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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 2022.02.28 子ども 令和4年度 児童養護施設等助成金 公益財団法人 こどもの未来創造基金 http://iffc.or.jp/requirements/

New 2022.02.28 経済活動の活性化 Power of Choice基金 株式会社 トラストバンク https://www.trustbank.co.jp/newsroom/news/news220121/

New 2022.03.15 環境保全 令和4年度 「緑の募金」「緑と水の森林ファンド」 公益社団法人 国土緑化推進機構 https://www.green.or.jp/

New 2022.03.30 保健・医療・福祉 わかば基金 社会福祉法人 ＮＨＫ厚生文化事業団 https://npwo.or.jp/info/21416

New 2022.03.31 人権・平和 赤松良子ジェンダー平等基金 国際女性の地位協会 https://www.jaiwr.com/blank-12

New 2022.03.31 まちづくり 令和4年度 街なか再生助成金 公益財団法人 区画整理促進機構 https://www.sokusin.or.jp/town/subsidy.html

New 2022.03.31 環境保全 タカラ・ハーモニストファンド助成事業 公益信託 タカラ・ハーモニストファンド https://www.takara.co.jp/environment/fund/yoko.html

New 2022.04.04 子ども 心のエンジンを駆動させるプログラム 一般財団法人 三菱みらい育成財団 https://www.mmfe.or.jp/application2/

New 2022.04.04 子ども 先端・異能発掘・育成プログラム 一般財団法人 三菱みらい育成財団 https://www.mmfe.or.jp/application3/

New 2022.04.04 子ども 主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラム 一般財団法人 三菱みらい育成財団 https://www.mmfe.or.jp/application5/

New 2022.04.15 保健・医療・福祉 第74回 保健文化賞 第一生命保険株式会社 https://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/society/challenges/hoken02.html

New 2022.04.20 全分野 2022年度 大阪帝塚山ロータリークラブ社会奉仕基金 大阪帝塚山ロータリークラブ http://osaka-tezukayama-rc.cocolog-nifty.com/blog/2022/01/post-1058a2.html

New 2022.04.20 学術・文化・芸術・スポーツ 2021 芸術・文化による社会創造ファンド－2021 Arts Fund－ 公益財団法人 企業メセナ協議会 https://culfun.mecenat.or.jp/collect/2021artsfund/point.html

New 2022.04.30 環境保全 第12回 気象文化大賞 一般財団法人 WNI気象文化創造センター https://www.wxbunka.com/prize_grant/

New 2022.04.30 子ども BNI財団ジャパン助成金 一般財団法人 BNI財団ジャパン https://www.bnifoundation.jp/grant-guidelines/

New 2022.05.11 子ども 子供たちの環境学習活動に対する助成事業 公益財団法人 高原環境財団 https://www.takahara-env.or.jp/bosyu/02_env_study.html

New 2022.05.11 環境保全 緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業 公益財団法人 高原環境財団 https://www.takahara-env.or.jp/bosyu/01_heat_island.html

New 2022.05.31 全分野 中小法人・個人事業者のための事業復活支援金 中小企業庁 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

2022.02.18 子ども 第1回 ソーシャル・グッド基金 公益財団法人 日本フィランソロピック財団 https://np-foundation.or.jp/information/20220112.html

2022.02.20 まちづくり 大塚商会ハートフル基金 株式会社 大塚商会 https://www.otsuka-shokai.co.jp/corporate/csr/news/2022/220111.html

2022.02.20 子ども 柴田義男 千惠子基金 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

2022.02.25 全分野 NPO等活動支援によるコロナ禍における社会課題解決事業 大阪府 http://www.pref.osaka.lg.jp/suishin/npo/index.html

2022.02.28 学術・文化・芸術・スポーツ お金をまわそう基金助成事業 公益財団法人 お金をまわそう基金 https://okane-kikin.org/information/4261

2022.02.28 学術・文化・芸術・スポーツ 「国際音楽の日」記念事業に関する助成 公益財団法人 音楽文化創造 https://www.onbunso.or.jp/imd/2022grant/

2022.02.28 保健・医療・福祉 第11回 杉浦地域医療振興助成募集 公益財団法人 杉浦記念財団 https://sugi-zaidan.jp/smf/reward-new/#grant

2022.02.28 学術・文化・芸術・スポーツ ノエビアグリーン財団 2021年度助成事業 公益財団法人 ノエビアグリーン財団 https://www.noevirgreen.or.jp/grants/organization/index.htm

2022.03.07 保健・医療・福祉 横寺敏夫 患者と家族の支援基金 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

2022.03.10 保健・医療・福祉 2022年度 地域福祉振興助成 公益財団法人 木口福祉財団 https://kiguchi.or.jp/

2022.03.31 学術・文化・芸術・スポーツ ポーラ伝統文化振興財団 「日本の伝統文化の維持・向上への助成」 公益財団法人 ポーラ伝統文化振興財団 http://www.polaculture.or.jp/promotion/jyoseiapply.html

2022.03.31 保健・医療・福祉 連合・愛のカンパ中央助成/地域助成 日本労働組合総連合会 https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/kizuna/campa/index.html

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

2022.04.30 まちづくり 地域活動団体への助成　令和4年度「生活学校助成」 公益財団法人あしたの日本を創る協会 http://www.ashita.or.jp/sg2.htm

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/
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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4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 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 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/community-fund/

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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