積水ハウスマッチングプログラム
助成団体のご紹介
積水ハウスマッチングプログラムとは ＿

積水ハウスグループでは、
「相手の幸せを願い、その喜びを我が喜びとする」という企業理念の思いを胸に、お客様、従業員、社会の「幸
せ」を最大化するため、地域社会との共生に寄与する活動を推進しています。その取り組みの一つとして従業員主体の寄付制度「積水
ハウスマッチングプログラム」を 2006 年にスタートさせ、社会的活動を担うNPO などの団体を支援しています。従業員が給与から希
望する金額（1 口 100 円）を積み立て、それに会社が同額の助成金を加えて寄付する仕組みです。次世代育成や環境配慮をテーマに
国連が進める［持続可能な開発目標（SDGs）］につながる支援先を決定しています。

一般社団法人

あきた地球環境会議
認定NPO法人

認定NPO法人

日本レスキュー協会

とちぎボランティアネットワーク

ホースパークひだまり

認定NPO法人

NPO法人

スペースふう

bioa
NPO法人

ダウン症ファミリー総合支援めばえ２１
NPO法人

Deep People

アスイク
NPO法人

一般社団法人

みやぎ・せんだい子どもの丘

自然エネルギー信州ネット

NPO法人

石巻復興支援ネットワーク

一般社団法人

NPO法人

さくらんぼくらぶ

コスモスクラブ

園むすびプロジェクト
NPO法人

認定NPO法人

キッズアイ

認定NPO法人

自然再生センター

熊谷市ほたるを保護する会
一般社団法人

ウイズタイムハウス

キッズファーム
in京都大原

NPO法人

みのり

NPO法人

認定NPO法人

フェア・プラス

山村塾

社会福祉法人

独歩

NPO法人

循環生活研究所

認定NPO法人

3keys

認定NPO法人

とす市民活動ネットワーク

NPO法人

ホームスタート・ジャパン

認定NPO法人

地球市民の会

認定NPO法人

アトピッ子地球の子ネットワーク
認定NPO法人

ファミリーハウス

NPO法人

イカオ・アコ

一般社団法人

エディブル・スクールヤード・ジャパン
NPO法人

環境学習
サークルみえ
NPO法人

環境とくしまネットワーク
NPO法人

かごしまＮＰＯ支援センター

芸術家と子どもたち
認定NPO法人

認定NPO法人

ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

NPO法人

日本民家再生協会

横浜こどもホスピスプロジェクト
緑のダム北相模

NPO法人

NPO法人

NPO法人

エー・ビー・シー野外教育センター

認定NPO法人

湘南クリーンエイドフォーラム

街ing本郷

NPO法人

チャレンジドサポート プロジェクト

こども基金

次世代の育成にかかわる
活動分野の支援

環境基金

地球環境保護にかかわる
活動分野の支援

住・コミュニティ基金

まちづくりや地域コミュニティに
かかわる活動分野の支援

宮城県

活動エリア

積水ハウスマッチングプログラム

NPO法人

コスモスクラブ

コスモスフェスティバル
こども基金

環境基金

住・コミュニティ基金

災害支援基金

次世代の育成にかかわる
活動分野の支援

地球環境保護にかかわる
活動分野の支援

まちづくりや地域コミュニティに
かかわる活動分野の支援

東

団 体 拠 点
活動エリア
NPO法人

被災地での救命・復旧に
かかわる活動分野の支援

2017年仙台銀行ホールイズミティ21であきらちゃん
によるファミリーコンサートを開催した時の様子。

北
宮城県

アスイク

コロナ禍で不登校・高校中退になった
子どもたちの居場所事業
コロナ禍で不登校や高校中退に
陥っている子どもたちが安心して
過ごせる居場所を提供し、心の回
復と自尊心の向上をサポートする
と同時に、家庭も含めた生活支援
を行うことで、子どもたちの社会
的自立を支えます。
「何かをさせら
れる場所」ではなく
「やりたいこと
でありたいと
【夏祭りの様子】利用者が自分たちで企画した夏祭り。 を実現できる場所」
スイカ割りをしたあとにみんなでおいしくいただきました。 の思いで活動をしています。

活動エリア
NPO法人

宮城県

みやぎ・せんだい子どもの丘

夢のいえ 未来のまち ワークショップ
コロナで夢や希望を持てない今、
自分たちで未来を切り開くワークショップを行
います。
「 絵本作家荒井良二さんと夢を描く」
「 木を組み自分の家を建てる」を
テーマに、別日程で２つのプログラムを実施します。子どもたちが未来に夢と希
望を持ち、前向きに困難と立
ち向かう体験が何よりも必要
だと感じ、企画をしています。

秋田県

活動エリア
一般
社団法人

あきた地球環境会議

SDGs達成へ 〜自然と共生する未来ECOハウス〜
コロナウイルスの拡大により行動
が制限され、体験学習が行えない
現状。新しい形で子どもたちに学
びと創造の場を作り、未来を描け
るよう立ち上げたプロジェクト。
「自然と共生するECOの家」
デザイ
ンを公募し、応募作品は公共施設
で展示。ホームページやSNSでも
発信し、自然と共生する未来の在
り方を学び環境配慮意識の醸成
環境に配慮した夢のある楽しい内容の作品（イメージ図）
を図ります。
を公募し地球温暖化防止月間に公共施設で展示する。

東

団 体 拠 点

認定NPO法人

NPO法人

宮城県

石巻復興支援ネットワーク

子どもたちの健やかな未来を守る居場所づくり事業
地域との繋がりの希薄さが、子育て世帯の孤立を助長しています。
さらに、
コロ
ナ禍により経済状況が悪化するシングル家族や機能不全家族など生活困窮世
帯へは、継続的なサポートが必要です。食を通じた子どもたちの支援と相談窓
口の設 置 、安 心 安 全な居 場
所を提供し、子どもたちの健
やかな心身の成長につなげ
ていきます。

3keys

「24時間子供SOSダイヤル」実態調査の
フォローアップ及び「子ども白書・Web版」の開設
生まれ育った環境によらず、子ど
もの権利が保障され、自立のため
に必要な支援・情報が届く社会を
創れるよう活動。10 代のための
悩み相 談サイトMex（ミークス）
の運営や、児童養護施設での学習
支援、オンラインイベントや相談
会等を実施しています。全国の子
どものための支援機関の実態調査
も行っています。

子ども白書・Web版
（イメージ）

活動エリア
NPO法人

全国108地域

ホームスタート・ジャパン

「切れ目のない」家庭訪問型子育て支援プロトコル開発事業

こども食堂&子育て相談会で、子ど
もを遊ばせながら母親が先生に子
育ての相談をしている様子。

初めての出産や育児には誰もが不安を感じるもの。一緒
に誰かがいてくれる安心感が心の支えになることも。
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京

東京都（調査対象は全国）

活動エリア

一昨年、福島県で開催した荒井良
二氏のWS。未来のまちを創造し、
夢を乗せた移動式リアカータウンが
完成。

活動エリア

「障害児放課後ケア支援事業」
とし
てスタートし、現在は成人の就労
事業も行い、小学生から成人まで
一貫した障害児支援を行っていま
す。障がいのある人もない人も共
に生き共に活動する社会を目指す
ことと、地域社会への貢献を目的
とし、文化施設を会場として
「コス
モスフェスティバル」
を開催してい
ます。

「すべての子どもに幸せな人生の
スタートを」を合言葉に、妊娠・育
児中の親の孤独感や孤立感の解
消、子育ての楽しさを実感し、地域
との繋がりをもてる支援活動を実
施。乳幼児家庭訪問支援プログラ
ムを妊娠期から学齢期まで利用で
きるよう
「切れ目ない支援」
を全国
に展開し、子育ての孤立の解消と
虐待の予防を推進しています。

全国

活動エリア

アトピッ子地球の子ネットワーク

認定
NPO法人

新型コロナ禍、
アレルギーの子どもに
粉ミルクと食料をプロジェクト
小学校区に1000 人の児童がいた
とすると25 人の子どもは食物アレ
ルギーがある上に貧困に苦しんで
います。コロナ禍により、生活が困
難になった家庭の子ども( 赤ちゃん
を含む) の命をつなぐために、アレ
ルギー用粉ミルクや食料を無償提
供します。フードバンクの一般的な
食品を食べることができない子ど
もたちを支えるしくみを作ります。

子ども食堂提供予定食品群

東京都

活動エリア
認定NPO法人

ファミリーハウス

新規ボランティア対象の活動紹介・研修動画の作成
難病の子どもたち及びその家族の
滞在施設の運営、彼らの現状理解
を求める広報活動を展開していま
す。施設運営にはボランティアの力
が不可欠ですが、新型コロナの影
響で新規ボランティアの募集活動
が充分に行えずにいるため、ボラ
ンティアの募集や研修の動画を作
成し、YouTube等で公開し情報発
信を行います。

研修動画のイメージ
（掃除方法の説明）

活動エリア
一般
社団法人

東京、神奈川など

エディブル・スクールヤード・ジャパン

発展的食育＋SDGs―ICT教育を見据えた
菜園教育実践とビジュアル教材開発研究―
学校の校庭にエディブル・スクール
ヤード＝食育菜園をつくり、菜園を
学びの場（教室）に変え、子どもた
ちのこころと体、思考をつなぎ、食
を通じて自然界といのちのつなが
りを体験的に学ぶエディブル教育
の実践を行っています。いかなる学
習環境下でも適応できる実践的プ
ログラム運営とそれに伴う教材開
２年生の生活科連携授業「やさいづくり名人になろう
！」 発を行います。

活動エリア
NPO法人

活動エリア
認定
NPO法人

アジア太平洋地域/住まいの支援を必要とする日本全国

ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

ジャパン・ビレッジ・プログラム（JV:Japan Village Program）

コミュニティの活性化を目指し、地方へ学生を派遣する
プロジェクトです。学生が建築ボランティアを行います。

全国

活動エリア
認定NPO法人

貧困や自然災害により深刻な住ま
いの問題を抱えるアジア太平洋地
域の問題解決を図るため、2001
年に発足しました。学生ボランティ
アを地方に派遣し、古民家改修な
どの建築活動への参加を通じて、
コミュニティの活性化に寄与する
と共に、住民との交流を通じて街
づくりへの理解を持つ若者の育成
を目指します。

日本民家再生協会

民家フォーラム

曳家体験
（曳家の仕組みを模型で学べるコーナー）

活動エリア
NPO法人

大量生産、大量消費、大量廃棄と
いう社会システムのもと、日本の
住文化が危機にさらされていま
す。一方、
リモートワークの普及で
環境や伝統を重視した家に住みた
いという声も増えています。民家は
人が住み維持しなければ簡単に
朽ちてしまいます。循環型社会の
実現のため、伝統民家の良さを考
え、広める機会を提供します。

東京都

街ing本郷

まちに関わりながら暮らす新しいライフスタイル『書生生活』

『築50年木造アパート』〜借り上げ住宅に住む女子
学生と代表理事

大学が多くあるという本郷地区の
地域性を活かし、空き部屋を持っ
ている大家と住みたい学生をつな
ぎ、地域での活躍の場を提供する
プロジェクト
「書生生活」を実施。
一人暮らしのシニア宅の空き家に
学生と共に暮らす活動も行ってい
ます。学生が街のコミュニティに参
加することで、地域の活性化を目
指していきます。

東京都

芸術家と子どもたち

特別支援学級でのアーティスト・ワークショップを
通した、障がい児による創造的体験の場づくり

グループで協力してシーンを作る劇あそび。自分を表
現しながら、人と協力して創り上げる経験。

プロのアーティスト（音楽家、振付
家、演出家、美術家など）を特別支
援学級や特別支援学校に派遣し、
ワークショップを実施。障がいのあ
る子どもたちの表現力、創造力、コ
ミュニケーション能力等の育成を支
援しています。心身をのびのびと解
放できる表現の場を作りながら、自
己肯定感やコミュニケーション力を
育みます。
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神奈川県

活動エリア

積水ハウスマッチングプログラム

NPO法人

湘南クリーンエイドフォーラム

紙芝居とビーチクリーン
こども基金

環境基金

住・コミュニティ基金

災害支援基金

次世代の育成にかかわる
活動分野の支援

地球環境保護にかかわる
活動分野の支援

まちづくりや地域コミュニティに
かかわる活動分野の支援

山

団 体 拠 点

被災地での救命・復旧に
かかわる活動分野の支援

梨
山梨県

活動エリア
認定NPO法人

スペースふう

「使い捨てをリユースへ」
・・・
Bento容器からつながるSDGｓアクション！

繰り返し洗って使えるリユース弁当容器に盛りつけら
れたお弁当。

活動エリア
認定
NPO法人

使い捨てプラスチックごみを「ゼ
ロ」
に、
それが私たちのゴールです。
削減を目指して、弁当容器を使い
捨てからリユースへと切り替える
活動を推進していきます。同時に、
持続可能な社会実現のために、楽
しくSDGsを学べるゲームを用い
たワークショップや講演会等を通
し、普及、啓発活動を展開。人々
の意識変容を図ります。

神奈川

団 体 拠 点

神奈川県

横浜こどもホスピスプロジェクト

小児緩和ケア人材育成事業
こどもホスピスで行う小児緩和ケ
アの概念や詳細がまだ国内には浸
透していません。病児だけでなく
きょうだい、両親も含めたケアに
は多職種が関係しています。医療
界だけでなく市民レベルから小児
緩和ケアの普及を全国に推進して
いくための事業と、
こどもホスピス
を開設・運営していくことが私たち
の目的です。

2020PJ紹介プレゼン

活動エリア
NPO法人

神奈川県

緑のダム北相模

相模湖・若者の森づくり

東京学芸大附属中学生が参加開始。
２０名を超える中
学生がコロナに負けず、密にならないように作業を開始。

3

綺麗な海を次世代に引き継ぎ、海
の魅力を伝え、環境問題への関心
を広げる活動を行っています。
ビー
チで海ゴミなどに関する紙芝居を
行い、子どもに楽しみながら自然
への興味を持ってもらった後に、
ビーチクリーン（海岸清掃）を実
施。出来ることから実行する体験
を通して、親子（家族）で一緒に環
境問題を考えるきっかけづくりを
提供します。

紙芝居の後のビーチクリーンの様子

神奈川県

活動エリア
NPO
法人

チャレンジドサポート プロジェクト

秋の遊び場inたかつ

障がいのある子も健常の子どもも一緒にダンス！

埼

団 体 拠 点

玉
埼玉県

活動エリア
認定
NPO法人

毎年10月にスポーツイベントを
実 施し、障がい児 者は特 別な存
在 で は な いこと、できることは
いっぱいあることを、多くの子ど
もたちに伝えたいと考えていま
す。障害のある子もない子も一緒
にスポーツを楽しもう！がコンセ
プト。ボッチャなど 数 種 類 のス
ポーツブースのスタンプラリー
や、焼きそばなどの模擬店も出展
します。

熊谷市ほたるを保護する会

里山整備活動の子ども向けプログラム
並びにホタルインストラクター講座
ホタル観賞をきっかけに、ホタル
が自然発生する環境がどのように
貴重なのか、また、その里山を守っ
ていく方法を学び、共に環境保護
を広げる活動を行っています。ホ
タル保護活動をより持続可能にす
るとともに、ホタルを取り囲む里
山保全整備とその指導者育成を
図り、広い世代に参加してもらい
未来に繋げたいと考えています。

里山養成講座親子実習

埼玉県

活動エリア
一般社団法人

ウイズタイムハウス

グループホームと地域をつなぐスタート事業
「環境破壊という負の遺産を残さ
ない」を活動理念に、放置されて
いる人工林の再生に取り組んで
います。本プロジェクトでは、相模
原市の民有林「知足の森」で放置
人工林の整備・保全を中高生を中
心として行います。東京学芸大学
とも連携し、身近な問題を解決す
るツールとして間伐材の活用方法
を検討し、発信していきます。

視覚障害のある人も一緒に壁塗りをしました。

ウイズタイムハウスは2021年度、
埼玉県上尾市にてグループホーム、
ショートステイ、放課後等デイサー
ビス、
シェアハウス、事務スペースの
ある多機能型施設「ウィズタイムハ
ウス緑丘」を開設予定です。スター
トの段階からワークショップという
形でともに動き、
ともに楽しむ活動
を通じ、入居者、地域住民、
スタッフ
がまじりあって、共に楽しむ「地域
の暮らしの場」
を作ります。

埼玉県

活動エリア
NPO法人

みのり

野菜の直売所を通した、視覚障害者と
地域の方々のコミュニケーション作り
視覚障がい者が地域の一員として
生活していくために、福祉事業所
「領家グリーンゲイブルズ」を開所
し、農業に取り組んでいます。野
菜の直売所を作り、地域の方々と
コミュニケーションをとれる場所
を作ります。支援される側の視覚
障がい者が、地域のコミュニティ
を作る主体となることで、ユニバー
サルな社会を目指します。

２０２０年春、畑に苗を植え付ける視覚障害者

埼玉県

活動エリア
社会福祉法人

独歩

子育て家庭が寄り合うコミュニティ広場

現在の日本は7人に１人の子どもが貧困状態です。

栃

団 体 拠 点
活動エリア
認定
NPO法人

「社会課題の中で『解決される側』
だった障がい者が、社会課題を解
決する」
をコンセプトに、子育て家
庭へ向けたコミュニティ形成を行
います。企業が雇用する障がい者
が集うシェアオフィスで、午前は
食品ロスや衣料ロス、教育の場等
を提 供し、午 後は無 償の放 課 後
児童クラブを運営、その世話役と
して障がい者が携わります。

木
栃木県

とちぎボランティアネットワーク

子どもSUNSUNプロジェクト＝円卓会議で進める
「宇都宮市の子供の貧困」撃退
宇都宮市で、子どもの貧困をなく
すため、調 査、企 画、資 源・寄 付
を集め、事業を立ち上げます。市
民・民間企業・行政・学校・医療
機関・福祉施設・地域など、多様
な主体が参加し、
「困っている子
供」を中心にして身近な地域で連
携をする地域包括的な取り組みで
定期円卓会議。
「 学校から見える子どもの貧困 」 す。子どもを中心に多様な参加方
参加31人
法で一緒に未来を作りましょう。

上信越

団 体 拠 点

富山県

活動エリア
一般社団法人

さくらんぼくらぶ

日本一小さな村の 日本一気楽で
あったかい子育て応援団 さくらんぼくらぶ
キャッチフレーズは「育児仲間を
たくさんつくって、もっと楽しく子
育てしよう！」。日本一小さな村、
舟橋村の中で、親子がいつでも気
軽に集える場を作るため活動を開
始しました。
「つながる安心感」と
「関わる楽しさ」が愛着と期待感を
生み、人を呼び込む、人口減少時
「地域課題解決型」子育
パパもママもわたしも。
（コロナ対策でブースづくり。 代に効く
密にならず、
ゆったり過ごせる場ができてよかった！）
て支援を実施します。

活動エリア

富山県

園むすびプロジェクト
園むすびプロジェクト

みんなでつくった丸太遊具「もっと楽しい遊び場を自
分たちでつくる！」

活動エリア
NPO法人

人口減少という全国の行政・企業
が直面する地方創生の問題に対
し、公園が人口減少を歯止めする
“場”となることを目標に掲げ、新
たな公園の役割づくりに挑戦して
います。公園の活用について地域
住 民が企 画 段 階から参 加し、地
域への安心感と期待を生み出す
ことで「持続可能なコミュニティ
創造」
を目指します。

富山県

キッズアイ

コロナ禍での「不登校」および「ひとり親」の
子どもとその家族の支援のための複合機一式の購入

学童の子と不登校の子で一緒に畑作業。

活動エリア
一般
社団法人

「不登校の子どもとその家族」や
「ひとり親家庭」が社会的に孤立
しないように家族同士の横の繫が
りを深めると共に、学校以外の多
様な学び 場 作りを行っていきま
す。学童施設での不登校の受け入
れは富山では本法人が初。この活
動に必要な設備を整え、子どもの
夢を大切に育んでいきます。

長野県

自然エネルギー信州ネット

省エネ・シェア・創エネの「地域エネルギー計画作成
ワークショップ＆アクション」in白馬＆松本
自然エネルギー資源が豊富な長
野県ならではの「自然エネルギー
普及モデル」づくりを、市民、地域
企業、大学や行政機関と共に取り
組んでいます。白馬村と松本市に
おいて、地域エネルギーの可能性
を住民自ら学ぶワークショップを
行い、専門家のアドバイスにより
住民のアイディアを具体的にアク
ションへ移します。
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大阪府・東京都

活動エリア

積水ハウスマッチングプログラム

認定NPO法人

日本レスキュー協会

わん！だふるLifeプロジェクト
こども基金

環境基金

住・コミュニティ基金

災害支援基金

次世代の育成にかかわる
活動分野の支援

地球環境保護にかかわる
活動分野の支援

まちづくりや地域コミュニティに
かかわる活動分野の支援

中

団 体 拠 点

部
フィリピン

活動エリア
NPO法人

被災地での救命・復旧に
かかわる活動分野の支援

イカオ・アコ

小学校に安全な水を提供する雨水利用システムの
建設プロジェクト

井戸から水を運ぶのは、子供の仕事です。腕がパン
パンになります。
「お兄ちゃん、
さぼらずに運んでよ」

フィリピンのボホール島ウバイ郡
において、安全な水を十分に確保
できない小学校を対象にし、雨水
を効率的に収集し、子どもたちに
とって安全な飲み水の供給源とな
る雨水タンクと浄水システムを建
設。水道・灌漑の整備が住民任せ
となる中、学校の衛生環境を改善
し、感染症を防ぐなど大きな不安
を解消することができます。

三重県

活動エリア

環境学習サークルみえ
楽しい体験型環境学習教室開催で、
地球温暖化防止を伝えます２０２０

三密対応の省エネルギー教室
（自転車発電体験）
長
島北部小学校6年

団 体 拠 点
活動エリア

関

" 次世代の子どもたちへ豊かな地
球環境を引き継ぐ"ために、環境
を学習する機会が少ない人へも環
境保全の大切さを伝える活動を
行っています。子どもたちをター
ゲットとした「楽しい体験型環境
学習」を利用し、地球温暖化防止・
省エネルギ ー・再 生 可 能エネル
ギー・リサイクル等の普及啓発を
行います。

西
京都府

キッズファームin京都大原

今年は新型コロナウィルス感染拡大が落ち着き、
また
再会できますように…

活動エリア

畑で育てた藍の葉を使った藍染体験
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大阪府

ホースパークひだまり
触って学ぶ馬学校

馬学校での騎乗訓練風景

活動エリア

馬に乗るだけの乗馬体験ではな
く、馬の生態や体のつくり、
しぐさ、
心理などを専門の講師にカリキュ
ラムを組んで学校形式で講習し、
生き物と関わることの大切さを小
学生に教育していくプロジェクト
です。
コロナ禍で子どもたちもスト
レスを抱える中、大自然で子ども
たちが馬に触れ大いに癒され、学
んでほしいと考えています。

大阪府

bioa
学校野生園(ビオトープ)を活用した
環境教育の推進及びモデル化事業
小学校でビオトープづくりの支援と
それを活用したESD 教育（持続可
能な開発のための教育）
・環境教育
を実践。ビオトープフィールドと本
来の自然環境を活用し、発達段階
に合わせたカリキュラム化及び普及
啓発のためのモデル化を行います。
子どもたちが明るい未来を担って
ビオトープづくりの課程において座学を踏まえた学習。 いけるよう、環境教育の大切さを
メダカが棲みやすい環境などを伝えています
伝えていきます。

活動エリア
NPO
法人

大阪府

ダウン症ファミリー総合支援めばえ２１

ダウン症者のための輝く青春大学設立に向けて
〜講師育成プロジェクト〜

「はたけ」から
「たべる」
までまるごと体験事業
畑と食育活動を通し、子ども達と
その家族に様々な体験の場を提
供。いろんなことにチャレンジして
みようと思える素地を作り、互い
の絆を深め、温かく見守り・見守ら
れる子育てを応援します。
「子ども
達の豊かな体験の積み重ねはい
ずれ、困難な時代を生き抜く力に
なる」
との思いから、
コロナ禍でも
学びの場を確保します。

「子どもの苦痛は最小限に、笑顔
は最大限に」
という理念のもと、子
どもたちのそばに毎日セラピー
ドッグがいる病院を目指し、定期
訪問を実施。現在は新型コロナウ
イルスの影響で訪問が出来ないた
め「オンライン」で交流をし、長期
入院中の子どもとその家族、また
近くで寄り添う病院スタッフの心
を元気づける活動を行います。

講師育成講座のイメージ

調査により、障がいを持つ青年が
学校を卒業した後、スキルを育て
る学びの場において、指導者の支
援技術に不安が浮き彫りになりま
した。そこで、支援する側、される
側、立場は違えど双方対等に、育
ちあえる環境を提供できる支援員
を一人でも多く育成し仲間を増や
すため、根拠に基づく支援ができる
講師の育成を行います。

活動エリア
NPO法人

大阪府

Deep People

小学6年生が考案した
「食べ残しNOゲーム」を
活用した食品ロス削減啓発出張講座・イベント開催

小学校での体験会の様子。5,6年生を中心に出張
授業を行っています。

活動エリア

食品ロスの46％は家庭から出てい
ます。一人ひとりへの食品ロスへ向
けた啓発活動として、小学 6 年生が
アクティブラーニングにより考案し
た「食べ残しNO ゲーム」を活用し、
カードゲームを通じて楽しみながら
学生（小学生から大学生）、社会人
や企業に向けた出張講座やイベン
トの実施を行います。

フィリピン

フェア・プラス

九

団 体 拠 点

感染拡大により外出が制限される中、
アバカの林の
復活を目指し、少人数で再開された苗木の植林

自然 のアバカの 木と伝 統 技 法を
守ってきたフィリピン山村が、大型
台風とパンデミックにより甚大な被
害を受けました。アバカの植林と技
術の伝承を復活させ村の暮らしの
再生を目指し、日本の農村伝統技
術とも協力を進め、フェアトレード
商品を開発しマーケティングを推
進、フェアトレードを通じた支援策
を構築していきます。

中国四国

団 体 拠 点
活動エリア
認定NPO法人

島根・鳥取

自然再生センター

汽水湖中海の海藻を活用した持続可能な
循環型社会の再構築

両県
（島根・鳥取）
をまたぐ汽水湖中海に浮かぶ、私
たちのフィールド

活動エリア
NPO
法人

島根・鳥取をまたぐ中海では干拓
事業により環境が激変し、かつて
資源であった海藻（オゴノリ）が水
質悪化等の問題を招いていまし
た。改めて海藻を地域資源と捉え、
畑やキャリア教育に活用。環境保
全だけでなく商店や企業、教育機
関、地元住民とも連携し、包括的
自然再生を行い、持続可能な社会
の実現を目指します。

大分県

活動エリア
NPO
法人

エー・ビー・シー野外教育センター

守江湾の里山里海に学ぶ自然の楽校
守江湾と周辺には里山・里海があ
りますが、子どもには馴染みが少
なくなってきています。四季折々の
恵みを利活用しながら、楽しむ学
校を運営します。単なる自然遊び
にならないよう、環境教育・エコ
クッキング・冒険教育をバランスよ
くプログラミングしていきます。
ま
た、未来の先生になる大学生育成
にも力を入れていきます。

木の上のツリーデッキ。楽しい木登り。

NPO法人

自然と共生するフィリピン山村の、台風とコロナ禍の
被害からのアバカフェアトレードを通じた復興

州

活動エリア
NPO
法人

鹿児島県

かごしまＮＰＯ支援センター

生活困窮者家庭の子どもの負の連鎖を防ぐ
学習支援と生活設計支援事業

ゲームを通じてこづかい帳の付け方を学び、
お金を大
切につかうことを体験してもらう。

福岡県

活動エリア
認定NPO法人

鹿児島県は、子どもの貧困率が
全 国３位。貧 困 家 庭の子どもは
医療や食事、学習、進学等の面で
不利な状況に置かれ貧困から抜
け出せない傾向が見えてきていま
す。
「貧困の連鎖」を断ち切ること
を目的に、子ども未来塾事業と生
活力向上セミナーと相談会を実
施 し ま す。

山村塾

豪雨災害からの復興を目指し、
里山や棚田の保全に取り組む国際ボランティア合宿

耕作困難となった棚田の草刈りを行うボランティア

2012 年「九 州 北 部 豪 雨」以 降、
農林地の荒廃が進む福岡県八女
市黒木町笠原地区にて、国内外の
ボランティアと地域住民の協働に
よる棚田や森林の保全活動を行っ
ています。現在は海外からの渡航
や合宿参加が難しい状況ですが、
様々な人たちが参加できるよう工
夫しながら、里山や棚田の保全活
動を継続して行きます。

徳島県・香川県・高知県

環境とくしまネットワーク

地域資源活用したSDGsを体感する
「地域エコエネ拠点形成・見える化」プロジェクト

過疎地域における地域資源活用した再生可能エネ
ルギーポテンシャル計測調査活動

四国過疎２地区で、地域資源エネ
ルギーを活用した小規模発電エコ
エネ拠点の実証設置を行います。
産業が衰退し地域再生が課題と
なる中、地域資源を使った地産地
消エネルギーの利活用が必要で
す。平常時の電力供給は低炭素化
に貢献し、非常時は地区住民の非
常用電源に活用。
【地域再生＋エ
コ生活＋災害対応】を目指します。
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積水ハウスマッチングプログラム

こども基金

環境基金

住・コミュニティ基金

災害支援基金

次世代の育成にかかわる
活動分野の支援

地球環境保護にかかわる
活動分野の支援

まちづくりや地域コミュニティに
かかわる活動分野の支援

災害支援
全国・海外

活動エリア
一般
社団法人

日本カーシェアリング協会

被災者・被災地支援を行う団体への寄付車の
無償貸出し支援
2018年7月豪雨災

害の際の岡山県での
行政・業界との連携。
以降の自然災害では
これがモデルとなって
いる。

被災地での救命・復旧に
かかわる活動分野の支援

災害時に被災した方
へ車を貸し出している
様子（2018年7月豪
雨災害＠真備町）

九

団 体 拠 点

州
福岡県

活動エリア
NPO法人

循環生活研究所

環境共生のまち照葉でLFCコンポストを使った
持続可能な循環のまちづくり

家庭でできた堆肥をコミュニティガーデンで仕上げる

佐賀県

活動エリア
認定
NPO法人

家庭の生ごみを都会型の LFCコ
ンポストで堆肥化し、地域で野菜
にかえて販売をします。
「生ごみは
捨てない」一人ではできなくても、
野菜が育てられなくても、地域で
コンポストに取り組むしくみがあ
れば誰でも始められ継続できま
す。生ごみが栄養になり地元の新
鮮な野菜が食卓にあがる暮らしが
実現することを目指します。

とす市民活動ネットワーク

緑豊かな森林を守るための
次世代・消費者への木育推進事業
木材に代わるプラスチック等の出
現により、木や森林と人々の暮ら
しが遠のいています。木材需要拡
大のためには幼少期からの生活体
験が大きく作用すると言われてい
ますが、木の良さを伝える人材が
不足している現状です。高校生以
上の市民、事業関係者を対象に、
木材利用に関する教育者の育成
講座と啓発イベントを開催します。

木育ひろばの様子

活動エリア
認定NPO法人

ミャンマー

地球市民の会

ミャンマー・山岳少数民族地域における
「分別でゴミを資源に」推進活動

事業実施予定村の近くに放置されるごみの様子
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「住み続けられる街づくりを」につ
いて真剣に考えるミャンマーの若
者たちと共に、ヒトも動物も幸せ
になれるような未来に繋がる活動
を行っていきます。地域住民の若
者グループを主軸として「ゴミ委員
会」を組織し、当会と委員会の協
働で住民にゴミの分別や収集、生
ゴミ堆肥作りを指導、啓発活動を
推進しています。

車の寄付を提供者からスタッフが受け取って
いる様子
（2020年7月豪雨災害＠人吉市）

全国・海外

活動エリア
一般
社団法人

情報支援レスキュー隊

被災地におけるITツールを用いた情報支援
発災直後に被災
地入りする際、
後
方支援への報告
を素早く可視化
し被害状況の把
握に努めます。

被災地ボランティア活動拠点にてネットワーク
これによ
機器を設置。必要な場合は機器の貸し出しや 手書きのデータをデジタル化する作業中。
りボランティアのニーズマッチの効率化が可能。
メンテナンスも行います。

全国・海外

活動エリア
災害ボランティア

愛・知・人

被災地での家屋復旧作業・炊出し
及び災害ボランティアセンターの運営補助
民間ボランティアセン
ター
（2016年熊本地
震）
：屋根作業・ブロック
塀解体等の技術系
ニーズを受入れ
ドローン隊（2019.10
木更津）
：現 場 調 査を
行い、作業風景や完成
後の写 真を依 頼 者に
提 供 。罹 災 証 明に使
用も可能

支援団体会議：被災地のボランティアセン
ター担当者や全国から駆けつけたＮＰＯ団体
が、被災状況や活動内容を伝え情報交換。

活動エリア
NPO法人

全国・海外

災害救援レスキューアシスト

大規模災害被災地への緊急救援活動

2019年7月佐賀県での豪雨
災害での先遣調査活動。地元
住人の方に声をかけ、現状の
聞き取りや地域コミュニティの
確認、水害で有効な情報冊子
の配布などを行っている様子

講習会の様子。活動の際、大きな事故に遭
わないことは被災者住民の方の心の負担を
減らします。

屋根の応急処置活
動の様 子 。高 所 作
業のため安 全を確
保しながら、丈夫に
長 持ちする最 善の
方法を選び応急処
置を行います。

