
2022年度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＿積水ハウスマッチングプログラムとは＿

“「わが家」を世界一 幸せな場所にする”をグローバルビジョンに掲げる積水ハウスグループでは、お客様、従業員、社会の「幸せ」
を最大化するため、従業員と会社の共同寄付制度「積水ハウスマッチングプログラム」を2006年からスタートさせ、社会的活動を
担うNPOなどの団体を支援しています。2022年度からは従業員自身が推薦する非営利団体から応募を募り、次世代育成や環境
配慮などをテーマにSDGsにつながる支援先を決定しています。

※引出し線は団体事務所の所在地。
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東　北団 体 拠 点

関　東団 体 拠 点

アスイクNPO法人

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

活動エリア 宮城県

PJ

PJ

PJ

コスモスクラブNPO法人

コスモスフェスティバル

活動エリア 宮城県

こども基金

こども基金

空き店舗を活用してつくった多世代交
流サロンに、子ども向けのスペースを
新たに設け子ども連れの方も気軽に立
ち寄れる場所にして、多世代が日常的
に交流できる空間を提供しています。

https://www.engawa-smile.org

コロナ禍の中で不登校や高校中退に
陥っている子どもたちに、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ています。

https://asuiku.org

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て、文化施
設を会場として音楽イベントを行って
います。

http://cosmoscrub.or.jp/

秋田県の特産品であるじゅんさいに親
しむことや、水道の仕組みについての理
解、川でのアクティビティとクリーンアッ
プを通じて、秋田の自然の中で自然環
境や水の大切さを学んでいます。

http://www.ceeakita.org/index.html

多世代と関われる子どもの
居場所づくり事業

活動エリア 栃木県

PJ
こども基金

東日本大震災の被災地である石巻市、東松島市、
仙台市の仮設住宅や地域の集会場を定期的に訪
問し、子どもたちを対象に居場所づくりを行ってい
ます。
http://nijiiro-kureyon.jp/

にじいろクレヨンNPO法人

被災地で子どもたちの
居場所づくり

活動エリア 宮城県

こども基金

団体

白神自然学校の活動の4本柱、森林資源、自然資源、
ふれあい、地域文化、をテーマに森林環境教育を実
施しています。

http://school.shirakami.gr.jp/

白神自然学校一ツ森校NPO法人

多彩な活動で
森林環境教育を実施

活動エリア 青森県

団体

あきた地球環境会議
「みず」から深める地域の
幸せ～SDGs環境スタディツアー～

活動エリア 秋田県

環境基金

一般
社団法人

えんがお一般
社団法人

環境基金

環境基金

環境基金

吉里吉里地区を愛する有志達が、津波災害復興
に向けて、地域主体の雇用創出や経済復興など、
地元住民と一体となって地域再生に取り組んでい
ます。
http://kirikirikoku.main.jp/

吉里吉里国NPO法人

地域主体の取り組みで
津波災害復興

活動エリア 岩手県

団体

空き店舗を会場として再利用し、県外からゲストを
迎える交流イベント、町民の交流を図るイベント、町
内の経済活動を活性化するイベントを企画運営して
います。
https://renaissance-factory.amebaownd.com/

ルネッサンスファクトリーNPO法人

空き店舗が
コミュニティスペース

活動エリア 宮城県

団体

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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NPO法人

いつでも誰でも立ち寄れる多世代交流
の居場所をつくり、希薄化する地域社
会での関係を再構築することで、貧困
問題をはじめとした社会課題の解決に
取り組んでいます。

多世代でつくる
地域の「寄ってこ！」拠点

活動エリア 群馬県

PJ
こども基金

Portal一般
社団法人

不耕作地を利用したさつま芋栽培を、
親子での収穫体験などの子育て支援に
活用して地域の活性化を目指す他、農
作業への短時間就労や加工品の開発・
販売にもつなげて、子育て中の女性に
もやりがいのある職を提案しています。

http://aikuru-iruma.com/

NPO法人

IMOJO～いるまの畑からの贈り物～
食と職で女性を元気に！

活動エリア 埼玉県

PJ
こども基金

AIKURU

プロのアーティスト（音楽家、振付家、
演出家、美術家など）を小中学校・特
別支援学級/学校に派遣し、ワーク
ショップを実施して、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。

https://www.children-art.net/

NPO法人

特別支援学級等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

活動エリア 東京都

PJ
こども基金

芸術家と子どもたち

病気の子どもと家族の生活ニーズや、ハ
ウスの必要性の理解者を増やすことを
目的に、高校生や大学生を主たる対象
としたオンラインのビデオ教材を作成し
て、ワークショップを実施しています。

https://www.familyhouse.or.jp/

難病の子どもと家族の生活ニーズを知るための
オンライン・ビデオ教材開発

活動エリア 東京都

PJ
こども基金

ファミリーハウス認定
NPO法人

ご家庭等で余っている食品を、必要と
しているこども施設や食に困っている
方に届ける活動を通じて、生活困窮者
サポートとして飢餓を減らす一方、食
品ロス削減の一端を担い、CO2や水
資源削減にもつながる大事な活動に
なっています。

https://www.jkkyoukai.com/

国立エリアのこども施設や
食に困っている方支援『フードバンクJK』

活動エリア 東京都

PJ
こども基金

ジャパン・カインドネス協会認定
NPO法人

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。

小児緩和ケア人材育成事業

活動エリア 神奈川県

PJ
こども基金

横浜こどもホスピスプロジェクト認定
NPO法人

子どもたちに、トイレ対策を中心とした、
災害時における在宅避難に必要な備え
や考え方を伝えるために、ワークショッ
ププログラムおよびテキストを作成し、
オンラインを活用し実施しています。

https://www.toilet.or.jp/

災害時における在宅避難のトイレの備えについて
考えるオンラインワークショップ実施プロジェクト

活動エリア 全国

PJ
こども基金

日本トイレ研究所

障がいのある児童と教員が在籍する小
学校では、スロープやトイレなどを整
備して、学校内外で障がいに関する啓
発活動を行い、ソフト面のバリアフリー
も促進し、長期的に、地域の障がい児
の就学率向上に貢献します。

https://aarjapan.gr.jp/

誰もが学びやすい地域の学校をつくる、
小学校のバリアフリー化プロジェクト

活動エリア パキスタン

PJ
こども基金

難民を助ける会（AAR Japan）認定
NPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ



3

関　東団 体 拠 点

NPO法人

コロナ禍で長期間幼稚園に通うことが
できていない幼児のいる家庭に、絵本・
教材・おもちゃを含む学習パッケージを
配布し、家庭で保護者と幼児が関わり
ながら学べるようにしています。

https://sva.or.jp/

コロナ禍における幼児の家庭での学びを支援する
学習パッケージ配布プロジェクト

活動エリア カンボジア

PJ
こども基金

シャンティ国際ボランティア会

教育も受けられず、暴力や危険と隣り
合わせで生活している、バングラデシュ
の首都ダッカのストリートチルドレン
が、安心して食事をし、教育や愛情を
受けられる場所を提供するドロップイ
ンセンターを運営しています。

https://knk.or.jp

ストリートチルドレンを対象とした
ドロップインセンター事業

活動エリア バングラデシュ

PJ
こども基金

こども基金

国境なき子どもたち認定
NPO法人

認定
NPO法人

公益
社団法人

子どもたちに大人が真剣に向き合い、見守り、支援
し、関わっていこうと、不登校や貧困、親の離婚等で
「困った」を抱えた子どもたちやその関係者を支援し
ています。
https://www.miranet.or.jp

NGO未来の子どもネットワーク
「困った」を抱えた
子どもたちを見守り、支援

活動エリア 茨城県

団体

こども基金

一般
社団法人

医療的ケア児の母親たちが立ち上げ、活動を通じ
て、重度障がいがある子どもの行き場所と母親の
働く場所を同時に解決し、日々の生活をサポートし
ています。
https://burano.or.jp/

Burano
医療的ケア児と母親たちの
暮らしをサポート

活動エリア 茨城県

団体

こども基金

NPO法人

生活困窮者の相談支援、フードバンク事業、災害救
援・復興支援、とちぎコミュニティ基金の４つの事業
を行っています。

とちぎボランティアネットワーク
地域密着で様々な支援活動を展開

活動エリア 栃木県

団体

こども基金

認定
NPO法人

地域の社会福祉の専門家（社会福祉士、民生委員な
ど）が集まり、地域の誰もが立ち寄れる「ほっとする」
居場所をつくることを目的に活動しています。

http://hottospace.com

ほっとすぺーす・つき
専門家がつくる「ほっとする」居場所

活動エリア 千葉県

団体

こども基金

NPO法人

子どもが主体的に遊べるプレーパークの実施など、
子どもたちが外で自由に遊んでいる姿が見えるま
ちづくりを、地域社会とともに行うことを目指して
います。
https://ichikawaasobibo.wixsite.com/sotoasobi

市川子どもの外遊びの会
子どもたちが遊べるまちづくり

活動エリア 千葉県

団体

こども基金

NPO法人

地域の保護者を中心に、子どもが自由に遊び育つこ
とのできる社会の実現、子どもを中心とした地域コ
ミュニティの再生とまちづくりに取り組んでいます。

http://seribou.jimudofree.com

子ども広場あそべこどもたち
子ども中心のコミュニティ再生

活動エリア 東京都

団体

こども基金

幼児～中学生対象の音楽・演劇・自然体験等のイベ
ントの他 、子育て支援活動や、高齢者施設や保育
園でのボランティア活動などにも取り組んでいます。

https://zerokids.org/

ZEROキッズ
音楽イベントなどを通じて
幅広い支援活動

活動エリア 東京都

団体

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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環境基金

環境基金

環境基金

環境基金

小さなお子さんを持つ世代の保護者と
子どもが、自然とふれあうことができる
身近な場所をつくることにより、子ども
たちに自然の楽しさや自然を守る意義
について学ぶ機会を提供しています。

http://kumahotaru.jimdo.com/

身近な場所での保護者と
子供の里山体験

活動エリア 埼玉県

PJ

熊谷市ほたるを保護する会

オリンピックのサーフィン会場を元の森
林環境に再生していくことを目指して、
初年度に植林し、その後4～5年の間、
下草刈りを行って苗木の生長と定着を
図りながら、白砂青松の自然環境に変
えていきます。

https://moridukuri.or.jp/

サーフィン2020の森づくり

活動エリア 千葉県

PJ

森のライフスタイル研究所

認定
NPO法人

認定
NPO法人

「5本の樹」計画を推進する積水ハウス
と、全国のミツバチプロジェクトの連携
を促進して、生物多様性社会の実現を
目指しています。

http://gin-pachi.jp/

ミツバチと共に命輝く
循環型BeeGarden拡大事業

活動エリア 東京都

PJ

銀座ミツバチプロジェクト

ビーチクリーンに合わせて、紙芝居や、
海で拾ったごみや貝殻などを使った
ワークショップを実施し、子どもや親
御さん、若者、主婦層に参加の層を広
げ、さらに障がいを持つ方もみんな一
緒に活動できる環境をつくっています。

https://shonan-cleanaid.org/

ユニバーサルに活動！　
紙芝居＆ワークショップ＆ビーチクリーン

活動エリア 神奈川県

PJ

湘南クリーンエイドフォーラム

こども基金

アレルギー患者とその家族、子どもや女性の暮らし
を支える事業を通して、人と自然が共生し、誰もが
共に生きられる社会の実現を目指しています。

https://www.atopicco.org

アトピッ子地球の子ネットワーク
アレルギー患者と家族の支援から
事業展開

活動エリア 全国

団体

こども基金

認定
NPO法人

認定
NPO法人

妊娠・出産が原因で命を落とす母親、予防可能な病
気で亡くなる子どもたち、適切な医療を受けられな
い人々が、もっと健康な生活を送れるよう活動して
います。
https://share.or.jp/

シェア＝国際保健協力市民の会
アジア、アフリカで活動する
保健医療専門NGO

活動エリア カンボジア

団体

こども基金

認定
NPO法人

青空教室や教師の家の軒先教室から始め、村人の
手による小屋の設置、校舎の建設という過程を経
て、BDPの民間小学校の運営を支援しています。

https://acef.or.jp

アジアキリスト教教育基金
最多時86校の民間小学校の
運営を支援

活動エリア バングラデシュ

団体

こども基金

NPO法人

年間約1500人の子どもたちに教育の機会を提供
し、教育の質を高めるため、学校建設や施設整備、
維持管理等、より良い学ぶ環境を整備しています。

http://www.esajapan.org

ESAアジア教育支援の会
子どもたちの学ぶ環境を
より良く整備

活動エリア インド、バングラデシュ

団体

こども基金

NPO法人

NPO法人

NPO法人

誰もが夢に向かって努力できる社会の実現」をビ
ジョンとして掲げ、西アフリカにある最貧国の一つで
あるシエラレオネ共和国で教育支援活動を実施して
います。
https://alazi.org

Alazi Dream Project
シエラレオネで教育支援活動を実施

活動エリア シエラレオネ

団体

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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関　東団 体 拠 点

中　部団 体 拠 点

環境基金

「知足の森」と名づけた民有放置林の
整備保全を中高校生中心で行い、さら
にGISやドローン、センサーカメラなど
の先端技術を使った調査、間伐材活用
を、東京学芸大EXPLAYGROUNDと
進め、コロナ対応イベントを実施して
います。

http://midorinodam.jp

相模湖・若者の森づくり

活動エリア 神奈川県

PJ

緑のダム北相模NPO法人

高齢者の健康増進、社会教育（生涯学習）の推進、
まちづくりの推進、環境の保全、情報化社会の発展、
を図る活動に取り組んでいます。

https://communicatehouse.com

茨城県南生活者ネットNPO法人

誰もが暮らしやすい
地域をつくるために活動

活動エリア 茨城県

団体
環境基金

足尾の山の緑化活動を通じて、水環境系を中心とし
た環境問題に取り組み、自然環境の健全化ならびに
地域社会の伸展に貢献することを目的に活動してい
ます。
http://www.ashiomidori.com

足尾に緑を育てる会NPO法人

足尾の緑化活動を通じて
地域社会に貢献

活動エリア 栃木県

団体
環境基金

視覚障害の啓発活動として小中学校での体験授業
実施や、ヨガ開催、地域イベント参加など、視覚障
がい者が楽しく暮らせる社会づくりのために活動し
ています。
http://ageo-minori.or.jp/

みのりNPO法人

視覚障がい者を幅広い活動で支援

活動エリア 埼玉県

団体
環境基金

まちづくりのネットワークの形成、協働によるまち
づくりの促進、市民活動拠点の充実、新しい公共
の担い手づくり、に係る4事業を柱として活動して
います。
http://www.machisapo.com

まちづくりサポートネット元気な入間NPO法人

市民活動センターを拠点に
4事業を展開

活動エリア 埼玉県

団体
環境基金

地域まちづくり事業、商店会活性化事業、講習会事
業の様々な活動を通じて、住みよい豊かな地域づく
りを目指しています。

http://m-hongo.com/

街ing本郷
多彩な活動で豊かな地域づくり

活動エリア 東京都

団体
環境基金

障がいのある人や高齢の人など、生活にサポート
を要する人が、一人でも家族でも暮らせる場をつく
りたいと、シェアハウスを開設しています。

http://withtimehouse.org

ウイズタイムハウス
要支援でも安心して暮らせる
シェアハウス

活動エリア 東京都

団体
環境基金

認定
NPO法人

一般
社団法人

人口減少という国内全ての行政・企業
が直面してい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”“拠
点”となることを目標に掲げ（＝コミット
し）、新たな公園の役割創造に対して挑
戦しています。

http://enmusubi-funahashi.com/

園むすびプロジェクト

活動エリア 富山県

PJ
こども基金

園むすびプロジェクト　

きょうだい児の預け先がない家庭では、
障がい児支援に通えないという課題が
ある中、本プロジェクトでは障がい児
の通所施設できょうだい児の一時保育
体制を整え親が安心して障がい児支援
を受けられることを目的としています。

https://iroha-mie.com

障がいのある子どもの
きょうだい児支援プロジェクト

活動エリア 三重県

PJ
こども基金

いろ葉NPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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一般
社団法人

NPO法人

こども基金

NPO法人

養育放棄や虐待などで「今日泊まる場所がない」と
いう子どもたちが羽を休めるための場所として、「子
どもシェルターぽると」を運営しています。

https://porto-niigata.org

子どもセンターぽると
子どもに寄り添うシェルターを運営

活動エリア 新潟県

団体

こども基金

NPO法人

ベトナムの貧しい子どもたちに向けて、教育や奨学
金、技術面の支援や、心をサポートする活動を実施
しています。

http://nvcniigata.wixsite.com/nvcjapan

新潟国際ボランティアセンター
新潟からベトナムに
サポートを届ける活動

活動エリア 新潟、ベトナム

団体

こども基金

一般
社団法人

NPO法人

毎週、季節のイベントや親子で楽しめるイベントを
実施し、近年は村子育て支援センターを受託し、
村内外から訪れる親子の子育て支援に注力してい
ます。
https://sakuranbo-funahashi.jimdosite.com

さくらんぼくらぶ
利用者同士がつながり広がる
支援の輪

活動エリア 富山県

団体

こども基金

NPO法人

フードバンク・フードドライブの仕組みを広めるた
め、県内の関連団体で組織を設立し、食品ロス削減
のための普及啓発事業等に取り組んでいます。

http://isikawafb.net

いしかわフードバンク・ネット
食品ロス削減のための普及啓発事業

活動エリア 石川県

団体

こども基金

障がいのある方とご家族に対し、地域生活支援に関
する事業を行い、併せて障がいのある方と市民とが
共生する、まちづくりと地域福祉の増進を図ってい
ます。

ふわり
ノーマライゼーションの
理念に基づく事業

活動エリア 愛知県

団体

こども基金

産前産後の女性の心・身体の健康のサポート、およ
び、産前産後の家族を含め広く世間一般に、産後ケ
アの重要性の理解度等向上を目指しています。

https://35tokai-tomos.jimdofree.com/

マドレボニータ東海TOMOS
「すべての家族に産後ケアの知識を」が目標

活動エリア 三重県

団体

環境基金

環境基金

環境基金

鳥屋野潟水系の湖上で栽培する「潟野
菜・空芯菜」を、多世代の市民、企業、
学校などの連携参加で５テーマ（水質
改善、環境学習、環境食育、資源循環、
潟遊び）に展開して取り組み、潟の再
生・発展を図っています。

http://niigata-mizubenokai.org/

鳥屋野潟空芯菜五方よしの
潟展（がってん）プロジェクト

活動エリア 新潟県

PJ

新潟水辺の会

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。

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

活動エリア 長野県

PJ

自然エネルギー信州ネット

2004年に建設されたツリーハウスを
きっかけに、地域の子どもの遊び場と
して復活した元学校林で、老朽化した
ツリーハウス再建を地域住民、子ども
と協働することで人のつながりも編み
なおすプロジェクトになっています。

https://www.greenwood.or.jp/

元学校林活用のための
ツリーハウス再生プロジェクト

活動エリア 長野県

PJ

グリーンウッド自然体験教育センターNPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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中　部団 体 拠 点

関　西団 体 拠 点

環境基金

環境基金

環境基金

環境基金

築150年の古民家をWS形式で改修
し、図書館として再生させて「誰もが気
軽に集える魅力的な場」をつくり、自然
と共生した里山暮らしを継承する学び
のプログラムやイベントを実施して地域
交流を深めています。

https://mamettee.org

古民家を改修して
「みんなの図書館」をつくろう！

活動エリア 長野県

PJ

まめってぇ鬼無里

これまでの活動により豊かに再生した
荒廃森林を「人と森を結ぶプラット
ホーム」として、社会のみんなが利用す
ることで守られていくという、新しい里
山モデルを構築しています。

http://tokinosunomori.com/

人と森を結ぶプラットホームを創り、林業の
適さない民有林の保全を持続可能とする構想

活動エリア 静岡県

PJ

時ノ寿の森クラブ

NPO法人

NPO法人

富山市呉羽丘陵を活動拠点として、県内18ヶ所で
主に竹林伐採で里山を整備し、うち5ヶ所では、月
1回または隔月1回の定期整備を行っています。

http://kintaroclub.wp.xdomain.jp/

きんたろう俱楽部
富山県内18ヶ所で里山を整備

活動エリア 富山県

団体

白山と周辺地域の自然、景観、文化などの環境保全
を図り、美しい白山と元気な白山麓地域を守り育て、
持続可能な地域振興の実現に寄与しています。

http://kan-hakusan.jp

環白山保護利用管理協会
白山の環境保全で地域振興に寄与

活動エリア 石川県

団体

環境基金

環境基金

NPO法人

NPO法人

NPO法人

里山の大切さを伝え、里山での地産地消を促すため
の啓蒙・啓発事業を行い、老若男女の交流で地域を
活性化するとともに、里山の環境保全に寄与してい
ます。
http://www.kukunochi.or.jp/

法人くくのち
里山を大切にする暮らしで
地域を活性化

活動エリア 石川県

団体

自然エネルギーと食の地産地消を創造し、主に低炭
素社会の実現に関する事業を行い、地域コミュニ
ティの活性化と自立型循環社会の実現を目指してい
ます。

地球環境フォーラム長野
低炭素を目指す自立型循環の取り組み

活動エリア 長野県

団体

環境基金

NPO法人

大杉小学校の廃校に伴い、環境教育と自然体験を
提供する官設民営の組織として設立し、地域を生か
した環境教育や自然体験活動を実施しています。

https://osugidani.jp/

大杉谷自然学校
廃校になった小学校で環境教育

活動エリア 三重県

団体

認定
NPO法人

概ね小学生までの子どもたちとその家
族に、食農体験の場を提供し、季節に
応じた野菜栽培（無農薬・無化学肥料）
と食べ物の生産から消費に至る過程を
体験できる食育活動を展開して、「生き
る力」の獲得を目指しています。

http://kidsfarm.tumblr.com

「はたけ」から「たべる」まで
まるごと体験事業

活動エリア 京都府

PJ
こども基金

キッズファームin京都大原

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ



8

高校生が定期的にさまざまな人とつな
がることができる場をつくり、ひとりひ
とりと信頼関係を築き、生活環境、学
習環境、進路に対して考えていること
を聞き、日々の会話から困りごとを拾
いサポートにつなぎます。

https://www.dreampossibility.com/

学校内の「居場所」でコロナ禍で失われた文化的機
会を提供し困りごとを拾い上げ、支援につなげる

活動エリア 大阪府

PJ
こども基金

D×P認定
NPO法人

外国にルーツを持つ子どもたちに対し
て日本語の学習を支援し、地域コミュ
ニティや学校に馴染めない子どものた
めの居場所を確保する「こどもプラザ」
事業を立ち上げて、困難に直面してい
る子どもたちや保護者の支援を実施し
ています。

https://www.interpeople.or.jp

こどもプラザ

活動エリア 大阪府

PJ
こども基金

関西国際交流団体協議会

ダウン症児が支援学校等の卒業後に、
社会への適応に苦しみ、無気力や指示
待ちになるケースが多いため、社会性
スキルを身に付け、自己肯定感を持っ
て社会に参加できるための実体験学習
の場を提供しています。

https://mebae21npo.wixsite.com/family

ダウン症児の社会性スキルを育む～
体験を通して学ぶ

活動エリア 大阪府

PJ
こども基金

ダウン症ファミリー総合支援めばえ21

長期入院中の子どもとその家族、病院
スタッフの心を元気づけるために、子ど
もたちのそばに毎日セラピードッグが
いる病院の実現を目指しています。

https://www.japan-rescue.com/

わん！だふる Life プロジェクト

活動エリア 大阪府

PJ
こども基金

日本レスキュー協会認定
NPO法人

バングラデシュの小学校10校の衛生
設備再建と子ども達への衛生教育を行
い、公衆衛生向上を推進しています

https://jafs.or.jp

公衆衛生意識向上プロジェクト

活動エリア バングラデシュ

PJ
こども基金

アジア協会アジア友の会公益
社団法人

NPO法人

こども基金

NPO法人

保護者と子どもを対象に、子育てを支援する事業と
子どもの成長・発達を支援する事業で親育ち・子育
ちを援助して、子育てしやすいまちづくりに寄与して
います。
https://ohikaze.jp

おひさまと風の子サロン
子育てと子どもの成長・発達を支援

活動エリア 京都府

団体

こども基金

ホースセラピーを通じて高齢者や障がい者に生きが
いと癒しを与え、また、この活動自体が社会参加の
機会提供であり、高齢者の認知症予防にもなってい
ます。
http://horseparkhidamari.jimdo.com

ホースパークひだまり
高齢者や障がい者にホースセラピー

活動エリア 大阪府

団体

こども基金

NPO法人

子どもが自由に表現する喜びを体験する居場所づく
り、母親がひと息つける時間づくりを2つの目的に、
小児科の母と子の予防医学プロジェクトに参画して
います。
https://yubimaruko.net/

ゆびまるこ
子どもの居場所づくりと
母親の時間づくり

活動エリア 大阪府

団体

NPO法人

こども基金

障がい福祉サービスの就労継続支援B型事業につ
いて、利用者が自立した日常生活・社会生活を営め
るよう、就労機会を提供しています。

http://www.iwork-himawari.com

街かど福祉
就労機会を提供して障がい者を支援

活動エリア 大阪府

団体

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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関　西団 体 拠 点

環境基金

NPO法人

こども基金

外国につながる子どもたちが自分らしく、安心して
生き生きと暮らし、自己表現・情報発信の機会を積
極的に保障するため、様々な活動を展開しています。

http://okotac.org

おおさかこども多文化センター

NPO法人ハニー・ビー

外国につながる子どもたちのために活動

活動エリア 大阪府

団体

こども基金

障がい児の放課後等デイサービス（小中高生）や居
宅介護・移動支援、障がいのある方とその家族に寄
り添い暮らしをサポートする相談支援に取り組んで
います。
http://www.honeybe.jp

障がい児の自立・社会参加のお手伝い

活動エリア 大阪府

団体

こども基金

レット症候群の患者・家族・関係者等が差別や偏
見のない生活ができる環境づくり、すべての国民が
分け隔てない生活を送れる社会づくりを目指して
います。
https://www.npo-rett.jp

レット症候群への理解を広げる活動

活動エリア 大阪府

団体

NPO法人

こども基金

自ら問題の解決や新たな価値の創造に挑戦する心
を持つ人材を輩出することを理念に、キャリア教育
プログラム等の開発・実践に取り組んでいます。

https://jae.or.jp/

JAE
問題解決や価値創造に挑戦する人材づくり

活動エリア 大阪府

団体

こども基金

行政､企業、地域、教育機関との協働で、自然環境
の保全･再生･創出と、それらの取り組みを活用した
学校での環境教育について、普及啓発を促進してい
ます。

bioa
学校での環境教育を普及啓発

活動エリア 大阪府、兵庫県

団体

NPO法人

こども基金

市場に出せなくても消費には十分安全な食品を、必
要としている福祉施設や生活困窮者に届けるフード
バンクシステムを構築し、コミュニティづくりも支援
しています。
https://foodbanknara.jimdofree.com

フードバンク奈良

NPO法人MAMIE

必要とする人に食品が届くシステム

活動エリア 奈良県

団体

こども基金

聴導犬の役割を理解してもらい、聴覚障がい者の困
りごとを伝える冊子をつくる活動を通じて、社会的
な受け皿整備を進めています。

http://mamie.jp

聴覚障がいと聴導犬について啓発

活動エリア 全国

団体

NPO法人

障がいのある人たちと発展途上国の貧しい人たち
への物づくりを通じた支援について、理解を得られ
た市民・団体・企業等と協力して活動を推進してい
ます。
http://fairplus.org

フェア・プラス
物づくりの仕事を通じて自立促進

活動エリア 京都、フィリピン

団体

環境基金

環境基金

小学６年生が考えた「食べ残しNOゲー
ム」を活用した出張授業やイベントを開
催し、イベントでは積水ハウス社員の方
と、住まいでできる食品ロス削減につい
て、子どもたちにわかりやすく伝えるコ
ンテンツを企画しています。

https://www.deeppeople.jp/

ひとりひとりが考え行動し
食品ロスを削減しよう！

活動エリア 大阪府

PJ

Deep People

虹の旗を掲げた常設のLGBTQ支援セ
ンターを設立することで、街に向けた
LGBT課題の可視化につなげ、SDGs
に関連して、学生や社会人などLGBT
について学びたい人たちのための教育
や情報提供の場を提供しています。

https://nijiirodiversity.jp/

教育・相談・情報提供の拠点として、関西初の
常設LGBTQ支援センター設立プロジェクト

活動エリア 大阪府

PJ

虹色ダイバーシティ

NPO法人

認定
NPO法人

レット症候群支援機構認定
NPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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中　四　国団 体 拠 点

環境基金

多くの方に障がい者福祉を知っていただくため、シ
ンポジウム開催や障がい者事業所商品の販売を実
施する他、グループホーム建築のサポートを実施し
ています。
http://www.together.or.jp/

トゥギャザー
障がい者福祉を知ってもらう機会づくり

活動エリア 大阪府

団体

環境基金

NPO法人

大和川水辺祭り事務局、カムナプロジェクト（葦船
づくり）、内川土井川の環濠保全など、今までの活動
はすべて、地域の子どもたち、地域社会とともに行っ
ています。
https://www.one-world.or.jp/

ONE WORLD for children
地域に根差した様々な取り組みを展開

活動エリア 大阪府

団体

環境基金

NPO法人

岡山市の西川緑道公園を活気ある地域にし、若者
にとって住みたいまちの発信の場となるべく、カ
フェやイベントを通じて、エコを軸にした発信を続
けています。
https://nporasa.org

タブララサ
地域密着のエコを軸にした発信を継続

活動エリア 岡山県

団体

環境基金

NPO法人

野鳥を中心とする、自然体験活動や環境教育等の
企画・運営、調査研究の事業を通じて、自然尊重
の精神を培い、人間性豊かな社会の発展に寄与し
ています。
http://kirara-h.com/

野鳥やまぐち
野鳥に関する事業を通じて社会に貢献

活動エリア 山口県

団体

こども基金

年代を越えて子どもたちが主体的に活動し、地域社
会になじみ、地域を支える社会人となるように育成
することで、矢掛町の発展・充実・振興に注力して
います。
http://ykg60.seesaa/net

やかげ小中高こども連合
地域を支える社会人育成で地域おこし

活動エリア 岡山県

団体

環境基金

放置竹林から伐り出した竹をパウダー
化して商品化した家庭の生ごみ処理剤
で処理された生ごみがコンポストとな
り、土に混ぜてまた野菜を育てて食べ
られる循環を起こす、竹害を竹益に変
えるプロジェクトです。

http://tawawanosato.jimdofree,com

捨てずに生かすプロジェクト「放置竹林を整備して
作る竹パウダーde生ごみ処理キットをご家庭へ」

活動エリア 岡山県

PJ

たわわの里プロジェクト

認定
NPO法人

一般
社団法人

一般
社団法人

子どもたちの健全な育成と高齢者の支
援、社会的弱者、生活困窮者の支援の
ため、日々の暮らしの支えとなるフード
バンクを設置し支援体制を整える事業
です。

https://kureywca.jimdofree.com

わいわい食堂フードバンク事業

活動エリア 広島県

PJ
こども基金

呉ＹＷＣＡ一般
財団法人

東広島に所縁のない子育て世代の転
入が増えているため、地域で子育てを
支える「子育てひろば×多世代交流施
設」をショッピングセンター内に開設
し、人と人との縁をつなぐ「地域の居
場所づくり」を目指す事業です。

https://www.npo-hidamari.or.jp

コミュニティカフェfun fan陽だまり

活動エリア 広島県

PJ
こども基金

陽だまり認定
NPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ
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最貧困国モザンビークの中でも貧困率
が高く、現在イスラム過激派によるテロ
紛争の被害を受け、食糧難にも陥って
いるカーボデルガド州の当会が建築運
営する寺子屋にて、子どもたちへの教
育活動と配食活動を実施しています。

http://www.tsunagukai.com

モザンビーク共和国ペンバ寺子屋の
子ども教育および配食活動

活動エリア モザンビーク

PJ
こども基金

モザンビークのいのちをつなぐ会一般
社団法人

NPO法人

こども基金

NPO法人

佐賀の女性たちが不安や悩みを分かち合い、解決策
を学び合い、そして自分自身を愛おしむ機会を提供
する活動に取り組んでいます。

https://www.pocoabocco.jp/

poco a bocco

NPO法人逢桜の里

女性の心身の健康を大切にする活動

活動エリア 佐賀県

団体

こども基金

子どもたちが安心して落ち着ける場所「里」をつくる
事業で、様々な職種の「カッコイイ大人」が子どもた
ちに生きる知恵を伝える講座を実施しています。

http://airanosato.jp/

「里」で子どもたちに生きる知恵の講座

活動エリア 熊本県

団体

環境基金

温暖化防止活動として、社会人向けの脱炭素オンラ
インセミナー、小中学生向けの温暖化オンラインセ
ミナー、学校や自治会等で出前講座などを行ってい
ます。
http://teamco2oita.com/

チーム１．５おおいた
温暖化防止活動として各種講座を展開

活動エリア 大分県

団体

環境基金

熊本地震の震源地、益城町の人々、特に子どもたち
の生活基盤の再建や心のケアを目的として設立し、
益城町の他、熊本市、県南部でも復興を支援してい
ます。

フラワーパワースポット実行委員会
復興支援で子どもたちの生活や心をケア

活動エリア 熊本県

団体

環境基金

子どもには馴染みが少なくなってきて
いる守江湾の里山里海の、四季折々の
恵みを利活用し、外遊び・おやつ作り・
プラごみ学習会・エコクラフトなど楽し
む学校を運営しています。

守江湾の里山里海に学ぶ自然の楽校 2022

活動エリア 大分県

PJ

エー・ビー・シー野外教育センター

NPO法人

環境基金

地域住民主導で水源涵養のための植
林及びアグロフォレストリー農法を実
践し、その取り組みを通じて、水環境・
生活環境・生業の調和がとれた地域づ
くりを目指しています。

http://www.terrapeople.or.jp/main/

ミャンマー・マインピン地域における水源涵養・
アグロフォレストリー推進と緑化啓発事業

活動エリア 佐賀県

PJ

地球市民の会認定
NPO法人

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
環境配慮に関わる活動、まちづくりや
地域コミュニティに関わる活動を支援

団体助成
使途自由で、既存・新規事業いずれの
運用資金にも利用可能。助成額は30万円

団体プロジェクト助成
申請プロジェクトに対して助成。
助成額は上限100万円

PJ


