
 

 

 

 

 

 

 

 
 

人類共通の財産である文化財（日本国内に所在するもの）を後世に継承するため、その維持･修復

事業に対して下記のとおり助成を行います。 
 

助成の対象 

１．事業の内容 

日本国内に所在する、芸術的、学術的に価値のある、後世に継承すべき美術工芸品(絵画、

彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、歴史資料、考古資料)の維持･修復事業。 

ただし、祭礼等で使用される山車等の車体や車輪の修理は対象外。 
 

２．申請者の資格 

維持･修復を必要とする上記文化財の所有者（事情により管理者による申請も認めることが

あります）。 

なお、① 営利法人、② 営利目的あるいは私的鑑賞を目的に文化財を所有または管理する

個人は対象外とします。 
 

３．助成対象となる費用 

助成対象の美術工芸品の維持・修復に直接必要な経費。 

なお、2015 年度の助成対象は３～４ページならびに当財団のホームページをご覧下さい。 
 

助成の内容 

１．助成金 

(１) 助成金総額            ７,０００万円程度 

(２) 助成件数の目処        ４０件程度 
 

住友財団 25周年記念助成 

住友財団創立 25 周年を記念して、国内及び海外の文化財維持・修復事業助成にご応募 

頂いた事業を対象に、上記とは別枠で２,０００万円の助成を行います。 
 

２．助成期間 

原則として２０１７年３月から２０１８年３月までとします。 
 

３．助成対象者の義務 

(１)  ｢合意書｣を締結して頂き、助成期間満了後に所定の｢事業報告書｣、｢会計報告書｣及び

修復業者の「修理報告書」写しを提出して頂きます。 

(２)  対象となった美術工芸品の維持･修復事業が、｢住友財団の助成を受けて実施された｣こ

とを公表して頂きます。 
 

選考方法 

１．学識経験者で構成された当財団の選考委員会において選考のうえ、２０１７年３月開催予定

の理事会にて決定し、直ちに採否を文書で各申請者に連絡致します。 
 

２．採否の理由に関するご照会には回答致しかねますのでご了承下さい。 
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応募方法 

１．ホームページからの申請用紙のダウンロード 

(１) ホームページ（http://www.sumitomo.or.jp/）の左欄目次から｢文化財維持・修復事業助

成｣を開くと、｢応募方法｣の欄に朱書きで「募集要項｣「申請書フォーム(PDF・WORD)｣と

表示されています。これらをクリックするとそれぞれのページが開きます。 

(２) 申請書の作成 

申請書フォームへの入力により申請書を作成して下さい。固有名詞については、出来

るだけふりがなをつけて下さい。また、「応募方法」の欄に｢Q&A(よくあるご質問)｣

も掲載していますのでご参考にして下さい。 

 

２．申請書類の送付 

下記書類を住友財団宛お送り下さい。 

① 当財団所定の｢申請書｣                         １部 

② 学識経験者又は有識者等による｢推薦書｣                 １部 

③ 事業の対象となる美術工芸品の現況カラープリントとデジタル画像を収めた CD-ROM

対象物の全体アングルを１枚以上と修復必要部分を２枚以上。なお、CD-ROMに記録

させた画像の一覧印刷を添付して下さい。 

 

 ご送付頂いた申請書等は返却致しません。 

 書類の管理の都合上、当財団への持参はお断りします。 

 申請書は、配達が記録される方法(｢簡易書留｣等)でお送り下さい。 

 申請書を受付後、Ｅメール等で受領通知を送信致します。不着の場合はご照会下さい。 

 選考のため、当財団スタッフが申請に関する質問を行ったり、追加資料のご提出をお

願いする場合があります。 

 

【個人情報の取扱いについて】 

 申請書にご記入頂いた個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使用致します。 

 助成が決定した場合は、申請書にご記入頂いた助成対象者のお名前、ご住所及び事業

名と助成金額を公表致します。 

 

３．応募締切日 

２０１６年１１月３０日必着 

 

４．申請用紙の請求・応募・お問い合わせ先 
 

〒105-0012  東京都港区芝大門 1-12-16 住友芝大門ビル２号館 

公益財団法人 住 友 財 団 

TEL 03-5473-0161    FAX 03-5473-8471 

E-mail sumitomo-found@msj.biglobe.ne.jp 

URL http://www.sumitomo.or.jp/ 
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助成対象者都道府県別
　（単位：千円）

助成対象者

石亀
いしがめ

　孝文
こうぶん

[平安時代] （岩手県指定有形文化財） 岩手県紫波郡

(宗)光勝寺
こうしょうじ

[鎌倉時代] （岩手県指定有形文化財） （継続） 岩手県気仙郡

盛合
もりあい

　光徳
みつのり

[江戸時代] （継続） 岩手県宮古市

中井
なかい

　正知
まさとも

[江戸時代] （重要文化財） 埼玉県和光市

東京大学

[江戸時代] （継続） 東京都文京区

神奈川県立金沢文庫　文庫長　永村　眞

[鎌倉～南北朝時代] （重要文化財） 神奈川県横浜市

(宗)慈眼寺
じ げ ん じ

[平安時代] 神奈川県藤沢市

(宗)常楽寺
じょうらくじ

[鎌倉時代] （鎌倉市指定文化財） 神奈川県鎌倉市

(宗)東慶寺
とうけいじ

[南北朝～明治時代] （重要文化財） （継続） 神奈川県鎌倉市

(宗)蒲原神社
かんばらじんじゃ

[南北朝時代] （新潟県指定有形文化財） （継続） 新潟県新潟市

(一財)高樹会
こうじゅかい

[江戸時代] （重要文化財） （継続） 富山県射水市

(宗)北口本宮冨士浅間神社
きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ

[室町時代] （継続） 山梨県富士吉田市

(公財)江川文庫
えがわぶんこ

[江戸時代] （重要文化財） （継続） 静岡県伊豆の国市

(宗)大樹寺
だいじゅうじ

[江戸時代] （重要文化財） （継続） 愛知県岡崎市

(宗)西明寺
さいみょうじ

[鎌倉時代] （甲良町指定文化財） （継続） 滋賀県犬上郡甲良町

(公財)櫻谷文庫
おうこくぶんこ

[明治時代] 京都府京都市

(宗)賀茂別雷神社
かもわけいかづちじんじゃ

[平安～室町時代] （重要文化財） （継続） 京都府京都市

(宗)桂春院
けいしゅんいん

[江戸時代] （京都市指定有形文化財） （継続） 京都府京都市

狩野山雪筆桂春院方丈障壁画
かのうさんせつひつけいしゅんいんほうじょうしょうへきが

修理事業 1,870

木造日光月光菩薩立像
にっこうがっこうぼさつりゅうぞう

2躯保存修理事業 2,600

木島櫻谷作
このしまおうこくさく

「かりくら」保存修復事業 2,110

賀茂別雷神社
かもわけいかづちじんじゃ

文書のうち巻子
かんす

19巻修復事業 1,000

木造随神倚像
ずいじんいぞう

修復事業 2,040

韮山代官江川家関係資料
にらやまだいかんえがわけかんけいしりょう

保存修復事業 1,010

大樹寺大方丈障壁画
だいじゅうじおおほうじょうしょうへきが

保存修理事業 2,000

東慶寺文書
とうけいじもんじょ

修理事業 900

木造伝畠山重宗　夫妻坐像
はたけやましげむねふさいざぞう

の保存修理事業 1,700

石黒信由関係資料
いしくろのぶよしかんけいしりょう

保存修理事業 330

称名寺聖教
しょうみょうじしょうぎょう

のうち湛睿説草
たんえいせっそう

保存修理事業 1,010

木造十一面観音立像
じゅういちめんかんのんりゅうぞう

修復事業 1,900

木造阿弥陀如来
あ み だ に ょ ら い

及び両脇侍像
りょうわきじぞう

修理事業 1,910

盛合家住宅所蔵調度品
もりあいけじゅうたくしょぞうちょうどひん

修復事業 1,900

大工頭中井家関係資料
だいくがしらなかいけかんけいしりょう

保存修理事業 1,000

大日本沿海與地全図中図
だいにほんえんかいよちぜんずちゅうず

（伊能中図
いのうちゅうず

）保存修復事業 6,430

2015年度「文化財維持・修復事業助成」助成対象一覧

事　業　名 助成金額

木造七仏薬師如来立像
しちぶつやくしにょらいりゅうぞう

修理事業 4,210

木造阿弥陀三尊像
あみださんぞんぞう

の修復事業 2,450
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　（単位：千円）
助成対象者事　業　名 助成金額

(宗)興聖寺
こうしょうじ　

[室町時代] （重要美術品） 京都府京都市

(宗)神護寺
じ ん ご じ

[平安時代] （国宝） （継続） 京都府京都市

(宗)知恩院
ちおんいん

[朝鮮　高麗時代] 京都府京都市

(宗)般若寺
はんにゃじ

[平安時代] （京都市指定有形文化財） （継続） 京都府京都市

(宗)報恩寺
ほうおんじ

[江戸時代] （京都府指定文化財） 京都府舞鶴市

(宗)龍光院
りょうこういん

[中国 元時代] （重要文化財） （継続） 京都府京都市

(公財)冷泉家時雨亭文庫
れいぜいけしぐれていぶんこ

[鎌倉時代] （重要文化財） 京都府京都市

(宗)天野山金剛寺
あまのさんこんごうじ

[平安～鎌倉時代] 大阪府河内長野市

和泉市長　辻
つじ

　宏康
ひろみち

[桃山時代] （重要文化財） （継続） 大阪府和泉市

(宗)新義真言宗総本山根来寺
しんぎしんごんしゅうそうほんざんねごろじ

[江戸時代] 和歌山県岩出市

(宗)二尊院
にそんいん

[鎌倉時代] （重要文化財） 山口県長門市

八桙神社
やほこじんじゃ

　代表総代　松田　道雄

[平安時代] （重要文化財） （継続） 徳島県阿南市

(宗)聖福寺
しょうふくじ

[中国 元時代] （重要文化財） 福岡県福岡市

(宗)梅林寺
ばいりんじ

[朝鮮 15世紀] （久留米市指定有形文化財） （継続） 福岡県久留米市

(宗)長松寺
ちょうしょうじ

[朝鮮 高麗時代] （重要文化財） （継続） 長崎県対馬市

大分市美術館　館長　菅　章

[江戸時代] （重要文化財） 大分県大分市

竹田市教育委員会　教育長　吉野　英勝

[平安～鎌倉時代] （大分県指定有形文化財他） （継続） 大分県竹田市

日田市長　原田　啓介

[弥生時代] （重要文化財） （継続） 大分県日田市

那覇市長　城間　幹子

[1800～1900年] （国宝） （継続） 沖縄県那覇市

吹上遺跡出土品
ふきあげいせきしゅつどひん

保存修理事業 2,370

琉球国王尚家関係資料
りゅうきゅうこくおうしょうけかんけいしりょう

保存修理事業 1,000

高麗版 大般若経
こうらいばん だいはんにゃきょう

保存修理事業 2,060

田能村竹田関係資料帆足家伝来
たのむらちくでんかんけいしりょうほあしけでんらい

「月下芦雁図
げっかろがんず

」他5件修繕事業 2,990

木造阿弥陀如来坐像
あ み だ に ょ ら い ざ ぞ う

他3躯保存修理事業 930

紙本墨書 二品家政所下文附
にほんけまんどころくだしぶみつけたり

紺紙金泥法華経
ほけきょう

８巻保存修理事業 340

絹本著色 高峰断崖中峰和尚像
こうほうだんがいちゅうほうおしょうぞう

保存修理事業 1,500

絹本著色 楊柳観音図
ようりゅうかんのんず

保存修復事業 1,900

紙本金地著色 源氏物語図
げんじものがたりず

保存補修事業 1,050

根来寺大塔安置仏
ねごろじだいとうあんちぶつ

修理事業 4,000

木造釈迦如来立像
しゃかにょらいりゅうぞう

、木造阿弥陀如来立像
あみだにょらいりゅうぞう

保存修理事業 340

絹本著色 十六羅漢像
じゅうろくらかんぞう

保存修理事業 2,000

私家集
しかしゅう

及び冷泉家歌書類
れいぜいけかしょるい

のうち「擬定家本
ぎていかぼん

」31帖の修理事業 2,000

絹本著色 星曼荼羅
ほしまんだら

1幅の保存修理事業 1,350

絹本著色 弥勒下生経変相図
みろくげしょうきょうへんそうず

保存修復事業 3,500

木造薬師如来坐像
やくしにょらいざぞう

保存修理事業 1,600

報恩寺本堂障壁画（文麟筆）
ほうおんじほんどうしょうへきが ぶんりんひつ

保存修理事業 1,700

絹本著色 仏涅槃図
ぶつねはんず

（土佐行広筆
とさゆきひろひつ

）保存修理事業 2,170

木造五大虚空蔵菩薩坐像
ごだいこくうぞうぼさつざぞう

保存修理事業 1,000
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