助成金情報
№

令和3年

5月

実施主体・名称

対象分野

対象活動

1

岩手県，宮城県，福島県内で実施する地方創生や地
元活性化を目指す新たな活動
・漁業の復興支援
・未来を担う子どもたちの支援
・文化,芸術,スポーツを通じた支援
・チャレンジドスポーツ(障がい者スポーツ)支援

「令和3年度

2

応募の時点で次の(1)から(3)に掲げるすべての要件
を満たす団体,個人
(1)常時連絡が可能な状態である
(2)申請活動が岩手県,宮城県,福島県内での活動である
(3)岩手県,宮城県,福島県に主たる活動拠点がある

宮城県
宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金」

宮城県
「令和3年度宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業補助金」

3

・災害公営住宅等での被災者間や被災者と行政,支援 ・NPO法人,ボランティア団体,公益法人,社会福祉法人,
者,地元住民等との連携,交流,被災地域における自
学校法人,地縁組織(自治会,町内会等)協同組合等の民
立に向けた意見交換,協働等の場づくりといったコ
間非営利組織
ミュニティ形成等の復興に向けた取り組み(将来 ・上記に掲げる団体等及び地方公共団体を構成員に含
の災害の備えや地域振興策に係る取り組みを除く) む協議体
・復興,被災者支援を行うNPO等の取り組みをノウ
ハウや情報の提供等により支援する取り組み
(中間支援の取り組み)等
真如苑
「みやぎの居場所づくり助成」

4

福祉関連

ホームページ

助成金額

申請方法
お問合せ

宮城県で,課題を抱える高齢者や障がい児,者,児童,女
性,青年などが,その人らしく過ごせるよう,人々を支
援するための居場所づくりをする民間団体及びボラ
ンティアグループによる活動
※イベント型ではなく,継続的に(おおむね週1回以
上),居場所を提供し,安定した活動を行っている団体
を優先

令和3年5月10日(月)当日消印有効

1団体あたり上限100万円
(総額 約3,000万円)

・宮城県の被災者が主体的に参加し,人と人とのつな
がりや生きがいを持つための取り組み
まちづくり
・NPO法人,ボランティア団体,公益法人,社会福祉法人,
・継続して実施される事業
関連
学校法人,地縁組織(自治会,町内会等)協同組合等の民
・「被災者支援総合交付金」を財源とする行政によ
間非営利組織
る他の補助事業により,当該事業の経費の一部が補
・上記に掲げる団体等及び地方公共団体を構成員に含
助されていない事業であること
む協議体
・主たる活動地域の所在する市区町村の担当課等と
の連絡調整を事前に行っている事業

まちづくり
関連

締切日時
対象団体

サントリーホールディングス株式会社
「サントリー東北サンさんプロジェクトみらいチャレンジプログラム」

漁業
子ども
文化
スポーツ
福祉関連

気仙沼市民活動支援センター
〒988-8501 宮城県気仙沼市八日町1-1-10
ワンテン庁舎1階気仙沼市震災復興・企画部 地域づくり推進課内
TEL：0226-22-6600(内335) FAX：0226-24-1226 MAIL：k.npokk@gmail.com

・宮城県内で活動し,概ね1年以上の活動実績がある民
間団体
・法人格の有無は問わない
・組織や事業の運営についての重要事項が定められて
おり活動実施の体制が整っていると認められる非営
利及び公益的な活動をする市民活動団体やNPO法人等
・概ね5人以上で構成するボランティアグループ

サントリー 東北サンさん 助成

郵送
封筒等のうらに「サントリー東北サンさんプロジェ
クト みらいチャレンジプログラム」と朱書きし配
達記録が残る方法で

〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル244
公益社団法人 日本フィランソロピー協会
「サントリー東北サンさんプロジェクト みらいチャレンジプログラム」事務局
TEL：03-5205-7580(月～金 10：00～17：00）
MAIL：suntorymirai@philanthropy.or.jp
HP：//www.suntory.co.jp/company/csr/support/mirai/
令和3年5月11日(火)17:00必着
1事業あたり上限180万円
※効果が特に高いと見込まれる事業の
場合,135万円を上限に加算
補助率9/10以内

宮城県 NPO等による 補助金

持参又は郵送
郵送の場合は必ず,「特定記録郵便」または
「簡易書留」とする
＊事前相談必須 (来所,電話,メールにて相談）

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県環境生活部 共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
TEL：022-211-2576
HP：http//www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/kokoronofukkoujigyo..html
令和3年5月11日(火)17:00必着
1件あたり上限900万円
・1年度補助を受けたことがある団体は上限800万円/件
・2年度以上補助を受けたことがある団体は上限700万円
/件

宮城県 NPO等 絆力 補助金

郵送又は持参
郵送の場合は必ず,「特定記録郵便」または
「簡易書留」とする
＊事前相談必須 (来所,電話,メールにて相談」

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城環境生活部 共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
TEL：022-211-2576
HP：http//www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/kizunaryoku-shien.html
令和3年5月15日(土)当日消印有効
上限30万円/件 下限10万円/件
(総額150万円)

真如苑 居場所づくり 助成

郵送

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-11-6 コーポラス島田B6
真如苑 みやぎの居場所づくり助成事務局
認定NPO法人杜の伝言板ゆるる
TEL：022-791-9323 / FAX：022-791-9327
MAIL：koubo-miyagi@ibasyo-josei.jp

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

公益財団法人 みずほ教育福祉財団
「第38回 老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」

5

福祉関連

・グループメンバー：10～50人程度
①高齢者を対象とした生活支援サービス
・活動実績2年以上(令和3年3月末時点)
②高齢者による,地域共生社会の実現につながる活動 ・本助成を過去3年以内に受けていないこと
③高齢者と他世代との交流を図る活動
・グループの組織,運営に関する規約(会則),年度毎の活動
④レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かに
報告書類及び会計報告書類が整備され,規約(会則)に定
する活動
めるグループ名義の金融機関口座を保有していること
※法人,老人クラブ,自治会,町内会は対象外

ニッセイ財団
高齢社会助成 共に生きる地域コミュニティづくり
「2021年度 地域福祉チャレンジ活動助成」

6

福祉関連

・福祉施設や福祉,介護,保健,リハビリテーション専
門職と地域住民の協働によるインフォーマルなサ
ービスづくりへ向けてのチャレンジ活動
・認知症(若年性認知症の人含む)の人,家族と地域住
民がともに行う安心,安全に暮らせる地域づくりへ
向けてのチャレンジ活動(本財団恒久分野）
・人生の看取りまで含む生活支援につながる実践へ
向けてのチャレンジ活動
(日常生活支援,身元保証,死後対応等)
・高齢単身者,家族介護者を含む,複合的な生活課題
に対する家族への支援につながる実践へ向けての
チャレンジ活動
・高齢者,障がい者,子ども等全世代交流型の活動,就
労の機会提供,社会参加づくりへ向けてのチャレン
ジ活動

「令和3年度

7

まちづくり
関連

8

みずほ教育福祉財団 助成事業

上限10万円/団体
(約110グループを予定)

郵送

〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-1-5
公益財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部
TEL：03-3596-4532 / FAX：03-3596-3574
MAIL：FJP36105@nifty.com

令和3年5月31日(月)当日消印有効

ニッセイ財団 研究助成

1団体あたり上限400万円
(1年最大200万円)

郵送

・助成テーマにチャレンジする意欲がある団体
・他の団体,機関,住民組織等と協働で活動する団体(活動
の運営組織の構成員に申請団体以外のメンバーが参加
していること)
・法人格の有無は問わない
※過去１０年以内に本財団の「高齢社会先駆的事業助
成」,「地域福祉チャレンジ活動助成」の助成実績が
〒541-0042
ある団体は対象外
大阪府大阪市中央区今橋3-1-7 日本生命今橋ビル4階
ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局
TEL：06-6204-4013 / FAX：06-6204-0120
HP：http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp

宮城県
宮城県地域コミュニティ再生支援事業」

第2回目
令和3年5月31日(月)必着

宮城 コミュニティ 補助金

対象経費の10/10
（対象地域の世帯数により上限が変化します)
※要項参照

・コミュニティ再生事業
・地域力再生活動アドバイザー派遣事業
・自治会研修,交流会事業

持参又は郵送

・災害公営住宅等に新たに設立された自治組織等の住民
団体
・災害公営住宅等の住民の受け入れ先となった既存の自
治組織等の住民団体
〒988-0181
・自治組織等が設立前などの地区については市町村又は 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
NPO等
宮城県気仙沼地方振興事務所 地方振興部 商工・振興班
TEL：0226-24-2593

公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
「2021年度B＆G海洋クラブ登録団体」募集

環境保全/
子ども
関連

令和3年5月21日(金)必着

ブルーシー・アンド 助成

令和3年5月31日(月)必着

上限200万円/件

郵送

・マリンスポーツや水辺の活動を通じた,地域の活性
・NPOや自治体,公益法人,一般社団法人,一般財団法人な
化や貢献活動
ど非営利組織
・地域の水辺の環境を活用して,子供たちに水辺の楽
・任意団体や個人による申請も可
〒105-0001
しさを伝える活動
東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル9F
・地域の自然環境を次世代の子供たちに継承してい
公益財団法人B＆G財団 事業部 海洋センター・クラブ課
く活動
TEL：03-6402-5314 / MAIL：center@bgf.or.jp

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

