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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 2021.10.29 学術・文化・芸術・スポーツ 2022年度上期　芸術文化助成 公益財団法人 野村財団 https://www.nomurafoundation.or.jp/category/culture#bosyu

New 2021.10.29 まちづくり 2022年度 日本財団助成事業（通常募集） 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/common

New 2021.10.29 子ども 2022年度 子ども第三の居場所 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/child-third-place

New 2021.10.29 環境保全 2022年度 海と日本PROJECT 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/marine_day

New 2021.10.31 保健・医療・福祉 令和4年度「キリン・地域のちから応援事業」「キリン・福祉のちから開拓事業」 公益財団法人 キリン福祉財団 https://foundation.kirinholdings.com/

New 2021.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 第14回 ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞 公益財団法人 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 https://www.ymfs.jp/project/culture/prize/recommend/

New 2021.10.31 学術・文化・芸術・スポーツ 日本室内楽振興財団 助成 公益財団法人 日本室内楽振興財団 http://www.jcmf.or.jp/about-jcmf/subsidy.html

New 2021.10.31 まちづくり 2022年度 環境市民活動助成「活動助成」「NPO基盤強化助成」 一般財団法人 セブンイレブン記念財団 https://www.7midori.org/josei/

New 2021.11.10 学術・文化・芸術・スポーツ 2022年度　音楽公演への助成 公益財団法人 花王芸術・科学財団 http://www.kao-foundation.or.jp/assist/art/music_performance.html

New 2021.11.10 学術・文化・芸術・スポーツ 2022年度　美術展覧会への助成 公益財団法人 花王芸術・科学財団 http://www.kao-foundation.or.jp/assist/art/art_exhibition.html

New 2021.11.15 保健・医療・福祉 2021年度 社会福祉育成活動推進のための助成事業 公益財団法人 愛恵福祉支援財団 http://www.aikei-fukushi.org/?p=1887

New 2021.11.19 学術・文化・芸術・スポーツ 芸術文化振興基金 独立行政法人 日本芸術文化振興会 https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/lp/2021/bosyuu.html

New 2021.11.19 災害救援 2022年度 防災教育チャレンジプラン 防災教育チャレンジプラン実行委員会 http://www.bosai-study.net/boshu/index.html

New 2021.11.30 環境保全 第17 回「エコツーリズム大賞」 一般社団法人 日本エコツーリズム協会 https://ecotourism.gr.jp/award

New 2021.11.30 保健・医療・福祉 日母おぎゃー献金基金　施設・什器・備品等助成 公益財団法人 日母おぎゃー献金基金 http://www.ogyaa.or.jp/subsidy/outline.html

2021.10.04 子ども 「子供の未来応援基金」第6回未来応援ネットワーク事業 独立行政法人　福祉医療機構 https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen6th/

2021.10.08 保健・医療・福祉 2021年度 NPO基盤強化資金助成 公益財団法人 SOMPO福祉財団 https://www.sompo-wf.org/jyosei/index.html

2021.10.10 環境保全 2022年度 環境市民活動助成「地域美化助成」 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 https://www.7midori.org/josei/

2021.10.12 環境保全 毎日新聞社 第11 回「毎日地球未来賞」 毎日新聞社 https://www.mainichi.co.jp/event/aw/chikyumirai/

2021.10.14 学術・文化・芸術・スポーツ 2022年度　音楽活動への助成 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション https://micro.rohm.com/jp/rmf/recruitment/subsidy/index.html

2021.10.15 全分野 ビジネスプランコンペedge 2021 NPO法人 edge https://www.edgeweb.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9A%E6%A6%82%E8%A6%81/

2021.10.15 環境保全 2022年度募集「水辺の大型鳥類保護部門」「鳥類保護団体への活動助成部門」 公益信託 サントリー世界愛鳥基金 http://www.koueki-suntory-aityou.jp/bosyuu/index.html

2021.10.15 まちづくり 2022年度 広域安全事業助成 公益財団法人 日工組社会安全研究財団 https://www.syaanken.or.jp/?p=11769

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

2021.10.18 環境保全 第17回 TOTO水環境基金 TOTO 株式会社 https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/spirit/thought.htm

2021.10.21 学術・文化・芸術・スポーツ 現代演劇・舞踊対象公募プログラム “創造環境イノベーション” 公益財団法人 セゾン文化財団 https://www.saison.or.jp/application

2021.10.25 保健・医療・福祉 釋海心（しゃくかいしん）基金 公益財団法人 公益推進協会 https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2

2021.10.27 子ども For Children基金 公益財団法人 公益推進協会 https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2

2021.10.27 保健・医療・福祉 HTM基金 公益財団法人 公益推進協会 https://kosuikyo.com/%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91-2

2021.10.29 まちづくり アートによる地域振興助成 公益財団法人 福武財団 https://fukutake-foundation.jp/subsidy/art_index

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
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2021.10.31 国際協力 アジア生協協力基金2022年度・助成金一般公募 公益財団法人 生協総合研究所 https://ccij.jp/jyosei/kikinkoubo210819_01.html

2021.10.31 環境保全 環境保全プロジェクト助成 公益財団法人 SOMPO環境財団 https://www.sompo-ef.org/project/project.html

2021.10.31 子ども 2021年度 子どもの未来助成事業 公益財団法人 葉田財団 https://hadafoundation.com/promotion-services/

2021.10.31 環境保全 2022年度 環境市民活動助成「活動助成」「NPO基盤強化助成」 一般財団法人セブン-イレブン記念財団 https://www.7midori.org/josei/

2021.10.31 災害救援 JR 西日本あんしん社会財団「AED訓練器等助成」 公益財団法人 JR西日本あんしん社会財団 https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/aed/

2021.10.31 環境保全 第32回 コメリ緑資金 公益財団法人 コメリ緑育成財団 http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html

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

2021.10.31 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

2021.11.01 まちづくり 令和3年度 高速道路利用・観光・地域連携推進プラン 一般財団法人　国土計画協会 https://www.kok.or.jp/project/highwayplan.html

2021.11.06 全分野 2021 年度日本郵便年賀寄付金 社会貢献事業への配分公募 日本郵便株式会社 https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/r030831_01.html

2021.11.15 災害救援 ＪＲ西日本あんしん社会財団 2022年度 活動助成 公益財団法人 ＪＲ西日本あんしん社会財団 https://www.jrw-relief-f.or.jp/aid/activity/

2021.11.15 環境保全 2022年度 河川基金助成「川づくり団体部門」 公益財団法人 河川財団 https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html

2021.11.16（郵送）
2021.11.30（電子）

子ども 令和4年度　子どもゆめ基金 1次募集 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 https://yumekikin.niye.go.jp/

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

2021.11.30 まちづくり 2022年度 熊西地域振興財団 活動資金助成 公益財団法人 熊西地域振興財団　 https://kumanishifoundation.com/news/2021/08/19/

2021.11.30 保健・医療・福祉 芳心会 2021年度助成金 第3期 一般社団法人 芳心会 https://houshin-kai.or.jp/offering/

2021.11.30 保健・医療・福祉 2022年度 ヤマト福祉財団助成金 公益財団法人 ヤマト福祉財団 https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html

2021.11.30 学術・文化・芸術・スポーツ 2022年度 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 助成金 公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団 http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp/

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

2022.01.23 学術・文化・芸術・スポーツ 第5回 リカジョ育成賞 公益財団法人 日産財団 https://www.nissan-zaidan.or.jp/oitline-rika/

2022.03.31 災害救援 2021年度 年度内募集 公益財団法人 日本財団 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/year

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 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

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

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 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 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 全分野 あげたい会社から、もらいたいＮＰＯへ 「あげます・もらいます」 公益財団法人 日本フィランソロピー協会 https://www.philanthropy.or.jp/agemasu/

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 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 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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