
2022/1/10　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】令和3年度　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】令和3年度　地域力向上事業（第二次募集）
※随時募集

2022年1月31日(月) 必着

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/w-

shinko/ward/nishiku/chiikiryoku/r3bo

syu2.html

【中区】令和4年度  地域力向上事業

2022年1月31日(月)

17:00 必着

※1/19(水) までに要事前相

談

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/c-

shinko/ward/nakaku/chiikiryoku/inde

x.html

【西区】令和4年度　地域力向上事業

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/w-

shinko/ward/nishiku/chiikiryoku/r4bo

syu.html

【南区】令和4年度　地域力向上事業

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/s-

shinko/ward/minamiku/chiikiryoku/in

dex.html

【北区】令和4年度　地域力向上事業
https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/n-shinko/20140417.html

【浜北区】令和4年度　地域力向上事業

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/hk-

shinko/ward/hamakitaku/chiikiryoku/

top.html

【天竜区】令和4年度　地域力向上事業

https://www.city.hamamatsu.shizuoka

.jp/tn-

shinko/ward/tenryuku/chiikiryoku/ind

ex.html

令和4年度　第1回

はままつ文化芸術活動助成事業
学術・文化・芸術・スポーツ

自ら企画運営する創造的な文化活動で、その成果が浜松の文化

に還元されるものを対象に助成。
上限10万円

2022年4月1日～

2023年3月31日
- 2022年1月31日(月) 必着 可

公益財団法人

浜松市文化振興財団
https://www.hcf.or.jp/grant/

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

保健・医療・福祉

環境保全

災害救援

地域安全

まちづくり

学術・文化・芸術・スポーツ

環境保全

職業能力開発・雇用拡充

2021年度　第2回目募集

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。 347,600 円

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/theme_grant_kosodate.html

2021年度　第2回目募集

スポーツ振興事業
学術・文化・芸術・スポーツ 静岡県における「スポーツ振興活動」に対して助成。 252,565 円

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/theme_grant_sports.html

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/crown_grant_toyota.html

https://www.shizuokafund.org/subsid

y/crown_grant_sealuck.html

1,032,600

円

543,100円

2021年度　第2回目募集

シーラックグループ

世界遺産富士山を未来へプロジェクト基金

富士山にまつわる様々な活動への助成。

2022年4月～

最長3年間

事業費の8割を

上限

2022年1月21日(金)

17:00 書類必着

※事前相談・事前チェック

必須　1/14(金)まで

可
公益財団法人

ふじのくに未来財団

浜松市

浜松市内

2021年度　第2回目募集

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。

静岡県内

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。

上限200万円

※対象経費の

1/2を補助

2021年4月1日～

2022年3月31日

2022年4月1日～

2023年3月31日

―

2022年1月31日(月) 必着

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

保健・医療・福祉

職業能力開発・雇用拡充

保健・医療・福祉

災害救援

子どもの健全育成

令和3年度 WAM助成

（補正予算事業）
保健・医療・福祉

新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う孤独・孤立対策に対

して助成。
50万～900万

2022年4月1日～

2023年3月31日
約4.6億円

2022年1月24日(月)

15:00
可

独立行政法人

福祉医療機構

https://www.wam.go.jp/hp/r3hosei_w

amjyosei/

第11回　杉浦地域医療振興助成募集 保健・医療・福祉

医師、薬剤師、看護師等の医療従事者、及び介護福祉従事者等

の多職種が連携して、「地域包括ケアの実現」「健康寿命の延

伸」の推進に寄与する研究・活動を助成します。

50万～200万
2022年4月1日～

2023年3月31日
1,000万円 2022年2月28日(月) 可

公益財団法人

杉浦記念財団

https://sugi-zaidan.jp/smf/reward-

new/#grant

新型コロナウイルス対応支援助成〈2021年度募集〉

休眠預金等活用事業

コロナ後社会の働き方づくりのための助成

～キャッシュフォーワーク手法を用いた若者支援～

職業能力開発・雇用拡充

雇用機会を奪われ、収入が減少した若者を中心にコロナ禍で経

済的被害を受けた若者を雇用し、新たな就労および就労支援の

あり方を提案する事業

最大3000万円

採択時～最長1

年（~2023年2月

までに終了）

12団体

程度

2022年1月21日(金)

17:00
不可

一般財団法人

リープ共創基金
https://work.reep.jp/

保健・医療・福祉

人権・平和

子どもの健全育成

子どもシェルター新設事業

≪休眠預金等活用事業≫
可

公益財団法人 パブ

リックリソース財団

https://www.public.or.jp/project/f101

2

全国

困難を抱える子どもの権利回復を目的に、子どもの代弁者とし

ての弁護士や福祉関係者らが中心となりながら、居場所のない

子どもたちの緊急避難所となる子どもシェルターを開設し、児

童自立生活援助事業として持続的に運営する団体を支援。

上限1700万円

（3年間）

2022年4月1日～

2025年3月31日

（3年間）

5団体

程度
2022年1月31日(月) 必着

令和4年度 WAM助成

通常助成事業
50万～900万

2022年4月1日～

2023年3月31日
約6億円

2022年1月31日(月)

15:00

2022年1月31日(月)

17:00
不可

公益財団法人 パブ

リックリソース財団

https://www.public.or.jp/project/f015

8

高齢者・障害者等が自立した生活を送り、また、子どもたちが

健やかに安心して成長できる地域共生社会の実現に向けて必要

な支援に対して助成。

可
独立行政法人

福祉医療機構

https://www.wam.go.jp/hp/r4_wamjy

osei/

（１）障害者を対象とする就労支援事業と（２）生活困窮者、

若者、シングルマザー、引きこもり、児童養護施設出身者、外

国にルーツを持つ方など障害以外の理由で就労に困難

を抱える方々を対象とする、就労支援事業の２つの分野の活動

に対して助成。

東京海上日動キャリアサービス

働く力応援基金
上限500万円

2022年4月1日～

2023年3月31日

7~8団体

程度
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