
 

「近畿ろうきんＮＰＯパートナーシップ制度」(以下「本制度」)は、近畿 2府 4県のＮＰ

Ｏ支援センターとの協働により、「近畿ろうきん利用者」と「地域のＮＰＯ」をボランティア

支援を通してつなぐことで、地域貢献をめざす制度として、2000年度からスタートしました。 

2011年度以降は、東日本大震災を受けて、本制度を被災地支援・防災・減災のプログラム

に変更し、2018年度からは「社会的弱者の居場所づくりへの支援活動」、2020年度からは「新

型コロナウイルス感染拡大に対するＮＰＯへの支援活動」を主なテーマとしました。 

現在、ＮＰＯ等の市民活動は、コロナ禍のなか、オンラインの活用や感染対策など社会環境

の変化への対応を進めるとともに、困難な状況になっている人への支援活動を進めています。 

そこで、2021年度は「コロナ禍の課題に対応するＮＰＯへの支援活動」を主なテーマとし、

ＳＤＧｓのスローガンである「誰一人取り残さない」社会づくりに向けて取組みを進めます。  

また、「居場所づくりへの支援活動」や「防災・減災の取組み」も継続して行います。 本

制度の実施概要は以下のとおりです。 

 

１． 実施の仕組み（イメージ図） 

2021年度近畿ろうきんＮＰＯパートナーシップ制度 実施テーマ 

 

 
 

 

 

 

 

２．実施概要 

実施方法 

実施テーマに沿って、2021年 5月～2022年 1月にＮＰＯ支援センターが

企画・運営するプロジェクト（セミナー・シンポジウム・調査・研究等）

に対して、近畿ろうきんが共催として実施するもの。 

プロジェクト

の内容 

１．「コロナ禍の課題に対応するＮＰＯへの支援活動」に関するセミナー・

調査など 

２．「居場所づくりへの支援活動」・「防災・減災の取組み」に関するセミナ

ー・調査など 

※ＮＰＯ支援センターによって、実施する内容は異なる。 

プロジェクト

とＳＤＧｓの

17 のゴール

との関わり 

 

 

 

コロナ禍の課題に対応するＮＰＯへの支援活動 

「居場所づくりへの支援活動」・「防災・減災の取組み」 

近畿２府４県のＮＰＯ支援センター（企画・運営・実施） ⇔ 個別・専門のＮＰＯ等 

「近畿ろうきん ＮＰＯパートナーシップ制度」 

 

⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ 

 

 

 

  

 

   



３．ＮＰＯ支援センター 

 

 

地 

区 

ＮＰＯ支援センター名 所 在 地 
電話番号 

ホームページ 

滋 

賀 

認定ＮＰＯ法人 
しがＮＰＯセンター 

〒523-0893 
近江八幡市桜宮町 207-3  
Ｋ＆Ｓビル ３Ｆ 

0748-34-3033 

http://shiganpo922.sh

iga-saku.net/ 

奈 

良 

ＮＰＯ法人 
奈良ストップ温暖化の会 

〒631-0032 

奈良市あやめ池北 3丁目 12-27 
0742-49-6730 

https://naso.jp/ 

京 

都 

ＮＰＯ法人 
きょうとＮＰＯセンター 

〒600-8492 
京都市下京区四条通新町東入ル 
月鉾町 52番地 
イヌイ四条ビル３Ｆ 302号室 

075-744-0944 

http://www.npo-net.or

.jp/center/ 

大 

阪 

社会福祉法人 
大阪ボランティア協会 

〒540-0012  
大阪市中央区谷町2丁目2-20 2F 
市民活動スクエア「CANVAS谷町」 

06-6809-8391 

http://www.osakavol.o

rg/ 

和
歌
山 

認定ＮＰＯ法人 
わかやまＮＰＯセンター 

〒640-8331 
和歌山市美園町 5-6-12 

073-424-2223 

http://www.wnc.jp/ 

兵 

庫 

ＮＰＯ法人 
シンフォニー 

〒660-0861 
尼崎市御園町 5 
土井ビルディング 2F 

06-6412-8025 

http://www.npos.cc/ 

認定ＮＰＯ法人 
コミュニティ・サポート
センター神戸 

〒658-0052 
神戸市東灘区住吉東町 5-2-2 
ビュータワー住吉館 104 

078-841-0310 

http://www.cskobe.com

/ 

事務局／近畿労働金庫 地域共生推進室 
〒550-8538 大阪市西区江戸堀 1-12-1 
TEL 06-6449-0842、FAX 06-6449-1414 

ホームページ https://www.rokin.or.jp/ 
Facebook https://www.facebook.com/kinkirokin/ 



2020年度 近畿ろうきん2020年度 近畿ろうきん2020年度 近畿ろうきん
社会貢献活動 助成金・寄付金のご報告社会貢献活動 助成金・寄付金のご報告社会貢献活動 助成金・寄付金のご報告

2021年6月23日　近畿労働金庫　第23回通常総会　報告資料

ＮＰＯアワード受賞団体のご報告
近畿ろうきんNPOアワードは、「子どもの成長を応援する事業」、「子育て環境を整える事業」を実施する

近畿圏のNPOなどの団体から事業プランを公募し、審査委員会の審査によって受賞団体を決定する助成金制度です。
2020年度における教育ローンの新規ご融資額の0.05％（173万円）を受賞団体に助成しています。

2020年度は46件の応募があり、その中から下記の団体が受賞されました。

はばたきコース

大賞
助成額
50万円

優秀賞
助成額
30万円

一般社団法人
笑いの保育わくわく（兵庫）
　子育ての孤立化・虐待を水際で防ぐ、コロナ禍の
子育て環境に対応したオンライン支援プログラム

はぐくみ賞
助成額
10万円

わいわい子ども食堂はしもと
（和歌山）

奨励賞
助成額
13万円

220531

NPO法人
こどもソーシャルワークセンター
（滋賀）

「この子らを世の光に」
生きづらさを抱える若
者による地域福祉活動

子育て支援サークル　
野の花ほっとスペース（奈良）

ちきゅうと遊ぶ・まなぶ・
くらす～ちきゅうの子どもの
活動時間「ちきゅうクラブ」
（Ｔシャツを１からつくろう）

220531

近畿ろうきんFacebookページでは、当金庫の社会貢献活動による
助成先・寄付先団体のイベントや活動状況などを随時公開しています。
ぜひフォローをお願いします。

近畿ろうきんFacebookページ
https://www.facebook.com/kinkirokin/

近畿ろうきんの
活動はコチラ！

東日本大震災 復興支援定期　　　　　　　　のご報告

「サポートＶ」の2021年3月末日の残高は24億73百万円となり、第10回の寄付金として、各団体に375万円（総額750万円）
をお届けしました。

　東日本大震災の発災当時、会員組合の皆さまと取り組んだ「サポートＶ」は、161億円のご預金を結集いただきました。
2012年度以降、前年度末の「サポートＶ」残高にもとづき、毎年度、「あしなが育英会」と「ゆめ風基金」に寄付を行ない、
10年間の寄付総額は、1億5,580万円となりました。

一般財団法人 あしなが育英会（震災遺児支援） 認定NPO法人 ゆめ風基金（被災障がい者支援）

「サポートＶ」による10年間のご支援、ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

　東日本大震災遺児支援にご理解を賜りま
して、誠にありがとうございます。
　東日本大震災から10年間にわたり、毎
年多額のご寄付をいだいたことに、心より
御礼申し上げます。
　これまでの寄付金は、津波遺児への特別
一時金、遺児やそのご家族が集う東北レイ
ンボーハウス（仙台・石巻・陸前高田）の

建設・管理・運営費用、心のケアプログラムなどの支援費用な
どに大切に活用させていただきました。
10年前の地震・津波で2083人の子どもたちが親を失いまし

た。揺れ動く気持ちと葛藤のなか、遺児たちは今を懸命に生き
ています。これからも「遺児とともに歩むあしなが運動」にご
理解とご支援をお願い致します。

　近年いろんな災害が多発し東北のことが
忘れられようとする中で、10年の長きに
渡り被災した障がい者の支援をいただける
「サポートＶ」は、とてもありがたい支援
でした。
　これまでの寄付金は、津波で流され地震
で全壊・半壊してしまったグループホーム
や障がい者が働く作業所などの建設・改

修・移転費用、送迎用車両や事務機器・農機具等の購入費用、
畑の整備事業などに大切に活用させていただきました。
　未だに仮設住宅が残る東北の人たちを長期に支援できる「サ
ポートＶ」は、被災地の皆さんに寄り添って一緒に考える機会
を作っていただきました。あらためて、預金者の皆さまにここ
ろからの感謝を申し上げます。

『サポートＶ』

奨励賞
助成額
20万円

ＷＥｰＡＲ ＭＥＥＴＳ！
（ウェーアーミーツ）
～車いす店員がリユース服を
　　　子どもたちへお届け～

NPO法人 月と風と （兵庫）

不登校の子どもたちの文化
祭 「FREEDA BAL」の開催
とフリースクールでのコーヒー
スタンドの運営

NPO法人 ここ（大阪）

「門真の子どもたちに
さらなる学べる環境
を!」市内在住の中学
生・高校生を対象に
無料の自習室を開設

KADOMA中学生勉強会 （大阪）

　「あしなが育英会」は、病気・災害・自死などで親を亡くした子どもた
ちを物心両面で支える民間非営利団体です。
　2014年に開設した仙台・石巻・陸前高田の東北レインボーハウス
では、いただいたご寄付をもとに、震
災・津波遺児への継続的なサポート活
動を行っています。
　2020年度は、新型コロナウィルス
の影響により、対面での心のケアプロ
グラムの開催中止が相次ぎましたが、
2020年7月より感染予防対策を徹
底の上、徐々に再開しております。今
回の寄付金は、このケアプログラムに
活用させていただきました。また遺児
家庭に対するコロナ禍における生活状
況アンケートや東日本大震災遺児の
作文集「お空から、ちゃんと見てて
ね。」の刊行にも取り組みました。

作文集
「お空から、ちゃんと見ててね。」

　「ゆめ風基金」は阪神淡路大震災が起きた1995年に、被災障
がい者の救援や復興支援等を目的に設立された団体です。
　これまでの寄付金で地震や津波で被災した作業所、グループ
ホームなど障がい者の大切な生きる
場、働く場の再建や建設等を、延べ
24か所で行ってきました。
　2019年度 第9回寄付金は、障が
い者の就労支援として農園の労働環
境の整備や農機具の購入費用、地域
住民と障がい者が集う交流施設の建
設費用に活用させていただきまし
た。東日本大震災から10年を迎えた
今も被災地の復興を後押しできてい
ることは心強いことだと思っていま
す。預金者の皆さまにこころからの
感謝を申し上げます。

購入した農機具で農作業を
サポート

あしなが育英会・ゆめ風基金の各団体に375万円を寄付しました！

（認定NPO法人ゆめ風基金　代表理事　牧口 一二）（一般財団法人あしなが育英会　会長　玉井 義臣）

2019年度　第９回寄付金（各390万円）の活用報告

2020年度　第10回寄付金

【コロナ禍の子育て家庭への食糧支援事業】
経済的に困窮の状態にある子育て家庭に
食料を届け、社会的孤立を防ぐ

子どもを虐待してしまう
親の回復プログラム
～グループケア支援～

サステナu（ユー） 
（奈良）

はぐくみコース
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