平成 30 年 12 月 28 日
各

位
仙台市青葉区一番町二丁目１番１号

株式会社 仙 台 銀 行
平成 30 年度・公益信託「仙台銀行まちづくり基金」助成先の決定について
－ 震災復興に取り組む地域づくり団体等の活動に助成 －
株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 鈴木 隆）が創設しました公益信託「仙台銀行
まちづくり基金」の運営委員会は、下記のとおり、平成 30 年度（第 27 回）の助成先を決定
いたしましたのでお知らせします。
今年度は、東日本大震災からの復興活動に取り組む地域づくり団体など 27 先に、総額
2,889,200 円の助成を行います。当行は、今後も本基金を通じて震災復興へ向けたまちづく
り活動を支援してまいります。
記
１．平成 30 年度の助成先決定について
（１）本基金は、当行創業 40 周年記念事業として平成 4 年に創設した公益信託による基金
であり、今年度で第 27 回目を迎えます。
（２）今年度は、東日本大震災からの地域復興やまちづくりに取り組む宮城県内の団体等
27 先に、総額 2,889,200 円の助成を決定いたしました。
（３）今回の助成を含めますと、創設以来の助成累計実績は 173 先、20,789,200 円となり
ます。助成金の交付は、平成 31 年 2 月上旬を予定しております。
２．平成 31 年度の助成先募集について
（１）募集期間
平成 31 年 4 月 1 日～同年 9 月 30 日となります。
（２）募集要項
詳細が決まり次第、当行ホームページ等でお知らせいたします。
平成 31 年度も震災復興に取り組む地域づくり団体等を支援してまいります。

仙台銀行まちづくり基金 平成 30 年度（第 27 回）助成先一覧
助成先

宮戸コミュニティ推進協議会

水谷 公宣

国分町駆け込み寺

所在地

助成額

東松島市

30 万円

栗原市

仙台市
青葉区

活動内容及び助成金使途等
・東松島市宮戸島に伝わる風習・文化・伝承等につい
てまとめた地域誌を作成し、子供たちの代へ伝える
とともに、島の魅力を発信するツールとして活用し、
地域振興を図る取り組みを行う。
・地域誌の作成費に助成する。

30 万円

・商店街事業「くりこま夜市」の再構築のシンボルと
して、提灯を活用した演出で街を彩ることにより、
地域の活性化につなげる取り組みを行う。
・提灯の制作費に助成する。

289,200
円

・被災地において増加している心理的な面が原因で起
こる様々な問題（ＤＶ、家出、金銭トラブル、スト
ーカー、家庭内暴力、虐待等）の相談を受ける相談
員の増員に取り組む。
・相談員増員のための悩み相談員養成講座及び悩み事
例研究会の開催費に助成する。

若林シーサイドマラソン実行
委員会

仙台市
若林区

15 万円

・震災の経験を風化させないこと、復興の現状を確認
することを目的として、仙台市若林区の沿岸地域に
新たに整備された県の管理用堤防を利用したマラソ
ン大会を開催する。
・マラソン大会の開催費に助成する。

館山公園を復活させる会

大崎市

15 万円

・三本木館山公園に新たに桜を植樹することで緑化推
進を図り、住民の快適空間の整備に取り組む。
・桜の苗木の購入費等に助成する。

15 万円

・
「那智カタクリの里」散策路の環境整備並びにガイド
ツアーの充実化等を通じ、自然と共生できるまちづ
くりに取り組む。
・散策路の整備費等に助成する。

15 万円

・ホタルの飼育や放流等を通じ、地域の小学生への環
境教育に取り組むとともに、近隣住民と協力しホタ
ルが生息する公園の環境整備に取り組む。
・ホタルの飼育・環境教育等に係る活動費に助成する。

15 万円

・地域住民が参加する防災活動の一環として、非常用
携帯トイレの作成・普及活動を実施し、活動を通じ
て世代間交流を図り、草の根の共助体制が確立した
まちづくりに取り組む。
・非常用携帯トイレの作成費に助成する。

那智カタクリの里を育てる会

名取市

青葉山ホタルの会

仙台市
青葉区

ＹＡＲＶＯＧ

仙台市
青葉区

助成先

所在地

助成額

亀が森地元有志の会

石巻市

15 万円

上杉中央商店会

仙台市
青葉区

15 万円

一般社団法人はなやまネット
ワーク

一般社団法人森の防潮堤協会

カヤの木ホタル保存会

ＮＰＯノワイヨノットハーバ
ルアーツ

山元はじまるしぇ実行委員会

一般社団法人ＷＡＴＡＬＩＳ

栗原市

仙台市
青葉区

大和町

山元町

山元町

亘理町

活動内容及び助成金使途等
・被災地の子どもたちの心のケア及び遊びを通じた心
身の成長の支援を目的として、自由な外遊びの場の
イベント開催と遊び場所となる公園等の清掃・整備
に取り組む。
・外遊びの場のイベント開催費及び公園等の環境整備
費に助成する。
・上杉地区仙台七夕まつりの一環として、
「上杉七夕夢
ロード」小学生ポスター展を開催することで、地域
の繋がりを深めるとともに伝統的な七夕祭りを維持
し、地域の活性化を図る。
・ポスター展の開催費に助成する。

10 万円

・過疎化が進む栗原市花山地区において、地域の女性
たちをはじめとする多くの人が気軽に集まり、交流
することができるコミュニティスペースを作ること
で、地域の活性化に取り組む。
・コミュニティスペースの整備費に助成する。

10 万円

・緑の防潮堤を整備することで岩沼市沿岸部の防災力
と減災力を高めるとともに、植樹活動を通じて子供
たちの環境学習の場を提供する活動を行っている。
・苗木の購入費に助成する。

5 万円

・
「ホタル観賞会イベント」の開催等を通じ、他地域か
らの来訪者の増加、地域の環境保全、住民同士の交
流の活性化を図る。
・イベントの開催費等に助成する。

5 万円

・山元町沿岸部で津波被害を受け、更地となった青巣
稲荷神社の敷地内にハーブガーデンを作ることで緑
を取り戻し、鳥や動物が戻るまちづくりを行うとと
もに、人々が集う場の創出に取り組む。
・ハーブガーデンの整備費等に助成する。

5 万円

・地域の特産品等を持ち寄り販売するイベント「やま
もとはじまるしぇ」の開催を通じて、山元町の様々
な魅力を PR し、地域の活性化につなげていく活動を
行う。
・イベントの開催費等に助成する。

5 万円

・人口減と高齢化が進む亘理町において、地域の歴史
や文化について学ぶワークショップを開催すること
で、知識や技術を若い世代に伝えるとともに、高齢
者の生きがい創りにつなげていく取り組みを行う。
・ワークショップの開催費に助成する。

助成先

特定非営利活動法人とめタウ
ンネット

郷土史サークルいずみのふる
さと

ピースフルヨガ仙台

所在地

登米市

仙台市
青葉区

仙台市
太白区

助成額

活動内容及び助成金使途等

5 万円

・高齢化、若者の人口流出、少子化といった問題を抱
える登米市において、人口減少をテーマとしたセミ
ナーを開催し、これらの問題を一人ひとりが当事者
としてとらえるきっかけ作りを行う。
・セミナーの開催費に助成する。

5 万円

・七北田宿開設 400 周年を広く仙台市民に知らせ、
「七
北田・市名坂」の歴史を辿る「七北田お散歩手帖」
を製作し、配布することで、まちづくりや健康づく
りに取り組む。
・
「七北田お散歩手帖」製作費等に助成する。

5 万円

・東日本大震災の復興プロジェクトとして、ヨガを気
軽に体験してもらうチャリティイベントを開催する
ことで、心身の健康を見直すきっかけを作り、心と
体の復興支援に取り組む。
・イベントの開催費等に助成する。

マルベロ実行委員会

丸森町

5 万円

・丸森町や周辺地域において、「自転車と旅とアート」
をテーマとするイベントを地域住民が主体となって
開催することで、自転車の活用推進、交流人口の増
加、地域振興、文化醸成を図る。
・イベントの開催費に助成する。

根白石商店会

仙台市
泉区

5 万円

・仙台市根白石地区に伝わる「かむり祭り」の開催を
通じ、地域活性化に取り組む。
・お祭りの開催費に助成する。

仙台市
宮城野区

5 万円

・復興住宅において、無料歯科検診の実施や縁日コー
ナーの開設などを通じ、住民の健康維持とコミュニ
ティ形成を支援することで、住民が元気に暮らすま
ちづくりに取り組む。
・復興住宅でのイベント開催費等に助成する。

栗原市

5 万円

・夏祭り用子供神輿の保管庫としてプレハブを購入し
設置する。
・プレハブの購入費等に助成する。

5 万円

・仙台市民が中心となり、被災 3 県の“おいしい一品・
逸品”を持ち寄り共有し、自ら発信することで、ま
ちのにぎわいを創出し、地域の魅力向上を図る。
・被災地の一品・逸品の持ち寄りの会の開催費等に助
成する。

仙台高砂ライオンズクラブ

宮小路原自治会

芳賀 浩之

仙台市
泉区

助成先

所在地

仙台市
宮城野区

伊達家御廟大年寺会

助成額

活動内容及び助成金使途等

5 万円

・仙台藩４代目藩主伊達綱村公の遠忌 300 年を記念し
た冊子を作成し、綱村公の功績を広く周知する取り
組みを行う。
・冊子の作成費に助成する。

柴田よさこい美翔連

柴田町

5 万円

・よさこいのオリジナル楽曲を制作し、柴田町の代表
として、町内外幅広い地域で演舞を披露することで、
柴田町の魅力をアピールするとともに、地域のにぎ
わい創出に取り組む。
・オリジナル楽曲の制作費に助成する。

一般社団法人倫理研究所仙台
宮城野倫理法人会

仙台市
青葉区

5 万円

・仙台駅東口の清掃活動を通じ、地域とのコミュニケ
ーションを図る。
・清掃活動に係る活動費等に助成する。

以 上

本件に関する問合せ先
経営企画部経営企画課 柴田 TEL 022-225-8258

