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ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成 2022 年度応募要項 

 

１．本助成制度の趣旨 

生協は、組合員（生活者）が出資し、利用し、運営に参加する組織です。生協は 100 年にわたる

歴史の中で、組合員の声を聞き、共感を束ね、共に行動することでより良いくらしを実現してきました。 

このような背景を持つ生協が、様々な団体とつながり、協働することは、地域の課題解決や発展におい

ても大きな力となるはずです。さらには、「地域共生社会」の実現に寄与するものと考えます。 

そのため、本助成制度では、「生協」と「生協以外の団体」が「協働」しておこなう活動を支援します。

異なる組織どうしが、思いを共有し、それぞれの持つ強みを生かして協働することにより、単独では成しえ

ない成果を生み出すことを期待しています。 

 
２．本助成制度の概要 

（１）応募受付期間 

2021 年 10 月 15 日（金）～11 月 15 日（月） 

（２）助成対象期間 

2022 年 4 月 1 日（金）～2023 年 3 月 31 日（金） 

※一連の活動について継続して助成を受けられる期間は、最大３年間です。 

（３）助成金額上限 

助成金額は、１つの活動について、助成区分に応じて 50 万円または 100 万円を上限とします。 

※詳細は「（６）助成区分について」をご確認ください。 

（４）助成金総額 

助成金総額は最大 2,500 万円程度とします。 

（５）助成対象となる活動 

地域共生社会の実現に向け、生協と生協以外の団体が協働しておこなう実践的な活動に対して

助成します。 

※日本国内における活動を対象とします。単発の企画ではない、継続的な活動を対象とします。 

※営利、宗教、政治、趣味等が目的の活動は対象となりません。 
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※コープ共済連の「ＣＯ･ＯＰ共済健康づくり支援企画」で支援を受けている活動と一連のものと

判断される活動は対象となりません。また「広報宣伝費負担枠」と重複して支援は受けられません。 

■「地域共生社会」とは 

地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をいいます（厚生労働省「地域共

生社会のポータルサイト」より）。 

本助成制度では、その時々における地域の課題やニーズの変化に柔軟に対応できるよう、助成対

象となる活動分野を細かく限定せず、包括的なテーマとして「地域共生社会の実現」を掲げています。 

■「生協」とは 

消費生活協同組合法にもとづく法人をいいます。生協の組合員（個人）や、組合員が設立した任

意団体等は含みません。 

■「生協以外の団体」とは 

生協以外の非営利法人（協同組合、社団法人、公益法人、ＮＰＯ法人、中間法人、社会福

祉法人、学校法人等）、市民団体、任意団体等をいいます。法人格の有無は問いません。 

※上記であっても、反社会的勢力に該当する場合を含む、当会所定の応募不可団体に該当する

場合は除きます。応募不可団体の詳細は、応募用紙（様式１．確認書）をご確認ください。 

※以下、生協以外の団体を「団体」と表記します。 

■「協働」とは 

受託・委託の関係ではなく、活動の目的を共有したうえで、それぞれの強みや資源を生かして役割を

担い、それぞれの関わりの範囲で活動の経過と結果に責任を持つことをいいます。 

＜参考:活動における協働の例＞ 

■地域サロンの開設・運営における協働の例 

地域サロン（地域住民が気軽に立ち寄ることのできる居場所）を運営する団体と生協が協働

し、そのサロンの運営を生協が支援すると共に、他の地域における新たなサロンの立ち上げにつなげ

る。生協は、全国の生協ネットワークで得た優れた事例をサロン運営団体と共有し、運営に生か

す。また、自治体や地域の社協とも連携して新たな地域サロンの開設を目指す。新たなサロンの開

設に当たっては、協働するサロン運営団体が運営のノウハウを教授する等して支援する。サロンの

開設・運営を通じて、地域の課題を共有化し、共に考え行動していく。 

■ひとり親家庭の支援活動における協働の例 

ひとり親家庭の支援団体が主催する社会保障制度等の学習会や交流会を、生協が会議室の提

供や組合員・地域に向けた広報を通じて支援する。また、生協の地域におけるネットワークを通じ

て、学習支援団体や子ども食堂との橋渡し役となり、新たな協働関係を生み出し、重層的な支
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援体制を構築していく。 

 

 ＜参考:これまでに助成した活動の例＞ 

地域住民による高齢者等への生活支援のコーディネート、障がい者の就労支援、震災による避

難者の生活支援、フードバンク・フードドライブ活動、生活困窮者等への食糧支援や相談・カウン

セリング、病気治療中の方やその家族に対する精神面でのサポートや社会に対する啓蒙活動、子

育てひろばや地域サロンの開設・運営、DV 被害者の生活支援 等 

 

（６）助成区分について 

協働の状況に応じて「協働はじめる助成」「協働ひろめる助成」の２つの助成区分を設けています。

それぞれの違いは下表のとおりです。 

なお、いずれの区分においても、活動を協働でおこなうことについての生協と団体の合意や、課題の

共有がなされていることが必要です。 

助成区分 協働はじめる助成 協働ひろめる助成 

協働の状況 今回応募する活動で初めて、生協と

団体が協働する。 

今回応募する活動や過去取り組んだ

活動で、生協と団体が協働した実績

がある。 

助成金額上限 １つの活動について 50 万円を上限。 １つの活動について 100 万円を上

限。 

助成対象とな

る費用 

人件費は対象となりません。 助成金額の 30％を上限として、人件

費も対象となります。 

応募の制限 本区分での助成は、一連の活動に対

して１回（１年間）限りです。 

継続して助成を受けることを希望する

場合は、「協働ひろめる助成」区分で

の応募をご検討ください。 

一連の活動に対する助成は、「協働は

じめる助成」の助成期間を含めて、最

大３年間です。 

応募の窓口 生協または団体のいずれからでも応募

いただけます。 

生協のより主体的な関わりを期待して

いるため、ぜひ生協が窓口となってご応

募ください。 
 

（７）助成対象となる費用 

   助成を受ける活動に直接かかる費用 

※人件費は、「協働ひろめる助成」のみ、助成金額の 30％を上限として助成します。なお、助成金

額とは、審査の結果、決定した金額を指します。 



- 4 - 
 

※その他、具体的な費用項目等は、別紙「経費ガイドライン」をご確認ください。 

（８）協働に関するご相談 

「生協との協働を希望しているが、どこに相談したらよいかわからない」といったお悩みをお持ちの団体

に対しては、地域の生協の窓口をご紹介しています。 

本助成制度は、コープ共済連と日本生協連の共同事務局で運営をおこなっており、協働に関する

ご相談は日本生協連の地域・コミュニティー担当が承ります。 

詳しくは、「７.（２）お問い合わせ先」をご確認ください。 

※生協との調整に時間がかかる場合や、地域の事情により、生協をご紹介できない場合もありますの

で、あらかじめご了承ください。 

 
３．選考について 

（１）選考スケジュール 

2021年10月15日（金）: 応募受付開始 

2021年11月15日（月）: 応募受付締切 

2022 年 3 月中旬      : 助成決定 

2022 年３月下旬      : 選考結果通知 

2022年4月～        : 助成金のお支払い 

 

（２）選考方法 

外部有識者およびコープ共済連関係者で構成する審査委員会にて審議のうえ、決定します。 

※審査は書類審査です。ただし必要に応じて、事務局よりメールまたは電話等で応募内容の確認

をおこなう場合があります。 

※審査の結果、応募金額より減額して助成する場合もあります。 

（３）選考ポイント 

①本助成制度の趣旨にあった活動であるか 

②ニーズに基づき、地域の課題解決や発展につながる活動になっているか 

③活動計画は実現可能か、収支計画は適切か 

④助成終了後も活動を継続する意思があるか、将来の展望を描けているか 

（４）選考結果の通知 

   審査の結果は、応募の窓口となる生協または団体に対しメールで通知いたします。 

なお、選考過程や個別の審査結果に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。 
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４．応募手続きについて 

（１）応募団体について 

①本助成制度は、協働する生協および団体の連名で応募していただきます（以下、協働する生協

および団体を総称する場合には「協働する団体」といいます）。応募にあたっては、協働する団体

のうち１団体を窓口と定め、窓口団体が応募の手続きをしてください。 

②「協働ひろめる助成」では、生協が窓口団体となって応募いただくことを期待しています。助成が決

定した場合の助成金受取団体は、窓口団体以外とすることも可能です。 

（２）応募書類 

下記①～⑤の書類をご提出ください。 

①応募用紙（様式１～様式５） 

②見積書等、支出の根拠となるもの 

③定款、規約、会則、またはこれらに準ずるもの（※） 

④前年度の事業報告書、または前年度の活動実績がわかるもの（※） 

⑤前年度の決算報告書、または前年度の会計実績がわかるもの（※） 

※①応募用紙については、PDF 等に変換せずエクセルデータで提出してください。 

※③～⑤の書類については、協働する団体すべてについて提出が必要です。ただし、日本生協連ま

たはコープ共済連の会員生協の場合は、③～⑤の提出は不要です。 

（３）提出方法 

   ①応募要項および応募用紙を「コープ共済オフィシャルホームページ」からダウンロードしてください。 

ダウンロード URL:https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/apply.html 

②応募要項をよく読み、応募用紙に必要事項を漏れなくご記入ください。応募期間中に、応募書

類一式を下記までメールでお送りください。 

 応募書類の提出先:contribution@coopkyosai.coop 

※ダウンロードやメールでの応募が難しい場合は、お早めに事務局までご相談ください。 

 
５．助成決定後について 

助成決定後は、次のことをご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。詳しくは助成決定の通

知時にお送りする「手引き」をご確認ください。 

（１）書類の提出 

   助成金の支払いにあたっては、次の書類を提出いただきます。いずれもコープ共済連所定の書式で

ご提出ください。 

   ①助成金請求書（振込先の口座は、助成金受取予定団体の名義のものをご指定ください） 
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   ②協働するすべての団体（日本生協連またはコープ共済連の会員生協は除きます）の役員名簿 

（２）成果の発信 

本助成制度は、全国のＣＯ･ＯＰ共済契約者からお預かりした共済掛金をもとに運営されており、

助成金は、共済契約者が納得または共感できる形で活用される必要があります。また、共済掛金がそ

のような形で使われていることを、共済契約者が容易に知ることができる状況が望ましいと考えます。 

そのため、生協および団体は、コープ共済連の求めに応じて報告をおこなうことに加え、自組織のホー

ムページや SNS 等を活用し、本助成制度を通じた協働の様子や活動の報告等について社会に向け

た積極的な発信をお願いします。事務局から提供するバナーもご活用ください。また、助成金を使って

作成する印刷物や備品等には、事務局から提供するロゴも活用のうえ、本助成制度の支援を受けた

ものであることを明記してください。 

（３）交流会への参加 

2022 年 10 月下旬に、助成中の生協および団体を対象とした「団体交流会」の開催を予定して

います。本助成制度の趣旨にもとづき、協働する生協および団体の双方からの参加をお願いします。 

（４）活動ヒアリング等への協力 

助成期間中に、活動の状況等に関するヒアリングや取材をお願いする場合があります。その際はご協

力ください。 

（５）活動報告・収支報告の提出 

助成を受ける活動の終了後、コープ共済連が定める期日までに、活動報告書および収支報告書を

ご提出ください。報告様式等は助成決定の通知時にご案内します。 

 
６．助成の取消および助成金の返金について 

次の事項に該当する場合は、助成の取消および助成金の返金を求めることがあります。 

また、この場合、当会は当該取消および返金に関する一切の損害賠償義務を負いません。 

①応募書類、報告書類、関連書類に虚偽の記載があった場合 

②助成対象以外の活動、使用範囲以外の費目に助成金を使用した場合 

③助成期間中に活動内容を変更・中止した場合 

④所定期間中に事務局が求める必要書類が提出されなかった場合 

⑤反社会的勢力に該当する場合を含む、当会所定の応募不可団体に該当すると判明した場合 

⑥その他、審査委員会が助成金の支払いを不適当であると認めた場合 

 

 

 



- 7 - 
 

７．その他 

（１）個人情報の取り扱い 

本助成制度の運営にあたり取得する個人情報につきましては、助成先の選考および本助成制度の

運営に必要な範囲で利用し、コープ共済連が責任をもって厳格に管理をおこないます。 

（２）お問い合わせ先 

お問い合わせの内容により、担当が異なりますのでご注意ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ観点から、職員の出勤を制限しております。できるだけメール 

でのお問い合わせにご協力ください。 

 

■制度全般に関するお問い合わせはこちら■ 

日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連） 

組合員参加推進部 地域ささえあい助成事務局 

TEL:03-6836-1324 （平日 10:00～16:00 土日祝日除く） 

メール:contribution@coopkyosai.coop 

 

■協働に関するお問い合わせ・ご相談はこちら■ 

日本生活協同組合連合会（日本生協連） 

社会・地域活動推進部 地域・コミュニティー担当 

TEL:03-5778-8135 （平日 10:00～16:00 土日祝日除く） 

メール:chiiki-comm@jccu.coop 
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別紙:経費ガイドライン 
 

■助成対象となる費用 

対象となるのは、下記の１～12 の費目とし、かつ次の①～④を満たすものとします。  

① 助成を受ける活動に直接かかる費用 

② 助成期間中に発生する費用  

③＊印のついている費目については、単価 1,000 円以上の場合、「見積書」「料金表」「カタログ」「購入

予定のウェブサイトの画面コピー」など、費用の妥当性・金額の根拠を示す資料の添付があるもの 

④ 精算時に、領収書等の証明書類が提出できるもの 

 費目 例 

1 報償費 

（謝礼金） 

・外部講師への謝礼等 

・5 万円/1 回を上限 

※協働団体に所属する講師への謝礼は対象外です。 

2 人件費 「協働ひろめる助成」のみ 

・助成決定額の３０％上限 

・助成を受ける活動の実施のための雇用者（アルバイト等）の賃金 

※助成を受ける活動を専任でおこなうスタッフの賃金に限ります。 

3 委託料＊ 専門的知識や技術を要する業務の外部委託料 

※人件費にあたるものは対象外です（「協働ひろめる助成」の場合は、

人件費に計上してください）。 

4 旅費・交通費 交通費や宿泊費 

5 通信運搬費 郵送料や宅配料 

6 消耗品費＊ 用紙、封筒、文房具、ビニール袋、消毒液等の購入費 

7 備品購入費＊ 目安として、１年以上その形状を変えずに利用できるものの購入費 

8 広報費／印刷

費＊ 

イベントの案内チラシ・ポスター代、新聞・インターネット広告代等、活動

資料や冊子等の印刷、コピー代 

9 使用料／賃借

料＊ 
会議室、施設、器具の使用料やバス等の借上料 

10 材料費＊ 子ども食堂等で使う食材料費、生活困窮者支援における食品購入費

等、工作教室で使う木材や画材等 

11 修繕費＊ 活動をおこなう場所や活動で使用する物の修繕・改修費用 

12 その他＊ 上記以外で活動に直接必要な費用 
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■対象とならない費用 

・助成を受ける活動にかかわらない費用 

・協働団体同士の業務委託に基づく費用 

・通常実施している活動（会議の開催および会報の作成）などに関わる費用 

・事務所の維持・管理等にかかわる費用(賃借料・水道光熱費・電話代・修理費用等） 

・本応募用紙に記載がない費目の費用 

・接待交際費、飲食費にあたる費用  

・その他審査委員会が不適当と判断した費用 

   

当ガイドラインとあわせ、Q＆A（よくあるご質問）もご確認ください。 


