
募集要項 

第 6 期研究奨励助成 募集要項 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

1．目的 

会員・市民の活動や地域の活動がより豊かなものとなるよう、会員の調査・研究活動を支援する

ことを目的としています。 

（参考：当センターの目的・趣旨） 

（目的） 

当センターは非営利、協同の事業に関心をもつ市民、団体を対象として、地域におけるくらし、労働、コミ

ュニティの向上および協同活動の発展を目的とする学習、研修、情報交流および調査研究の実施または実施の

支援を行い、もって地域と協同活動の持続可能な発展に寄与することを目的としています。 

（特定非営利活動の種類） 

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

(1) まちづくりの推進を図る活動  (2) 社会教育の推進を図る活動 

(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

（事業） 

目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 

 (1) 地域と協同に関する学習、研修企画の立案、実施及び実施しようとする者への支援 

 (2) 地域と協同に関する調査、研究及びその成果普及並びにそれらを行おうとする者への支援、助成 

 (3) 地域と協同に関する国内外との活動交流  (4) 地域と協同に関する内外の資料、情報の収集、管理及び提供 

 (5) 地域と協同に関する調査研究報告書や情報紙誌、資料などの編集、出版、普及 

 

2．対象（応募資格）と研究奨励助成の概要 

①個人 地域と協同の研究センター会員 

 グループ 複数名による申請は会員が代表となること 

各コース応募数が募集数を上回った場合は審査により査定する 

 

研究奨励助成金額 

助成総額 50 万円 

助成コース A 20 万円 調査・研究計画により審査 1 件 

B 10 万円 調査・研究計画により審査 2 件 

C ５万円 調査・研究計画により審査 2 件 

募集テーマ 

「協同組合のアイデンティティ（協同組合らしさ）」に関するもの 

〇組合員の生活や商品利用に関すること 〇災害への備えに関すること 

〇多文化社会に関すること   〇人のつながり（福祉）に関すること 

〇まちづくりに関すること   〇生協職員の仕事や生協事業に関すること 

 

第 6 期研究奨励助成の期間 

2022 年 8 月～2023 年 12 月 

 

3．応募方法 

「第 6 期研究助成申請書」「研究助成金交付申請書」「研究助成応募内容（第 6 期）」を下記事務
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募集要項 

局あてに郵送で提出のこと。別紙の追加は認めません。また応募書類は原則として返却しません。 

■助成金の活用範囲 人件費・固定機材購入費は含まない 

〒464-0824 名古屋市千種区稲舟通１-39 コープあいち生協生活文化会館 3 階 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

（℡：052-781-8280 fax：052-781-8315 e-mail：AEL03416＠nifty.com） 

 

4．申し込み受付 

2022 年 6 月 20 日（月）消印有効 

 

5．選考および助成金の決定 

以下を審査基準として特定非営利活動法人地域と協同の研究センター常任理事会において決定し

ます。 

〇調査研究目的・仮説が明確であること 〇調査研究計画・予算が妥当であること 

〇調査研究体制・役割がめいかくであること 

 

6．選考結果の通知と助成金の交付 

7 月末日を予定として、申請者宛に通知し、助成金を交付します。 

 

7．中間報告書の提出 

2023 年 3 月時点で研究の進捗状況について中間報告（既定の用紙、A4 判 1 枚程度）を提出して

ください。 

 

8．研究報告書の提出 

研究終了時点、もしくは 2023 年 12 月末日を期限に、報告書を提出してください。その際、会計

報告を報告書提出時に提出してください。 

 

9．研究成果の発表 

研究成果の概要については、当センター研究誌「鶏頭」またはその他の発表方法によって掲載す

ることができます。 

対象者は本助成を受けて行った研究成果を学会誌等で発表することができます。 

 

10.助成金の返還 

連絡なく予定期日を大幅に超えて提出しない場合、内容が申込み書の内容と著しく異なる場合、

既に発表済みの内容のものを提出した場合、本研究助成事業の趣旨にそぐわない場合には、原則と

して助成金を返還することになります。また、助成金が 1 万円以上余った場合は、残金を返金する

もとします。 

以上 
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特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

第 6 期研究奨励助成 申請書 

代表理事殿 

 

 

提出日 2022 年  月  日 

①ふりがな  

 申請者氏名と印   

③郵便番号  

④住所  

 

⑤自宅郵便番号  

⑥自宅住所  

 

⑦連絡先電話  

⑧e-mail  

※⑤自宅郵便番号と⑥自宅住所 と③が自宅以外の場合に記入 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センターによる「第 6 期研究奨励助成」を受けて、下記研究

課題について、研究計画書に基づいて研究を実施し、2023 年 12 月末日までに研究報告書（原稿）を

提出いたします。 

【申請区分（いずれかに〇印をつけてください  個人研究・共同研究】 

1．研究課題名 

 

 

2．希望研究助成金額            万円 

（A コース：20 万円、B コース 10 万円、C コース 5 万円から選択） 

3．助成金振込先 

（助成が決定した後でなければ連絡できない場合は、その旨を記載のこと） 

金融機関名  

支店名  

種類および口座番号  

名義人  
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助成金交付申請書 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

第 6 期研究奨励助成 助成金交付申請書 

申請区分 個人研究・共同研究（〇印で選択） 

研究課題名 

 

研究代表者氏名 

（年齢） 

ふりがな  応募時の年齢 

歳 漢字等  

所属機関・部局  

肩書  

共同研究者名 

（枠が不足する場合は別紙で追

加してください） 

氏名とふりがな 所属・肩書 

報告書提出予定 年  月  日 

 

研究費の明細（助成金額希望総額：       万円） 

※人件費・固定機材購入費は対象外です 

金額単位：万円 

資料・物品 旅費（宿泊費含む） 謝金 その他 

事項 金額 事項 金額 事項 金額 事項 金額 

        

小計  小計  小計  小計  
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応募内容 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

第 6 期研究奨励助成 応募の内容 

申請区分 個人研究・共同研究（〇印で選択） 

研究の概要 

※①研究の目的、 本助成研究の募集テーマとの関連について、簡単にまとめて記述してください。 

 

研究の予定 

※研究のおおよその日程と内容を書いてください。 
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中間報告 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

第 6 期研究奨励助成 中間報告（2023 年 3 月末日時点） 

申請区分 個人研究・共同研究（〇印で選択） 

研究代表者氏名 

 

研究課題名 

 

研究の進捗状況 

 

備考 

2023 年 3 月時点で 2023 年度地域と協同の研究センター通常総会にあわせて、研究進捗の中間報告を

提出してください。 
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会計報告書 

特定非営利活動法人地域と協同の研究センター 

第 6 期研究奨励助成 会計報告書（報告書提出時に提出） 

申請区分 個人研究・共同研究（〇印で選択） 

研究代表者 

氏名 

 

研究課題名 
 

 

項目 積算内訳 金額（円） 

①資料・物品費   

 旅費   

③謝金   

④その他 

（具体的に） 

  

研究奨励助成金支出合計 円 

備考 

1．人数、数量などが表示できるものについては内訳で表示してください。 

2．領収書のあるもの（コピーでも可）は備考に番号添付をしてください（2 万円以上のものは必ずつけて

下さい）。なお、人件費・固定機材購入費は対象としません。 

3．残金（1 万円以上）が出た場合は、返金していただきます。 
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