
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10月18日（火）当日消印有効

①1件あたり上限80万円/年(最長3年)
②上限なし(目安300万円程度)

助成総額2,760万円
郵送

令和4年10月31日(月)必着
※本助成は，令和4年度で終了

1団体あたり上限5万円
（応募額は千円未満切り捨て）

※助成総額2,100万円

活動地または居住地の市町村共同募
金委員会へ持参または郵送

令和4年10月31日（月）

対象地域の世帯数によって
上限が変化します

宮城県気仙沼地方振興事務所へ持参

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

3

まち
づくり
地縁
関連

宮城県
「令和4年度　宮城県地域コミュニティ再生支援事業　第5回」

1
環境
関連

TOTO株式会社
「第18回　TOTO水環境基金」

①日本国内
・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
②海外
・各国/各エリアの水資源保全または衛生的
　かつ快適な生活環境づくりに向けた実践
　活動

①②共通
・営利を目的としない市民活動団体(法人格の有無
　や 種類を問わない)
・目的や内容が，特定の宗教や政治などに偏って
　いない団体
・暴力団/暴力団員/暴力団関係者他，反社会勢力
　等と交際，関係がない団体

令和4年度に実施する，被災地において新
たなコミュニティづくりに向けた生活支援
活動等
・生活支援活動
・サロン活動
・住民交流事業

宮城県在住者５名以上で構成されている東日本大
震災の「被災者支援活動」及び「復興支援活動」
を行うボランティアグループやNPO法人等の非営
利団体

①コミュニティ再生事業
②コミュニティ元気づくり事業
③震災経験伝承事業

・災害公営住宅等に新たに設立された自治会等の
　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
　存の自治会等の住民団体
・災害公営住宅等のうち自治会が存在しない地区
　や，自治会が設立前である地区などで自治会活
　動を支援している市町村，または非営利組織

2

まち
づくり
関連

社会福祉法人 宮城県共同募金会
令和4年度(最終年度) 赤い羽根 ボラサポ2 被災地住民支え合いサポート募金

東日本大震災被災地　「住民支え合い活動助成」

〒802-8601
北九州市小倉北区中島2-1-1
TOTO株式会社 総務本部 総務部 総務第一グループ
TEL：093-951-2224　FAX：093-951-2718　担当：河村/古田/桑野

〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
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　FAX：0226-24-8995
mail：kstssss@pref.miyagi.lg.jp

〒984-0051
仙台市若林区新寺1丁目4番28号
赤い羽根共同募金 社会福祉法人 宮城県共同募金会
TEL:  022-292-5001 / FAX：022-292-5002
HP：http://www.akaihane-miyagi.or.jp

10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336) FAX：0226-24-1226 MAIL：k.npokk@gmail.com

宮城県 コミュニティ再生

TOTO水環境基金

赤い羽根 助成 住民支え合い

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和4年10月31日（月）

①6万円(初年度3万円,2年目3万円)
②上限5万円

メール
※下記のメールに連絡の上，
申請書をお取り寄せ下さい
mail：ashita@ashita.or.jp

令和4年10月31日（月）当日消印有効

1プロジェクトにつき上限20万円
(10団体程度，総額200万円)

郵送

令和4年10月31日（月）当日消印有効

上限なし
郵送

　※メール/FAX/コメリ各店での
申し込みは不可

令和4年10月31日（月）当日消印有効

1件(1団体)あたり上限30万円
(総額4,500万円)

郵送

5
環境
関連

公益財団法人　SOMPO環境財団
2022年度　「環境保全プロジェクト助成」

次の3つの条件を満たすプロジェクト
①原則として，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
②原則として2022年度中に開始予定のもの
　(既に開始されているプロジェクトも対象)
③継続性，発展性を持つプロジェクトであ
　り，その成果が公益のために貢献するもの

次の2つの条件を満たす団体
①2022年12月末時点で公益法人，NPO法人ま
　たは任意団体としての環境保全活動実績が2年
　以上あること
②助成対象となったプロジェクトの実施状況およ
　び収支状況について適正に報告できること

6
環境
関連

公益財団法人　コメリ緑育成財団
「第33回　コメリ緑資金」

・自然環境保全活動
・里地里山保全活動
・緑化植栽活動

団体所在地が活動地域の市町村内であること
・営利を目的とした団体/活動ではないこと
・他の団体/個人への助成ではないこと
・業者に植樹/植栽を委託し実施する活動ではな
　いこと
　(地域住民が自ら行う活動であること)
・自治体の指定管理者として管理している施設/
　場所で行う活動ではないこと

〒164-0001
東京都中野区中野四丁目10番2号 中野セントラルパークサウス
公益財団法人 キリン福祉財団
令和5年度「キリン・地域のちから応援事業」事務局(担当：北村/太田)
TEL:03-6837-7013　/　FAX:03-5343-1093
mail：fukushizaidan@kirin.co.jp
HP：https://foundation.kirinholdings.com/

7
福祉
関連

公益財団法人 キリン福祉財団
令和5年度　[キリン・地域のちから応援事業」

①子ども/子育て世代の福祉向上に関わるも
　の
②シルバー世代の福祉向上に関わるもの
③障がいや困りごとのある人/支える人の福
　祉向上に関わるもの
④地域やコミュニティの活性化に関わるも
　の

①4名以上のメンバーが活動する団体/グループで
　あること
　※NPO等の法人格の有無，および活動年数は問
　　わない
　※障害者/高齢者/子ども/地域活性などを推進す
　　る団体，それらを支援する団体のどちらでも
　　対象
②連絡責任者は満18歳以上であること
　※年齢は令和5年4月1日現在の満年齢とする

4

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）

次の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

〒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/

〒950-1457
新潟県新潟市南区清水4501-1
公益財団法人　コメリ緑育成財団　事務局
TEL：025-371-4455　/　FAX：025-371-4151
mail：midori@komeri.bit.or.jp
URL：http://www.komeri-midori.org/

〒160-8338
東京都新宿区西新宿1-26-1
公益財団法人 SOMPO環境財団　担当：瀬川/斉藤
TEL：03-3349-4614　/　FAX：03-3348-8140
mail：office@sompo-ef.org

SOMPO 環境保全 助成

生活学校 助成

第33回 コメリ緑資金

キリン 地域のちから

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和4年10月31日（月）23：59

　　　Aコース：1件あたり上限30万円
　　　　※小規模な活動等
　　　Bコース：1件あたり上限100万円
　　　　※年間を通しての活動等
　　　（総額600万円）

申請フォームから申し込み

令和4年11月4日（金）

1団体あたり上限30万円
(10団体程度，総額300万円)

郵送またはメール

〒980-8661
仙台市青葉区北目町１-15　Ａｃｅ21ビル
東北労働金庫営業統括部　復興支援・社会貢献団体助成金制度事務局　担当：星
TEL：022-723-1330　FAX：022-215-3169
mail：suishin@tohoku-rokin.or.jp

8

9
復興
関連

東北労働金庫
「2022年度　東北ろうきん　復興支援・社会貢献団体助成金制度」

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③環境の保全を図る活動
④災害救援活動
⑤地域安全活動
⑥子どもの健全育成を図る活動
⑦職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支
   援する活動

東北6県に主たる事務所を有しているＮＰＯ団体
ボランティア団体等で以下の活動に従事している
団体
・東日本大震災からの復旧/復興/被災者支援に従
　事している団体
・当金庫が定める社会貢献活動(①～⑦)に従事し
　ている団体
次のすべてに該当する団体
・東北6県に主たる事務所を有していること
・定款または会則/規約があり、決算報告書また
　は収支報告書が作成されていること
・活動報告書等の事業概要が容易にわかる資料を
　作成している，もしくは活動内容を公開してい
　ること
・法令違反など反社会的行為が認められないこ
　と。また，宗教的活動/政治的活動を行ってい
　ないこと
・当金庫に助成金の受取口座を開設できること

公益財団法人 浦上食品・食文化振興財団
令和4年度「東日本大震災復興支援事業」

岩手県，宮城県及び福島県を対象にNPO
等の団体が行う次のような復興支援活動
①農林業や漁業の復興につながる活動
②地域の食文化を次世代に継承する活動
③食育につながる活動
④食品の製造加工業や直売所，飲食店開業
　などの雇用創出につながるような活動
⑤地域でのコミュニティ形成目的とし，食
　を活用した復興支援活動
⑥食を通しての子育て世代支援の活動
⑦こども食堂支援に対する活動
⑧食を通して防災意識や防災行動を考えた
　り高めたりする活動

岩手県，宮城県及び福島県で活動している次の
いずれかに該当する団体
①法人格を有している団体
②地元のためになる活動をしている団体
③新たな価値を創出するNPO等や企業との連携を
　している団体 公益財団法人 浦上食品・食文化振興財団

HP：https://www.urakamizaidan.or.jp/contact.php（お問合せフォーム）
TEL：050-3532-6365
※申請に関する問い合わせは，10月31日（月）16：00まで

震災
復興
関連

東北ろうきん 助成

浦上食品 震災復興 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和4年11月4日（金）当日消印有効

　　①③④⑤⑥⑦ １件あたり上限500万円
　　　　 ②　　　 1件あたり上限50万円

申請入力フォームから申請後，
関係書類を郵送

随時

　　①原材料費助成
　　　1団体あたり上限5,000円/(年3回まで)
　　②講師謝礼助成
　　　1団体あたり上限7,400円/(年2回まで)

持参または郵送

〒988-8501
気仙沼市八日町一丁目1番1号
気仙沼市魚食健康都市推進協議会事務局(気仙沼市産業部水産課内)
TEL：0226-22-6600　(内線518)
mail：suisan@kesennuma.miyagi.jp
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s075/020/010/010/010/1184230
593738.html

10
福祉
関連

日本郵便株式会社
「2023年度　日本郵便年賀寄付金」

社会貢献事業への配分金

お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定さ
れた10の事業のいずれかに該当し，かつ，
申請法人の定款または寄付行為に基づいて
行う事業

＜お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定
された10の事業＞
・社会福祉の増進を目的とする事業
・風水害/震災等非常災害による被災者の
　救助又はこれらの災害の予防を行う事業
・交通事故の発生若しくは水難に際しての
　人命の応急的な救助又は交通事故の発生
　若しくは水難の防止を行う事業
・文化財の保護を行う事業
・青少年の健全な育成のための社会教育を
　行う事業
・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
・他
※詳細は要項参照

下記に掲げる法人であり，申請時直近の決算時に
おいて法人登記後1年以上が経過し，かつ，過去
1年間を期間とする年度決算書が確定している法
人
＜一般枠＞
・社会福祉法人，更生保護法人，一般社団法人，
　一般財団法人，公益社団法人，公益財団法人ま
　たは特定非営利活動法人（NPO法人）
＜特別枠＞
・一般枠配分団体に加え，営利を目的としない法
　人（例：生協法人，学校法人等）

〒100-8792
東京都千代田区大手町二丁目3番1号　大手町プレイスウエストタワー
日本郵便株式会社　総務部内　年賀寄付金事務局　宛
Webサイト：https://www.post.japanpost.jp/kifu/
TEL：03-3477-0567 （受付時間：平日 10 時～12 時/13 時～17 時）

11

まちづ
くり
関連

気仙沼市魚食健康都市推進協議会
魚食普及推進事業補助

市内の団体が水産物を使った料理教室や
イベントの開催等
①水産物を使用した料理教室等の原材料費
②水産物を使用した料理教室等の際に外部
　講師を依頼した場合の謝金

・お魚等の水産物をメインとした料理教室
　など魚食推進を図る事業
・地元の水産物に親しむイベントを開催
　し，お魚クッキング等のレシピ集の配布
　を行うなど
・魚食の普及拡大を図る事業
・健康指導/栄養指導等を通して魚食に関す
　る知識の普及を図る事業

市内の団体で営利を目的としない団体
(自治会/サークル/市民団体/任意団体など)

日本郵便 年賀寄付金

気仙沼市 魚食水産物 助成金

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


