
助　成　金　タ　イ　ト　ル 分 類 カ テ ゴ リ ー 募　集　締　切　日

1  大竹財団助成金事業  全分野 　通年（年間を通じて随時申請を受けつけています）

2  令和３年度　チャリティプレート助成金　  全分野 　2021年7月1日（木） ～ 2021年9月30日（木）締切（必着）

3  第１９回　読売福祉文化賞  保健・環境・教育・文化・防災・地域 　～2021年9月30日(木)当日消印有効

4  2021年 地域貢献助成  保健・環境・教育・防災・地域 　2021年8月20日（金） ～ 2021年9月30日（木）

5  LUSH JAPANチャリティポット  保健・環境・教育・地域
　※3ヶ月に1度、以下の月末を応募締め切りとします。

　応募締切日：3月15日、6月末日、9月末日、12月末日

6  2021年度NPO基盤強化資金助成 『組織および事業活動の強化資金助成』  全分野 　2021年9月1日（水） ～ 2021年10月8日（金）17:00

7  2021年度 NPO基盤強化資金助成『認定NPO法人取得資金助成』  全分野 　2021年9月1日（水） ～ 2021年10月8日（金）17:00

8  2022年度　環境市民活動助成【地域美化助成】  環境・防災・地域 　2021年9月20日（月） ～ 2021年10月10日（日）当日消印有効

9  がん患者助成（2022年度）  保健 　～2021年10月15日(金)まで

10  日本財団　みらいの福祉施設建設プロジェクト 2021  保健 　2021年6月14日（月）11:00 ～ 2021年10月15日（金）17:00

11  未来のつばさ　プロジェクト支援事業2021  教育 　2021年9月1日(水)  ～ 2021年10月29日(金)必着

12  東京海上日動あんしん生命『給付型奨学金制度・幼児教育支援制度』  保健・教育・地域 　2021年6月1日(火) ～ 2021年10月29日（金）当日消印有効

13  令和３年度　徳島県ワンウェイプラスチック代替製品利用促進補助金  環境 　2021年8月20日(金) ～ 2021年10月29日（金）

14  2022年度　環境市民活動助成【NPO基盤強化助成】  環境・防災・地域 　2021年10月11日(月) ～ 2021年10月31日（日）当日消印有効

15  2022年度　環境市民活動助成【活動助成】  環境・交流・防災・地域 　2021年10月11日(月) ～ 2021年10月31日（日）当日消印有効

16  第２４回　日本水大賞  環境 　～2021年10月31日（日）郵送の場合は当日消印有効

17  2022年度　日本郵便年賀寄付金配分団体 の公募  保健・環境・教育・文化・防災・地域 　2021年 9月13日（月）～2021年 11月 5日（金）当日消印有効

18  令和４年度　子どもゆめ基金助成金【一次募集・子どもの体験活動】  保健・教育・文化・地域

　① 郵送申請：2021年10月1日(金) ～ 11月16日(火) 消印有効

　② 電子申請：2021年10月1日(金) ～ 11月30日(火) 17時締切

19  令和４年度　子どもゆめ基金助成金【一次募集・読書活動】  保健・教育・文化・地域

　① 郵送申請：2021年10月1日(金) ～ 11月16日(火) 消印有効

　② 電子申請：2021年10月1日(金) ～ 11月30日(火) 17時締切

20
 令和４年度　子どもゆめ基金助成金

 教育

　令和３年１０月１日（金）～１１月４日（木）１７時締切　

　　　　　　　　　　　　　　【 一次募集・子ども向け教材開発・普及活動】 　※電子申請のみ

21  2022年度　ヤマト福祉財団助成金 『障がい者福祉助成金』  保健・教育・地域 　2021年10月1日(金) ～ 2021年11月30日（火）当日消印有効

22  2022年度　ヤマト福祉財団助成金 『障がい者給料増額支援助成金 』  保健・教育・地域 　2021年10月1日(金) ～ 2021年11月30日（火）当日消印有効

23  JT SDGs貢献ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ～包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて～  全分野 　年2回（6月1日～6月30日、12月1日～12月31日）

24  第５回　リカジョ育成賞  教育 　2021年6月1日(火) ～ 2022年1月23日（日）

25  令和４年度　子どもゆめ基金助成金【二次募集・子どもの体験活動】  保健・教育・文化・地域

　①郵送申請：2022年5月1日(日) ～ 2022年6/14(火)消印有効

　②電子申請：2022年5月1日(日) ～ 2022年6/28(火)17時締切

26  令和４年度　子どもゆめ基金助成金【二次募集・読書活動】  保健・教育・文化・地域

　①郵送申請：2022年5月1日(日) ～ 2022年6/14(火)消印有効

　②電子申請：2022年5月1日(日) ～ 2022年6/28(火)17時締切

　【分類カテゴリー】

　　　　* 保健 ＝ 保健・福祉　　* 環境 ＝ 環境・自然保護　　　* 教育 ＝ 教育・青少年育成　　* 文化 ＝ 文化・スポーツ 　* 交流 ＝ 交流・観光

　　　　* 情報 ＝ 情報・商工　　* 防災 ＝ 防災・国土保全　　　* 地域 ＝ 地域づくり

　　　　　　　　　　　　　※ とくしま県民活動プラザのホームページに掲載中です。

　　　　　　　　　　　　　　　 詳細は、ホームページ 『助成金情報』 をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　http://plaza-tokushima.com/　

　　助成金情報

http://plaza-tokushima.com/




助成金情報
助　成　金　タ　イ　ト　ル 募　集　締　切　日

1 　大竹財団助成金事業 　通年（年間を通じて随時申請を受けつけています）

2 　LUSHチャリティバンク 　～2021年8月31日（火）

3 　2021年度　候補地の募集【日本山岳遺産基金】 　～2021年8月31日（火）

4 　第２５回　地球論理推進賞 　2021年7月1日（木）～ 2021年8月31日（火）必着

5 　第1７回　住まいのまちなみコンクール 　2021年5月1日（土）～2021年8月31日（火）必着 

6 　「第5回 日本女性学習財団 未来大賞」レポート募集 　～2021年8月31日（火）

7 　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策に対する支援（第２回募集） 　2021年8月10日（土）10:00 ～ 2021年8月31日（火）15：00 

8 　第１５回　かめのり賞 　～2021年8月31日（火）必着

9 　2021年度　芳心会助成金【第２期・第３期】
　【第２期】2021年7月1日（木）～2021年8月31日（火）必着

　【第３期】2021年10月1日（金）～2021年11月30日（火）必着

10 　2021年度　子どもたちの”こころを育む活動” 　～2021年9月10日(金) 17：00まで

11 　令和４年度　花博自然環境助成事業 　2021年8月2日（月）～2021年9月10日（金）当日消印有効

12  第15回 未来を強くする子育てプロジェクト 　2021年7月12日（月）～2021年9月10日（金）必着 

13 　アジア・市民交流助成 　～2021年9月15日（水）

14 　令和３年度　（第４回）子ども支援活動助成 　2021年8月1日（日）～2021年9月15日（水）当日消印有効

15 　令和３年度　（第28回）ボランティア活動助成 　2021年8月1日（日）～2021年9月15日（水）当日消印有効

16
　2021年度ｽﾐｾｲｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂ推進助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

　2021年8月23日（月）～2021年9月22日（水）当日必着
　～ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂによる健やかな暮らしと文化の醸成～【ﾁｬﾚﾝｼﾞｺｰｽ】

17
　2021年度ｽﾐｾｲｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂ推進助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

　2021年8月23日（月）～2021年9月22日（水）当日必着
　～ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾎﾟｰﾂによる健やかな暮らしと文化の醸成～【ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ】

18 　2022年度　重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 　2021年7月30日（金）～2021年9月24日（金）必着 

19 　公園・夢プラン大賞 2021 　2021年4月16日（金）～ 2021年9月30日（木）

20 　2021年度　男女共同参画・少子化関連顕彰事業 　～2021年9月30日(木)必着

21 　2022年度　TOYO ＴＩＲＥグループ環境保護基金 　2021年7月1日（木）～ 2021年9月30日（木）当日消印有効

22 　令和３年度　チャリティプレート助成金　 　2021年7月1日（木）～ 2021年9月30日（木）締切（必着）

23 　第１９回　読売福祉文化賞 　～2021年9月30日(木)当日消印有効

24 　LUSH JAPANチャリティポット
　※3ヶ月に1度、以下の月末を応募締め切りとします。

　応募締切日：3月15日、6月末日、9月末日、12月末日

25 　2021年度 NPO基盤強化資金助成 『組織および事業活動の強化資金助成』 　2021年9月1日（水）～ 2021年10月8日（金）１７時

26 　2021年度 NPO基盤強化資金助成 『認定NPO法人取得資金助成』 　2021年9月1日（水）～ 2021年10月8日（金）１７時

27 　がん患者助成（2022年度） 　～2021年10月15日(金)まで

28 　日本財団　みらいの福祉施設建設プロジェクト 2021 　2021年6月14日（月）11:00 ～ 2021年10月15日（金）17:00

29 　未来のつばさ　プロジェクト支援事業2021
　【前期】 募集終了

　【後期】2021年9月1日(水) ～ 2021年10月29日(金)必着

30 　東京海上日動あんしん生命『給付型奨学金制度・幼児教育支援制度』 　2021年6月1日(火)～2021年10月29日（金）当日消印有効

31 　第２４回　日本水大賞 　～2021年10月31日（日）郵送の場合は当日消印有効

32 　2022年度　ヤマト福祉財団助成金 『障がい者福祉助成金』 　2021年10月1日(金)～2021年11月30日（火）当日消印有効



33 　2022年度　ヤマト福祉財団助成金 『障がい者給料増額支援助成金』 　2021年10月1日(金)～2021年11月30日（火）当日消印有効

34
　JT　SDGs 貢献プロジェクト 

　年2回（6月1日～6月30日、12月1日～12月31日）
　～包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けて～

35 　第５回　リカジョ育成賞 　2021年6月1日(火)～2022年1月23日（日）

　　　　　　※ とくしま県民活動プラザのホームページに掲載中です。

　　　　　　　　詳細は、ホームページ 『助成金情報』 をご覧ください。

　　　http://plaza-tokushima.com/　

http://plaza-tokushima.com/

