令和3年

助成金情報
No

6月

締切日時
助成金額

実施主体・名称

対象分野
対象活動

文化/芸術
関連

地域文化の振興および文化芸術活動の一層の
活性化を図るため,県内の文化芸術団体等が行
う文化事業
①文化団体等支援事業
②文化団体等震災復興支援事業
③文化団体等人材育成支援事業
④文化団体等地域連携支援事業
⑤文化団体海外公演等支援事業
⑥地域文化振興事業

令和3年6月15日(火)必着

①自己負担額/助成金交付基準額(1団体あたり上限10万円)
(一般団体等)/(大学生等の学生団体)
20万円以上70万円未満 /5万円以内/3万円以内
70万円以上100万円未満 /7万円以内/3万円以内
①～⑤
100万円以上
/10万円以内/3万円以内
各種の文化芸術活動を主たる目的としている団体又は ②～④自己負担額/助成金交付基準額(1団体あたり上限20万円)
個人で,次の要件をみたしてるもの
20万円以上70万円未満 /7万円以内
・県内に住所又は活動の本拠を有すること
70万円以上100万円未満/10万円以内
・団体にあっては,一定の規約を有し,かつ,代表者が明
100万円以上
/20万円以内
らかであること
⑤自己負担額/助成金交付基準額(1団体あたり上限30万円)
・一定の活動実績があり,又は事業を完遂できる見込
20万円以上100万円未満
/10万円以内
みがあること
100万円以上200万円未満 /20万円以内
＊株式会社等の営利団体は除く
200万円以上300万円未満 /25万円以内
300万円以上 /30万円以内
⑥
⑥1団体あたり上限100万円
各種の文化芸術活動を主たる目的としている団体で,
次の要件をみたしてるもの
・文化団体等支援事業対象者に該当し,かつ,宮城県内 〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3-7
の広域的な文化団体であること
・事業内容が宮城県内の広域に及ぶものと認められる 公益財団法人 宮城県文化振興財団
TEL:022-225-8641
文化団体であること
FAX:022-223-8728
MAIL:kenmin@miyagi-hall.jp
HP:http://miyagi-hall.jp/foundati on/support

公益財団法人SOMPO福祉財団
「2021年度社会福祉事業 NPO基盤強化資金助成 住民参加型福祉活動資金助成」

令和3年6月15日(火)17時まで

1団体あたり上限30万円
(総額700万円)
2

福祉関連

ホームページ
申請方法
お問合せ

対象団体
公益財団法人 宮城県文化振興財団
「令和3年度 助成支援事業」

1

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

地域における高齢者,障害者,子ども等に関する ・日本全国に所在する団体
複合的な生活課題に,地域住民が主体となって, ・5人以上で活動する営利を目的としない団体(法人
包括的な支援を行う活動
格の有無は問わない)ただし,社会福祉法人は除く

宮城県文化振興

助成

郵送

SOMPO福祉財団

インターネット申請
＊追加資料等郵送
＊「推薦者コメント」提出必須

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人 SOMPO福祉財団
TEL:03-3349-9570
FAX:03-5322-5257
HP:https://www.sompo-wf.org/

※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 都市緑化機構
「第41回緑の都市賞」

3

環境関連

①緑の市民協働部門
・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
②緑の事業活動部門
・民間,公共の空間を問わず事業活動またはそ ①主に市民団体
の一環として取り組んでいる緑の保全や創
(行政や民間事業者との協働で実施している場合を
出活動で,地域の社会や環境に貢献するも
含むが,応募の主体が市民団体であること)
の
②主に民間事業者
・NPO法人等で,公園の指定管理者などとして
(市民団体や行政と協働で実施している場合を含む
活動の大半を事業活動として取り組んでい
が,応募の主体が民間事業者であること)
るもの。
③主に市区町村
・学校や病院等で,業者委託での緑地の整備や
(市民団体や民間事業者と協働で実施している場合
管理に取り組んでいるもの
を含むが,応募の主体が行政であること)
③緑のまちづくり部門
都市や地域の緑化や緑地の保全について,地
域の個性を活かした施策を展開し,成果をあ
げているもの
公益財団法人 都市緑化機構
「第32回 緑の環境プラン大賞」

4

環境関連

①シンボル・ガーデン部門
地域のシンボル的な緑地として人と自然が
共生する都市環境の形成,地域の活性化に寄
与するプラン
②ポケット・ガーデン部門
日常的な花や緑の活動を通して,地域の活性
化や子どもたちへの情操教育,身近な環境の
改善に寄与するプラン

全国の民間,公共の各種団体
①特定非営利活動法人,病院,福祉施設,商店組合,町内
会,事業者,公益/一般の財団/社団法人,公共団体等
の団体およびこれらと同等以上の団体
②花や緑の活動に係る市民団体,特定非営利活動法人
学校/幼稚園/保育園,病院,福祉施設マンション管理
組合,商店組合,町内会,事業者,公益/一般の財団/社
団法人,公共団体等の団体およびこれらと同等以上
の団体

公益財団法人あしたの日本を創る協会
「令和3年度 あしたのまち・くらしづくり活動賞」
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・地域住民が自主的に結成し運営している地域活動
団体,又は,地域活動団体と積極的に連携して地域づ
まちづくり 地域が直面する様々な課題を自らの手で解決
くりに取り組む企業,商店街,学校等
関連
して,住み良い地域社会の創造をめざし,独自の
・活動に2年以上取り組み,大きな成果をあげている
発想により全国各地で活動に取り組んでいる
団体
地域活動団体等の活動
(コロナ禍以前の活動も応募可能です)
・活動範囲は市町村地域程度まで

令和3年6月30日(水)当日消印有効

公益

緑の都市賞

内閣総理大臣賞20万円/1点
国土交通大臣賞15万円/3点以内
都市緑化機構会長賞10万円/3点以内
奨励賞5万円/若干数

郵送

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-2-4田村ビル2階
公益財団法人都市緑化機構内「緑の都市賞」事務局
TEL:03-5216-7191
FAX:03-5216-7195
MAIL:midori.info@urbangreen.or.jp
HP:https://urbangreen.or.jp/

令和3年6月30日(水)

緑の環境プラン

①国土交通大臣賞 1点(上限800万円)
緑化大賞 2点程度(上限各800万円)
②国土交通大臣賞 1点(上限100万円)
コミュニティ大賞9点程度 (上限各100万円)

郵送

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-2-4田村ビル2階
公益財団法人都市緑化機構内「緑の環境プラン大賞」事務局
TEL:03-5216-7191
FAX:03-5216-7195
MAIL:midori.info@urbangreen.or.jp
HP:https://urbangreen.or.jp/
令和3年7月5日(月)
内閣総理大臣賞 賞状,副賞,20万円(1件)
内閣官房長官賞 賞状,副賞10万円(1件)
総務大臣賞 賞状,副賞10万円(1件)
主催者賞 賞状,副賞5万円(5件)
振興奨励賞 賞状(20件)

あしたのまち

助成

メール,郵送,宅配便など

〒113-0033
東京都文京区本郷2-4-7 大成堂ビル4階
公益財団法人 あしたの日本を創る協会
TEL:03-6240-0778
FAX:03-6240-0779
MAIL:ashita@ashita.or.jp
HP:http://www.ashita.or.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SOMPO福祉財団
自動車購入費助成

令和3年7月9日(金)17時まで
1件あたり上限120万円まで
(総額1,200万円)
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福祉関連

主として障害者の福祉活動を行う団体
＊ただし,加齢に伴う障害者(高齢者)の福祉活動 東日本地区に所在する特定非営利活動法人
団体は除く

令和3年度気仙沼市コミュニティ形成支援業務

7

東日本大震災で移転を余儀なくされた方々の
再建先における交流促進,まちづくり等の取り
組み
①専門家/講師の派遣
市外在住の専門家や,市内在住で専門的な
知見や経験を持つ方を講師として派遣し
ます。勉強会開催や活動への助言,制度や
まちづくり
他地域での事例などについて話を聞きた
関連
い場合などに活用できます。その際に必
要となる経費(謝礼金,交通宿泊費,活動費)
を負担します。
②コミュニティ補助金
地域コミュニティにおいて交流活動の促
進を実施,支援している団体に,10万円を
上限とした活動に必要な経費の補助を行
います。
(①との併用も可能です)

SOMPO福祉財団

インターネット申請
＊追加資料等郵送
(締め切り日の消印有効)

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人 SOMPO福祉財団
TEL:03-3349-9570
FAX:03-5322-5257
HP:https://www.sompo-wf.org/
令和4年2月
但し,補助金総額の上限に達し次第終了
①市街在住の専門家,市内在住で専門的な知見や経験を持つ方
(講師)の派遣に係る経費等
②1団体あたり/10万円(上限)
＊①との併用可
＊宮城県「地域コミュニティ再生支援事業補助金」
との併用はできません

郵送,FAX,持参

・被災者のコミュニティ形成に関わる活動を実施,
支援している気仙沼市内の団体
(まちづくり団体,地域活動団体,NPO等法人,自治
会,会議体/協議体,委員会など)
〒988-0056
宮城県気仙沼市上田中2-1-2 グリーンハイツ上田中203
一般社団法人 気仙沼まちづくり支援センター
TEL/FAX:0226-22-3780
MAIL:kesennuma.machicen@gmail.com

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。

