
都道府県 支援先団体名 事業名

1 北海道 軽度発達障害児地域支援グループ・一歩サークル 障害をもつ子どもの発達促進と家族支援のための療育サマーキャンプ

2 青森県 ＣＡＰつがる 鰺ヶ沢町立南金沢小学校におけるＣＡＰ(子供への暴力防止)ワークショップ

3 岩手県 子育て支援ボランティア　パレット 親子が楽しく遊べる遊び場づくり

4 岩手県 サークルＭｉｔｙ（ミウィ） 親育ちの場～地域でできるプログラム紹介(冊子)と親育ちプログラム～

5 岩手県 ちえの輪サークル 絵本の修理と「ちえの輪文庫」読み聞かせ活動

6 山形県 特定非営利活動法人　庄内市民活動センター 鶴岡コミュニティ・ガーデン　こどもたちの花いっぱい事業

7 福島県 子育てサロン開設準備委員会 地域（民生委員・児童委員・行政・ボランティア）で応援する子育てサロン

8 群馬県 育ママの会「プルニエクラブ」 長期(夏季)休暇期間中の障害児集団活動・療育訓練

9 群馬県 わんぱくクラブ 学校休日を利用した異年齢間交流と親子ふれあい体験

10 群馬県 元気組 小児科医によるお父さんお母さんのための小児医療勉強会

11 埼玉県 青りんご 読み聞かせや遊びを通しての母子交流、地域に根ざした子育て支援

12 埼玉県 子育て・教育フォーラム 子育て・教育フォーラム～専門家を交えての三世代フォーラムの開催～

13 埼玉県 ＰＩＳ(ザ・ほりかね・プレイ・アイデア・スタッフ) 子ども自身の手による地域イベント（祭り）の企画と実行

14 千葉県 松戸ボランティアの会 おもちゃの図書館、おもちゃ病院活動

15 千葉県 青少年ボランティア　ＤＴＶＣ 紙芝居を通しての障害児自己実現活動

16 東京都 足立子ども組織を育てる会 共働き・単身親世帯の親子を対象とする『うきうき親子キャンプ』

17 東京都 キッズサークルぷちとまと 未就園児をもつ母親と子ども一緒に楽しく触れ合える場所づくり

18 東京都 人形劇団　ポップコーン 幼稚園・小学校低学年を対象にした母親達による手作り人形劇団公演

19 東京都 中田遺跡公園プールぺんぎんクラブ 夏季幼児用プールの運営（掃除・水張り）

20 東京都 子育て広場　ありんこパワー 乳幼児を抱える親と子の子育て共感合宿

21 東京都 ひまわりの会 小さく生まれた子ども（極低出生体重児）と親の発達と育児の支援

22 東京都 プランニング∞遊 子育て中のママのための託児付きパソコン講習会

23 東京都 立川市五日制の会　ピュア 太鼓で遊ぼう（養護学校での地域交流）

24 東京都 ＭＴ２１プロジェクト 高校生の学習及び進路決定支援

25 東京都 冒険遊びを楽しむ会・ＴＡＭＡ 冒険遊び場作りにかかわる大人の養成講座開催

26 東京都 野川ママの会 乳幼児親子のための親子サロン開催、子育て講演会開催

27 東京都 ２ＷＡＹ　ＣＲＥＡＣＡＴＩＯＮ 親子のための触れるアート展の開催

28 神奈川県 布おもちゃサークル・ピノキオ 手づくり布絵本や布おもちゃによる地域子育て活動

29 神奈川県 フリースペース　たまりば 不登校児童・生徒及び引きこもりの若者等の居場所におけるふれあい給食づくり

30 神奈川県 ヨコハマ・ハギハッキョ実行委員会 第１２回ヨコハマ・ハギハッキョ(夏期学校)の開催

31 神奈川県 森の仲間 ダンボールを使った手作り遊具製作と健常児・障害児の交流

32 神奈川県 すくすくハウス 主任児童委員等を中心とした地域の子育てサロン

33 神奈川県 こどもの生き生きスペースづくり塾 「生き生き冒険遊びの会」の開催（月二回）

34 福井県 六寿会 フロッカー大会を通しての世代間交流の促進

35 福井県 東っ子ふれあい広場 週休二日制を活用した東小学校開放活動

36 福井県 越前大野もてなし隊 農業体験・自然学習を通した世代間交流

37 山梨県 池田地区愛育・健康づくり推進会 愛育健康づくり推進委員等による未就学児の母子サークル活動

38 静岡県 三ヶ日プレーパークの会 自然の中での遊びを通して子どもを豊かに育む冒険遊び場づくり

39 愛知県 ささゆりの会（アスペ・エルデ親の会東三河支部） 軽度発達障害児を理解してもらうための専門家による無料講演会

40 愛知県 木の子ひろば 「もりやま子育てマップ」(区の子育て情報本)の編集・出版

41 愛知県 ワンダーランド 環境プログラムを用いた遊びのジュニアリーダー養成講座

42 滋賀県 子育て支援グループはな・はな はじめて子育てする親と子どものためのサロンづくり
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43 京都府 絵本の扉の会 親子で絵本の楽しみと子育てへの効果を知ってもらうためのワークショップ開催

44 京都府 ナラダ・ママ・サポート 子育て支援のための派遣サポーター養成講座

45 京都府 宇治子育てを楽しむ会 子育てフレンドサポーター養成講座と実践

46 大阪府 富田林市寺池台小学校区福祉委員会 若い母親と乳幼児支援のための地域ネットワーク子育てサロン

47 大阪府 バンバン人形劇団 わくわく人形劇出張公演の活動充実

48 大阪府 紙芝居ボランティアグループ「拍子木」 「夏休み子ども手作り紙芝居教室」の開催

49 兵庫県 ふれあいミニ図書 地域で子どもを守り育てるふれあいミニ図書館活動

50 兵庫県 食育サークル　たんぽぽ 子育て中の母親を対象とした食育をテーマにした勉強会・講演会の実施

51 兵庫県 福祉活動推進委員会くつろぎの部屋 くつろぎ子供囲碁教室の開催

52 兵庫県 ベル青谷支援ボランティアｂｒｅｅｚｅ 母子寮に住む子ども(主に小学生)と学生ボランティアとの交流

53 兵庫県 長坂民生委員児童委員協議会 ０～１歳児を持つ母親を対象とした長坂地区子育て広場活動

54 兵庫県 おはなしグループ　こんとあき 児童館・病院・幼稚園でのお話を楽しむ会、おはなし会の出前活動

55 兵庫県 （ＮＰＯ法人）フォーライフ（こうべＬＤの会） 学習障害児（ＬＤ）及び軽度発達障害児を対象とした土曜クッキング

56 兵庫県 ボランティアときめき銭太鼓 「子供銭太鼓」を通した地域との交流活動

57 奈良県 しいの実文庫 文庫活動（本の貸し出し・読み聞かせ）と親子リラックスひろば

58 和歌山県 ありんこの会 障害児のための水泳教室・楽器演奏体験支援

59 岡山県 子どもたちの環境を考える「ひこうせん」 子どもの心を育むつどいの広場（三つの広場と手づくり児童館）

60 広島県 広島市言語・難聴児育成会 第３３回ことば・きこえの教育相談会

61 広島県 おはなし山のどんぐりん 町の図書館での子供たちへのブックスタート支援活動

62 山口県 田んぼの学校　おごおり 田んぼの学校（自然体験活動・親子ふれあい活動）

63 香川県 白鳥文庫 親子読書と読み聞かせ、貸出活動、郷土芸能「白鳥太鼓」の修得

64 愛媛県 エコ・ライフ夢幻村（えこ・らいふむげんむら） 子どもと高齢者の炭焼き体験

65 高知県 枝川小土曜子供会 よさこい鳴子踊りで地域と親子のふれあいづくり

66 高知県 高石地区老人クラブ連合会 老人クラブによる地域ふれあい子育て支援活動

67 福岡県 別府子育てひろば 地域連携による子育て支援・子育てひろば（サロン）づくり

68 福岡県 ボランティアグループ“あっとほーむ” ほのぼの写真展及び子育て講演会の開催

69 福岡県 すまいるファミリー 地域の母親支援の一環としてのファミリーサポート（育児サポーター養成）

70 福岡県 福岡みらい子ども劇場「障害児を支援する会ぽかぽか」 子供歌声喫茶「ぽかぽか」の運営を通じた社会体験活動

71 佐賀県 おはなし会たけお 乳幼児と母親を対象とした地域に根ざした「楽しい読み聞かせ」

72 熊本県 劇団まあむ 人形劇の公演・ワークショップを通した子育て応援

73 熊本県 コモド アンケート調査による熊本子育て応援総合情報誌の発行
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