
森林環境活動等への助成情報 2021.9.２８　現在

全国版
事業名 団体名 対象となる分野・活動・内容など 募集期間 上限金額・件数など HPへのリンク

1 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 林野庁

（1）メインメニュー
ア．地域環境保全タイプ
・集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、松林の健全性を維持する
ための保全活動、風倒木や枯損木の除去、集積、処理
 ・高密に侵入したモウソウチク等の侵入竹の伐採・除去や利用に向けた取組
イ．森林資源利用タイプ
 ・集落周辺の里山林に賦存する広葉樹等の森林資源を木質バイオマス、炭焼き、しいたけ原木等
及び伝統工芸品原料に活用することを目的とした樹木の伐採、玉伐り、搬出等

（2）サイドメニュー
ア．森林機能強化タイプ
   ・事業の円滑な実施や森林の多面的機能の維持・発揮に必要な路網や歩道の補修・機能強化、鳥
獣被害防止施設の改良・補修活動
イ．関係人口・創出タイプ
   ・地域外関係者との活動内容の調整、地域外関係者受け入れのための環境整備、これらの活動に
必要となる森林調査・見回り等
ウ．機材及び資材の整備
   ・上記（1）のア、イ及び（2）のア、イの活動の実施に必要な機材及び資材の整備

都道府県単位に設立されている地域協
議会に申込みを行う（HP参照）

500万円 http://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html

2
緑の募金
一般公募事業

国土緑化推進機構 森林整備及び緑化推進活動により森林づくり活動の新たな領域の開拓につながる事業
令和３年２月１日(月)
～３月15日(月)

200万円(国際協力は300万円) http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support

3
緑の募金
次世代育成公募事業
「次世代の森づくりを担う人材育成事業」

国土緑化推進機構
高校生・大学生などの若者が、森林や樹木を保全し増やしていく活動に参加することにより、将来
の森づくりのリーダーを育てていくことを目指す事業

令和３年２月１日(月)
～３月15日(月)

200万円 http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support

4
緑の募金
都道府県緑推推進事業
「子供たちの未来の森づくり事業」

国土緑化推進機構
小・中学生の「森の学び」を支援するとともに、森林環境教育のフィールドとしての地域のシンボ
ルとなる森づくりの取組を進める事業

令和３年２月１日(月)
～３月15日(月)

100万円 http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-support

5 緑と水の森林ファンド 国土緑化推進機構

1.普及啓発：森林・緑・水に対する国民の認識を深めるための普及啓発活動
2.調査研究：地域材の利用・山村資源の有効活用や森林の公益的機能の増進に係る調査研究
3.活動基盤の整備：森林づくり活動を通した農山村と都市住民等との交流促進
4.国際交流：国内で開催される森林に関する国際会議への支援、海外情報の収集

2021年２月１日(月 )
～３月15日（月)

団体100万円、個人70万円 https://www.green.or.jp/news/news-green-fund/

6 研究奨励 旭硝子財団

（1）化学・生命分野
化学･生命科学系の研究で、物質･材料、生命･生物に関わる研究など
（2）物理・情報分野
物理･情報系の研究で、材料･デバイス･システム、情報･制御ならびに設計･生産の基礎に関わる研
究、およびこれらに関係の深い研究

2021 年８月１日(日)
～2021 年８月27 日(金)

200万円 https://www.af-info.or.jp/research/apply.html

助成団体名のリンクから各助成金・補助金の詳細をご覧いただけます。
詳細については、各助成団体へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。



7

サステイナブルな未来への研究助成
〈提案研究コース〉
基礎的・萌芽的研究を中心として広く研究
者のアイデア提案を支援するコース

旭硝子財団

（1）建築・都市分野
人間生活の歴史と現状、将来を視野に置いた建築･都市空間に関わる研究
（2）人文・社会科学分野
持続可能な社会の実現に向けた人文・社会科学的な研究
（3）環境フィールド研究
自然と人との良好な関係の維持・構築に資するフィールド調査を中心とする研究

2021 年８月１日(日)
～2021 年８月27 日(金)

建築・都市分野：50～150 万円
人文･社会科学分野：50～100 万円
環境フィールド研究分野：50～100 万円
合計15件程度

https://www.af-info.or.jp/research/apply.html

8

サステイナブルな未来への研究助成
〈発展研究コース〉
基礎的な研究の成果をもとに、さらに発展
させる研究を支援するコース

旭硝子財団

（1）建築・都市分野
人間生活の歴史と現状、将来を視野に置いた建築･都市空間に関わる研究
（2）人文・社会科学分野
持続可能な社会の実現に向けた人文・社会科学的な研究
（3）環境フィールド研究
自然と人との良好な関係の維持・構築に資するフィールド調査を中心とする研究

2021 年８月１日(日)
～2021 年８月27 日(金)

建築・都市分野：200～400 万円
人文･社会科学分野：200～300 万円
環境フィールド研究分野：200～400 万円
合計10件程度

https://www.af-info.or.jp/research/apply.html

9 トム･ソーヤースクール企画コンテスト 安藤スポーツ・食文化振興財団

小中学生が概ね１０人程度参加する自然の中での体験活動で、ユニークさと創造性にあふれ、
高い教育効果が得られるもの
（１）学校部門
小学校・中学校または、小中学校より委託・協力・協働等によって当該活動を主催する団体。小中
学生が各回概ね10 名程度が参加する企画で、学校長の承認を受けたもの。
（２）一般部門
定款・規約等が整備され、組織としての形態を有し、当該活動を主催する団体。
小中学生が各回概ね10 名程度が参加する企画であること。

2021年２月１日（月）
～同年５月17日（月）

50団体に実施支援金10万円を贈呈
さらに支援団体から提出された実施報告書を審査
し、優秀団体を表彰

http://www.shizen-taiken.com/index.html

10 イオン環境活動助成 イオン環境財団

1.植樹
2.里地・里山・里海の保全・河川の浄化
3.自然環境教育
4.野生生物・絶滅危惧生物の保護

2021年６月24日
～2021年８月12日

総額：1億円 https://www.aeon.info/ef/environmental_activities_grant/public_offering/about.html

11 河川美化・緑化助成事業 河川財団
協力ゴルフ場水系内河川（支川も含む）およびその近傍において河川の美化、健全な緑化、環境改
善・保全等に寄与する事業

 2021年10月１日（金）
～ 2021年11月30日（火）

100万円 https://www.kasen.or.jp/jyosei/tabid59.html

12 地球環境基金 環境再生保全機構

持続可能な社会の実現に貢献できる活動
① はじめる助成
② つづける助成
③ ひろげる助成
④ フロントランナー助成
⑤ プラットフォーム助成
⑥復興支援助成
⑦特別助成
⑧地球環境基金企業協働プロジェクト

2020年11月５日(木)
～2020年12月２日(水)

① はじめる助成：50万～300万円
② つづける助成：50万～300万円
③ ひろげる助成：200万～800万円
④ フロントランナー助成：600万～1.200万円
⑤ プラットフォーム助成：200万～800万円
⑥復興支援助成：100万～500万円
⑦特別助成：50万～600万円
⑧地球環境基金企業協働プロジェクト
継続分を含む寄付総額の範囲内

https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/index.html

13
環境保全・生物保護 市民活動助成
“地球・自然・いのちへ”助成金

環境パートナーシップ会議 日本国内に活動拠点を置き、国内で主として行う生態系保護・環境保全活動
2021年6月1日（火）
～2021年6月30日（水）

総額：800万円
件数：15件程度
上限：100万円

https://epc.or.jp/category/pp_dept

14 社会貢献基金助成 冠婚葬祭文化振興財団

(1)環境・文化財保全事業
日本国内における植林、野生生物保護、公害防止等の活動、地域の住民の参加を経て行う文化財保
護活動、リサイクル活動その他地域住民にとって重要な意義を有する実践活動。
(2)地域つながり事業
地域の様々なプレイヤーが連携して行う地域活力を高めるための事業。など

2020年10月１日
～2021年２月末日

200万円
総額：1000万円

http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund/content01/

15 公益信託経団連自然保護基金
公益信託経団連自然保護基金
経団連自然保護協議会

（1）発展途上地域の自然保護活動
（2）日本国内の野生動植物の保護繫殖活動
（3）日本国内の保護繫殖活動

2020年10月１日（木）
～11月30日（月）

金額の定めなし
（申請活動の内容・収支計画を考慮して助成金額を
決定）

https://www.keidanren.net/kncf/fund/project/

16 花博自然環境助成 国際花と緑の博覧会記念協会
国際花と緑の博覧会の「自然と人間との共生」という理念の継承、発展または普及啓発に資する事
業。（1）調査研究 （2）活動・行催事 （3）復興活動支援

令和３年８月２日（月）
～令和３年９月10日（金）

調査研究 ：100万円/件
活動・行催事 ：50万円/件
復興活動支援 ：50万円/件

https://www.expo-cosmos.or.jp/main/zyosei/



17 地域貢献助成 こくみん共済〈全労済〉

１．自然災害に備え、いのちを守るための活動
２．地域の自然環境・生態系を守る活動
３．温暖化防止活動や循環型社会づくり活動
４．子どもや親子の孤立を防ぎ、地域とのつながりを生み出す活動
５．困難を抱える子ども・親がたすけあい、生きる力を育む活動

2021年8月20日（金）
～9月30日（木）

総額：2000万円程度
1団体に対する助成上限額：30万円

https://www.zenrosai.coop/zenrosai/csr/josei.html

18
子どもゆめ基金
―体験活動・読書活動共通―

子どもゆめ基金

①自然体験活動
：子どもたちが自然に触れ親しむ活動を通じて、自然への理解や興味関心を深めること
②科学体験活動③交流を目的とする活動④社会奉仕体験活動⑤職場体験活動
⑥総合・その他の体験活動⑦読書活動

一次募集
：10月１日（金）～郵送申請11月16日
（火）、電子申請11月30日（火）
二次募集
：５月１日（日）～郵送申請６月1４
日（火）、電子申請６月28日（火）

全国規模：600万円
都道府県規模：200万円
市区町村規模：100万円

https://yumekikin.niye.go.jp/

19 コメリ緑資金ボランティア助成 コメリ緑育成財団
Ａ 原生の状態を維持している山林などで行う環境保全活動
Ｂ 原生的な自然と都市の中間に位置する里地里山などで行う環境保全活動
Ｃ 都市の緑地帯などで地域住民が自ら行う植栽活動、また美化活動に資する活動

2021年8月1日（日）
～2021年10月31日（日）

記載なし http://www.komeri-midori.org/koubo/guide.html

20 アウトドア環境保護基金 コンサベーション・アライアンス・ジャパン アウトドアフィールドの保全のために活動している全国の団体に活動資金を助成
締め切り
前期：2021年8月15日
後期：2022年2月15日

50万円 https://outdoorconservation.jp/promotion-support

21
富士フィルムグリーンファンド
（活動助成・研究助成）

自然環境研究センター 身近な自然環境の保全や、自然環境教育、自然環境保護思想の普及 2021年５月６日（木）締め切り
総額：850万
助成件数：8件程度（1件の上限はなし）

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm

22
富士フィルムグリーンファンド
（未来のための森づくり事業）

自然環境研究センター 地域の人々が、身近な自然を保全し「未来のための森」として次世代に引き継いでいく活動 2020年５月21日（木） 締め切り
1年目の助成金額は500万円以内
助成件数は数件程度

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_mori.htm

23
四方（しかた）記念地球環境保全
研究助成基金

自然環境研究センター
（1）熱帯雨林の減少、砂漠化の進行等の地球規模の自然環境問題に関する調査・研究
（2）絶滅のおそれのある生物等の生態及びその保護・回復に関する調査・研究
（3）人間の生活と両立する自然環境、野生生物等の管理手法に関する調査・研究

2021年５月１４日（金）締め切り
総額：150万まで
助成件数：3件以内

http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/shikata.htm

24 プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 自然保護助成基金

A: 国内研究助成･･･日本国内における自然保護のための調査・研究
B: 国内活動助成・・・日本国内における自然保護の普及・啓発活動
  地域NPO活動枠・・・日本国内の地域のNPOによる自然保護活動
C: 海外助成･･･日本国外の地域における自然保護のための調査・研究および普及・啓発活動
D: 特定テーマ助成･･･当財団が指定する特定のテーマに関する調査・研究あるいは活動

2021 年6 月1 日（火）
から2021 年7 月15 日（木）

A・・・1件あたり上限100万円／1～2年間．
B・・・1件あたり上限100万円／1年間．
C・・・1件あたり上限150万円／1年間．
D・・・1件あたり上限100万円／1年間．
最大2年間助成可能
※テーマによって金額と期間は変動します．

https://www.pronaturajapan.com/foundation/pronatura_fund.html

25 助成プログラム
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JAPAN COMMUNITY IMPACT

高齢化、災害、環境問題、マイノリティ等の日本の社会課題 締切り：2020年12月18日（金） 1000万円 https://www.jnj.co.jp/our-societal-impact/grant-program_2021

26 農中森力基金 農林中央金庫
荒廃林の再生事業の中でも特に地域の模範となり、高い波及効果が見込まれる事業や先進性のある
事業に、重点的に助成を実施

2021年4月～2021年6月 3000万円 https://www.nochubank.or.jp/news/news_release/2021/post-617.html

27
住友財団助成
基礎科学研究助成

住友財団
理学（数学、物理学、化学、生物学）の各分野及びこれらの複数にまたがる分野の基礎研究で萌芽
的なもの（それぞれの分野における工学の基礎となるものを含む。）

2021年度は4月15日
から6月30日まで

500万円
総額：1億5000万円
助成件数：90件程度

http://www.sumitomo.or.jp/

28
住友財団の助成
環境研究助成

住友財団

（1）一般研究
環境問題の解決・改善のためには、多面的アプローチによる分析と様々な対応策の構築が必要と考
え、そのためのいろいろな観点（人文科学・社会科学・自然科学）からの研究
（2）課題研究
各年度で決められた課題に沿って行うもの

2021年度は４月15日
から６月30日まで

（1）500万円
総額7000万円、助成件数50件程度
（2）1000万円
総額3000万円、助成件数3件程度

http://www.sumitomo.or.jp/

29 積水ハウスマッチングプログラム 積水ハウス

①こども基金
：こどもたちの健全な育成に関わる活動を支援
②環境基金
：温暖化防止、生態系保全や資源循環に関わる活動を支援
③住・コミュニティ基金
：まちづくりや地域コミュニティに関わる活動を支援
④災害支援基金
：被災地での緊急支援活動等を支援

2020年11月５日（木）
～2020年12月11日（金）

①②③
：過去３年間の平均年間支出合計の30％以内
または200万円のいずれか低い金額
④
：災害救助法が適用され、緊急支援活動における活
動日数が30 日未満の活動で50 万円以内

https://www.sekisuihouse.co.jp/matching/



30 環境市民活動助成 セブン-イレブン記念財団

地域の環境市民活動への支援
 (1)地域美化助成：ごみのない、緑と花咲く街並みをつくる活動の資金を1 年間支援
 (２) 活動助成：自然環境保護や気候変動対策、脱炭素化をめざす取り組みなど、市民が主体と
なって行う環境活動
 (３) N P O基盤強化助成：持続可能な活動を実現する自主事業の構築・確立をめざすNPO 法人に
対し、事業資 金・専従職員の人件費・事務所家賃を支援

(1)： 2021年9月20日（月）
～10月10日（日）
(2)(3)： 2021年10月11日（月）
～10月31日（日）

記載なし https://www.7midori.org/josei/

31 環境保全プロジェクト助成 SOMPO環境財団
国内において「自然保護」「環境教育」「リサイクル」「気候変動対応」など、広く環境に関する
分野で、実践的活動や普及啓発活動を行うもの

2021年10月31日（日）締め切り
20万円
（10団体程度、総額200万円を予定）

https://www.sompo-ef.org/project/project.html

32 公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 大成建設 国内ならびに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用にかかわる活動や研究 2021年7月30日(金)締め切り
助成金総額：1.500万円程度
助成件数：30件程度

https://www.taisei.co.jp/about_us/society/kikin/

33 緑化を伴うヒートアイランド対策に関する助成事業 高原環境財団
環境の悪化防止と再生を目指して緑化を推進することにより、ヒートアイランド対策の一環
となることを目的とする

2021年5月7日（金）締め切り
助成対象費用の額または250万円のいずれか少ない
額
予算額：1,000万円

https://takahara-env.or.jp/bosyu/

34 子供たちの環境学習活動に対する助成事業 高原環境財団
緑化や自然体験などを通じ、自然環境の保全と改善について地域の子供たちの意識向上につながる
事業

2021年5月7日（金）締め切り
助成対象費用の額または50万円のいずれか少ない額
(例外あり）

https://takahara-env.or.jp/bosyu/

35 タカラ・ハーモニストファンド 宝ホールディングス株式会社 日本の森林・草原や水辺の自然環境を守る活動や、そこに生息する生物を保護するための研究など 2021 年 3 月末日締め切り
総額：1億円程度
助成件数：100件程度

https://www.takara.co.jp/environment/fund/

36 地球環境日本基金 地球環境日本基金

（１） 開発途上地域における地球環境の保全に資する調査・研究事業
（２） 開発途上地域における地球環境の保全に資する情報・知識の普及に関する事業
（国際協力に関する活動等を含む）
（３） 開発途上地域における地球環境保全に資する植林、森林保護、野生生物保護
（生物 多様性の保全に資するものも含む）、砂漠化防止等の事業

2021 年2 月26 日（金）締め切り
総額： 1,600 万円
助成対象件数： 10 件程度

http://www.koueki-jtge.jp/

37 TOTO水環境基金 TOTO

地域の水とくらしの関係を見直し、再生することを目指した創造的な取り組みを支援
【活動内容】
地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動
スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動

2021年9月2日（木）
～10月18日（月）

上限80万円／年×最長3年（最大240万円） https://jp.toto.com/company/csr/environment/mizukikin/spirit/thought.htm

38
みどりの表彰・助成
緑の都市賞

都市緑化機構

◇緑の市民協働部門（主に市民団体）
：ボランティアを基本とした緑化活動で、地域の社会や環境へ貢献するもの
◇緑の事業活動部門（主に民間事業者）
：民間、公共の空間を問わず事業活動またはその一環として取組んでいる緑の保全や
創出活動で、地域の社会や環境に貢献するもの
◇緑のまちづくり部門（主に市町村）
：都市や地域の緑地の保全や緑化の推進について、緑の基本計画の策定や地域の個性を
活かした施策を展開し、その成果をあげているもの

2021年6月30日締め切り 20万円 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho

39
みどりの表彰・助成
緑の環境プラン大賞

都市緑化機構

1.シンボル・ガーデン
：緑の持つヒートアイランド緩和効果、生物多様性保全効果等を取り入れることにより、人と自然
が共生する都市環境の形成、および地域コミュニティーの活性化に寄与するアイデアを盛り込んだ
地域のシンボル的な緑地プラン
2.ポケット・ガーデン
：日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や、保育園・幼稚園、学校、福祉施
設等での情操教育、身近な環境の改善等に寄与するアイデアを盛り込んだプラン

2021年4月1日（木）～6月30日（水）
1.800万円/件、3件程度
2.100万円/件、10件程度

https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho

40
みどりの表彰・助成
みどりの社会貢献賞

都市緑化機構
企業等により良好に管理され、市民開放等による地域貢献や生物多様性保全等の環境活動で顕著な
功績が認められる緑地を表彰

令和３年６月21日（月）
～令和３年８月27日（金）

3件以内 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho

41
みどりの表彰・助成
調査研究活動助成

都市緑化機構 「緑による都市環境の改善技術に資する調査研究」を行っている大学院生・博士研究員が対象
令和 3 年 4 月 19 日（月）
～6 月 18 日（金）

10万円 https://urbangreen.or.jp/grant/3hyosho

42 トヨタ環境活動助成プログラム TOYOTA
環境保全のための次の世代を担う人材の育成と環境問題の解決を目指す民間非営利団体等が実施す
るプロジェクトを助成

2020年4月6日（月）
～9月3日（木）

海外：上限700万/件
国内：上限300万/件
国内小規模：100万/件

https://global.toyota/jp/sustainability/esg/challenge2050/challenge6/ecogrant/

43 日本山岳遺産基金 日本山岳遺産基金 
「豊かな自然環境」や「人と自然の関わり」がある山や山岳エリアを「日本山岳遺産」として認定
し、その地域で山岳環境保全・安全登山啓発などの活動を行う団体に一定額を助成

2022年8月31日（水）締め切り 総額：250万 https://sangakuisan.yamakei.co.jp/isan-kikin/summary.html



44 研究・地域活動助成 環境問題研究助成 日本生命財団

（1）学際的総合研究
課題：人間活動と環境保全との調和に関する研究
（2）若手研究・奨励研究
ニッセイ財団の「助成の趣旨」を踏まえた環境問題研究で、若手研究者の、着想豊かな研究から新
しい分野への挑戦的な研究まで、幅広い視野に立つ「研究」（特に課題設定なし）

2021年４月５日(月)締め切り
（1）1000万円～1500万円（２年間分）/件
（2）50万円～150万円/件

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kankyo/index.html

45 ナショナル・トラスト活動助成 日本ナショナル・トラスト協会
希少な野生生物のすみかとなっている地域を確保するための、土地の取得を支援
 A.土地所有状況調査助成
 B.活動実践助成

2021年8月20日（金）締め切り

Ａ．30万円
Ｂ．2021年度の助成金総額：400万円（助成件数は1
～2件）1団体1案件につき、最長5年間での助成総額
は800万円を限度

http://www.ntrust.or.jp/gaiyo/joseikin.html

46 SDGs貢献プロジェクト 日本フィランソロピー協会
包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けた取り組みへの助成
重点3分野：「格差是正」「災害分野」「環境保全」

年 2 回
6 月 1～30 日
12 月 1～31 日

200万円 https://www.philanthropy.or.jp/jt/

47 ブリヂストン BSmile 募金 日本フィランソロピー協会

1.Mobility（モビリティ）：多様な移動ニーズに応える
2. People（一人ひとりの生活）：安心・安全な暮らしを支える
3. Environment（環境）：自然と共生する/資源を大切に使う/CO2を減らす
詳細は、株式会社ブリヂストンのウェブサイト参照
https://www.bridgestone.co.jp/csr/

2021年5月21日（金）
～8月6日（金）

１団体につき100万円、助成総額：900万円 https://www.philanthropy.or.jp/bridgestone/

48 TOYO TIRE グループ環境保護基金 日本フィランソロピー協会

（1）公益に資する事業を計画している団体
（2）環境保護・環境保全関連の事業活動
①里山・森林・緑化整備活動②生態系保護活動③水、河川環境保全活動④地域環境整備活動
⑤リサイクル活動⑥環境教育・体験学習活動⑦啓発活動・イベント活動⑧研究・開発活動
⑨その他

2021年7月1日（木）
～2021年9月30日（木）

150万円 https://www.philanthropy.or.jp/toyotires/

49 未来遺産運動 日本ユネスコ協会連盟
・市民が主体となって自然（自然景観や生態系）を守り、継承するプロジェクト
・自然災害からの自然・文化の復興をテーマとするプロジェクト

5月～8月 ｢プロジェクト未来遺産｣登録時に応援金20万円贈呈 https://www.unesco.or.jp/activities/isan/heritage-for-the-future-project/

50 農林水産業みらい基金 農林水産業みらい基金
農林水産業と食と地域のくらしの発展につながるような、前例にとらわれず創意工夫にあふれた取
組みで直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業者

2021年5月11日～6月30日
基金側が認定した直接的事業経費の総額に基づい
て、基金側が助成上限額を決定

http://www.miraikikin.org/

51 住まいとコミュニティづくり活動助成 ハウジングアンドコミュニティ財団

「地域・コミュニティ活動助成」
：地域づくりやコミュニティを基軸にした広範な市民活動に対する助成
ex）花や緑を増やす、街並みや景観を向上させるための地域活動
「住まい活動助成」
：住まいや住宅地、団地、マンションなどを活動対象にして今日の多様な住宅問題に取り組む活動
に対する助成

令和2（2020）年11月13日（金）
～令和3（2021）年1月13日（水）

120万円 http://www.hc-zaidan.or.jp/program.html

52 環境助成金プログラム patagonia
直接行動する課題を持った、草の根で活動する小規模なグループや、自然環境を保護／回復させよ
うとする複数のキャンペーンに取り組んでいるようなグループを支援

年 2 回の締め切り
4月30日
8月31日

多くの場合は50万円～200万円の範囲 https://www.patagonia.jp/how-we-fund/

53 未来につなぐふるさと基金 パブリックリソース財団

①【たべる】
：地域で生産された農産物を、その地域で飲食することを通じて、農産物
そのものやそれを取り巻く気候・風土への関心を広げる活動
②【ふれる】
：自然や動植物とのふれあいを通じて、生物のつながりを体験する活動
③【つたえる】
：自然や動植物を観察し、記録・表現する活動
④【まもる】
：自然や生きものを調査・保全・再生する活動
⑤【えらぶ】
：エコラベル等が付いた、環境にやさしい商品を選んで購入するなどの行動に結びつくような活動

2020年11月30日(月)
 ～ 2021年1月18日(月)

50万円 https://www.public.or.jp/blog/categories/%E5%9F%BA%E9%87%91

54 公益財団法人日野自動車グリーンファンド 日野自動車グリーンファンド
樹木や草花などの植栽活動、自然環境の保全活動、自然環境の保全に資する調査・研究・教育・啓
蒙活動

2021年5月18日～2021年7月31日 総額：900万程度、件数：20件程度 https://www.hino.co.jp/corp/csr/greenfund/greenfund_index.html

55 三井物産環境基金 三井物産株式会社

地球環境問題の解決と持続可能な社会構築に貢献する様々な「実践的な活動」
Ａ地球環境
:自然の変化をモニタリングし、その結果に基づく必要な警鐘と対応につながる活動
Ｂ資源循環
:資源の効果的管理および活用につながる活動
Ｃ生態系・共生社会
 :生態系サービスの保全と利用、並びに生態系と人間が共存するための調整につながる活動
Ｄ人間と社会のつながり
:環境問題を基盤にした、人と社会の関係の再構築に繋がる活動

2019 年 9 月 24 日（火）締め切り
上限なし。但し、案件の効率的な実施に必要と
認められる金額の範囲内。

https://www.mitsui.com/jp/ja/sustainability/contribution/fund/index.html



56 「地球にやさしいカード」による助成事業 緑の地球防衛基金
森林の保全、森林に依存して生息する野生動物の保護、砂漠緑化及び土壌流出防止など、自然環境
保全を目的とする調査研究活動

８月１日～９月30日 記載なし https://green-earth-japan.net/kikin_zyosei.html

57 年賀寄付金 郵便局

(1) 社会福祉の増進を目的とする事業
(2)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(3)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(4)地球環境の保全（本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係
る環境の保全をいう。）を図るために行う事業 など

2021 年 9 月 13 日（月）
～同年 11 月 5 日（金）

500万円 https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/about.html

58 チャリティバンク LUSH 環境問題、動物愛護、人権など、社会問題の根本的解決に取り組む草の根小規模団体
2021年度締め切り
3月15日（月）、6月末日、
9月末日、12月末日

200万円 https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-giving/



広域地域版（複数の都道府県にまたがっているもの）
事業名 団体名 対象団体 対象となる分野・活動・内容など 募集期間 上限金額・件数など HPへのリンク

1 NPO助成金制度 北陸ろうきん 北陸3県（石川、福井、富山）内に主たる事務所を有している団体
（1）まちづくりの推進を図る活動
（2）農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
（3）環境の保全を図る活動  など

2020年9月1日(火)
～10月31日(土)

30万円
総額：300万円

https://hokuriku.rokin.or.jp/csr/npo_subsidy.html

2 市民活動助成
大阪湾広域臨海環境整備センター
大阪湾フェニックスセンター

大阪湾センターの広域処理対象区域内に本拠を有する団体
（近畿2府4県の168市町村）

循環型社会形成推進、３Ｒ推進、水域環境の保全創造に関する活動及びこれに関す
る調査研究、環境教育、啓発活動

令和3年5月24日（月）
～ 6月25日（金）

12万円 http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/citizens-activities-grant

3 助成事業 夏原グラント 主に琵琶湖およびその流域の環境保全活動を行う団体

滋賀県内・京都府内で実施される河川や湖等の水質保全、森林･里山保全、水源の森
保全、生物多様性維持等の事業

（１）河川・湖沼などの自然環境の保護・保全活動
（２）森林の育成保全により、森林の多面的な機能を発揮・維持するための活動や
林産物の活用を創出する活動
（３）里地里山の生物多様性を保全・創出するための活動や森・里・川の繋がりを
再生する活動
（４）絶滅危惧種・稀少種に指定されている野生動植物の保護・保全や生物多様性
維時の活動
（５）地球温暖化・廃棄物減量などの課題を生活の中から考え、解決に向かう糸口
を見つける活動など

2020年12月１日（火）
から2021年２月１日（月）

（１）ＮＰＯ・市民活動団体
１件あたり上限50万円
（２）学生団体
１件あたり上限30万円

https://www.natsuhara-g.com/about_site-2/recruitment

4 阪急阪神 未来のゆめ・まち基金 阪急阪神ホールディングス株式会社

「阪急阪神沿線」の市町で活動する市民団体
※阪急阪神沿線の市町
（京都府）
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
（大阪府）
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、
摂津市、島本町、豊能町
（兵庫県）
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
猪名川市

A「地域環境づくり」
：地域コミュニティが、安全・安心かつ文化的で環境に配慮しながら発展する、持
続可能なまちづくり
B「次世代の育成」
：未来の地域社会を担うこども達が、夢を持ち、健やかに成長する機会づくり

2021年９月１日（水）
～10月15日（金） 50万円 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/yume-machi/top.html

5 阪神高速 未来(あす)へのチャレンジプロジェクト 阪神高速道路株式会社

申請する事業の活動エリアに、阪神高速道路が通過する市町が
含まれていること。
※阪神高速道路が通過する市町は以下の１９市町
 （大阪府域）
大阪市、池田市、豊中市、守口市、東大阪市、松原市、
堺市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市
（兵庫県域）
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、川西市、伊丹市

（1）安心・安全なまちづくり
防災・減災、交通安全、要配慮者支援（スペシャルニーズ対応）など
（2）持続可能な環境づくり
カーボンニュートラル、脱プラスチック、循環型社会、生物多様性など
（3）次世代を担う人づくり
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）、人材育成、若者・子ども支援など

2021年６月23日（水）
締め切り

50万円
8件程度

https://www.hanshin-exp.co.jp/company/csr/challenge_project/

6 スタートアップ助成 瀬戸内オリーブ基金
主たる活動を瀬戸内海エリアで行い、瀬戸内海の自然環境の保全活動、また
は瀬戸内海での環境教育活動を行う団体

1.瀬戸内の「川と海」のゆたかさを守る活動
瀬戸内海の海洋プラごみやマイクロプラスチック問題に対する活動
2.瀬戸内の「島と森」のゆたかさを守る活動
瀬戸内海の自然環境の保護、原状回復、地域の固有植物を保護する活動。
3.瀬戸内の環境を守る意識を醸成する活動
体験プログラムを含み、地域の環境保全を目的にする瀬戸内海で行われる学習活動
で、活動分野の「1」「2」以外の活動。

2021 年 1 月 31 日締め切り 上限：100 万円／年 × 3 年 https://www.olive-foundation.org/notice/

7 中国地方地域づくり等助成事業 中国建設弘済会 中国地方で地域づくりに取り組む
中国地方の社会資本整備に繋がる地域づくり、環境保全及 び防災等に関するボラン
ティア活動

原則、毎年10月21日
～12月21日

100万円 http://www.ccba.or.jp/exam/past/index.htm

8 NPO寄付システム 中国ろうきん
以下の県内で活動する個別のNPO団体
鳥取、島根、岡山、広島、山口

（1）社会教育
（2）まちづくり
（3）環境保全
（4）子どもの健全育成
（5）NPO支援
（6）観光振興
（7）農山漁村・中山間地域振興
（8）おまかせコース など

秋～冬頃
（各都道府県による）

5～10万円
（各都道府県による）

https://www.chugoku.rokin.or.jp/rokin/syakaikouken/syakaikouken_detail2_2.php



9 青少年健全育成関係 市民活動支援 マツダ財団
広島県、山口県で活動する市民団体
（主な活動拠点および団体の所在地が両県内であること）

青少年健全育成のための、民間の非営利活動
・ボランティア育成
・若者の居場所づくり
・自然とのふれあい
・科学体験･ものづくり
・地域連帯、コミュニティづくり
・国際交流・協力

10月～１月
50万円
総額：800万円

https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/city/index.html



府県版
事業名 団体名 対象団体 対象となる分野・活動・内容など 募集期間 上限金額・件数など HPへのリンク

石川県

1 森づくりボランティア推進事業補助金 石川県 里山林の保全再生活動をしている団体

1.里山林の保全再生活動
（例）雑木林の間伐や下刈りなど、森林の公益的機能の維持や希少種の保全のため
の活動
2.森林に親しむための活動
（例）県民が気軽に参加できる森林環境教育や森づくりに関する体験活動、森林を
身近に楽しめるようにするための散策路の整備など

令和3年8月20日（金）
～8月31日（火）

初年度40万円
2～3年度20万円

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/moridukurivolunteer/moridukurivolunteer.html

2 緑の募金事業 石川県緑化推進委員会 家庭募金実施市・町、森づくりボランティア等の緑化推進団体 緑化推進事業、植栽等の森林整備事業など 事業実施年度の前年度２月末日まで 100万円 http://www.isikawagreen.or.jp/top.html

3 環境保全活動支援助成金 いしかわ環境パートナーシップ県民会議 県内に活動の本拠としての事務所を置き、県内において活動する団体
環境保全に関する「実践活動」「普及啓発活動」並びに「調査・研究活動」
①スタートアップ助成 ： 新たに設立された又は設立後３年未満の団体が行う活動
②ステップアップ助成 ：設立後３年以上の団体が行う活動

令和３年６月15日（火）
締め切り

①スタートアップ助成
 ：７万５千円
 ②ステップアップ助成
 ：15万円

https://www.eco-partner.net/activity/subsidy

4 コープいしかわ地域活動助成金 COOPいしかわ 助成対象期間内に石川県内で活動を実施する団体 社会福祉活動、環境保全活動、国際協力、まちづくりなど
2021年9月1日（水）
～2021年10月31日（日）

20万円
5件まで

https://www.ishikawa.coop/

福井県

5 県民ワクワクチャレンジプランコンテスト（NPO部門） 福井県 福井県内に本拠を置く団体 地域課題の解決を目指し、福井を元気にする活動
公開プレゼンテーション
審査会：令和３年７月18日（日）

100万円 https://www.pref.fukui.lg.jp/kyouiku/jinken11/cat2201/index.html

6 じぶんの町を良くするプロジェクト 福井県共同募金会 活動が市町の区域内や市町の区域を超えて行なわれる団体 福井県内で地域や社会を良くするための事業 令和３年４月１日 ～ ５月31日 50万円 https://akaihane-fukui.jp/shien/shinsei.html

7 市民団体助成制度 COOP県民せいきょう
（1）福井県内を主たる活動の場として、社会公益的な活動をしている
（2）県民せいきょう組合員が1名以上参加している

1) 食育活動分野
2) 環境活動分野
3) 福祉活動分野
4) 子育て支援活動分野
5) その他の社会貢献活動分野

2020年12月1日(火)
～2021年1月31日(日)

10万円
総額：100万円

https://www.fukui.coop/environment/katsudojoseikin/

三重県

8 子どもの自然体験機会創出事業費補助金 三重県 三重県内で自然体験事業を実施している事業者 子ども向け自然体験プログラムの造成・実践
令和２年７月28日（火）
から８月28日（金）

50万円 https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci500003982.htm

9 森林ボランティア活動支援事業 三重県緑化推進協会 県内で活動する森林ボランティア
県内において１回当り概ね２０人以上の一般参加を得て実施される森林整備、環境
緑化、森林環境教育等の推進にかかる緑化関係イベント

令和３年６月４日（金）
～６月25日（金）

10万円 http://www.ztv.ne.jp/web/mieryokusui/forest/sien.html

10 緑の募金交付事業 三重県緑化推進協会

（１）市町並びに市町緑化推進委員会
（以下「市町緑化推進委員会等」という。）
（２）三重県に住所を有する事業者、住民団体（全国規模の団体は除
く）等で、三重県内で森林の整備、緑化の推進活動をしようとする者

１．森林の整備
① 地域住民等が参加する森林の整備
② 都市住民との交流による森林の整備
③ 地域のシンボルとなる森林等の保護

２．緑化の推進
 ① 地域住民等が参加する環境緑化活動
 ② 地域住民を対象とした緑化苗木の無償配布等

別に定める期間とする。
（市町緑化推進委員会等へ必着）

20万円 http://www.ztv.ne.jp/web/mieryokusui/katudo/index.html

11 森とのふれあい促進事業 三重県緑化推進協会
県民参加の森づくり運動を促進するため、県民が森林との触れ合う機
会を増大し、森林を守り育む意識を深めることに資する活動

森林ボランティア等が森林環境教育等を実践するための森林内での簡易なフィール
ド等の整備で誰もが利用できるもの並びに一般に開放されている森林公園、森林散
策路・遊歩道等既存の施設での案内板、ベンチなどの新設又は改修で第１の目的達
成に資するものと認められる事業

令和３年１月12日～２月19日 50万円 http://www.ztv.ne.jp/web/mieryokusui/katudo/kikin/kyuusyugen.html

滋賀

12 森づくりの支援 滋賀県緑化推進会
市町緑化推進委員会、地域住民グループ、森林ボランティア団体、
小・中・高等学校など

（1）ふれあいの森づくり
語らいや休養の場となる森、記念して植樹できる森、ど生きものの棲み易い環境を
つくる森、野外学習の場となる森など、それぞれの地域の特性や住民のニーズに応
じた森づくりを住民の協働により育成、整備する活動
（2）学校林づくり
教育の一環として実施される学校林の植林等を支援し、次代を担う青少年の森林・
林業への理解を深める活動
（3）協働の森づくり
・上・下流協働の森づくり
上流域である森林所有者等の団体と下流域の住民団体等が協働して行う活動
・公募型協働の森づくり
森林ボランティア団体等が広く県民等に参加を呼びかけて行う森づくり活動
・都市地域住民による森づくり
植樹、下草刈り、枝払い、間伐等の作業を自発的に行う県域のボランティアを育成
し、ボランティア活動の普及・啓発を図るため、集い等の開催を支援

（1）（2）：６月下旬頃まで
（3）：随時

定額（予算の範囲内） https://si-ryoku.com/contributions



13 森林ボランティア活動、緑化活動団体の育成・支援 滋賀県緑化推進会 ボーイスカウト、ガールスカウト、ボランティア団体

（1）緑化活動団体等活動支援
緑化研修、緑の募金などを県域的に推進する緑化活動団体の活動を支援
（2）里山保全活動支援
地域の里山保全活動に取り組んでいるボランティア団体などを支援

随時 定額（予算の範囲内） https://si-ryoku.com/contributions

14 助成事業 関西みらい銀行 滋賀県下において、公益的な事業活動を行う団体

(1)緑化推進事業
 身近な緑づくり植栽事業や育樹事業､及びその他の緑化推進事業
(2)水環境保全事業
 ヨシの植栽、刈り取り等、ヨシ群落の保全活動とその他水環境保全事業

通年で受付
但し、土曜・日曜・祝日は除く。 30万円 https://www.gw-kikin.or.jp/promotion.html

15 未来ファンドおうみ 淡海ネットワークセンター
滋賀県内に活動拠点もしくは事務所を有する
NPO法人またはそれに準ずる非営利団体（任意団体も可）

滋賀県内での地域活動・市民活動
（地域の活性化・課題解決、環境保全、新型コロナ困窮者支援、生活者支援、障害
者支援、多文化共生・国際交流、湖国文学、地元の森の木の活用など）

2020年11月20日（金）
～2021年1月15日（金）

基金により
10万円～100万円

https://ohmi-net.com/jyosei/

京都府

16 京の森林文化を守り育てる支援事業 京都府 地域の自治活動を行う団体又は森林等を保全する活動を行う団体

京の森林文化を守り育てる事業
1.社寺の森の保全事業
神社、仏閣などの歴史的遺産と一体となって、地域で大切に守られてきた森林の保
全事業
2.文化・伝説の森の保全事業
古道や山城跡などの文化遺産や伝説・伝承の舞台となった森林の保全事業
3.伝統行事資源の保全事業
府内の伝統行事に用いられる植物を育成するための森林の保全事業
4.伝統産業資源の保全事業
府内の伝統産業の素材に用いられる植物を育成するための森林の保全事業
5.名木古木の保全事業
地域のシンボルとして親しまれている名木や古木など樹木の保全事業

令和３年４月２日（金）
～６月11日（金）

100万円 https://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/moribunka.html

17 里山学習支援事業 京都モデルフォレスト協会
地域住民、森林所有者、自治会等、地域の実情に応じた３ 名以上で
構成する組織で、構成員に京都府林業大学校の森林保全研修を終了
した者又は当該年度に修了予定の者等を含むもの

子どもや家族連れ等を対象とした森林環境教育、生物多様性保全の調査、体験林業
の際の安全講習等

 令和３年５月６日（木）
～８月31日（火）

20万円 https://www.kyoto-modelforest.jp/

18
森林づくり基金活用事業
一般公募型

京都モデルフォレスト協会 京都府内に事務所を置いている団体
企業等からの寄付金等を府内の森林整備等に活用し、森林の公益的機能の良好な発
揮とモデルフォレスト運動の推進に資する事業

令和2年5月1日（金）
から6月30日（金）

100万円 https://www.kyoto-modelforest.jp/works/works-25/

19
京都オムロン地域協力基金
一般助成制度

OMRON 京都府内で社会貢献活動をしている団体など
地域の社会福祉、青少年の健全育成、男女共同参画の推進（子育て支援をむ）、生
活環境・地球環境の整備

4月～3月
（随時受付）

イベント事業予算の50％以内 https://www.omron.com/jp/ja/about/social/fund/

20 社会貢献活動助成金 京都生協 京都府内に活動拠点を置き、２年以上継続して活動している団体
地域課題や社会的課題の解決を目的に、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与
することをめざして、自発的な活動に取り組む活動

2021年7月19日（月）
～9月3日(金)

30万円 https://www.kyoto.coop/topics/cat121/

大阪府

21 大阪府環境保全活動補助金 大阪府 主として大阪府内で活動する団体

「脱炭素・省エネルギー」、「資源循環」、「全てのいのちの共生」、「健康で安
心な暮らし」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」につながり、成果が広く府民
に還元される次に掲げる活動
（１）実践活動
（２）教育啓発活動
（３）調査研究活動

・１次募集
令和３年３月10日（水）
から令和３年４月28日（水）
・２次募集
令和３年６月４日（金）
から令和３年７月２日（金）
・3次募集
令和３年８月２日（月）
から９月 30 日（木）

35万円 https://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/katsudo/hojyokin.html

22 大阪里山ネットワーク 大阪みどりのトラスト協会 大阪里山ネットワークに登録している団体

通常の保全活動に加えて行うイベントや、突発的に発生する被災・被害復旧等
①普及啓発・イベント経費（講師謝金及び交通費、一般参加者保険代、車両（バ
ス・レンタカー代などの賃借費、活動に関するパンフレット、チラシ、資料の印刷
製本費など）
②被災・被害復旧費（倒木などにより壊れた小屋の補修材料、盗難にあった資機材
の代替品購入など）
③安全対策強化啓発費（危険個所侵入防止柵・看板の設置など）
④その他協会が適当と認めた活動の経費

随時受付 ５万円 https://www.ogtrust.jp/satoyama/index.html

兵庫県

23 森と緑とのふれあい支援事業 兵庫県緑化推進協会
森林整備や緑化を推進するため、森林保全活動、森林学習体験活動及
びふるさとの巨樹保存活動等を行う者など

(1) 森林ボランティア活動支援事業
(2) 森林利活用情報提供事業
(3) 森林学習体験支援事業
(4) ふるさとの巨樹保存事業

令和３年1月29日締め切り 50万円 https://hyogo-green.net/grant.html



24 コープこうべ環境基金 生活協同組合コープこうべ
自然環境保全のため、実践・啓発・調査・研究等の活動を行う兵庫県
の団体

兵庫県内の自然公園等におけるすぐれた自然環境の保存および活用に関する実践活
動・普及啓発活動
A：実践活動・普及啓発部門
B：調査・研究部門

2020 年 10月 15 日（木）
～2020 年 11 月 30 日（月）

A：50万円
B：100万円

https://eco.coop-kobe.net/ecofund/index.php

25 助成事業 しみん基金・KOBE

阪神・淡路大震災時被災10市10町を原則に活動拠点
または事務所を有する非営利組織
（神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、宝塚
市、三木市、川西市、津名町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町、東
浦町、緑町）

（1）一般枠
活動分野の限定なし
（2）特定枠
大規模災害で被災した人々を支援するボランティア活動

2021年 7月19日(月)～8月31日(火)
（1）50万円
（2）25万円
総額：250万円

http://www.stylebuilt.co.jp/kikin/information/application.html

26 ひょうご環境保全創造活動支援助成金 ひょうご環境創造協会
（1）県内に活動の本拠を有すること。
（2）活動区域が主に県内であること。

（1）スタートアップ支援助成
県内で環境保全創造活動を行う団体を立ち上げようとする者又は団体を立ち上げて
から２年未満の団体の活動。
（2）環境保全創造事業助成
県内で概ね２年以上継続して環境保全創造活動を行っている団体の活動。
（3）環境パートナーシップ事業助成
企業・大学・行政・NPO等と協働で実施する環境保全活動。なお、助成を申請しよ
うとする事業についてパートナー(企業・大学・行政・NPO等)と協働で申請する必
要があり。
（4）ひょうごの生物多様性保全プロジェクト助成
兵庫県により選定されたひょうごの生物多様性保全プロジェクト事業を実施するた
めの活動。

令和３年 １月12日（火）
～ ２月 5日（金）

（1）20万円
（2）20万円
（3）30万円
（4）20万円

https://www.eco-hyogo.jp/ecoplaza/shien_josei/

27
ひょうごボランタリー基金助成事業
県民ボランタリー活動助成

ひょうごボランタリープラザ

（1）兵庫県内において継続的にボランタリー活動を行う、法人格を持
たないボランティアグループ・団体であること。
（2）グループ・団体の主たる事務所の所在地又は代表者の住所が県内
であること。
（3）主に活動を行っている県内の市区町の各社会福祉協議会にボラン
ティアグループ・団体として届け出をしていること。

＜助成対象となる活動分野＞
1 社会教育の推進を図る活動
2 まちづくりの推進を図る活動
3 観光の振興を図る活動
4 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
5 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
6 環境の保全を図る活動
7 子どもの健全育成を図る活動 など

令和３年７月１日（木）
～８月31日（火）

3万円 https://www.hyogo-vplaza.jp/grant_donation/plaza_grant/grant_v.html

28 ボランティア活動助成 コープともしびボランティア振興財団 活動の本拠地もしくは活動地域が兵庫県内である団体

保健・医療／福祉
社会教育
まちづくり
子どもの健全育成
環境（生物多様性の保全、循環社会の形成など） ほか

2020年10月30日（金）
～2021年1月7日（木）

個人：3万円
グループ：30万円

https://www.tomoshibi-found.or.jp/prospective/activity-general

奈良県

29 みどりの少年団活動推進事業 奈良緑化推進協会
公益財団法人奈良県緑化推進協会理事長より認定された奈良県みどり
の少年団連盟に所属するみどりの少年団

県内の小・中学校、地域の団体を対象に、緑にふれあう実践活動を通して子どもた
ちの緑に対する知識と理解を深めるために結成された「みどりの少年団」の活動を
支援

６月３０日締め切り 5万円 http://www.nararyokuka.org/events.htm

30 みんなの森・里山整備事業 奈良緑化推進協会
市町村、自治会、婦人団体、青年団体、ＰＴＡ等、老人会、各種学校
の生徒会等

地域住民で組織する団体及び各種学校の生徒会が、自ら作成した緑化計画に基づき
実施する公共用地等での緑環境づくり

４月20日から６月30日

タイプⅠ：20万円以内
タイプⅡ：30万円以内
タイプⅢ：30万円以内
（タイプⅢは木材利用必須）

http://www.nararyokuka.org/events.htm

31 緑化啓発イベント助成事業 奈良緑化推進協会
市町村、学校、公益法人、自治会、婦人団体、青小年団体、ＰＴＡ、
老人会等

森林の環境の大切さを啓発すると共に、市民の自発的な緑化活動を推進するため、
市町村等が開催する各種緑化啓発イベント

４月20日から６月30日 40万円 http://www.nararyokuka.org/events.htm

32 地域の子ども・若者の健全育成事業 奈良県地域貢献サポート基金 奈良県内で事業を行う団体
子ども・若者の健全育成に関する公益的な事業
＜事業例＞
自然体験活動、社会奉仕活動、職場体験活動、環境保護活動等

公開プレゼンテーション
審査会：2021年７月19日

10万円
7件程度

http://www.naravn.jp/kikin/support/?act=list

33 ならコープ環境保全活動助成 ならコープ 奈良県内で活動する団体・NPO・グループ・サークル等
地域の自然環境、地球環境の保全に関わる以下の活動
 （調査・研究活動、教育・啓発活動、政策提言活動、環境保全の実践活動）

2021年2月から3月 4万円 https://www.naracoop.or.jp/action/environment/jyosei.html

和歌山県

34 紀の国森づくり基金活用事業 和歌山県 和歌山県内に事業所または営業所を有する法人、その他団体

１ 森とあそぶ・まなぶ
(1) 森林の重要性の普及・啓発
(2) 森林を舞台にしたあそび、まなぶ場の提供
(3) 森林環境研修
(4) 森林・林業体験

２ 森をつくる・まもる
(1) 放置され荒廃した森林の整備
(2) 異分野の協働による森づくり
(3) 歴史的・文化的価値の高い樹木等の保存
(4) 森林整備リーダーの育成

３ 森をいかす
(1) 公共の場における木材の利活用
(2) 森の宝物の利活用
(3) 森林の利活用に関する調査・研究等

・１次募集
令和２年12月１日（火）
～令和３年１月20日（水）
・２次募集
令和３年５月24日（月）
～令和３年６月25日（金）

200万円 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070700/kikin/koubo_jigyou.html



35 緑の募金事業 和歌山県緑化推進会

地方緑化推進会、市町村緑化推進会、県内の学校（小学校、中学校、
高等学校、特殊教育諸学校）及び、それ以外のものにあっては、次の
要件をすべて具備している団体とする。
 (1) 自主的、組織的な活動で事業を完遂できること
 (2) 交付金の使途に係る条件遵守が確実であること
 (3) 営利を目的としない民間団体であること

(1) 公共施設、もしくはそれに準ずる施設の緑化
 (2) 学校の緑化
 (3) 地域住民が利用することを目的とした森林の整備
 (4) 地域住民、学校が緑化推進を目的として行うイベント
 (5) その他、上記に準ずる森林整備や緑化事業並びに緑化啓発事業

応募の開始から７月末日まで
緑の募金特別会計予算の
範囲内で決定

http://wakayama-ryokusui.jp/index.html

36 地域コミュニティ 支援補助金制度 わかやま市民生協
和歌山県内で活動している、ボランティアグループや市民団体、NPO
法人等

1.福祉活動
2.子育て支援活動
3.食育活動
4.環境活動
5.その他社会貢献活動

2020年12月1日～2021年1月15日
10万円
総額：300万円以内

https://www.wakayama.coop/service/shien.html

鳥取

37 地域緑化活動育成支援補助金 鳥取県 鳥取県内に事務所又は活動拠点を有する団体

花と緑の地域づくり活動
団体等が行う県内の緑化の普及推進に資する以下の事業
（１）人材の育成に係る事業
（２）情報の収集・集約・発信に係る事業
（３）調査・研究に係る事業
（４）講座・講演・研修・啓発・交流に係る事業
（５）イベント等の企画・立案・調整・運営に係る事業
   (当該経費が補助対象経費の大部分を占めるものでないこと)

令和３年４月７日（水）
～令和３年５月31日（月）

100万円
３件程度

https://www.pref.tottori.lg.jp/ryokukahojyokin/

38 令和新時代創造県民運動推進補助金 鳥取県 地域づくりに意欲があり、県内に事務所又は活動拠点を有する団体

・地域資源を生かしたまちづくりを図る活動
・伝統・文化の保存や活用を図る活動
・自然環境や景観保全を図る活動
・安心・安全な地域づくりを図る活動
・福祉・健康づくりを促進する活動
・地域内、地域間交流・人材育成を促進する活動

（若者チャレンジ型）
・１次募集
2021年5月10日～2021年6月28日
・２次募集
2021年8月2日～ 2021年9月27日
（若者チャレンジ型）
・1次募集
2021年3月11日～2021年4月5日
・2次募集
2021年5月24日～2021年6月28日
・3次募集
2021年8月23日～ 2021年9月27日
（とっとりドリーム型）
2020年4月1日～2021年8月31日

（若者チャレンジ型）
15万円
（スタートアップ型）
30万円
（とっとりドリーム型）
200万円

https://www.pref.tottori.lg.jp/127928.htm

39
緑の募金事業
森林づくりの促進事業

鳥取県緑化推進委員会 市町村、学校、各種団体、緑化推進委員会市町村支部 等
水源林・森林公園・シンボル的な森林等の整備、森林を利用して行う交流活動及び
森林整備に係る普及啓発

令和３年４月30日（金）締め切り 15万円 http://www.tottori-green.or.jp/

40
緑の募金事業
地域緑化の推進事業

鳥取県緑化推進委員会 市町村、学校、各種団体、緑化推進委員会市町村支部 等 地域における植樹等の緑化活動及び緑化に係るイベント・講習会等の開催 令和３年４月30日（金）締め切り 15万円 http://www.tottori-green.or.jp/

41
緑と水の森林ファンド事業
青少年・民間活動グループの育成事業

鳥取県緑化推進委員会 学校、各種団体 等
県民参加の森林・緑づくりに関するキャンペーンの実施及び森林・緑に関する各種
イベントの開催 等

令和３年４月30日（金）締め切り 10万円 http://www.tottori-green.or.jp/

42
緑と水の森林ファンド事業
森林空間活用推進事業

鳥取県緑化推進委員会 自治会、NPO法人、各種団体 等
森林・緑に関するイベント、学習会の開催並びに体験学習による植樹、保育作業の
実施、憩いの場・癒しの場としての森林整備 等

令和３年４月30日（金）締め切り 20万円 http://www.tottori-green.or.jp/

43 あいおいニッセイ同和損保助成プログラム とっとり県民活動活性化センター
鳥取県内に主たる事務所又は従たる事務所を置いている
ＮＰＯ等非営利公益団体

子ども、環境、防災、障がい者支援、地域づくり等をはじめとする地域課題
2020年12月21日（月）
～2021年１月22日（金）

5万円 http://tottori-katsu.net/news/news_cat/recruitment/

44 中国ろうきんNPO寄付システム とっとり県民活動活性化センター 鳥取県内に主たる事務所又は従たる事務所を置く特定非営利活動法人

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
③ 災害救援活動
④ 子どもの健全育成を図る活動
⑤ 科学技術
⑥ 上記以外の分野
 社会教育、まちづくり、環境保全、地域安全、人権・平和、国際協力、男女共同
参画、情報化社会、経済活動、職業訓練・雇用、消費者保護、ＮＰＯ支援、観光振
興、中山間振興

令和2年12月1日（火）
～令和2年12月23日（水）

5万円 http://tottori-katsu.net/news/news_cat/recruitment/

45 とっとりSDGｓ推進補助金（若者団体活動支援型） とっとり県民活動活性化センター

鳥取県内に居住する、申請書を提出する年度の末日までに
１６歳から２９歳までの年齢となる者が
全構成員のうちの３分の２以上を占める
３名以上の非営利で公益を目的とした団体

募集テーマ：ＳＤＧｓの推進につながる取組の提案
①若者と高齢者の縦のつながりで地域の存続
②廃棄物のない世界の実現
③建物（オフィス、商業施設等）のカーボンニュートラル化への取組み
④持続可能な地域社会を一緒に創る
若手の少ない山間地域の現状を自身の目で確認し、山間地域の自然環境を一緒に整
備することで海も豊かになる過程を実際に参加し、体で感じて欲しい。
⑤自由

・1次募集
令和３年５月10日（月）
から６月21日（月）
・2次募集
令和３年７月26日（月）
から８月23日（月）

10万円
5件程度

http://tottori-katsu.net/news/news_cat/recruitment/

島根



46 県民参加の森づくり事業 島根県 島根県内に事務所を置きかつ県内で活動している団体

（1）森林を保全・利用する取り組み
【保全】
県民自らが企画・立案し、実行する森づくり活動
【利用】
県民自らが企画・立案し、県産の木材を利用して、多くの県民の皆さんに木に親し
んでもらう活動
（2）森で学ぶ取り組み（みーもスクール）
県民自らが企画・立案し、小中学校で継続的に森林環境教育を行う活動

令和3年1月4日（月）～29日（金） 200万円 https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/mizumori/mizumori/mi-mo_mori/

47 企業等参加の環境緑化事業 島根県緑化推進委員会 原則として島根県緑化推進委員会の会員（正会員、賛助会員）

（ 1 ）企業の敷地・空き地及びその周辺に緑化木の植栽、ベンチ等の整備により地
域住民の交流の場・憩いの場づくり
（ 2 ）企業等の設立・落成・大会を記念した植樹祭の開催
（ 3 ）企業への森林・林業の多面的機能に係る出前講座の実施

事業着手 2 ヶ月前までに申請を行う 10万円 http://www.shimane-green.or.jp/promotion_services

48 緑の募金公募事業 島根県緑化推進委員会 島根県内の団体、法人、グループ等

・森林整備事業
森林の保全・公益的機能の増進のための整備、学校林等の整備など
・環境緑化事業
地域住民の参加を前提とした身近な環境緑化の推進、環境教育など
・緑化普及事業
イベント開催などによる緑化運動の普及、啓発活動 など

令和2年12月1日（火）
～令和３年１月2９日（金）

50万円 http://www.shimane-green.or.jp/promotion_services

49 しまね環境保全活動助成金 しまねエコライフサポートセンター 島根県内に活動の本拠地があり、県内で活動を行う団体

・自然とのふれあいの推進
自然保護活動、自然観察会などの企画・実施
・生物多様性の確保
野生動植物や生態系の保全を目的とする活動
・森林、農地、漁場の保全と活用
森林づくりや里山、里海の保全、海岸や水辺の清掃景観保全活動
環境イベントや自然体験を通じ、森林、農地、海辺の保全を呼びかける活動
・環境教育
水や緑など自然環境と積極的にふれあい、子どもたちの中に環境を守り育てる心を
育てる活動

令和2年11月1日～12月25日 80万円 https://www.nature-sanbe.jp/eco/bounty.html

50 地域づくりを支える 関係人口受入事業助成金 ふるさと島根定住財団
島根県内のNPO法人、民間団体及びグループ
（構成人員が5名以上の団体）商業法人等

地域課題解決や地域活性化に向けて、団体自らが新たに実施する活動のうち、継続
的な実施が見込めるものであって、関係人口を受け入れたり、受入れを促進したり
する取組み

定数まで
随時募集

20万円 https://furefure-shimane.jp/support/subsidy/

岡山

51
おかやま森づくり県民基金事業
森林活動促進への支援事業
（森づくり活動支援型、森林体験行事開催型）

岡山県
・市町村
・企業との協働の森づくり参加企業等
・おかやま森づくりサポートセンター会員団体

1、森づくり活動支援型
私有林、市町村有林などを利用して行う次の活動
・森林の整備（植樹、下刈り、除間伐など）
・森林の利用（炭焼き、きのこ栽培など）
2、森林体験行事開催型
国有林やおかやま共生の森以外の森林で実施する森づくり体験や自然観察会など、
県民の森林を守り育てる意識を醸成する行事の開催

令和３年９月１日（水）締め切り 30万円 https://www.pref.okayama.jp/page/452679.html

52 岡山ESDプロジェクト活動支援助成金 岡山市
岡山ESDプロジェクト参加団体、または新たに参加団体への登録を希
望する団体で、岡山県内に所在地がある団体

１、持続可能な社会づくりのために，社会課題と身近な暮らしを結びつけ，新たな
価値観を生み出し，行動を変革することを目指す学習や活動。また、持続可能な社
会づくりのために必要な知恵や文化を次世代に継承していくことを目指す学習や活
動。
２、主な活動場所が岡山市域、あるいは岡山市民を対象とした事業

令和 3年 3月 26日（金）
～令和 3年 4月 30日（金）

15万円 https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-9-9-1-0-0-0-0-0-0.html

53 緑の募金事業（交付金交付事業） 岡山県緑化推進協会
市町村、学校、森林組合、ボランティア団体、住民団体、みどりの少
年隊

（1）森林の整備
一般県民参加のイベント開催、普及啓発事業
上流、下流が一体となって行う森林整備等の活動事業
（2）緑化の推進
・巨樹・老樹 ・名木保存事業
原則として「岡山の巨樹・老樹・名木」掲載の樹木を保存するために必要な措置に
係る事業
・みどりの少年隊活動助成
別に定めるみどりの少年隊活動助成要領による
（3）森林の整備、緑化の推進に係る国際協力
県、市町村、団体等が姉妹都市縁組をしている都市間において行う森林の整備、緑
化の推進等の活動事業

記載なし 70万円 http://www.green-okayama.or.jp/work/index.html

54 助成事業 おかやま環境ネットワーク 岡山県内で環境保全活動を行っている団体

県民の環境意識の向上につながり、環境保全・環境創造につながるもの
①調査研究
②おかやま環境ネットワークとの共同事業
③その他

例年11月～12月中旬
調査研究分野と協働事業提案は
20万円
それ以外は10万円を上限

https://okayama.coop/kankyounet/index.html



55 「割り勘で夢をかなえよう！」事業指定助成プログラム みんなでつくる財団おかやま
※社会の担い手としての自覚を持ち、岡山地域におけるESDの推進や
SDGsの達成に貢献する意欲の高い人が対象

「割り勘で夢をかなえよう！」事業指定助成プログラムとは、寄付を原資とした助
成事業で、NPO・市民団体等が取り組む事業内容を社会に発信し、事業への賛同者
を募ることで、寄付により資金集めを支援する仕組み
ー対象事業ー
社会課題の解決のための事業
（地域課題の解決や地域社会の健全な発展に貢献するもの）

2020 年12月７日（月）
～２月１日（月）

助成希望額には
限度額の定めなし

http://mintuku.jp/warikan_season16.html

広島県

56 みどりづくり活動支援事業 広島県みどり推進機構 広島県内の法人，団体，グループ等

・森林整備事業
  森林の保全・公益的機能の増進のための整備など
・環境緑化事業
 地域住民の参加を前提とした身近な環境緑化の推進、環境教育、名木・古木等の
保全など
・木材利用拡大事業
木材等森林資源の利用拡大，用途開発
・普及啓発事業
森林ボランティア参加者の知識・技術の向上、 森林づくりを通した山村地域の活
性化，都市との交流促進など

令和3年2月1日～3月31日 20万円 https://www.green-hiroshima.or.jp/activity/grant/

57 みどりの学習推進事業 広島県みどり推進機構
県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校、緑の少年団、もみのき森林公園又は県民の森の指定管理
者

広島県内の児童、生徒を対象に、広島県内で開催する森林環境教育、動植物等の自
然観察会、森林・林業体験活動等の事業

令和3年４月1日～５月31日
1万円
10件採択
（応募多数の場合は抽選）

https://www.green-hiroshima.or.jp/activity/grant/

58 学園緑化推進事業 広島県みどり推進機構
県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校

造林木、緑化木等の植栽等（児童，生徒が行う学校や通学路等での緑化活動）、林
業・緑化等に関する講習会等の事業

教育委員会、教育事務所からの照会期間
（4月～5月）

10万円 https://www.green-hiroshima.or.jp/activity/grant/

59 中核指導者研修事業 広島県みどり推進機構 県内で森林整備、緑化活動等に取り組む森林ボランティア団体
国土緑化推進機構等の公的団体が実施する森林ボランティアを対象とした研修会、
セミナー等に、森林ボランティア団体の指導的な会員を参加させる場合

記載なし 記載なし https://www.green-hiroshima.or.jp/activity/grant/

60 環境活動支援助成金 ひろしま地球環境フォーラム 環境活動を実施する県内の学校・団体等

 
ひろしま地球環境フォーラム会員企業・団体と連携して実施する環境活動
助成の対象となる環境活動の全体について（その活動期間中を通じて），連携しな
ければならないという趣旨ではない（助成の対象となる環境活動の一部において連
携することで要件を満たす。）

令和２年８月７日(金)締め切り 10万円 https://h-ecoforum.jp/bosyu/bosyu_20200619.htm

61 ひろしまＮＰＯサポート倶楽部 ひろしまNPOセンター

（1）ひろしまNPOセンターが運営する地域公益ポータルサイト「もみ
じコミュニティ」の認証を受けているNPO法人
（2）広島県内に事務所をおいて特定非営利活動促進法(NPO法)上の20
分野のいずれかの活動を行う特定非営利活動法人

活動自体が地域課題解決につながり、不特定多数の利益となる社会に貢献できるも
の

 2021年2月19日(金)締め切り 20万円 http://npoc.or.jp/

山口

62 森林環境活動サポート事業 山口県
森林整備活動等を行う県内のボランティア団体、NPO、自治会、企
業、木育団体等

（１）森林整備活動を行うために必要な資機材、苗木等の購入を支援
（２）小中学生や都市部の親子等を対象に実施する森林環境、体験交流活動に必要
な資機材等の購入を支援

令和3年4月9日（金）
から令和3年5月31日（月）

（１）森林整備活動に必要な資
機材等の支援
１団体当たり助成限度額50万円
（本年度4団体程度）

（２）森林環境、体験交流活動
に必要な資機材等の支援
１団体当たり助成限度額50万円
（本年度4団体程度）

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a17700/sinrinkankyo/dantaibosyuu/201707280001.html

63
やまぐちサポーター企業募金
(緑化ボランティア団体活動支援)

やまぐち農林振興公社 緑化ボランティア団体等 地域の特色を活かした森林保護・整備等の自主的な緑化 活動 記載なし 20万円 http://www.y-agreen.or.jp/

64 環境活動団体支援事業 山口県ひとづくり財団 山口県内に活動拠点を有して県内で活動している団体

★野生動植物の保全等
・ 野生動植物の保護・増殖
・ 野生動植物の生息・生育地の保全等
★自然環境の保全・再生
・ 河川・海岸等の環境保全
・ 里地・里山の保全 等
★自然とのふれあい
・ ビオトープ等の自然とのふれあいの場づくり
・ 自然環境学習会（観察会等）の開催 等

令和３年５月13日（木）締め切り 20万円 https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/learning/tsunagu/kankyo_shien.html

65 環境保全活動支援事業 山口環境保全事業団 山口県内で環境保全活動を行う団体

地球の環境保全の推進に寄与すると認められる普及啓発や実践活動
◆事業例
（１）県民を対象とした環境保全に関する普及啓発活動
（２）廃棄物処理等の環境保全に関する実践活動
・ごみの減量化・リサイクル・適正処理活動などの実践活動
（３）自然保護等の環境保全に関する実践活動
・野生動植物の保護、植林、里山の保全活動、緑化、河川の浄化、環境美化、ビオ
トープづくりなどの実践活動
（４）その他
・その他環境保全の推進に寄与すると認められる普及啓発及び実践活動

2021年5月28日（金）締め切り 50万円 http://yamaguchi-khj.or.jp/promotionservices/



66 県民活動支援事業助成金 山口県厳島会 継続的に活動を行う計画のある山口県内の団体
社会福祉、環境保全、スポーツ・文化、青少年の健全育成、まちづくり、地域の安
心・安全など公益的 な分野の活動

・追加募集
令和３年８月２日（月）
から９月30日（木）

10万円 http://www.yamaguchiitsukushimakai.or.jp/


