
 

            

 

 

 

 

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」をおこなっています。 

本助成では、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取り組む実践的な

活動を助成の対象としています。 
 

 本助成は社会課題や地域課題の解決のために「協働」して取り組むことを大切にしています。

2012年度の開始から10周年を迎えたことから、2022年度にはこの「協働」の状況に応じた2つの

区分「協働はじめる助成」「協働ひろめる助成」からなる新制度への改定をおこないました。 

 新制度2年目の2023年度は、2022年10月15日～11月15日に募集をおこない、42団体から応募を

いただきました。審査の結果、そのうちの35団体に総額2,394万8,178円の助成を決定しました。

助成先は別紙のとおりです。助成先団体の活動を2件紹介します。 
 

 事例１   

エフコープ × 東峰村えんプロジェクトの会 

福島と福岡の絆の「かぼちゃ」を植えて、こども食堂

を応援するプロジェクトVer2 

  事例２   

一般社団法人あまみら × コープおおいた 

天ヶ瀬温泉街コミュニティガーデン交流促進事業 

生協、地域団体、自治体等が協働しながら、震災・原

発事故の被災地の飯舘村で開発されたかぼちゃを、豪

雨災害の被災地の東峰村の棚田で栽培し、フードバン

クを通じて子ども食堂 

等へ提供。 

生協でのかぼちゃの商 

品化もすすみはじめま 

した。 

豪雨で被災した温泉街の復興活動からはじまり、その

後も餃子づくりのイベントや餅つき大会等を通じた

コミュニティの再生やつながりづくりを継続。 

2023年度は温泉街の 

コミュニティガーデ 

ンづくりで地域の交 

流を促進します。 

■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 

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

 

 

  

地域共生社会の実現を支援 35 団体に総額 2,394 万円を助成 
－「ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成」助成先団体が決定－ 

報道関係各位 

2023年3月24日 

 
 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：大杉・星合） 

ＴＥＬ：03-6836-1320（平日 10 時～17 時 土日除く） 

ＦＡＸ：03-6836-1321 

e-mail： 

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


 
【別紙】 「ＣＯ･ＯＰ共済 地域ささえあい助成」2023 年度 助成先団体 

※ 協働区分：「ひろめる」→協働ひろめる助成、「はじめる」→協働はじめる助成 

※ 協働はじめる助成：生協と団体がはじめて協働して取り組む活動を助成。 

  協働ひろめる助成：生協と団体の間にすでに協働の実績があり、その協働をさらに広げて取り組む活動を助成。 

 
協働区分 活動名 団体名 

ひろめる 
人と人とがゆるく繋がれるコミュニティカフェ

「At Link café」の運営 

特定非営利活動法人アットリンク奈良 

市民生活協同組合ならコープ 

ひろめる 
あのね～食と居場所でつながる地域の子どもた

ちのセーフティネット 

一般社団法人あのね 

生活協同組合おおさかパルコープ 

ひろめる すべての子どもに本の喜びを！ 
公益財団法人ふきのとう文庫 

生活協同組合コープさっぽろ 

ひろめる ほっかいどう若者応援プロジェクト 

北海道生活協同組合連合会 

連合北海道 

北海道労働者福祉協議会 

生活協同組合連合会大学生協事業連合北海道地区 

ひろめる 

「支え合いの店ながえ」を拠点とした、生協と

米子市永江地区自治連合会協力による地域支え

合い活動 

鳥取県生活協同組合 

米子市永江地区自治連合会 

ひろめる 
つながりインターンシップ＠協同～若者が協同

の働き方を学び、どう生きるかを考える～ 

一般社団法人くらしサポート・ウィズ 

パルシステム生活協同組合連合会 

ひろめる 
「就学援助世帯」を対象とするフ－ドバンク活

動 

生活協同組合しまね 

特定非営利活動法人フ－ドバンクしまねあったか

元気便 

ひろめる 

コロナ禍で生活に影響が出ている学生（高校、

大学、専門学校生）や、つながり・交流の機会

が希薄になっている学生等に対する食料支援や

交流会の開催 

大阪よどがわ市民生活協同組合 

吹田市社会福祉協議会 

吹田市社会福祉協議会施設連絡会 

ひろめる 
ICT を活用した「地域での新たな見守り・買い

物支援体制」研究開発事業 

とやま生活協同組合 

黒部市社会福祉協議会 

ひろめる なんでも相談会・フードバンク 
北毛保健生活協同組合 

渋川北群馬民主商工会 

ひろめる 
福島と福岡の絆の「かぼちゃ」を植えて、こど

も食堂を応援するプロジェクト Ver2 

エフコープ生活協同組合 

東峰村えんプロジェクトの会 

ひろめる 
DV 被害者および母子家庭等貧困世帯の DV・虐

待・貧困の連鎖を防ぐための活動 

特定非営利活動法人 DV 対策センター 

東都生活協同組合 

ひろめる ちいさなやさしさ市場 
群馬中央医療生活協同組合 

NPO 法人はじめの一歩 

ひろめる あったかフードバンク大泉 
東京保健生活協同組合 

あったかフードバンク大泉 

ひろめる コープのびのびクラブ・ぴよぴよクラブ 
広島中央保健生活協同組合 

ふくしま文庫 

ひろめる 
協働ステーションではじめる地域の大切な記憶

の共同学習 

生活協同組合コープぎふ 

社会福祉法人いぶき福祉会 

ひろめる 
小学校での放課後学習教室運営と放課後学習教

室運営の支援 

生活協同組合コープこうべ 

がんばるもん実行委員会 

ひろめる 
フードバンク活動でこども食堂と食品提供事業

者の顔の見える関係づくり 

福井県民生活協同組合 

こども食堂ネットワークふくい 

 
 
 



 
協働区分 活動名 団体名 

ひろめる 
いのちとくらしの映画祭 2023（映画＆講演

会） 

生活協同組合コープ自然派兵庫 

認定 NPO 法人フードバンク関西 

生活協同組合コープこうべ 

こわすな憲法！いのちとくらし！市民デモ HYOGO 

ひろめる 
エフコープと NPO が協働で取り組む地域の子育

て家庭を応援するフードパントリー事業 

エフコープ生活協同組合 

特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 

ひろめる 

殿川資源を活用した環境再生・持続可能な未来

を感じるこども音楽アトリエ・コミュニティー

スペースつくり 

殿川の活性化に取り組もう会 

市民生活協同組合ならコープ 

ひろめる 
地域住民の買い物支援、高齢者見守り及び生き

がい創出などの地域支援関連活動 

生活協同組合コープあきた 

NPO 法人南外さいかい市 

ひろめる SDGs を活かした地域コミュニティづくり 

生活協同組合パルシステム 

千葉フードバンクちば 

ワーカーズコープちば 

淑徳大学コミュニティ政策学部消費者法研究室 

ひろめる 
WEB アプリを活用した地域資源の見える化と活

動団体支援強化による重層的支援体制の確立 

生活協同組合コープこうべ 第 2 地区本部 

特定非営利活動法人あしや NPO センター 

芦屋市 

芦屋市社会福祉協議会 

ひろめる 
LFA Japan とコープこうべが織りなす食物アレ

ルギーに優しいまちづくり 

一般社団法人 LFA Japan 

生活協同組合コープこうべ 第 2 地区本部 

ひろめる 
天ヶ瀬温泉街コミュニティガーデン交流促進事

業 

一般社団法人あまみら 

生活協同組合コープおおいた 

ひろめる 
住まいとくらし緊急サポートプロジェクト

OSAKA 

特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構 

生活協同組合おおさかパルコープ 

はじめる 
川西けやき坂広場を地域に愛され必要とされる

場にする活動 

一般社団法人 i-coi 

NPO 法人はち 

生活協同組合コープこうべ 

はじめる 居場所で始めようシングルママのお仕事応援 
一般社団法人ソーシャルペダゴジーネット 

生活協同組合コープさっぽろ 

はじめる 
若年女性向け 自立支援型シェアハウス「ます

かっと」の運営 

生活協同組合コープこうべ 第 1 地区本部 

一般社団法人 office ひと房の葡萄 

はじめる 
女性と子ども、シングルマザーのための居住支

援と居場所づくり 

生活協同組合コープこうべ 第 1 地区本部 

認定 NPO 法人女性と子ども支援センターウィメン

ズネット・こうべ 

はじめる 子ども食堂にお祭りを届けよう！ 
スマイルリンク 

かりや愛知中央生活協同組合（コープ中央） 

はじめる 
こどもの本でつながる「こども図書館」プロジ

ェクト 

こどもサポートステーション たねとしずく 

生活協同組合コープこうべ 第 2 地区本部 

はじめる 
女性向けケア付きシェアハウス、託児、みんな

の食堂による支えあいの地域拠点づくり 

生活クラブ生活協同組合 

認定 NPO 法人さくらんぼ 

横浜みなみ生活クラブ生活協同組合 

はじめる 学習支援（無料）塾 エデュケア 
特定非営利活動法人全国夜間中学ネット 

生活協同組合コープこうべ 第 3 地区本部 

 
 


