
助成プログラム名 助成団体名 事業形態 事業分野 募集時期等

1
厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励補助 厚岸町厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨

励補助制度

研 人社/環境/教育 2022年3月31日です。（当日消印有効）

2 アダチUKIYOE大賞 アダチ伝統木版画技術保存財団 研 文芸 2021年12月25日（土）　ポートフォリオ提出締切 必着

3 研究支援 安心ネットづくり促進協議会 研 人社/福祉/公共 2022年1月25日（必着）

4 研究開発助成事業 江頭ホスピタリティ事業振興財団 研 人社 2022年１月4日（必着）

5 河北潟研究奨励助成 河北潟湖沼研究所 研 不特 2021年12月28日 必着

6 調査研究助成事業 関西空港調査会 研 不特 2021年12月1日～2022年1月31日

7 研究開発助成事業 京都技術科学センター 研 科技 2021年10月20日（水）～2021年12月20日（月）（必着）

8 健康運動指導研究助成 健康・体力づくり事業財団 研 福祉 2021年12月1日（水）～2022年1月14日（金）必着

9 研究助成 サッポロ生物科学振興財団 研 科技 2021年12月24日（金）

10 産業構造調査研究事業助成 産業構造調査研究支援機構 研 科技 2022年4月25日（月）必着

11
研究助成 山陽放送学術文化・スポーツ振興財団 研 科技/人社/医保 2021年10月1日～2022年1月15日まで（期間内に必着のこ

と）

12 各種助成 社会科学国際交流江草基金 研/派/会/版 人社/国際 2021年10月1日（金）～12月20日（月）

13 助成金・奨学金 生涯学習開発財団 研/事 教育/文芸 2021年9月1日～2022年1月13日（木）

14 地域共生型社会推進事業助成金 滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 研/事 福祉/公共 2021年12月1日（水）から2021年12月28日（火）

15 研究助成事業 住総研 研 科技 2022年1月31日 24:00データ送信締切

16 研究開発助成 Ｇ－７奨学財団 研 科技 2022年1月31日当日消印有効

17 助成事業 自動車リサイクル高度化財団 研/事 環境 2021年11月17日（水）～2021年12月28日（火）正午

18 研究助成事業 水産無脊椎動物研究所 研 科技 2022年1月7日(金) 24 :00

19 生命保険に関する研究助成 生命保険文化センター 研 人社 2022年4月30日(土)必着

20 芸術優秀研究者助成 天一美術文化財団 研 文芸 2021年12月1日～2022年8月末日締切り≪必着≫

21
児童・少年の健全育成助成［実践的研究助成］ ニッセイ財団（公益財団法人　日本生命

財団）

研 教育/福祉 2021年12月1日(水)～2022年3月1日(火)[消印有効]

22 フェローシップ 日韓文化交流基金 研/招 人社/国際 2021年11月22日～2022年1月11日

23 研究助成 日本アンカー協会 研 科技 2021年12月1日～2022年1月31日

24 漢字・日本語教育研究助成制度 日本漢字能力検定協会 研 人社/教育 2021年10月1日～2022年1月14日

25 社会福祉助成事業 日本社会福祉弘済会 研/派/会/事 福祉 2021年11月1日～2021年12月15日

26 実践研究助成 パナソニック教育財団 研 教育 2021年11月1日(月) から2022年1月14日(金) 17時まで

27 研究助成 パロマ環境技術開発財団 研 科技 2021年12月31日まで

https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2004026&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=gov2020&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2014061&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2011069&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2017004&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2016102&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2001012&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=k-00123&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00278&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2012033&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=s-00025&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=9000035&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=gov2188&programID=2
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2016048&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00104&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2020012&programID=2
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00466&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=8800017&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=n-00055&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2011038&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00023&programID=6
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=9200022&programID=3
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2005011&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2015117&programID=2
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=k-00178&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00074&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2015106&programID=1


28 研究助成金支給事業 福岡直彦記念財団 研 科技 2021年11月1日～12月31日まで

29 研究助成 藤森科学技術振興財団 研 科技 2021年11月1日～12月31日まで

30 研究助成 粉体工学情報センター 研/会/他 科技 2021年10月1日(金) ～ 12月24日(金)までに（必着）

31
研究助成 牧誠財団（旧名称：メルコ学術振興財

団）

研 人社 2022年01月31日 必着

32 研究助成 松井角平記念財団 研 科技/文芸 2021年11月1日～2021年12月13日

33 ヨウ素利用研究助成 ヨウ素学会 研 科技 2021年12月31日まで

34 吉田秀雄記念事業財団研究助成金 吉田秀雄記念事業財団 研 人社 2021年11月1日（月）～2022年1月11日（火）

35 研究支援 糧食研究会 研 科技 2022年2月25日（必着）

助成プログラム名 助成団体名 事業形態 事業分野 募集時期等

1
各種助成 社会科学国際交流江草基金 研/派/会/版 人社/国際 法学を中心とする社会科学の分野における外国語による出版。

2021年10月1日（金）～12月20日（月）

2 研究出版助成 租税資料館 版 人社 2021年12月1日から2022年1月31日まで（消印有効）

3
出版助成 牧誠財団（旧名称：メルコ学術振興財

団）

版 人社 2022年01月31日 必着

【出版助成】

事業分野：科学・技術 または 人文・社会 または 環境 または 教育 または 福祉 または 文化・芸術 または 国際 または 公共 または その他 または 不特定

キーワード：指定なし

募集時期：現在募集中 2021年12月9日

https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2017028&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2019067&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2005053&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00358&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2015127&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2003066&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=d-00082&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=2005008&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=9000035&programID=1
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=9600005&programID=3
https://www.jfc.or.jp/grant-search/c_gaiyo.php5?zaidanID=f-00358&programID=3

