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2017 年 6 月 12 日

様々な団体と生協が共に実施する活動を支援
42 団体に総額約 2,493 万円を助成
―「地域ささえあい助成」助成団体が決定―
コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会 理事長・佐藤利昭）は、社会貢献
活動の一環として、2012 年度より助成事業を行っています。取扱商品のＣＯ･ＯＰ共済は
「自分の掛金が誰かの役に立つ」という、生協の理念に基づく組合員どうしのたすけあい
の制度であるため、以下テーマを設け、様々な団体と生協が共に実施する活動を対象に公
募いたしました。
活動テーマ
①「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」
②「命を守り、その人らしい生き方ができるようにする」
③「女性と子どもが生き生きする」

2017 年 2 月 1 日～3 月 5 日までの期間にご応募いただいた 63 団体の中から、厳正なる審
査の結果、42 団体に 総額 2,492 万 9,950 円を助成することに決定いたしました。助成先
は別紙のとおりです。
選考結果
①

「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」

16 団体

8,953,360 円

例：まちなかくらし助け合い活動、移動店舗による買物支援・生活支援など
②

「命を守り、その人らしい生き方ができるようにする」

10 団体

6,247,140 円

例：被災地や地域でのふれあいの場づくり、バリアフリーイベント
③

「女性と子どもが生き生きする」

16 団体

9,729,450

計 42 団体

24,929,950 円

例：地域の親子が集える場の実施

※地域ささえあい助成の詳細は、コープ共済連ホームページをご覧ください。

（http://coopkyosai.coop/about/csr/socialwelfare/2017.html）
お問い合せ先
日本コープ共済生活協同組合連合会
渉外・広報部 （担当 滝山・南波）
TEL：03-6836-1320／FAX：03-6836-1321（平日 10 時～17 時 土日除く）
e-mail：kyosaiinfo@coopkyosai.coop

【コープ共済連のご紹介】
名

称

（表中の数値は 2017 年 3 月 20 日現在のもの）

日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）

代表者名

理事長 佐藤 利昭（さとう・としあき）

役員数

理事 25 名・監事 5 名

職員数

1,199 名（出向受入・嘱託職員含む）

会員数

149 会員（日本生協連・全労済含む）

設

2008 年 11 月 5 日

立

主な事業内容

共済事業

取扱商品

ＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》、ＣＯ･ＯＰ共済《あいぷらす》、ＣＯ･ＯＰ共済
《ずっとあい》終身生命、ＣＯ･ＯＰ共済《ずっとあい》終身医療、ＣＯ･ＯＰ
火災共済、ＣＯ･ＯＰ生命共済《新あいあい》

事業実績（2017 年 3 月 20 日現在）
加入者数

852.1 万人 契約高

受入共済掛金

1,805 億円 支払共済金

119,679 億円
644 億円

【用語についての注釈】
◆「日本コープ共済生活協同組合連合会」
（略称：コープ共済連）
ＣＯ･ＯＰ共済を取り扱う生協と日本生活協同組合連合会（略称:日本生協連）が共同で設立した
共済事業だけを専門に行う生協連合会。会員生協（例：コープみらい、コープこうべ、パルシステ
ム等）を通じて、ＣＯ･ＯＰ共済を組合員の皆さまに提供している。
◆「共済」
私たちの生活を取り巻くさまざまな危険（生命の危険や自然災害、交通事故など）に対して、一
定の地域や職域などで構成される協同組合などが、組合員の相互扶助を目的につくった保障制度。
◆「ＣＯ･ＯＰ共済」
コープ共済連での取り扱い共済商品の総称。
ＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》
、ＣＯ･ＯＰ共済《あいぷらす》、ＣＯ･ＯＰ共済《ずっとあい》終
身生命、ＣＯ･ＯＰ共済《ずっとあい》終身医療、ＣＯ･ＯＰ生命共済《新あいあい》、ＣＯ･ＯＰ火
災共済の６商品があります。

2017年度地域ささえあい助成

助成先団体明細

団体名

テーマ
１「くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する」
２「命を守り、その人らしい生き方ができるようにする」
３「女性と子どもが生き生きする」

申請活動
生協と社協による住民の暮らしを支えるプロ
ジェクトⅡ（実践編）

協同する団体（生協）

別紙

協同する団体（生協以外）
社会福祉法人高島市社会福祉協議会/高島市
住民福祉協議会

1

生活協同組合コープしが

2

庄内医療生活協同組合（上郷支部）

鶴岡市の総合支援事業への挑戦、たまり場
「ちよさんの家」の取り組み

3

特定非営利活動法人フードバンク信州

本部拠点の強化

4

フードバンク八王子えがお

5

特定非営利活動法人フードバンクふじのくに

協同で命と環境を守るフードバンク活動

6

東京西部保健生活協同組合-1

高齢者のたまり場、認知症カフェと子ども無
料塾

7

ボランティア団体「ハートハース」

安心をはぐくむ居場所づくり

市民生活協同組合ならコー 奈良市社会福祉協議会/次世代教育養成セン
プ
ター

8

みやけじま風の家

コミュニティー支援活動

東京都生活協同組合連合
三宅村役場/東京災害ボランティアネットワーク
会

9

特定非営利活動法人きょうどうのわ

なんでも相談サロンPartⅢ（仮）

生活協同組合コープこうべ
第３地区活動本部

10 地域つながりセンター

諸団体・行政と協働ですすめる「安心してす
みつづけられる地域づくり」

島根県農業協同組合（本店）/島根県農業協同
松江保健生活協同組合/生
組合（くにびき地区本部）/島根県社会福祉協議
活協同組合しまね/ひかわ
会/松江市社会福祉協議会/おたがいさままつえ/
医療生活協同組合/出雲医
おたがいさまいずも/おたがいさま雲南/すまいりー
療生活協同組合
ねっと/古志原公民館

11 大阪よどがわ市民生活協同組合

吹東・幸ブロック 介護フェア

吹田市社協/吹三・東地域包括支援センター

12 京都生活協同組合

（地域で）家の整理・片づけ・不用品処分を
学び教え合う会

京都市乾隆地域包括支援センター/社会福祉法
人京都市上京区社会福祉協議会

13 特定非営利活動法人キッズドア-1

コープみらいプラザを活用した低所得の子供
生活協同組合コープみらい 中野よもぎ塾
たち向けの通年型無料学習会の実施

14 生活協同組合コープあおもり

福島の子ども保養プロジェクト コープあおもり 青森保健生協/福島県生協
学校法人青森田中学園
inねぶたツアー
協同組合連合会

15 特定非営利活動法人しんせい

被災弱者を包み支え合うコミュニティつくり

16 ろっこう医療生活協同組合
17

生活協同組合おおさかパルコープ 鶴見福祉センター
運営委員会

生活協同組合共立社

鶴岡市上郷地区自治振興会/鶴岡市大谷自治
会/大谷熊野長峰MG研究会

長野県生活協同組合連合
長野県NPOセンター/長野県労働者福祉協議会
会
コープみらい地域クラブ「え
食に困る人々を地域で支えるためのフードドラ
がおのおすそわけ」/生活協
イブ活動
同組合コープみらい
生活協同組合ユーコープ
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会/杉並退
職教員の会

コープふくしま

神戸の名産のイカナゴのくぎ煮を組合員の手
で作り、東北の被災地に持参し、被災者に手
渡す。併せて話を傾聴する。
鶴見福祉センター開設５周年を記念し、地域
ヘルスコープおおさか
にさらに広げ必要とされるたまり場作り

神戸市東灘区社会福祉協議会

特定非営利活動法人花たば/こうべ保健サービス
榎本地域活動協議会13町会

多世代で知る・実践する健康教室

コープこうべ福祉介護事業
部

19 非営利公益市民活動団体 コミュニティマーガレット

ノルディックウォーキングプロジェクト2017

ネット五條

20 フードバンクちば

いのちをつなごう～フードバンクちば・生活協
同組合連携キャンペーン

生活クラブ生活協同組合
（千葉）/なのはな生活協同
組合/生活協同組合パルシ
ステム千葉/生活協同組合
コープみらい/千葉県生活
協同組合連合会

21 きらくクラブ

みんなで作ろう！私たちの居場所「きらくクラ ユーコープかながわたすけ
ブ」
あいネットワークセンター

小山高齢者支援センター

22 東京西部保健生活協同組合-2

東京にどんぐりから育てて、常緑樹のいのちの
森をつくろう！

世田谷区/建築ネットワークセンター/森びとプロ
ジェクト委員会

23 鹿児島県生活協同組合連合会

鹿児島県における「生活支援」の実践交流の
場と情報ネットワークつくり

鹿児島県社会福祉協議会

24 一般社団法人やまなし空と風

ほくとProof of Lifeプロジェクト（人それぞれ
の生きる証をみつける活動）

25 富山県生活協同組合連合会

福島の子ども保養プロジェクトinとやま2017

27 特定非営利活動法人いなほ
28 特定非営利活動法人ユースコミュニティー

あさひふるさと体験推進協議会/グリンツーリズムと
やま

原発事故被災者の[保養の旅えんむすび」避
保養の旅えんむすび/nara-action/特定非営利活
難者交流会[紅茶の時間]
動法人奈良NPOセンター
地域住民が主体となって行う子どもの健全育
岩手県生活協同組合連合 わらしゃん丼/ママごはんクラブ/社会福祉法人滝
成等を目的とした共生型[子ども食堂」の運営
会
沢市社会福祉協議会
支援事業
地域子ども未来塾（低学力など、学習環境に
大田区社会福祉協議会/セカンドハーベストジャパ
パルシステム東京
困難を抱える子どもの学習教室）
ン
南相馬市児童クラブにおける「交流おやつタ 生活協同組合コープにいが
南相馬市教育委員会
イム」を活用した継続支援プログラム
た

30 青森県民生活協同組合

生協店内での子育て応援 遊び場づくり

31 まんまるママいわて

助産師と母親がつながる、子育ての居場所
作り事業

いわて生協

子育てママの「心も体も気軽な学び場」事業

グリーンコープ生活協同組
合おおいた

特定非営利活動法人エー・ビー・シー野外教育セン
ター

NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも/あ
おぞらフォト

ワーカーズ・コレクティブキッチンスタジオ スマイル

33 生活協同組合コープこうべ

Kids Creatie City!コープこうべ2017～子ども
のまちづくり～（名称案）

特定非営利活動法人cobon

34 NPO法人ファザーリング・ジャパン関西

家族みんなが大喜び！頼りになるパパ育てプ 大阪いずみ市民生活協同
ログラム2017
組合

和泉市総務部人権・男女共同参画室/藤井寺市
市民生活部協働人権課

35 ＩＳＣ糸島スポーツクラブ

コミュニティカフェ寄り合い処プロジェクト

グリーンコープ生活協同組
合ふくおか

36 コープみらい地域クラブひだまり

いじめ・不登校・ひきこもりから地域・社会のつ
ながりへ

コミュニティカフェ＆デリことこと/いとすき講師会/
九州大学 次世代ものづくりプロジェクト
不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」/青空の
会（我孫子）/学校に行かない子を持つ親の会吉
川

37 特定非営利活動法人生涯学習サポート兵庫
38 ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟
39 参画ネットなら
40 特定非営利活動法人ポトスの部屋
41 ＮＰＯ法人福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト
42 NPO法人福島SAND-STORY

2

生活協同組合ユーコープや
まなし県本部

29 新潟県立大学南相馬市子ども支援プログラム

32

1

認定NPO法人AAR難民を助ける会/ふくしま園芸
作業療法研究会

18 一般社団法人WiTHs

26 コープ自然派奈良

テーマ

地域ネットワークを活かした「共助」し合える居 コープこうべ第7地区活動本
場所づくり～ここからカフェ（仮）～
部
生協職員・組合員及び地域住民に対して、
女性へのDV被害をはじめとする人権侵害防
NPO法人女のスペース・にいがた
止の啓発及び相談・支援事業
市民生活協同組合ならコー
DV被害者のための笑顔回復プラン～こころ
プ/ならコープ男女共同参画
のケアと相談事業～
研究会いこ～る
子ども・若者への居場所の提供と生活困難
みなと医療生活協同組合
家庭の中学生らの学習支援並びに相談活動

あいち定時制・通信制父母の会/ポンぺミンタル

コープ自然派しこく/香川県
医療生活協同組合へいわこ 高松市消防職員協議会
どもクリニック
福島県の子どもの肥満防止等健康づくりのた
いわき鳴き砂を守る会/福島駅前元気プロジェクト
コープふくしま
めの屋外遊びと生活改善プロジェクト
委員会
福島とその近県の子どもだちの保養プログラ
ムと避難者支援および広報・啓発活動

3

