
締切日時 ホームページ

助成金額 申請方法

対象活動 対象団体

令和4年4月15日（金）必着

①1件あたり上限20万円
②1件あたり上限50万円
③，④1件あたり上限30万円

郵送
※簡易書留，レターパックスプラス，

宅配便などの配達記録が残るもの

令和4年4月18日(月)17:00必着

1事業あたり上限180万円
(対象となる事業の10分の9以内])

※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

持参
提出時にヒアリングを実施

(事前に電話で予約)

＊やむを得ず郵送の場合は必ず「特定記
録郵便」又は「簡易書留」とし，電話に

てヒアリング日時等を予約のこと

令和4年4月22日（金）必着

1活動あたり上限20万円 郵送のみ

宮城県
「令和4年度　宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金」

〒980-8570
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

(1)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
(2)継続して実施される事業
(3)重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

①NPO法人，,ボランティア団体，公益法人，社会福祉法人，
　学校法人，地縁組織(自治会,町内会等)，協同組合等の民間
　非営利組織

②  ①に掲げる団体等及び地方公共団体を構成員に含む
　協議体

2
復興・福祉
まちづくり

関連

No 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

3

一般財団法人　みなと総合研究財団
「令和4年度　未来のみなとづくり（港・海辺活動）助成」

〒105-0001
東京都港区虎ノ門3丁目1番10号第2虎の門電気ビルディング4階
一般財団法人　みなと総合研究財団
TEL：03-5408-8291　/　FAX：03-5408-8741
mail：josei@wave.or.jp
HP：https://www.wave.or.jp/
「未来のみなとづくり助成(港・海辺活動/調査研究助成)担当」担当：仙﨑・佐藤

港や海辺の活動
①環境教育活動
②環境保全・再生活動
③自然体験活動

・港や海辺を活動の拠点とする特定非営利活動法人，もしく
　は，それに準じた任意団体等
・2つ以上の団体が共催で行う事業については，その共催する
　団体のうち1つの団体に限り助成対象とする

環境
関連

公益財団法人　カメイ社会教育振興財団
「令和4年度 助成」

子ども
文化・芸術

関連
1

〒980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-23
公益財団法人　カメイ社会教育振興財団
（カメイ美術館内　11：00～16：00　月曜定休）
TEL：022-264-6543　/　FAX：022-264-6544
mail：info@kameimuseum.or.jp
HP：https://www.kameimuseum.or.jp/foundation/

※要項確認

①博物館学芸員等の内外研修に対する助成
②博物館に関する国際交流に対する助成
③青少年の社会教育活動に対する助成
④文化及び芸術等の振興に対する助成

4月助成金情報 令和4年
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

みなと総合 助成 令和4年

カメイ 社会教育 助成

宮城県 NPO等による 補助

※詳細については，各団体の募集要項をご覧ください。



令和4年4月28日（木）

まちづくり
関連

特別助成金（1団体）100万円
助成金（6団体）30万円

メール

令和4年4月30日（土）

①6万円(初年度3万円,2年目3万円)
②上限5万円

メール
※下記のメールにご連絡の上，申請書類

をお取り寄せ下さい。
mail：ashita@ashita.or.jp

令和4年4月末日

上限30万円 メールまたはFAX

令和4年5月6日（金）当日消印有効

上限なし
※①②合わせた助成総額850万円

郵送
（簡易書留等）

〒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　生活学校募集係
TEL：03-6240-0778　/　FAX：03-6240-0779
mail：ashita@ashita.or.jp　/　URL：http://www.ashita.or.jp/

5
子ども

福祉関連

公益財団法人　あしたの日本を創る協会
令和4年度　地域活動団体への助成「生活学校助成」

①生活学校への参加
②全国運動への参加
（テーマ：食を通じた子どもの居場所づくり）

①及び②の両方に該当する団体
①身近な地域や暮らしの課題解決に取り組む地域活動団体
②全国の生活学校が連携して行う全国運動に参加する意向のあ
　る地域活動団体

〒130-8606
東京都墨田区江東橋3-3-7　(一財)自然環境研究センター内
公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局
TEL：03-6659-6310　/　FAX：03-6659-6320

6
子ども

教育関連

一般財団法人　BNI財団ジャパン
「助成金（Givers Gain® Grant）」

子どもとその教育に焦点をあてた,非営利の教育機関のプロ
グラム

小中学校・高等学校及び児童施設の青少年の教育に携わる立場
にあり,教育プログラムのための資金的援助を必要としている方 TEL：0422-71-3161（受付時間：月～金曜日　10：00～17：30）

FAX：0422-24-7718
URL：https://www.bnifoundation.jp/contact/

7 自然関連

公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局
「2022年度　FGF助成」

①活動助成
　自然環境保全もしくは自然とのふれあい活動
②研究助成
　身近な自然環境保全のための調査研究もしくは自然と
　のふれあいを促進するための調査研究

・営利を目的としない活動及び研究
・活動及び研究が行われるフィールドは，日本国内であるもの
　※その他，要項参照

東北電力　地域づくり支援制度
「東北・新潟の活性化応援プログラム」2022

〒980-8550
仙台市青葉区本町1丁目7番1号
東北電力株式会社　ソーシャルコミュニケーション部門　地域共生ユニット
TEL：022-799-6061
　　（受付時間：平日9：00～17：00  （12：00～13：00を除く））
mail：s.program.wa@tohoku-epco.co.jp
HP：https://www.tohoku-epco.co.jp/sprogram

・東北6県と新潟県に所在する団体が主体となって実施してい
   る活動であること
・地域産業の振興や，地域コミュニティの再生/活性化，
　交流人口の拡大などの地域課題解決に資する活動を2年以上
　行っており，今後も継続する団体の活動であること
・新型コロナウイルスの影響が継続することを前提に対面での
　活動が制限された場合でも，助成期間(2022年11月頃から
　2023年12月)内で活動を完了させられること

地域産業の振興や，地域コミュニティの再生/活性化，交
流人口の拡大などの地域課題解決のための自主的な活動
（受託事業等は対象外）
①地域産業の振興
②地域コミュニティの再生/活性化
③交流人口の拡大

4

BNI ジャパン 助成

2022年 FGF助成

生活学校 助成

東北電力 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧ください。



令和4年5月9日（月）当日消印有効

1団体あたり上限100万円

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，配達記録が残るもの

令和4年5月10日（火）

1事業あたり上限100万円
助成額は,総事業費(渡航費を除く)の1/2を
限度とし,1万円単位として,1万円未満の

端数は切り捨て

郵送

令和4年5月20日（金）必着

1グループあたり上限10万円
郵送

※都道府県/指定都市または市区町村社会
福祉協議会の推薦が必要

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-1　丸の内センタービルディング
公益財団法人 みずほ教育福祉財団　福祉事業部
TEL：03-5288-5903　/　FAX：03-5288-3132
mail：fjp36105@nifty.com
※お問合せはできるだけメールをご利用下さい。電話やFAXの場合は,ご回答が遅く
　なる場合があります

9
国際協力

関連

公益財団法人　未来の東北博覧会記念国際交流基金
「令和4年度　公益財団法人未来の東北博覧会記念国際交流基金助成」

①国際交流事業
②国際協力事業
③多文化共生推進事業

宮城県内に主たる事務所を有する非営利団体。なお,団体の構成
員の半数以上が宮城県内に住所を有し,活動するもの

〒981-0914
仙台市青葉区提通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎7階
（(公財)宮城県国際化協会内）
公益財団法人 未来の東北博覧会記念国際交流基金
TEL：022-275-3796　/　FAX：022-272-5063
mail：mail@mia-miyagi.jp

10
福祉関連

公益財団法人　みずほ教育福祉財団
第39回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」

①高齢者を対象とした生活支援サービス
②高齢者による，地域共生社会の実現につながる活動
③高齢者と他世代との交流を図る活動
④レクリエーションを通じて高齢者の生活を豊かにする
　活動

地域において,助成の趣旨に沿った活動を行っている,個人が任意
で参加する比較的小規模なボランティグループで,次の要件を満
たすもの
・グループメンバー：10～50人程度
・グループ結成以来の活動期間：満2年以上(令和4年3月末時
点)
・本助成を過去に3年以内(令和元年以降)に受けていないこと
・グループの組織/運営に関する規約(会則),年度毎の活動報告書
　類及び会計報告書類が整備され,規約(会則)に定めるグループ
　名義の金融機関口座を保有していること

〒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（受付時間：月～金曜日　10：00～17：00）

8
まちづくり

関連

サントリーホールディングス株式会社
公益社団法人　日本フィランソロピー協会

2022年　第2期「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」

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

応募時点で①から③をすべて満たす団体/個人
①常時連絡が可能な状態である
②応募する活動が岩手県/宮城県/福島県内での活動である
③岩手県/宮城県/福島県内に主たる活動拠点がある

令和4年 未来の東北

公益 みずほ 老後を豊かに

サントリー みらいチャレンジ

※詳細については，各団体の募集要項をご覧ください。


