
活動名称 活動概要 助成額

1
社会福祉法人

青森県社会福祉協議会
青森県青森市

障がい者が作った食品や食材

を生活困窮者等に届ける「青

森しあわせ“お届け”ネット

ワーク」

・障がい者の就労事業所等で作っている食品や食材を、「青森しあわせ

ネットワーク」の相談者である生活困窮者や子ども食堂等の活動者に届け

る。

・障がい者の就労事業所等では受注や作業が減り、障がい者の工賃が下

がって中、活動や製品を広めることで、当面必要な食材等と一緒にコロナ

禍で困っている人へ小さな勇気やしあわせを届けることを目的とする。

300,000

2

油川地区

民生委員児童委員協議

会

青森県青森市
ひとり暮らし高齢者のための

配食事業

・市社会福祉協議会に登録していないひとり暮らし高齢者世帯のうち、希

望者に安否確認を兼ねた配食を行う。

・市社会福祉協議会の給食会が開催できず弁当配食にしている。そのた

め、健康体操、血圧測定、歌や踊りの催し物ができない。安否確認ととも

に「おやつ」を添えて元気づけたい。

100,000

3
特定非営利活動法人

ワーカーズコープ
青森県八戸市

小学校及び学童保育を利用す

る子どもたちのための配食事

業

・こども食堂（現在活動自粛中）を実施している青森県八戸市長者地区に

おいて、学校休業中に子どもの預かり事業を実施している小学校及び学童

保育に、お弁当を配布する。

・毎日お弁当を作らざるを得ない親の負担を少しでも軽減し、また生活困

窮状態にあり十分な食事を摂ることができない子どもを援助する。

30,000

4
十和田こども食堂実行

委員会
青森県十和田市

十和田市内の小・中学生の昼

食援助事業

・コロナウイルスの影響により、現在十和田市内の学校が休みになってお

ります。不要不急の外出自粛要請が出ていることもあり、児童の多くは自

宅で過ごしている状況である。児童の昼食を少しでも援助したいとうこと

で希望者にお弁当の配食を予定している。

・調理場を保有している場所を拠点として活動しているため、取りに来る

児童または親御さん、事情により取りにこれない児童にも配達するなど柔

軟に対応したいと考えている。

100,000

5
東通村エクセレントク

ラブ連合会
青森県下北郡

新型コロナウイルス感染症対

策のための布マスクづくり事

業

・東通村保健福祉センター「野花菖蒲の里」を拠点に温泉利用者、エクセ

レントクラブ（ボランティア）が中心に、布マスクを作成する。

・4月13日までに、マスク1100枚を手作り作成して村内の小中学校や医療

機関に寄贈している。4月30日までを活動期間としてるが、情勢を見なが

ら、必要であれば今後も作成を続け、多くの村民に配布することで、新型

コロナウイルス感染症の感染防止に寄与したい。

100,000

6

社会福祉法人

外ヶ浜町社会福祉協議

会

青森県東津軽郡
新型コロナウイルス感染症対

策のための備品整備事業

本会が実施している「高齢者世帯会食サービス事業」のほか、新型コロナ

ウイルス感染症対策下での介護予防を目的とした「介護予防サロン推進事

業」を実施するにあたり、感染症対策のための備品を整備したい。

550,000

7

公益財団法人

青森県母子寡婦福祉連

合会

青森県青森市
ひとり親家庭を対象とした食

品等おすそ分け発送事業

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止による影響で、就業の継続困難等

によるひとり親家庭に対し、食品等のおすそ分け発送を実施したい。
500,000

8
特定非営利活動法人

青森音楽療法研究会
青森県青森市

~親子での音楽遊び～

「音とあそぼ！」

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、心にダメージを受けている子供たち

と親子で音楽遊びを行うことによるストレス緩和を目的に実施する。
100,000

9

学校法人鳳明学園

みんなの森のはらキッ

ズ

青森県八戸市
休校期間の子どもたちの居場

所づくり事業

みんなの森のはらキッズを活動拠点として、八戸市西白山台地区の子ども

たちの居場所づくり事業（特別預かり保育）を実施する。
100,000

10

社会福祉法人

鯵ヶ沢町社会福祉協議

会

青森県西津軽郡

町内の独居高齢者、高齢者世

帯、障がい者世帯等に対する

小地域福祉活動事業

鰺ヶ沢町在住の独居高齢者、高齢者世帯、障がい者世帯等を対象に購入し

た食材を配達しながら声がけ・安否確認を実施する。
100,000

11 富根町町内会 青森県西津軽郡
ひとり暮らし高齢者等への食

料品等配布事業

鰺ヶ沢町富根町内会のひとり暮らし高齢者世帯を含む全35世帯に対して食

料品やマスクなどの生活用品の配布を実施する。
70,000

「赤い羽根 子どもと家族の緊急支援 全国キャンペーン」助成決定団体一覧

青森県共同募金会

令和 ３年　3月　8日 現在

№ 団体名 住所
決定内容



活動名称 活動概要 助成額
№ 団体名 住所

決定内容

12 西目屋児童クラブ 青森県中津軽郡

児童クラブに通っている子ど

もの栄養バランス改善と保護

者の負担軽減事業

当児童クラブでは、5月20日から6月12日の間で計3回の昼食提供を実施予

定としており、昼食提供を通じて子どもの栄養バランス改善と保護者の負

担軽減を図る。

100,000

13
青森家庭少年問題

研究会
青森県青森市

ひとり親家庭の子どもたちに

対する大学生ボランティアに

よる学習支援

平成２５年７月から、毎週土曜日の午前中、ひとり親家庭の小・中学生に

対し、無償で、大学生ボランティアが、基本的に１対１で学習支援を行っ

ている。

100,000

14

油川地区

民生委員児童委員

協議会

青森県羽白字沢目
油川児童室に通う子どもたち

への給食事業

油川児童室に通う子どもたちがコロナウイルスに負けないよう元気づける

給食を行う。
100,000

15 チームなないろ 青森県つがる市

新型コロナウイルス感染症に

伴う困窮家庭への食糧無料配

布事業

中学生以下の子どもがいる世帯を対象として、事前申し込みがあった世帯

に野菜やパン、お菓子、布マスクを配布する。
80,000

16
社会福祉法人

佐井村社会福祉協議会
青森県下北郡

ひとり暮らし高齢者への配食

事業

村内に暮らす75歳以上のひとり暮らし高齢者に対し、民生委員の方々と共

に社会的孤立防止と安否確認を兼ねて弁当の配食を行う。
100,000

17
特定非営利活動法人

コミュサーあおもり
青森県青森市

コロナウィルス感染症対応の

ためのオンラインフリース

クール事業

コロナウィルス感染症により学校教育の場がオンラインプログラムに移行

している状況を踏まえて、多様化する教育事情の中フリースクールとして

青森県全域を対象とし、オンライン授業に必要な機器設備を整備して子ど

もたちにオンラインを通して学びの居場所を提供する。

300,000

18

社会福祉法人

つがる市社会福祉

協議会

青森県つがる市

家族の繋がり応援事業「つが

るを届け隊」（新型コロナウ

イルス感染症のために帰省でき

なかった家族の繋がりを応援し

ます）

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い帰省できなかった県外在住の家族

のため、市内の物資を送り届けることにより故郷を感じてもらう。

市内の商店で買い物をした物資を送ることにより市内の活性化にも繋げ

る。

100,000

19 チームなないろ 青森県つがる市

新型コロナウイルス感染症に

伴う中学生以下の子どもを育

てている困窮家庭へのお弁当

無料配布事業

中学生以下の子どもがいる世帯を対象として、事前申し込みがあった世帯

にお弁当を無料で配布する。（限定50個予定）

配布するお弁当は、地元ホテルレストランから購入し支給。

50,000

20
社会福祉法人

六戸町社会福祉協議会
青森県上北郡

子どもを育てているひとり親

世帯への食材給付事業

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、経済的な負担が増している中学

生以下の子どもがいるひとり親世帯に対し、食材を支援することで、経済

的負担の軽減を行う。

100,000

21

公益財団法人

青森県母子寡婦福祉

連合会

青森県青森市

新型コロナウイルスの影響下

におけるひとり親家庭の困難

に関する調査

新型コロナウイルス感染拡大による青森県内ひとり親家庭への影響と困難

に係る現状を把握し、今後の支援活動に繋げ、コロナ禍におけるひとり親

家庭等の福祉向上を目的に実態調査を行う。

300,000

22
一般社団法人

青森県ろうあ協会
青森県青森市

手話言語によるオンライン相

談活動

手話言語は、対面でのコミュニケーションが基本であるが、自粛生活によ

り手話で自由に会話する機会を奪われている。感染拡大防止を目的に、コ

ミュニケーションを遠隔で行うためのWeｂカメラ付きノートパソコン、タ

ブレット及びWi-Fiルーターを導入し、コロナ禍における日常生活の心配、

不安、困りごとを解決する手話言語によるオンライン相談を実施したい。

300,000

23
特定非営利活動法人

青森音楽療法研究会
青森県青森市

~親子での音楽遊び～「音と

あそぼ！2020-Ⅱ」

子供や保護者 のストレス緩和のほか保護者への気づきを促すことを目的に

実施する。
300,000

24
幸畑ヒルズイノベー

ション
青森県青森市

子どもたちが楽しめる「幸畑

ヒルズお楽しみセット」の無

料配布

小学生以下の親子へ青森県内で活動するクラフターさんが企画した制作

キットや既成の制作キットやぬりえ、ペーパークラフト、すごろく、実験

キットなどを無料配布し親子のコミュニケーションやコロナ禍での不安を

払拭するための活動

100,000
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25 チーム紬 青森県青森市

おはなし会等における新型コ

ロナウイルス感染症対策整備

事業

おはなし会等における新型コロナウイルス感染症対策整備事業 150,000

26

特定非営利活動法人

子育て応援隊ココネッ

トあおもり

青森県青森市
オンライン活用で子育てスキ

ルアップ事業

新しい生活スタイルに伴い、オンラインでの子育て支援のニーズが高まっ

てきている中、コロナ禍でもつながりを保つ支援の在り方、特に育児不安

の強い0歳児の保護者の支援を強化することを目的とする。

280,000

27

油川地区

民生委員児童委員

協議会

青森県青森市
油川民児協のウェブ会議整備

等の推進事業

コロナ禍において定例会開催が難しい状況であるため、パソコン、カメラ

等を購入しウェブ会議ができるよう整備する。
300,000

28 東地区ちいきの絆食堂 青森県弘前市

子どもを中心としたまちづく

りを目指したコロナ禍でも地

域の誰もが気軽に集える食堂

運営事業

地元食材を使った料理の提供、調理体験、郷土料理の体験のほか、地域住

民との多世代交流など、コロナ禍においても誰もが気軽に集うことができ

る場所の提供を目的に実施する。（食堂開催時に、学生ボランティアや教職員

を退職された地域ボランティアによる小学生への学習支援の実施のほか、発酵料理

教室などの食育事業開催予定。）

100,000

29
十和田こども食堂実行

委員会
青森県十和田市

こども食堂バス

青森県内食材配布事業

新型コロナウイルス感染症の影響で生活困窮となっている青森県内の子育

て家庭への食材提供を実施する。
300,000

30 チームなないろ 青森県つがる市

新型コロナウイルス感染症に

伴う困窮家庭への食料品無料

配布事業

高校生以下の子どもがいる世帯を対象として、事前申し込みがあった世帯

に野菜、保存可能な食料品、お菓子などを無料配布する。

配布する食料等については、本助成金で購入するもののほか、フードバン

ク、寺院、地元の飲食店から協力いただき提供する。

80,000

31
社会福祉法人

東北町社会福祉協議会
青森県上北郡

~初めての夏をおうちで楽し

もう～

小学1年生の夏休みを応援す

る物品配布事業

コロナ禍の中、初めての夏休みを迎える小学１年生を対象に、自宅で家族

と楽しむことができる物品（食材と玩具）を配布。
100,000

32
風間浦村母子寡婦

福祉会
青森県下北郡

新型コロナウイルスに負ける

な！！

「磯遊び体験」&温泉ツアー

in風間浦

新型コロナウイルス感染の感染が懸念され外出を控える子どもと家族・県

内のひとり親家庭を対象とした支援活動。
300,000

33 チーム紬 青森県青森市

イベント開催時のおはなし会

等における新型コロナウイル

ス感染症対策環境整備事業

イベント開催時のおはなし会等における新型コロナウイルス感染症対策環

境整備事業
70,000

34 さざなみ町内会 青森県下北郡
独居高齢者・障害者の方への

配食事業

型コロナウイルス感染症の影響により、家族とも会えない、買い物もまま

ならない独居高齢者・障害者の方へ手作り弁当作って配食したい。
100,000

35
社会福祉法人

青森県社会福祉協議会
青森県青森市

「青森しあわせネットワー

ク」活動支援事業

「青森しあわせネットネットワークが実施する「制度の狭間で支援が必要

とされる人」に対する支援事業
1,000,000


