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新規 締切 種別 助成金/補助金/アワード/コンテスト/顕彰制度　名 実施団体 URL

New 2021.08.16 全分野 女性リーダー支援基金　～一粒の麦～ 公益財団法人 パブリックリソース財団 https://www.public.or.jp/project/f0159

New 2021.08.31 保健・医療・福祉 日本財団 「もう一つの “家” プロジェクト」 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/mouhitotsunoie

New 2021.08.31 保健・医療・福祉 令和3年度　洲崎福祉財団上期「一般助成」 公益財団法人　洲崎福祉財団 http://www.swf.or.jp/support1/index.html

New 2021.08.31 環境保全 第25回地球倫理推進賞 一般社団法人倫理研究所 https://www.rinri-jpn.or.jp/earthrinri/awards/

New 2021.08.31 保健・医療・福祉 新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援 公益財団法人 JKA https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/covid19.html#add07

New 2021.09.05 全分野 第5回 日経ソーシャルビジネスコンテスト　 日本経済新聞社 https://social.nikkei.co.jp/about.html

New 2021.09.10 子ども 第15回「未来を強くする子育てプロジェクト」 住友生命保険相互会社 http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/

New 2021.09.15 保健・医療・福祉 2021年度（第28回）ボランティア活動助成 公益財団法人 大和証券福祉財団 https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html

New 2021.09.15 子ども 2021年度（第4回）子ども支援活動助成 公益財団法人 大和証券福祉財団 https://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline4.html

New 2021.09.20 全分野 第10回ソーシャル・ジャスティス基金（SJF）助成公募 NPO法人まちぽっと http://socialjustice.jp/p/2021fund/

New
2021.09.24(申請）
2021.09.22（登録）

全分野 2022年度「機械振興補助事業」「公益事業進行補助事業」 公益財団法人 JKA https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/shinsei.html

New 2021.09.30 環境保全 水の里の旅コンテスト2021 国土交通省 http://mizunosato-ouen.jp/tabi/entry/

New 2021.09.30 国際協力 2022年度日本万国博覧会記念基金助成事業 公益財団法人 関西・大阪 21 世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/

New 2021.09.30 保健・医療・福祉
令和3年度 住まい環境整備モデル事業＜課題設定型、事業者提案型、事業育成型
＞（第2回応募）

住まい環境整備モデル事業評価事務局（国土交通省 ） http://100nen-sw.jp/application/index.html

New 2021.09.30 男女共同参画 2021年度 男女共同参画・少子化関連顕彰事業 公益社団法人 程ヶ谷基金 https://hodogaya-foundation.or.jp/equality/req/

New 2021.10.31 まちづくり 第 24 回「日本水大賞」 公益財団法人河川財団 http://www.japanriver.or.jp/taisyo/application.htm#07

2021.08.06 まちづくり ブリヂストン　BSmile募金 公益社団法人 日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/

2021.08.15 環境保全 2021年度前期 アウトドア環境保護基金 一般社団法人 コンサベーション・アライアンス・ジャパン https://outdoorconservation.jp/promotion-support

2021.08.20 子ども 子どもの笑顔はぐくみプログラム 一般財団法人 チャイルドライフサポートとくしま https://cls-tokushima.org/grant.html

2021.08.20 環境保全 第17期 ナショナル・トラスト活動助成 公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

2021.08.21 環境保全 第31回 イオン環境活動助成 公益財団法人 イオン環境財団 https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/public_offering/about.html

2021.08.23 国際協力 2021(令和3)年度 緊急支援プロジェクト助成 公益財団法人 かめのり財団 https://www.kamenori.jp/kinkyujyosei.html

2021.08.27 環境保全 令和4年度「第10回みどりの社会貢献賞」 公益財団法人 都市緑化機構 https://urbangreen.or.jp/grant/social-contribution/guideline-shakaikokensho

2021.08.31 まちづくり 第16回 マニフェスト大賞 マニフェスト大賞実行委員会 http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/docs/2021060800018/

2021.08.31 まちづくり 2021年度 地域振興助成 公益財団法人 前川報恩会 https://www.mayekawa.org/category/grant/regional_improvement

2021.08.31 保健・医療・福祉 2021年度 福祉助成 公益財団法人 前川報恩会 https://www.mayekawa.org/category/grant/welfare_grant

2021.08.31 国際協力 第15回　かめのり賞 公益財団法人 かめのり財団 https://www.kamenori.jp/kamenorishou.html

2021.08.31 保健・医療・福祉 大阪ガスグループ福祉財団「高齢者福祉助成」 公益財団法人　大阪ガスグループ福祉財団 https://www.osakagas.co.jp/company/efforts/fukushi/jyosei/fukushi_detail.html

2021.08.31 子ども 2021年度 SBI 子ども希望財団「施設充実事業に関する助成金」 公益財団法人 SBI子ども希望財団 https://www.sbigroup.co.jp/zaidan/grant/

2021.08.31 まちづくり 令和3年度「手づくり郷土賞」 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/tedukuri/

2021.08.31 全分野 2021(令和三年)年度 第六回賀川豊彦賞募 公益財団法人 賀川事業団雲柱社 https://t-kagawa.or.jp/kagawa_award/award_entry

2021.08.31 環境保全 2022年度 りそな環境助成 公益財団法人 りそなアジア・オセアニア財団 https://www.resona-ao.or.jp/project/environment.html
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2021.08.31 保健・医療・福祉 2021年度助成金 第2期募集 一般社団法人 芳心会 https://houshin-kai.or.jp/offering/

2021.08.31 環境保全 2021年度 環境助成金プログラム パタゴニア日本支社 https://www.patagonia.jp/how-we-fund/

2021.08.31 環境保全 第17回 住まいのまちなみコンクール 一般社団法人 住宅生産復興財団 https://www.machinami.or.jp/pages/contest.shtml

2021.08.31(新規）
2021.12.10（継続）

子ども ライフスポーツ財団「ライフ・チャレンジ・ザ・ウォーク」「一般公募助成事業」 公益財団法人 ライフスポーツ財団 https://www.lsf.or.jp/joseikin

2021.09.15 国際協力 アジア・市民交流助成 独立行政法人 国際交流基金 https://www.jpf.go.jp/j/program/ac.html#ac_2-1

2021.09.30 保健・医療・福祉 2021年度 医療貢献活動助成 公益財団法人 テルモ生命科学振興財団 https://www.terumozaidan.or.jp/support/medicine_domestic.html

2021.09.30 保健・医療・福祉 チャリティプレート助成金 特定非営利活動法人 日本チャリティプレート協会 http://www.jcpa.net/jcpa/?page_id=13

2021.09.30 環境保全 地球にやさしいカードによる助成事業 公益財団法人 緑の地球防衛基金 https://green-earth-japan.net/kifu_card.html

2021.09.30 国際協力 服部禮次郎アフリカ基金 一般社団法人 アフリカ協会 http://www.africasociety.or.jp/index.php/support/support01

2021.09.30 環境保全 TOYO TIREグループ環境保護基金 公益財団法人 日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/

2021.09.30 まちづくり 公園・夢プラン大賞2021 一般財団法人　公園財団 https://yumeplan.prfj.or.jp/caution.html

2021.10.15 保健・医療・福祉 日本財団 みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021 公益財団法人 日本財団 https://fukushi-kenchiku.jp/

2021.10.15 保健・医療・福祉 がん患者団体助成 公益財団法人 正力厚生会 https://shourikikouseikai.or.jp/works/kanja/doc.html

2021.10.29 子ども 楽天未来のつばさ 団体向け支援事業（後期） 公益財団法人 楽天 未来のつばさ https://mirainotsubasa.or.jp/institution/outline/

2021.10.30 保健・医療・福祉 がん患者在宅療養支援事業 社会福祉法人 読売光と愛の事業団 https://www.yomiuri-hikari.or.jp/report/post-344.html

2021.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 2021年度 第31期“地域文化の振興をめざして”助成 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 http://www.zenzeikyo.com/assist/index.html

2021.11.28 学術・文化・芸術・スポーツ 芸術活動助成金 公益財団法人 朝日新聞文化財団 https://www.asahizaidan.or.jp/grant/grant01.html

年2回
（6月末・12月末）

環境保全 JT SDGS 貢献プロジェクト～包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて～ 公益社団法人 日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/jt/

募集中 災害救援 大規模災害発生時における防犯活動緊急支援助成 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/?p=10623

募集中 活動支援 Techsoupjapanソフトウエア寄贈プログラム 特定非営利活動法人 日本NPOセンター https://www.techsoupjapan.org/

募集中 保健・医療・福祉 令和3年施設整備等助成 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 http://www.jra-umanushi-hukushi.or.jp/reiwa-3

募集中 全分野 原田積善会 助成金 公益財団法人 原田積善会 http://www.haradasekizenkai.or.jp/grant/app.html

随時 まちづくり 地域助け合い基金 公益財団法人 さわやか福祉財団 https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid19-donate/

随時 国際協力 日本財団「海外の事業 “海外における人道活動や人材育成事業”」 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/overseas

随時 環境保全 大竹財団助成金 一般財団法人 大竹財団 https://ohdake-foundation.org/%e5%a4%a7%e7%ab%b9%e8%b2%a1%e5%9b%a3%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91/

随時 災害救援 障害者市民防災活動助成 特定非営利活動法人 ゆめ風基金 https://yumekazek.com/fund/fund.html

随時 保健・医療・福祉 助成金（福祉、医療、教育、芸術） 一般財団法人 日本メイスン財団 http://www.masonicfoundation.or.jp/guidance.html

随時 まちづくり 共感助成 公益財団法人 信頼資本財団 https://shinrai.or.jp/subsidy-what/index.html

随時 まちづくり クラウドファンディング活用型まちづくりファンド 一般財団法人 民間都市開発推進機構 http://www.minto.or.jp/products/fund.html

随時 保健・医療・福祉 障害者支援団体等の活動に対する支援事業 公益財団法人 はるやま財団 http://www.haruyama.co.jp/zaidan/assistance.php
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