
 

            

 

 

 

 

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：和田 寿昭）は、社会貢献活動

の一環として、2012年度より助成事業「ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成」を行っています。 

本助成では、生協と地域のＮＰＯなどがネットワークを形成しながら問題を解決していく活動

を支援しており、以下３つの活動テーマに沿った取り組みを助成の対象としています。 

 

 

 

 

2021年１月７日～29日にかけて2021年度の募集を行い、40団体から応募をいただきました。新

型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況から、応募数は例年より低い水準となりました。 

審査の結果、34団体に総額2,114万9,612円の助成を決定し、助成金額および助成団体数とし

ては、昨年とほぼ同水準となりました。助成先は別紙のとおりです。 
  
【過去３か年の助成実績】 

活動テーマ 2019年度 2020年度 2021年度 

応募数 助成数 応募数 助成数 応募数 助成数 

①くらしを守り、くらしの困りごとの解決に資する 28 21 23 18 19 16 

②命を守り、その人らしい生き方ができるようにする 13 11 12 ８ ９ ７ 

③女性と子どもが生き生きする 17 12 17 11 21 11 

合計団体数 58 44 52 37 40 34 

助成金額（円） 24,612,153 21,761,100 21,149,612 
  
■2021年度の応募の特徴 

コロナ禍の影響を受けやすい立場の方（ひとり親、学生等）を支援する活動での応募が目立

ちました。また、感染予防の観点から、屋外での活動やオンラインによる活動をメインとした

応募も多く見受けられました。 
  
■地域ささえあい助成の詳細 

ＣＯ･ＯＰ共済オフィシャルホームページにてご案内しています。 

  https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/ 
  

34団体に総額 2,114万円を助成 
－「ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成」助成団体が決定－ 
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 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：小林・南波） 

ＴＥＬ：03-6836-1320（平日 10時～17時 土日除く） 

ＦＡＸ：03-6836-1321 

e-mail： 

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 

 
 

 

 

https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/


【別紙】「ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成」2021 年度 助成先団体 

 団体名 活動名 協働団体 
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ら
し
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守
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、
く
ら
し
の
困
り
ご
と
の
解
決
に
資
す
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生活協同組合コープ自然

派兵庫 
いのちとくらしの実行委員会 

①生活協同組合コープこうべ 

②フードバンク関西 

③市民デモＨＹＯＧＯ 

フードバンクしまね「あったか

元気便」 

学校給食のない時期に食と福祉情報を届ける「あっ

たか元気便」 

①松江保健生活協同組合 

②島根県農業協同組合（本店） 

③島根県農業協同組合（くにびき地区本部） 

④生活協同組合しまね 

⑤グリーンコープ生協(島根) 

⑥島根県労働者福祉協議会 

⑦地域つながりセンター 

いいさよ～山梨 
有償ボランティア・地域助け合い活動「いいさよ～山

梨」 

①生活協同組合パルシステム山梨 

②フルーツ山梨農業協同組合 

③特定非営利活動法人ワーカーズコープ、東京三多摩山梨事業

本部 

福井県民生活協同組合

① 
家族で楽しく学ぶ 防災・減災フェア 

①福井県労働者福祉協議会 

②こくみん共済 coop福井推進本部 

しんぐるまざあず・ふぉーら

む・関西・神戸ウエスト 

シングルマザーから発信！地域の困りごとの解決方法

を探るネットワークづくり 

①コープこうべ第 5地区本部 

②しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

③一般社団法人日本子育て制度機構 

④NPO福祉ネット星が丘 

一般社団法人 シンママ

大阪応援団 

コロナ禍の中でシングルマザーと子どもたちのいのちとく

らしをまもるスペシャルボックス事業 

①おおさかパルコープ 

②大阪よどがわ市民生活協同組合 

未来がきらり☆吹田学生

応援プロジェクト 実行委

員会 

コロナ禍において生活に影響が生じている市内在住

在学の学生への食料品配布及び情報提供 

①大阪よどがわ市民生活協同組合 

②吹田市社会福祉協議会 

③吹田市社会福祉協議会施設連絡会 

東京保健生活協同組合 地域の医療保険の駆け込み寺 

①文京区社会福祉協議会 

②氷川下町会 

③文京サポート家族会 

ほっかいどう若者応援プロ

ジェクト 

コロナ禍において困窮生活に強いられている学生

（若者）への食や情報支援活動 

①連合北海道 

②北海道労働者福祉協議会 

③大学生協事業連合北海道地区 

特定非営利活動法人 あ

しや NPOセンター 

WEB アプリを活用した地域資源の見える化による重

層的支援体制の確立 

①生活協同組合コープこうべ 

②芦屋市  ③芦屋市社会福祉協議会 

BONBONCANDY にじい

ろじかん 

① 【ドネーションをリデザイン】切り口を変えた寄付体

験を一同に提供 

② 【「今」救いの手が必要な子どもたちとつながる】

WEB強化（プロモーション動画製作） 

①生活協同組合コープこうべ 

生活協同組合コ－プこうべ

（大庄元気むら） 

「大庄元気むら～コ－プさんとこ」を立上げ、地域ささ

えあい活動拠点にする。 

①大庄ことはじめ 

②NPO法人シンフォニー 

③尼崎市大庄南地域包括センター 

生活協同組合 コープぎふ 
飛騨市北部(宮川町、河合町)から各地に、地域サ

ロンの広がりをつくる 

①よらまいかびぃず 

②ぴぃちくサロン会 

③社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会 

生活協同組合パルシステ

ム千葉 
SDGs を活かした地域コミュニティづくり 

①フードバンクちば 

②ワーカーズコープちば 

③淑徳大学コミュニティ政策学部 消費者法研究室 

福井県民生活協同組合

③ 

高齢者や認知症・障がい者にやさしい買い物環境の

提供 

①リンクワーカー樹の輪 

②小浜市社会福祉協議会 

生活協同組合 おかやまコ

ープ 

平成30年西日本豪雨被災地支援活動 ～社協と

の連携を軸とした他団体との協同～ 

①倉敷市社会福祉協議会 

②総社市社会福祉協議会 

③総社市 

④真備町写真洗浄＠あらいぐま岡山 



 団体名 活動名 協働団体 
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愛媛医療生協 共同農園

「レインボーファーム」 

設立 5 年を経過し、助成金を活用し、活動がレベル

アップ出来てきている。もう一段階「生き生きと楽しく

集える活動の輪」が広がり、「地域に役立つ共同農

園づくり」にとステップアップしたい！ 

①愛媛医療生協 

②えひめ NPO311 

③三葉幼稚園 

④共同作業所「なかよし村」 

福井県民生活協同組合

② 

福井県協同組合連絡会 連携事業フードバンク・フ

ードドライブ 
①福井県協同組合連絡会（JA福井県中央会） 

みやぎ生活協同組合 
健康的な暮らしを創る担い手づくりと元気な高齢者を

増やす取り組み 
①一般社団法人りぷらす 

津山アルツハイマーデー実

行委員会 

津山 世界アルツハイマーデー認知症理解・啓発活

動 

①おかやまコープ美作エリア  ②津山市民生児童委員連合会 

③津山認知症の人と家族の会（おあしすの会） 

④オレンジカフェ 吉井川  ⑤加茂タクシー 

⑥みまさか認知症疾患医療センター 

⑦日本認知症グループホーム協会 

⑧認知症対応型通所介護事業所 じーちゃん・ばーちゃんのお家 

⑨津山信用金庫  ⑩臼井茶店  ⑪認知症キャラバン・メイト 

⑫美作大学生活科学部 社会福祉学科 

⑬学校法人美作学園 岡山県美作高等学校 

⑭協同組合 津山一番街  ⑮津山市役所 高齢介護課 

⑯津山市社会福祉協議会 

⑰津山市地域包括支援センター 

リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン 神戸 
がん啓発イベント ①生活協同組合コープこうべ 

公益社団法人難病の子ど

もとその家族へ夢を 

沖縄の文化を通して自信と自立を促すプロジェクトパ

ート 2 

①生活協同組合コープおきなわ 

②社会医療法人敬愛会 中頭病院 

NPO法人 DV対策センタ

ー 

DV・虐待被害者及び母子家庭等貧困世帯への食

とカウンセリングと教育の支援 及び DV・虐待・貧困

の連鎖を防止するための啓発講座の開催 

①東都生活協同組合 

③ 

女
性
と
子
ど
も
が
生
き
生
き
す
る 

生活協同組合コープ自然

派奈良 

きゅうしょくカンガループロジェクト（給食を考えるプロジ

ェクト） 

①農民運動奈良県連絡会（奈良県農民連） 

②奈良市の給食のおはなし 

公益財団法人 ふきのとう

文庫 
「すべての子どもに本の喜びを！」を伝える ①コープさっぽろ 

東吉野こどもと楽しむ会 
多機能コミュニティスペース「つくばねっこ村」のコロナ対

策強化でウィズコロナを乗り切ろう！ 

①市民生活協同組合ならコープ 

②東吉野水力発電株式会社 

生活協同組合コープぐんま 
子どもを中心とした誰でも利用出来る居場所提供

（食堂中心） 
①ママボランティア ほっこりん 

シングルず（香芝市母子

寡婦福祉会） 
ひとり親家庭の親と子の居場所づくりと学びの広場 

①市民生活協同組合ならコープ 

②香芝市社会福祉協議会 

一般社団法人 ソーシャル

ワーク・オフィス福岡 

子どもの睡眠教育およびメディア依存防止のための木

工工作教室の実施事業 
①エフコープ生活協同組合 

がんばるもん実行委員会 小学校の放課後学習支援と支援メンバーの養成 ①生活協同組合コープこうべ 

殿川の活性化に取り組もう

会 

殿川資源を活用した自然体験を通した親子こどもア

トリエや音楽教室・コミュニティースペースつくり 

①市民生活協同組合ならコープ 

②殿川自治会 

③中竜門地区自治協議会 

なのはな生活協同組合 
こども食堂『からべえ』・地域で考えるこどもの貧困と安

心できる街づくり 

①加良部地区社会福祉協議会 

②こども食堂からべえ運営委員会 

宝塚ミライキャンパス 子育て世代の力で地域力アップ 

①コープこうべ 第 1地区本部 

②宝塚市社会福祉協議会 

③宝塚市地域福祉課 

NPO法人みやっこサポート 食で子ども達を守り、地域の未来を守るプロジェクト 

①生活協同組合 コープこうべ 第 2地区活動本部 

②コープ夙川 

③労災センター事業団 西宮事業所 

④特定非営利活動法人 なごみ 

※各団体名の表記は、応募用紙のとおりとさせていただきます。 


