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申請方法

対象活動 対象団体

WEBまたは郵送

WEB

WEB

1
環境
関連

一般財団法人　セブン-イレブン記念財団
「2022年度　環境市民活動助成」

①令和3年10月10日（日）当日消印有効
②③令和3年10月31日（日）当日消印有効

①地域美化助成
・ごみのない，緑と花咲く街並みをつくる活動
②活動助成
・自然環境保護や気候変動対策，脱炭素化をめざす
　取り組みなど，市民が主体となって行う環境活動
③NPO基盤強化助成(事業資金/人件費/家賃の支援)
・地域に必要とされており，地域経済の活性化を図
　る活動
・確立した自主事業をモデル化し，ノウハウ提供や
　指導，拡大を目指す活動

①②③共通
・環境活動を行っている国内のNPO法人，一般社団
　法人，任意団体(自治会，町内会含む)
・日本国内に活動の場を有する団体
・市民が主体的に行う非営利活動
・政治，宗教活動を目的としておらず，反社会的な
　勢力とは一切関わりがないこと
③のみ
・「環境の保全を図る活動」が活動分野として認証
　され，かつ，法人として3年以上の活動実績があ
　るNPO法人
　（任意団体の活動実績期間は，加算されない）
・2019年3月31日以前にＮＰＯ法人格を取得し，
　登記している団体

①1団体あたり上限50万円
②1団体あたり上限100万円

③１団体あたり400万円
（原則3年間　総額1200万円の継続助成）

〒102-8455
東京都千代田区二番町8番地8
一般財団法人　セブンイレブン記念財団　○○助成係
（※○○の中には申請する助成名を記入して下さい）
TEL：03-6238-3872　FAX：03-3261-2513
（電話受付時間　9：30～17：00　※土・日曜日を除く）
mail：oubo.22@7midori.org
HP：https://www.7midori.org/josei/

№
対象
分野

実施主体・名称
締切日時
助成金額

お問合せ

日本財団　公益事業部　国内事業審査チーム
「日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト2021」担当
mail：fukushi-kenchiku@ps.nippon-foundation.or.jp
HP：https://fukushi-kenchiku.jp/

3
文化
芸術
関連

公益財団法人　福武財団
「アートによる地域振興助成」

令和3年10月29日（金）23：59　締切厳守

日本で実施されている事業で，以下の要件を満たす
もの
・現代アートに代表される新しい表現方法を用いた
　事業
・歴史/地理/風土/民俗など，地域資源を生かした
　事業
・地域の振興/発展に資する事業
・地域住民と協働で行っている事業
・継続性かつ発展性のある事業
・営利を目的としない事業

非営利団体/個人ほか，当財団において適当と認め
るもの（個人でも団体でも応募可能）

1件あたり上限300万円
（総額　2000万円）

2
福祉
関連

日本財団
「みらいの福祉施設建築プロジェクト　2021」

令和3年10月15日（金）17：00まで

福祉事業を行う施設や事業所の建築関連事業
（新築/増築/改修/改造/外構工事）

日本国内にて次の法人格を取得している団体（一般
財団法人，一般社団法人，公益財団法人，公益社団
法人，社会福祉法人，NPO法人(特定非営利活動法
人)，医療法人）
・一般財団法人および一般社団法人については非営
　利型のみ対象
・一般財団法人，一般社団法人，NPO法人(特定非
　営利活動法人)については，福祉事業(社会福祉法
　に定める第一種社会福祉事業および第二種社会福
　祉事業)を現に1事業以上実施していること
・医療法人については，経過措置方医療法人でない
　こと

公益財団法人　福武財団　助成担当
TEL：087-892-4455　FAX：087-892-2022
（受付時間　平日：月～金曜日　9：00～17：00）
HP：https://fukutake-foundation.jp/subsidy/art_index

1事業あたり上限3億円
（補助率は100％以内）

10月助成金情報 令和3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

セブンイレブン 環境 助成

日本財団 みらいの福祉

福武財団 アート 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。



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

(気仙沼市社会福祉協議会)

郵送

宮城県気仙沼地方振興事務所へ持参

郵送（簡易書留他，宅急便も可）

4
まち

づくり
関連

社会福祉法人　宮城県共同募金会
令和3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」

住民支え合い活動助成事業
令和3年10月29日（金）必着

令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)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
①生活支援活動
②サロン活動
③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）

※助成総額は1700万円

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

6

まち
づくり
地縁
関連

令和3年度　宮城県地域コミュニティ再生支援事業　第5回 令和3年10月29日（金）

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

対象地域の世帯数によって上限が変化します

〒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

5
子ども
福祉
関連

公益財団法人　楽天　未来のつばさ
「プロジェクト支援（団体向け支援事業）」

令和3年10月29日（金）必着
＊申請希望の初回連絡は10月15日(金)

・児童養護関連プロジェクトで，そのテーマや内容
　が子どもの権利擁護，子どもの最善の利益に資す
　るのものであること
・児童養護関連プロジェクトに於いて，そのプロジ
　ェクトの計画性及び方法が目的を達成するために
　適切で、かつ支援によりプロジェクトの効果が十
　分発揮できると認められたものであること
・営利を目的としないものであること

日本国内における児童養護関連団体で事業計画に
従って遂行に足る能力を有し，それを過去の実績
等で証明できること（申請は1団体，1プロジェ
クト。原則2年連続の助成は行わない）

1件あたり上限30万円

〒160-0022
東京都新宿区新宿6-27-30　新宿イーストサイドスクエア　16階
公益財団法人　楽天　未来のつばさ
mail：info@mirainotsubasa.or.jp （お問合せはメールにてお願いします）
（受付時間　平日　10：30～16；30）

7
文化
芸術
関連

公益財団法人　全国税理士共栄会文化財団
「令和3年度（2021年度・第31期）　地域文化の振興をめざして」

令和3年10月31日（日）当日消印有効

①芸術活動分野
②伝統芸能分野
③伝統芸能技術分野
④食文化分野

①地域における音楽/舞踊/演劇等の芸術活動及び
　それらの人材の育成などに努力している個人ま
　たは団体
②地域における伝統芸能の保存及び後継者の育成
　を図るための活動などに努力している個人また
　は団体
③地域における伝統工芸技術の保存及び後継者の
　育成を図るための活動などに努力している個人
　または団体
④地域における食文化に関わる技能及び技法，並
　びに後継者の育成等を図るための活動に努力し
　ている個人または団体
※推薦制公募方式とし，税理士会及び税理士協同
　組合並びに税理士，都道府県教育委員会/文化
　関係部局，学識経験者，報道機関等いずれかの
　推薦及び本財団所定の推薦書が必要

1件あたり上限50万円

〒141-0032
東京都品川区大崎1丁目11番8号　日本税理士会館4階
公益財団法人　全国税理士共栄会文化財団
TEL：03-5740-8331　FAX：03-5740-8333
mail：cata@zenzeikyo.com
HP：http://www.zenzeikyo.com/cata.html

令和3年 共栄会文化財団

赤い羽根 住民支え合い

楽天 未来のつばさ

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。



WEBから申請後，関係書類を郵送
※封筒表面に「申請関係書類在中」と
朱書きし，特定記郵便，簡易書留郵

便，レターパックにて

郵送

郵送とメール

8
福祉
関連

日本郵便株式会社
「2022年度　日本郵便年賀寄付金」

社会貢献事業への配分金
令和3年11月5日（金）当日消印有効

お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された事業
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
＜一般枠＞
　①活動/一般プログラム
　②活動/チャレンジプログラム
　③施設改修
　④機器購入
　⑤車両購入
＜特別枠＞
　⑥東日本大震災，令和元年台風19号および
　　令和2年7月豪雨の被災者救助/予防（復興）
　⑦新型コロナウイルス感染症の予防/拡大防止

＜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）
①～⑦共通
上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

①③④⑤⑥⑦１件あたり上限500万円
②1件あたり上限50万円

〒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
フォーム： https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html
TEL：03-3477-0567 （受付時間：平日 10 時～12 時/13 時～17 時）
※電話によるお問い合わせは、お急ぎの場合のみ

10

文化
子ども

スポーツ
関連

公益財団法人　森村豊明会
「2021年度　後期　森村豊明会助成金」

令和3年11月15日（月）必着

・学術及び科学技術の振興を目的とする事業
・文化及び芸術の振興を目的とする事業
・労働意欲のある者に対する就労の支援を目的とす
　る事業
・公衆衛生の向上を目的とする事業
・児童または青少年の健全な育成を目的とする事業
・教育/スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発
　達に寄与し，又は豊かな人間性を涵養することを
　目的とする事業

・社会奉仕の精神と志に富み，公益性かつ実効性
　の高い事業を行う団体
・法人格の有無は問いませんが，規約/役員/経理
　などをはじめとする内部管理体制が整備されて
　おり，永続性のある非営利活動団体
　（個人の場合は別途ご相談ください）

上限なし

〒105-0001
東京都港区虎ノ門一丁目２番16号　浜崎ビル５階
公益財団法人　森村豊明会　事務局
TEL：03-6268-8308
FAX：03-3501-7322
mail：zai_sec.06@morimura-houmeikai.jp

9
復興
関連

東北労働金庫
「2021年度　東北ろうきん　復興支援・社会貢献団体助成金制度」

令和3年11月5日（金）

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
や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

1団体あたり上限30万円

〒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：阿部
TEL：022-723-1330　FAX：022-215-3169
mail：suishin@tohoku-rokin.or.jp

日本郵便 年賀寄付金

東北ろうきん 助成

森村豊明会 後期 助成

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


