集)

2021年6月14日(月)

当日消印有効

(二次募集)

2021年6月16日(水)

～7月12日(月)

不可
公益財団法人

公益推進協会

https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e

6%88%90%e9%87%91-2

ふじのくに新型コロナウイルス対策緊急支援基金 保健・医療・福祉
静岡県において新型コロナウイルスの影響を受けた方々への支

援として行う活動に対して助成。

事業費の8割を

上限
2021年9月～

総額

610,938 円

2021年6月30日(水)

17:00 書類必着

※事前相談・事前チェック

必須　6/23(水)まで

可
公益財団法人

ふじのくに未来財団

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/theme_grant_covid_19.html

コロナ関連

https://www.machinami.or.jp/pages/contest.shtml
https://www.machinami.or.jp/pages/contest.shtml
https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2
https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2

