
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1月14日（金）
午後11時59分まで

①1団体あたり上限50万円
②1団体あたり上限10万円

メール
2022kagome@musubie.org

※件名を「カゴメみらいやさい財団助
成金申請書在中」とする

令和4年1月17日（月）必着

1活動(事業)あたり上限500万円
WEB(応募フォームより)

※メールや郵送不可

令和4年1月17日（月）必着

1活動(事業)あたり上限1,000万円
WEB(応募フォームより)

※メールや郵送不可

№ 対象分野
実施主体・名称

お問合せ

3 福祉関連

社会福祉法人　中央共同募金会
「2022年度　赤い羽根福祉基金　一般助成」

生活上の困難に直面する人々,権利を侵害されて
いる人々,何らかの生きづらさを抱えている人々
を支援することを目的とした以下のいずれかの
活動
①直接的な支援事業/活動
②支援事業/活動の基盤づくり,ネットワーク
　づくり
③支援事業/活動を充実/発展させるための調査
　/研究事業

・社会福祉/地域福祉の推進を目的とする非営利の
　団体(法人格の有無は不問)
・応募時点で団体が設立されており,助成対象活動
　(事業)の実施体制が整っていること
　(活動年数は不問)
・活動内容が,特定の宗教や政治思想を広めること
　を目的とするものでないこと
・反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わ
　りがある団体でないこと
※要項参照

社会福祉法人　中央共同募金会　基金事業部
赤い羽根福祉基金助成担当宛
TEL：03-3581-3846
mail：kikin-oubo@c.akaihane.or.jp

2
子ども

福祉関連

社会福祉法人　中央共同募金会
「2022年度　赤い羽根福祉基金　生きづらさを抱える若者の未来創出活動応援助成」

10代後半から概ね30歳までの生きづらさを抱え
た若者が前向きに生きていけるように支援するこ
とを目的とした以下のいずれかの活動
①安心できる居場所がない若者に対し,オンライ
　ンや対面での居場所を開設または運営する事
　業/活動
②自ら声をあげられない若者にアウトリーチし,
　孤立を防止することを目的とした事業/活動
③社会経験の少ない若者の自立に向けて,学習や
　就労の機会を作ったり,自立をめざすための住
　居等を提供することを目的とした事業/活動
④地域で若者と共に生きる仕組みをつくるため
　の調査/研究をする事業/活動
⑤若者に対する支援を行う団体のネットワーク
　を作るための事業
⑥その他,若者が希望を持って生きるために必要
　と認められる事業/活動

・社会福祉/地域福祉の推進を目的とする非営利の
　団体(法人格の有無は不問)
・応募時点で団体が設立されており,助成対象活動
　(事業)の実施体制が整っていること
　(活動年数は不問)
・活動内容が,特定の宗教や政治思想を広めること
　を目的とするものでないこと
・反社会的勢力および反社会的勢力と密接な関わ
　りがある団体でないこと
※要項参照

社会福祉法人　中央共同募金会　基金事業部
赤い羽根福祉基金助成担当宛
TEL：03-3581-3846
mail：kikin-oubo@c.akaihane.or.jp
HP：https://www.akaihane.or.jp/news/kikin/23629/

1 子ども関連

一般財団法人　カゴメみらいやさい財団
「2022年度　助成」

①こども食堂継続応援コース
　こども食堂をはじめとする居場所作り等の事業
②こども食堂スタートアップ応援コース
　2021年4月以降に新しく「こども食堂」を開
　設され,こども食堂をはじめとする居場所等を
　提供している事業

・無料もしくは低額で食事を提供する「こども食
　堂」の活動を行う団体等
　(法人格の有無は問わないが,宗教法人,営利企業
　が行うこども食堂は対象外)
・助成金の対象となる事業を完遂する見込みがあ
　る団体
・団体名義の口座を持っている団体等
・会計帳簿の管理ができる団体等
・「助成金受領における誓約書」を提出いただけ
　る団体等

全国こども食堂支援センター・むすびえ内
カゴメみらいやさい財団助成事業担当
mail：2022kagome@musubie.org
※むすびえは,本助成事業の委託先団体になります

1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

赤い羽根 福祉 生きづらさ 助成

赤い羽根 福祉 一般 助成

カゴメ みらい 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1月20日（木）当日消印有効

上限50万円
(講演会/フォーラム/演奏会などの開催

に対しては,上限10万円）
郵便または持参

令和4年1月31日（月）

原則として総額の80％以内 郵送またはメール

令和4年1月31日（月）※当日消印有効

①1件あたり上限70万円
②1件あたり上限40万円

郵送
（レターパック等送付物の配達確認が

できるもの）※推薦書必須

令和4年1月31日（月）必着

1組織(団体)あたり上限30万円 郵送

5
文化/芸術

関連

日本音楽財団
「音楽文化振興・普及のための助成」

①,②のいずれかまたは両方を充たしている事業
①ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロ,コントラバス,
　ヴィオール属等の弦楽器を主とした演奏にお
　いて,音楽的,技術的向上を目的とする事業
②より多くの人に優れた弦楽器演奏を鑑賞する
　機会を提供する事業

・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,特定非営利活動法人な
　どの法人格を有し,非営利活動/公益事業を行う
　団体
・以下に挙げる要件を充たしている任意団体
　(1)団体の意思を決定し,執行できること
　(2)団体名と同じ名義で銀行口座を有している
　　 こと

〒107-0052
東京都港区赤坂1-2-2　日本財団ビル5階
日本音楽財団　助成事業係宛
TEL：03-6229-5566
mail：info@nmf.or.jp

4 福祉関連

みやぎ生協
「福祉活動助成金　下期」

宮城県内における地域福祉の向上をめざし,福祉
活動に関わる地域住民/民間団体の自主的/非営
利的で継続的な地域活動や研究活動を目的とし
た民間団体およびボランティアグループ/個人
による非営利の事業

宮城県内で活動している団体およびグループ/個人
で,組織や事業の運営について重要事項が決められ
ており,代表者および所在地が決まっているもの
(法人格の有無は不問)

〒981-3194
仙台市泉区八乙女4-2-2　みやぎ生協　生活文化部　地域活動推進課
TEL：022-218-3880　/　FAX：022-218-3663
受付時間：平日　9：30～18：00（祝日を除く）
HP：https://www.miyagi.coop/member/fukushi/hotwork/

7
まちづくり

関連

みやぎ生協　/　(株)日専連ライフサービス
「第6回　COOPトリプルカード　みやぎスマイル基金」

宮城県内で取り組まれる
「営利を目的としない社会貢献活動」

・公益を目的とし,宮城県内に活動拠点があり,原則
　として1年以上活動している組織,団体
　活動1年未満の団体であっても,申請書類一式を
　準備できる場合は応募可
・代表者/所在地等,組織や事業の運営の重要事項
　が定まっている組織/団体
　申請団体の法人格の有無は不問
・継続的な活動を行う意志を持っていること
・公的な補助を受けている場合や,他の機関の助成
　を受けている団体でも,事業の必要性によって助
　成の対象となる。申請の際,他機関からの助成の
　有無を明記のこと
　ただし,「みやぎ生協福祉活動助成金」との重複
　申請は不可(同一事業の場合)

〒981-3194
仙台市泉区八乙女4-2-2
みやぎ生協　生活文化部　みやぎスマイル基金事務局
TEL：022-218-3880　/　FAX：022-218-3663
HP：https://www.miyagi.coop/coop-smile/

6
文化/芸術

関連

公益財団法人　明治安田クオリティオブライフ文化財団
「令和4年度　地域の伝統文化保存維持費用助成」

①地域の民俗芸能への助成
②地域の民俗技術への助成

①地域の民俗芸能の継承,特に後継者育成のための
　諸活動に努力をしている個人または団体
②地域の民俗技術の継承,特に後継者育成のための
　諸活動に努力をしている個人または団体
(※申込みに際して県教育委員会または知事部局の
　 文化関係所管課の推薦必須）

〒163-0633
東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル33階
TEL：03-3349-6194　/　FAX：03-3345-6388
HP：https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp

日本音楽財団 助成

明治安田 地域の伝統 助成

みやぎ生協 福祉 助成

みやぎ生協 スマイル基金

※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1月31日（月）当日消印有効

①1団体あたり上限50万円
②1団体あたり上限40万円

郵送または宅配便
（WEB/メールは不可）

令和4年2月10日（木）

1事業所あたり上限100万円
総事業費（渡航費を除く）の1/2を限度

郵送
※あらかじめ,電話やメールで

要相談

令和4年2月14日（月）
※予算の上限に達した時点で終了

①1団体あたり上限20万円
②1団体あたり上限30万円

持参または郵送

10
子育て

福祉関連

宮城県
「子どもの食緊急支援事業補助金」

①活動を休止した子ども食堂を再開するための
　事業
②子ども食堂の開催の代替として行う食糧配送
　等の事業

原則として次の要件を全て満たす団体
・県内で子ども食堂を運営している団体又は子育
　て世帯に対し食糧配送等を行っている団体
・規約又は趣旨書を有し,支援/活動の実態が明確
　である団体
・政治/宗教的/営利を目的としていない団体
・構成員が原則3人以上である団体

〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県保健福祉部子育て社会推進課企画推進班
TEL：022-211-2528　/　mail：kosodates@pref.miyagi.lg.jp
HP：: https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/kodomosien.html

9 国際関連

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金」

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
仙台市青葉区堤通雨宮町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

8 国際関連

公益財団法人　三菱UFJ国際財団
「2022年度　公募助成金」

国際交流活動を行う日本のグループ/団体宛に,
海外のカウンターパーティとなるグループ/団体
との間で行われる交流活動

①一般団体
(NPO法人等で交流事業を社会人が企画・実施
する団体)
②学生団体
(交流事業の企画/運営すべてを学生だけで実施
する団体)
※日本所在のグループ/団体に限る

〒105-0014
東京都港区芝2丁目4-3
公益財団法人　三菱UFJ国際財団　事務局宛
TEL：050-3649-8859
mail：tokyo_honbu@mitsubishi-ufj-foundation.jp

未来のとうほく 助成

三菱UFJ国際財団 助成

宮城県 子どもの食 補助金

※詳細については，各団体の募集要項をご覧下さい。


