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 応援します！個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり 

 ２０１５年『中央ろうきん助成プログラム』 

   中央ろうきんが市民団体へ総額１，７６７万円を助成します 

 

中央労働金庫（理事長：吉田正和／東京都千代田区、以下「中央ろうきん」）がＣＳＲ活動の一

環として、中央ろうきん社会貢献基金を通じて取り組む『中央ろうきん助成プログラム』。このた

び、選考委員会による厳正な選考の結果、2015 年の助成団体が決定いたしました。 

関東エリア 1 都 7県から寄せられた応募総数 245 団体の中から、58 団体、1,767 万円の助成が決

定。助成金は、まちづくりや福祉、環境保全など、地域の市民活動に活用されます。 

 

『中央ろうきん助成プログラム』は、｢ひとづくり｣｢まちづくり｣｢くらしづくり｣に携わるボラン

ティアグループやＮＰＯなどの市民団体の活動を支援することを目的に、2002 年に創設した社会貢

献制度で、特定非営利活動法人市民社会創造ファンド（運営委員長：山岡義典氏／東京都中央区）

と中央ろうきん社会貢献基金が運営しています。 

 

◇◆◇◆◇ 2015 年の助成内容と過去の助成実績 ◇◆◇◆◇ 

  （単位：件、万円） 

 

２０１５年 ２０１４年 ２０１３年 

応募 決定 金額 応募 決定 金額 応募 決定 金額 

スタート助成１年目 198 30 877 186 28 808 250 31 912 

スタート助成２年目 25 16 465 27 20 594 21 14 412 

スタート助成３年目 16 11 330 11 6 168 10 5 150 

ステップアップ助成 6 1 95 4 3 300 7 5 497 

合計 245 58 1,767 228 57 1,870 288 55 1,971 

【助成の種類】 

１．『スタート助成』（活動開始資金：上限３０万円） 

最長で３年間、継続して助成を受けることができます（毎年選考があります）。 

２．『ステップアップ助成』（活動展開資金：上限１００万円） 

『スタート助成』で２年以上助成を受けて活動を行った団体が対象です。 

 

 

 

 

 

ププレレススリリリリーースス   ＰＰｒｒｅｅｓｓｓｓ ＲＲｅｅｌｌｅｅａａｓｓｅｅ

※ 中央ろうきん社会貢献基金とは 

福祉・環境および文化にかかわる助成・支援を通じて、人々が共生できる社会の実現に資することを目
的に設立（2002 年 4 月 1日）。はたらく人の団体、広く市民の参加による団体に対する助成・支援活動とそ
のために必要な事業を行っています。 



 

１．スタート助成 （活動開始資金:1 団体上限 30 万円） 

（1）スタート助成１年目：30 団体 

1 茨城 もりや子育てネットワーク ままもり 16 東京 サラ・お互いさまネット 

2 茨城 
特定非営利活動法人 

こどもの育ちサポートステーション 
17 東京 ワッカチッタ 

3 茨城 特定非営利活動法人 ＯＲＩＯＮ 18 東京
特定非営利活動法人 

豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク 

4 茨城 
特定非営利活動法人 

ソーシャルネットワーク創 
19 東京

コレクティブハウス聖蹟 

地域交流プロジェクトチーム 

5 栃木 子育て支援クラブ あくあとちぎ 20 東京 特定非営利活動法人 リトルネロ・ファクトリー

6 栃木 鹿沼自然エネルギー推進会 21 東京 特定非営利活動法人 風のやすみば 

7 栃木 
特定非営利活動法人 

いちかい子育てネット羽ばたき 
22 神奈川 かながわ地域看護ネット 糧（かて） 

8 群馬 群馬の医療と言語・文化を考える会 23 神奈川 街の家族運営委員会 

9 群馬 自遊空間 みちくさ 24 神奈川  かながわ生徒・若者支援センター 

10 群馬 ハートフルつつじ会 25 神奈川 ふわふわの会 

11 埼玉 ちぇぶら 26 神奈川 Cooing 

12 埼玉 ソシオ・プロジェクト 27 神奈川 もぐら畑 

13 埼玉 蛙たちの家 28 山梨 ひきこもり支援 すみれ会 

14 千葉 特定非営利活動法人 GREEN CANVAS 29 山梨 ビヨンド自然塾 

15 千葉 特定非営利活動法人 市民後見太陽 30 山梨  特定非営利活動法人 ゆめこころ 

（２）スタート助成 2 年目：16 団体 

（３）スタート助成３年目：11 団体 

 

 

 

 

 

 

２．ステップアップ助成 
（活動展開資金:1 団体上限 100 万円）  

 

  

1 茨城 特定非営利活動法人 ちゃんみよＴＶ 9 東京 フェイスコミュニティー 

2 栃木 
特定非営利活動法人 

コドモネットらくだーず 
10 東京 特定非営利活動法人 THOUSAND-PORT 

3 群馬 特定非営利活動法人 思いをつなぐ会 11 東京 特定非営利活動法人 ReBit 

4 埼玉 チームひだまり 12 東京 おおきなき 

5 千葉 介護者支援の会 みちくさ 13 神奈川 特定非営利活動法人 夢キューブ 

6 千葉 特定非営利活動法人 土気ＮＧＯ 14 神奈川 Sharing Caring CULTURE 

7 千葉 特定非営利活動法人 たからばこ 15 神奈川 逗子まちのこ保育プロジェクト 

8 東京 モノづくりサロン 16 山梨 bond place 

■報道関係者の皆様からの本件へのお問い合わせ先 

中央労働金庫総合企画部<CSR 企画>（担当：笹沼・髙瀬）

 TEL：03-3293-2048 E-mail : npo@chuo-rokin.or.jp 1 東京 一般社団法人 Grow As People 

1 茨城 特定非営利活動法人 華の幹 7 東京
特定非営利活動法人 

若年認知症交流会小さな旅人たちの会 

2 栃木 にほんご Friendly Class 8 東京 特定非営利活動法人 リブ＆リブ 

3 栃木 
特定非営利活動法人 

地域生活相互支援 大山田ノンフェール・くらねぇ
9 東京 特定非営利活動法人 みらくる 

4 埼玉 青少年多文化学びサポート（ＥＳＭＹ） 10 神奈川 青空保育ぺんぺんぐさ 

5 千葉 ＣＨＩＥの輪 11 神奈川 特定非営利活動法人 ディスカバーブルー 

6 千葉 特定非営利活動法人 Ｍ－ＳＴＥＰ  

<２０１５年>中央ろうきん助成プログラム 助成団体一覧 

（団体名：2015 年 4 月現在）


