
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5年3月14日(火)

　　①～③１件あたり上限１００万円
　　　④　１件あたり上限２００万円
　（※①～④助成率は助成対象費用の80％）
　　　　　　　総額5,000万円

WEBより
https://josei.kiguchi.or.jp/

令和5年３月15日（水）

a/c/d：1事業あたり上限200万円
b：1事業あたり上限300万円
e：1事業あたり上限100万円

申請フォームより
・申請フォームから送信できない補足資
　料は，データ便または郵送等
・郵送の場合は申請事業の担当窓口宛

環境
関連

2

[e事業関係]（実施箇所の各都道府県緑化推進委員会 事務局）
〒981-0914
仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 宮城県仙台合同庁舎10階
公益財団法人　宮城県緑化推進委員会
HP：miyagiryokusui.com/みやぎ緑推

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

1
福祉
関連

公益財団法人　木口福祉財団
「2023年度 地域福祉振興助成」

障がい者等を支援する福祉活動，ボラン
ティア活動
【対象事業】
①企画開催
②工事
③物品購入
④車両購入

障がい者等を支援する福祉活動，ボランティア活
動に取り組む団体/グループ
※法人格の有無，活動の期間は不問。
　個人の申し込みは不可。

〒659-0051
兵庫県芦屋市呉川町14-10
公益財団法人　木口福祉財団
TEL：0797-21-5150　/　FAX：0797-35-4500
mail：josei@kiguchi.or.jp
https://kiguchi.or.jp/jyoseijigyou/jyosei_program/

[a/c/d事業関係]
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4　砂防会館別館5階
公益社団法人　国土緑化推進機構「緑の募金」公募担当
TEL：03-3262-8457　/　FAX：03-3264-3974
mail：m-bokin@green.or.jp

[b事業関係]
〒112-0004
東京都文京区後楽1-7-12　林友ビル5階
公益財団法人　国際緑化推進センター気付
国土緑化推進機構「緑の募金」国際協力公募担当
mail：support-ngo@jifpro.or.jp

公益社団人　国土緑化推進機構
「2023年度 緑の募金」

共通：申請フォーム：https://www.green.or.jp/bokin/bokin-kobo

森林ボランティア，里山保全団体及びNPO
等による以下の活動
①国内外の森と人を元気にする活動
②地球の緑を増やし，地球温暖化防止や生
　物多様性保全に貢献する活動
③森づくりのリーダーを育てる活動
④森や里山で子どもたちを育むことができ
　る活動

【一般公募事業】
 a：森林整備/緑化推進
 b：国際協力
　
【次世代育成公募事業】
 c：次世代の森づくりを担う人材育成

【特別公募事業】
d：つながる，つなげる，子ども若者応援
　
【都道府県緑推推薦事業】
 e：子どもたちの未来の森づくり
※要項参照

以下の①～③の要件のすべてを具備している団体
①自主的，組織的な活動で事業を完了できること
②交付金の使途に係る条件遵守が確実であること
③営利を目的としない民間団体で，次の1から5の
　要件をすべて満たしていること
　1.定款，寄付行為またはこれらに準ずる規約を
　　有すること
　2.団体の意思を決定し，要望に係る活動を執行
　　する組織が確立していること
　3.自ら経理し，監査することができる会計組織
　　を有すること
　4.活動の本拠として事務所を日本国内に有する
　　こと
　5.反社会的勢力ではないこと

3月助成金情報 令和5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

木口福祉財団 助成

緑の募金 募集

共通：申請フォーム

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和5年3月17日（金）

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

令和5年３月29日（水）必着

①/②1グループあたり上限100万円
③1グループにつき上限10万円

郵送

令和5年３月31日（金）17：00

１団体あたり上限５０万円
８団体程度

申請フォームより
https://www.public.or.jp/project/f0
168

5
福祉
関連

公益財団法人　パブリックリソース財団
塩沼亮潤　大阿闍梨基金

～ともに寄り添うプラットフォーム～
「第1回経常助成（２０２３年度）」

困窮家庭の子どもや生活困窮者を支援し，
社会課題の解決を目指す活動
・困窮家族の子どもを支援する事業/活動
・生活困窮者（ホームレス，居住困難者）
　を支援する事業/活動

※他，応募要件あり。要項参照

次のいずれかに該当する事業/活動を行う非営利団
体（非営利法人または任意団体）
・国，地方自治体，宗教法人，個人，営利を目的
　とした株式会社/有限会社/合同会社は除く。趣
　旨や活動が政治/宗教/思想/営利などの目的に偏
　る団体も除く
・非営利法人とは：特定非営利活動法人，社会福
　祉法人，公益法人，非営利型一般社団法人，医
　療法人，学校法人，協同組合などの非営利法人
※任意団体は定款（組織規約，運営規定），事業
　報告書，決算報告書を作成し，提出できること

※他，応募要件あり。要項参照

問い合わせフォームより
https://www.public.or.jp/project/f0168

※お問い合わせは，3月31日(金)12時まで受け付け

3
コミュニ

ティ
関連

宮城県
「令和5年度　宮城県地域コミュニティ再生支援事業　第1回」

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

〇気仙沼・南三陸地区
〒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
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〒150-0041
東京都渋谷区神南1-4-1
社会福祉法人　NHK厚生文化事業団「わかば基金」係
※申請の際には，あて先に「わかば基金○○部門」と記入のこと
TEL：03-3476-5955（受付時間：平日10：00～17：00）
mail：info@npwo.or.jp

福祉
関連

社会福祉法人 NHK厚生文化事業団
「第35回　地域福祉を支援する「わかば基金」」

地域に根ざした福祉活動を展開している
NPOやボランティアグループが，活動の
幅を広げるための活動
①支援金部門
②災害復興支援部門
③PC・モバイル端末購入支援部門

①②③部門共通
地域に根ざした福祉活動を行っているグループ
任意のボランティアグループまたはNPO法人

①国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設
　け，この支援金でより活動を広げたいという
　グループ
②
・東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた災
　害の被災地域に活動拠点があり，福祉活動を
　通してその地域の復旧/復興をすすめているグ
　ループ
・被災地に必要な新たな福祉事業を展開したい，
　と考えているグループ
③パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に
　取り組んでおり，台数を増やすことで，より
　高齢者や障害者に役立ち，活動の充実を図れ
　るグループ

NHK わかば基金

パブリックリソース財団 助成

宮城県 コミュニティ再生

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



令和5年3月31日（金）当日消印有効

1件あたり30～200万円 郵送

令和5年3月末日　必着

上限なし
助成総額500万円(10件程度)

郵送（簡易書留）
※パソコンで申請書を作成の場合は，

郵送の他，メールでも送付可

〒600-8008
京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20
みずほ信託銀行株式会社　京都支店　信託営業第一課
公益信託 タカラ・ハーモニストファンド事務局　担当：小林，鈴木
TEL：075-211-5525　/　FAX：075-212-4915
mail：kouekishintaku.kyotoshiten@mizuhotb.co.jp

〔申請書電子ﾌｧｲﾙ送付先：kouekishintaku.kyotoshiten@mizuhotb.co.jp〕

日本の無形伝統文化の保存/振興を図るた
め，伝統工芸技術，伝統芸能，民俗芸能，
行事の各分野で保存/伝承/振興活動および
調査/研究活動において，有効な成果が期待
できる事業
①無形の伝統文化に関する保存/記録作成
　事業
②無形の伝統文化の後継者育成/普及事業
③無形の伝統文化に関する調査/研究
④無形の伝統文化の復元/伝承事業
⑤無形の伝統文化の保存ために欠くことの
　できない技術や原材料/道具などに関す
　る伝承事業

公益財団法人　ポーラ伝統文化振興財団
「2023年度　助成」

・個人，団体いずれも申請することができる
　（但し，一個人，一団体につき一件の申請に
　　限る）
・団体の場合，法人格の有無は問わない。但し，
　永続性のある活動団体である事を原則とする

〒141-0031
東京都品川区西五反田2-2-10　ポーラ第2五反田ビル
公益財団法人　ポーラ伝統文化振興財団 事務局 助成事業担当
TEL：03-3494-7653
mail：info@polaculture.or.jp
対応時間：平日 10：00～17：00  (土日祝を除く)

7
環境
関連

宝ホールディングス株式会社　公益信託 タカラ・ハーモニストファンド
「2023年度　タカラ・ハーモニストファンド助成事業」

・日本国内の森林/草原，木竹等の緑を保
　護，育成するための活動または研究
・日本国内の海/湖沼/河川等の水辺の良好
　な自然環境を整備するための活動または
　研究
・日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然
　環境の保全及び創出に資するための活動
　または研究

・具体的に着手の段階にある活動/研究
・営利を目的としない活動/研究
・活動/研究主体の資格は問わないが，次の条件を
　満たすもの
【個人の場合】
　助成金の使途が助成の目的に沿って適確であり,
　当該事業に係わる施設の利用や助成金の使途等
　の面で本人あるいは親族など特別な関係のある
　者に特別の利益を与えない者
【任意の団体の場合】
　助成金の使途が助成の目的に沿って適確であり,
　代表者または，管理者の定めのある団体で，役
　員その他機関の構成，選任方法，その他事業の
　運営に重要な事項が，特定の者，あるいは特別
　の関係者等の意志に従わずに，運営されている
　団体，また，特定の者等に特別の利益を与えて
　いない団体

6
伝統
文化
関連

タカラ・ハーモニストファンド

ポーラ伝統文化振興財団

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


