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こくみん共済 coop〈全労済〉（全国労働者共済生活協同組合連合会 代表理事理事長：廣田政巳）は、

｢2020 年 こくみん共済 coop 地域貢献助成｣の助成団体を決定いたしました。 

本助成は 1992 年に環境問題などに取り組む団体を対象としてスタートし、今回で 29回目を迎

えます。 

本年は「人と人とがささえあい、安心して暮らせる未来へ」をテーマとして、2021 年１月１日

～2021 年 12 月 31 日を助成対象活動期間とする「防災・減災活動」「環境保全活動」および「子

どもの健全育成活動」に携わるＮＰＯ法人や市民団体などを対象に募集しました。 

その結果、172 団体からご応募をいただき、外部の有識者等による審査委員会を経て、72 団体

に総額 20,000,000 円を助成することに決定いたしました。 

応募総数 助成団体数 助成総額 

172 72 20,000,000 円 

※ 助成団体につきましては、別紙をご参照ください。 

※ 詳細につきましては、当会のホームページでも紹介しています。 

https://www.zenrosai.coop/zenrosai/topics/2021/26152 

当会は、「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」という理念にもとづき、また

「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けて、地域の皆さまとともに一層地域社会への貢献を

進め、たすけあいの輪をむすび、安心のネットワークをひろげてまいります。 

「2020 年 こくみん共済 coop 地域貢献助成」の助成団体を決定 
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＜別紙＞

№ 都道府県 団体名 活動名

1 北海道 希望プロジェクト実行委員会 共生の舞台　「ふれあいまつり」

2 北海道 DORI-TRPG研究会 TRPG体験会

3 北海道 サロベツでのびのび育てるママの会 子どもの発育発達に応じたカラダ作り事業

4 北海道 自然保育サークル　森のようちえん　あばしりてくてく 森の中の憩いの場づくり（仮）

5 青森県
特定非営利活動法人
難病心身障がい児者を支えるみなの会

子ども横笛教室

6 青森県 一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと
防災教育プログラム
～誰一人として取り残さない、災害時地域を支える一員に～

7 宮城県 権現森自然研究会 地域の里山「権現森」の自然を守り、子供たちに自然の大切さを伝える

8 宮城県 あじ島冒険楽校 あじ島冒険楽校～東日本大震災で傷付いた子どもたちのために～

9 福島県 読み聞かせ会「あのね」 古殿まち物語紙芝居化プロジェクト

10 福島県 生き方工房necota
貧困や障がい、就労の有無に関わらず
誰もが創造的に生きるための余暇・学びの場づくり

11 新潟県 山古志木籠ふるさと会 震災復興感謝祭

12 茨城県 辰海子ども食堂運営委員会 辰海子ども食堂運営委員会

13 栃木県 エコネットかぬま エゴマ食品開発と鹿沼市中山間地耕作放棄地でのエゴマ栽培推進

14 群馬県 あいおい子ども食堂実行委員会 子ども食堂

15 群馬県 あいず あいずプレーパーク事業

16 群馬県 まなビバ！シリウス フリースクール事業（不登校の居場所と学びのサポート）

17 埼玉県 NPO法人地域教育ネットワーク 「遊びと学びと食」の事業　ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっぴー　（ワクドキはっぴー）

18 埼玉県 ふかやななの木食堂 子ども食堂

19 埼玉県 特定非営利活動法人　越谷にプレーパークをつくる会 お外でアート！みんなでつくる大型紙芝居「ちびころシアター」

20 千葉県 特定非営利活動法人　世界のともだち ホームスタート・しゅっぽっぽ

21 東京都 復興支援　杉田商会 福島県原発事故被災地における農産物の第六次産業化

22 東京都 鶴二おやじたちの会
「“ナラ枯れ”を越えて…
　～東京・町田市　新たなカブトムシの森作りへの挑戦！」

23 東京都 特定非営利活動法人DAKKO コロナで孤立した多胎家庭へのオンライン相談事業

24 東京都 ほんむら子どもプロジェクト
学びと遊びの支援・子ども食堂を兼ねる「ほんむらっこ食堂」を通じた
豊かな居場所・地域づくり

25 東京都 特定非営利活動法人日本ピーススマイル協会 学校を超えた「心と成長の居場所場作り」事業

26 東京都 特定非営利活動法人　環境教育ネットワーク 基礎的科学実験を通じて地域住民と生活弱者の絆作り大作戦！

27 東京都 立川市災害ボランティアネット 地域住民の防災力・減災力向上事業

28 東京都 東京スマホ研究会 防災の常識が変わった！ コロナ禍時代の防災知識

29 東京都 大震災時の子どもの安全・安心を考える「あさっこ会」 地域の力で　防災マップつくり　（杉並第六小学校震災救援所周辺）

2020年 こくみん共済 coop 地域貢献助成　助成団体一覧
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＜別紙＞

№ 都道府県 団体名 活動名

2020年 こくみん共済 coop 地域貢献助成　助成団体一覧

30 東京都 一般社団法人　地域防災コーディネーター育成機構
外国人に知って欲しい「これで助かる防災豆辞典」
（杉並区版多言語防災ハンドブック）発行・普及

31 神奈川県 ＮＰＯ法人SoELa 地球環境カードゲームマイアースによる子供向け環境啓発活動の実施

32 神奈川県 にじーず LGBTの子ども・若者の居場所事業（長野・岡山・京都）

33 神奈川県 かみのき塾・たんまち塾
コロナ禍における無料学習支援塾(かみのき塾・たんまち塾)の
持続的運営体制の構築

34 長野県 特定非営利活動法人ながの健康教育研究所 障がい児運動能力検査

35 長野県
特定非営利活動法人
長野県PS・ふくしネットセンター　やさしなの

輪っと集まれ！中高生・若者　ほっとキッチン/無料学習塾

36 静岡県 特定非営利活動法人Cafe de 寺子屋 カフェで寺子屋

37 静岡県 KURURA制作実行委員会
こどもローカルマガジンプロジェクトCOLOMAGA伊豆市版
【KURURA】vol.９制作活動

38 富山県 こども発達ラボ 発達に特性を持つ子どものプログラミング才能発見プロジェクト

39 石川県 能登の森里海研究会 七尾湾の環境改善に向けたアマモの増殖活動

40 福井県 withふくい 空きテナントを活用した不登校児童生徒等の地域の中の居場所づくり事業

41 愛知県 ダブルケアパートナー ダブルケア経験談リレー講座

42 愛知県 夢育プロジェクト 外国籍の若者と一緒に将来を考えるキャリアプログラム

43 愛知県 「生」教育助産師グループOHANA
社会的養護を必要とする子ども達・親の《生きる力と心》を育む
助産師による教育と相談活動

44 愛知県 特定非営利活動法人ふぁみりぃ・らぼ 学校に行きづらさを感じる子どもの居場所「フリースペース」運営・相談事業

45 愛知県 防災ママかきつばた
いのちを守るママに！学ぶ広げるつなげる
「親子の防災インストラクター養成講座」

46 岐阜県 鶴里ホタルの里づくりの会 「鶴里ホタルまつりと竹灯り」事業

47 滋賀県 特定非営利活動法人やんちゃ寺 中高生が無料で行ける、土曜日のやんちゃ寺食堂

48 滋賀県 ＮＰＯ法人Ｔａｋｅ－Ｌｉａｉｓｏｎ
トワイライトステイ事業「トワイライトLiaison」
・学習支援事業；「ほわっとＬiaison」

49 奈良県 いこま棚田クラブ 生駒市西畑町の棚田・里山の再生と創造

50 大阪府
社会福祉法人大阪キリスト教女子青年福祉会
シャロン千里こども館

子どもへの虐待防止プログラム「親子でいきいきリレーションシップ」

51 大阪府 こども夢くらぶ 子ども食堂　「こども夢くらぶ」

52 大阪府 団欒長屋プロジェクト 軽食付き無料学習支援事業

53 大阪府 リスタート トラベル オンライン世界一周事業

54 大阪府 聴覚障害者のための防災ネットワークを考える会 コミュニケーションボード製作

55 大阪府 ママコミュ！ドットコム
自分も社会も強くする！子どものための防災の学校
「レジリエンス・カレッジ（レジカレ）」

56 大阪府 みんなでつくる学校　とれぶりんか
小・中・高の子どもたちの主体的参加による
子ども食堂・防災学習・ＳＤＧｓ学習ネットワークづくり

57 和歌山県 おのみなとこども食堂の会
ひとり親家庭を主な対象とした食料、生活相談、子供への学習支援を含めた
包括的支援事業

58 兵庫県 さとのわ楽校 自然とはぐくむ交流の場
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＜別紙＞

№ 都道府県 団体名 活動名

2020年 こくみん共済 coop 地域貢献助成　助成団体一覧

59 岡山県 リリーグループ
音楽×防災
『地域コミュニティが命を救う、災害犠牲者ゼロを目指した防災まちづくり』

60 岡山県 epoおかやま笑顔プロジェクト 防災減災啓発活動

61 広島県 私設図書館　「さんさん舎」 さんさん舎ぐるぐるマーケット

62 香川県 特定非営利活動法人東北ボランティア有志の会香川
防災とボランティアのフェスティバル　できる時に できる人が できる事をする
～未来を担う子どもたちとともに～

63 香川県 ＮＰＯ法人ミュージックサポートネットワークぱぴぷぺぽ みんなの広場koko食堂での防災研修及び訓練

64 愛媛県 NPO法人スペースゆう ともの会 宇和島市小池地区ビーチクリーン＆シーボーンアート環境工作教室

65 愛媛県 NPO法人 NEXT CONEXION こどもとかける

66 福岡県 ネイチャーなかがわ
原野化した耕作放棄地を開墾し、
田畑に復元してお米野菜つくりにいそしむ活動

67 福岡県 わくわくっ子 わくわく楽習室

68 佐賀県 スタディサポート　greenbook 居心地のよい居場所で楽しく学ぶ学習サポート

69 佐賀県 フードバンクさが ひとり親世帯への「おなか一杯お米プロジェクト」

70 佐賀県 佐賀県外国にルーツを持つ生徒交流を支援する会 さが　わーるどりんぐ

71 大分県 きたく部 きたく部おもちゃとしょかん

72 宮崎県 ラーニングパーク 宿題・各教科のお助け教室

以上
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