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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.shizuoka

.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.shizuoka

.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.shizuoka

.jp/n-shinko/20140417.html

【浜北区】地域力向上事業 随時募集

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.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.shizuoka

.jp/tn-

shinko/ward/tenryuku/chiikiryoku/ind

ex.html

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

長野、岐阜、

静岡、愛知、

三重の５県内

【表彰】

第22回　中部の未来創造大賞
まちづくり

住民、NPO、企業、行政、学校等が取り組んでいる、「多様な

主体による協働」による『地域づくり』の活動を表彰。

賞金として

最大10万円
- -

2021年8月31日(火)

消印有効
可

中部の未来創造大賞

推進協議会

https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mir

ai/index.htm

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】

第15回 かめのり賞
国際協力・交流

日本とアジア・オセアニアの若い世代を中心とした相互理解・

相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今後の活動が期

待される個人または団体を顕彰します。

最大

100万円の

活動奨励金

- - 2021年8月31日(火) 必着 可
公益財団法人

かめのり財団

https://www.kamenori.jp/kamenorish

ou.html

【表彰】

 第25回 地球倫理推進賞
人権・平和

営利を目的とせず、5年以上継続し、教育・文化・医療・環境・

地域開発などの分野において、地球倫理の推進に貢献している

団体。

副賞として

最大100万円
- - 2021年8月31日(火) 必着 可

一般社団法人

倫理研究所

https://www.rinri-

jpn.or.jp/earthrinri/awards/

【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/c

ontest.shtml

第二期　団体活動支援助成 保健・医療・福祉
食物アレルギーに関する問題解決を目指した活動や啓発活動に

対して助成。
なし

2021年11月1日～

2022年6月30日

最大

約10件

2021年9月3日(金)

当日消印有効
可

公益財団法人

ニッポンハム

食の未来財団

https://www.miraizaidan.or.jp/general

_public/grants/2021/01.html

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
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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】

「子どもたちの“こころを育む活動”」大募集
子どもの健全育成

未来を担う子どもたちのために、全国で取り組まれている子ど

もたちの“こころを育む活動”を表彰。

【大賞】

50万円/ 1件

【優秀賞】

20万円/1件

-

【大賞】

1件

【優秀賞】

5件程度

2021年9月10日(金)

17:00 締切
可

公益財団法人

パナソニック教育財

団

http://www.kokoro-

forum.jp/project_kokoro/?utm_source

=202107&utm_medium=canpan&utm_

campaign=kkr2021

未来を強くする子育てプロジェクト 子どもの健全育成

①子育て支援活動の表彰

より良い子育て環境づくりに取り組む団体や個人を表彰。

②女性研究者への支援

子育てと人文・社会科学分野の研究活動の両立に努力されてい

る女性研究者を支援。

①大賞100万円

②最大200万円

①-

②2022年4月～

2024年3月

（2年間）

①表彰

14組程度

②10名程

度

2021年9月10日(金) 必着 可
住友生命保険相互会

社

https://www.sumitomolife.co.jp/about

/csr/community/mirai_child/

花博自然環境助成 環境保全

「自然と人間との共生」の継承発展・普及啓発や「花と緑」に

関連する科学技術や文化などの発展・交流に貢献する事業に対

して助成。

①調査研究分野　②活動・行催事分野　③復興活動支援分野

①100万円/1件

②50万円/1件

③50万円/1件

①～③共通

2022年4月1日～

2023年2月28日

非公開
2021年9月10日(金)

当日消印有効
可

公益財団法人

国際花と緑の博覧会

記念協会

https://www.expo-

cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_0

4.html

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/

スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム

～コミュニティス ポーツによる健やかな暮らしと文化

の醸成～

　①チャレンジコース

　②アドバンスコース

学術・文化・芸術・スポーツ

※①②共通

【一般】地域の中で一人ひとりの健やかな暮らしの実現につな

がるコミュニティスポーツ

【特定】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が困難な

状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ

①50万/1件

②300万/1件

①2022年4月1日～

2023年3月31日 (1

年間)

②2022年4月1日～

2024年3月31日 (2

年間)

①15件

②5件
2021年9月22日(水)必着 可

公益財団法人

住友生命健康財団
https://skzaidan.or.jp/

重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 保健・医療・福祉

日本全国の地域において、重い病気により長期入院や長期療養

をしている子どもの意欲を高め、学びに取り組む手助けとなる

事業を対象。

1件につき

50～200万程度

を想定

2022年4月1日～

2023年3月31日

助成総額

1,000万円

程度

2021年9月24日(金)必着 可
公益財団法人

ベネッセこども基金

https://xn--benesse-kodomokikin-

kh5rynob85d.or.jp/subsidy/

がん患者団体助成 保健・医療・福祉

がん患者会や、がん患者を支援する団体が主体となって取り組

む優れた事業に助成。相談窓口の開設や小冊子の発行、シンポ

ジウムの開催、インターネットによる情報発信など、企画運営

が対象。

上限

50万円/1件

2022年

4月～12月末
非公開 2021年10月15日(金) 可

公益財団法人

正力厚生会

https://shourikikouseikai.or.jp/works/

kanja/doc.html

安全事業助成 地域安全

犯罪の予防活動を中心に、少年非行防止・被害者支援等の活動

を対象。

【広域】国内において複数の都道府県にわたって行われるもの

及び国際間で行われるもの。

【県域】一つの都道府県の域内において、複数の市町村にわ

たって行われるもの。

【広域】

上限250万/1件

【県域】

上限100万/1件

2022年4月1日～

2023年2月10日
非公開 2021年10月15日(金) 可

公益財団法人

日工組社会安全研究

財団

https://www.syaanken.or.jp/?p=1176

9

【表彰】

第5回 リカジョ育成賞
男女共同参画

女子小中高生を対象に2021年1月1日～2021年12月31日までに実

施した、理系分野における興味・関心の向上や能力の育成を目

的とした活動を表彰。

副賞として

最大20万円
- - 2022年1月23日(日) 可

公益財団法人

日産財団

https://www.nissan-

zaidan.or.jp/oitline-

rika/?utm_source=CANPAN&utm_me

dium=mm&utm_campaign=rikajo

コロナ関連
緊急支援プロジェクト助成 子どもの健全育成

多文化共生社会を目指して

～今日本に暮らす外国人の方々に必要な取組とは～

日本国内でCOVID-19により生じた新たな課題に立ち向かう活動

を緊急的に助成。

上限300万円

2021年10月1日

～2022年3月31

日

助成総額

2,000万円

2021年8月23日(月)

14:00まで
可

公益財団法人

かめのり財団

https://www.kamenori.jp/kinkyujyosei

.html

http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/?utm_source=202107&utm_medium=canpan&utm_campaign=kkr2021
http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/?utm_source=202107&utm_medium=canpan&utm_campaign=kkr2021
http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/?utm_source=202107&utm_medium=canpan&utm_campaign=kkr2021
http://www.kokoro-forum.jp/project_kokoro/?utm_source=202107&utm_medium=canpan&utm_campaign=kkr2021
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_04.html
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_04.html
https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_04.html
https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
https://grant-fellowship-db.jfac.jp/ja/people-to-people/
https://skzaidan.or.jp/
https://スミセイbenesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/
https://スミセイbenesse-kodomokikin.or.jp/subsidy/
https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html
https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html
https://www.syaanken.or.jp/?p=11769
https://www.syaanken.or.jp/?p=11769
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=CANPAN&utm_medium=mm&utm_campaign=rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=CANPAN&utm_medium=mm&utm_campaign=rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=CANPAN&utm_medium=mm&utm_campaign=rikajo
https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/?utm_source=CANPAN&utm_medium=mm&utm_campaign=rikajo
https://www.kamenori.jp/kinkyujyosei.html
https://www.kamenori.jp/kinkyujyosei.html

