
都道府県 支援先団体名 事業名

1 北海道 お助けネット 「元気まちっ子ひろば　おもちゃフォーラム」の開催

2 北海道 （ＮＰＯ法人）　北海道ペタングリーグ 小学生を対象とした「ペタンクジュニア活動」

3 青森県 障害児とともに歩む会　ここっと 知的障害児の自立とボランティアとの交流のための宿泊体験の実施

4 岩手県 社団法人 日本助産師 岩手県支部 助産師による子育て・女性健康支援活動「七ばんめのポッケ」

5 岩手県 自然体験型サークル どろんこキッズ 心にゆとりと豊かさを～地域行事と自然体験の子育て交流～

6 岩手県 ベビーシッタークラブ ホップ・ステップ・ジャンプ 親子を元気にするための、一時保育と小児救急講習の実施

7 宮城県 六郷すずめっこ 郷土芸能仙台すずめ踊りの習得、発表を通した地域交流と世代間交流

8 宮城県 冒険あそび場－せんだい・みやぎ連絡会－ 「わらすこ山学校（やまがっこ）－十里平の自然と遊ぶ－」の開催

9 山形県 だがしや楽校ネットワーク 山形県内での「だがしや楽校」の開催

10 茨城県 （ＮＰＯ法人）子ども劇場茨城 ２～３才児と親を対象とした「はじめておしばい」を考える講演会の実施

11 栃木県 芳賀町子育てサロン「キッズスタッフ」 未就園児親子を対象とした遊び場づくり

12 栃木県 （ＮＰＯ法人）鹿沼ファミリー劇場 地域で育む子どもの表現活動「積み木で遊ぼう！」

13 栃木県 チャイルドラインとちぎ チャイルドライン相談員研修会の実施

14 群馬県 隊友バンド　スイングサンダース 障害児福祉施設の子どもを対象とした巡回演奏の実施

15 群馬県 子育て支援　ひよこの会 「親子が安心して遊べるコミュニケーションの場」の運営

16 埼玉県 障害児児童クラブ　「さとっこクラブ」 ５周年冊子とスライドの制作

17 埼玉県 ヤッキーひろば運営委員会 地域での世代交流の場「ヤッキーひろば」の運営

18 千葉県 パートナーシステムちば 障害者福祉サービス人材育成事業「障害児（者）と一緒にお出かけしましょう！」

19 千葉県 さかなちゃん　クラブ 知的・身体障害児のためのスキンシップ水泳療育

20 千葉県 継母支援団体　ベル・メール 継母のためのワークショップの開催とステップファミリーサイトの新設

21 東京都 バンブー 親と子供の交流を作る子育てサークル

22 東京都 もみの木文庫 図書の購入による文庫活動の充実

23 東京都 読み聞かせ・朗読・パチャママ倶楽部 子どものための読み聞かせと朗読活動

24 東京都 朝日キャンプ 知的障害児を対象とした自然観察・体験活動の実施

25 東京都 （ＮＰＯ法人）ゆめけん 障害をもつ子どものための水泳教室の開催

26 東京都 新宿ＨＡＨＡｈａ倶楽部 乳幼児をもつ母親のための「新宿子育てガイド」の発行

27 東京都 血液患者コミュニティ　ももの木 小中学校生を対象とした「命の授業」の企画と運営

28 東京都 （ＮＰＯ法人）西荻まちメディア 親子で体験「西荻のまち立体模型づくり」ワークショップ

29 東京都 やあやあネットワーク 市民と子どもが参加する「やあやあドリームオールスターズ」の開催

30 東京都 人形劇けやき座 人形劇を通しての世代間交流と地域文化の活性化

31 神奈川県 子育て支援ボランティア まつぼっくりの会
乳幼児期を持つ母親のための親子居場所づくり、親子ふれあい、サークル立ち上げ支
援

32 神奈川県 （ＮＰＯ法人）フリースペースたまりば ふれあい畑づくりによる不登校児童・生徒と地域の人々の交流活動

33 神奈川県 葉山子育てクラブ 子どものための「自然・地域・人とふれあうアート・プロジェクト」の実施

34 神奈川県 すくすくかわさきっ子 妊娠中又は乳幼児をもつ親のための子育て情報の収集と発信

35 神奈川県 ワーカーズコレクティブ めーぷるここ 乳幼児と親のための四世代交流イベントの実施と講演会の開催

36 富山県 あそあそ自然学校 親子で作る「ツリーハウス」づくり

37 長野県 地域総合クラブ 小・中学生の自主活動と地域交流のための「地域総合クラブ」の運営

38 長野県 泰阜村自然体験活動推進協議会 「子ども山賊キャンプ」参加の高校生ボランティア活動の充実

39 長野県 １８トリソミーの会
染色体異常についての理解を深めるための「第２回１８トリソミーの会　公開セミ
ナー」の開催

40 静岡県 育児サークルでんでんむし 親子ふれあい手作り教室（おやつ・おもちゃ）の開催

41 静岡県 細江プレーパーク 地域の子どものための冒険遊び場（プレーパーク）づくり
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42 愛知県 （ＮＰＯ法人）おやこでのびっこ安城 チャイルドラインの受け手の養成と受け手を支える支えての育成

43 愛知県 （ＮＰＯ法人）せるふサポート 「地域に広がれ、子育ての輪」づくり

44 三重県 （ＮＰＯ法人）体験ひろばこどもスペース四日市
未就園児と親のための「こどもスペースプレイセンター」設立準備のための講習会の
開催

45 三重県 おもしろこどもクラブ 地域のみんなでつくる子どものためのおもしろ体験活動

46 三重県 虹色ポケット 小学生への読み聞かせと休日の居場所づくり

47 三重県 たんぽぽ読書会 絵本、紙芝居の読み聞かせ活動の充実

48 三重県 アレルギーっ子の会　ぽかぽか アレルギーを持つ子どもと親への支援活動

49 滋賀県 滋賀県済生会訪問看護 ステーション
母親への精神的支援と健康相談のための「まちの保健室　ぴよぴよステーション」の
運営

50 京都府 丹後元気プラチナの会 子どもの土曜日教室「ひだまりの教室」の開催

51 京都府 （ＮＰＯ法人）日本エコロベース協会 親子ふれあいエコロベース大会の開催

52 京都府 おはなし珠手箱ふうて 小学生を対象とした野染め体験とブックトークお話会の開催

53 京都府 亀岡子育てネットワーク 乳幼児をもつ親子のための子育て講座の開催とふれあいあそび出前サポーターの養成

54 京都府 （ＮＰＯ法人）まちづくりサポートクラブ 子育て支援ネットワーク名刺交換会の開催

55 大阪府 桜塚校区福祉会 乳幼児をもつ母親のためのネットワークづくり支援

56 大阪府 （ＮＰＯ法人）新森清水学童クラブ 小学生を対象とした親子ふれあいキャンプの実施とこどもリーダーの育成

57 大阪府 ともぶち共和国 一日だけの公園美術館パートII～「子供と大人が作るダンボールの街」で遊ぼう～

58 大阪府 ももやまぶんこを支える会 読書を中心にすえた子育て支援

59 大阪府 わが町にしなり　子育てネット 子育て支援ボランティアの育成とグループ作りの支援

60 大阪府 （ＮＰＯ法人）国際交流の会とよなか（ＴＩＦＡ) 外国人母子を対象とした子育てサロンの開催と子育て支援活動

61 兵庫県 長坂民生委員児童委員協議会 ０～１歳児と２～４歳児のための子育て広場活動の充実

62 兵庫県 北須磨地区民生委員 児童委員協議会 乳幼児と母親を対象にした地域に根ざした親子ふれあいの場つくり

63 兵庫県 八幡民生委員・児童委員協議会 八幡子育てサロン ０～３歳児と母親のための子育てサロンの開催

64 兵庫県 子育て支援ボランティアグループ あ・そ・ぼ 母親のための託児と子どもたちのための遊び活動の充実

65 兵庫県 こどもひろば　ぷちキッズ 就学前の子どものための親子体操教室、夏祭り、運動会、クリスマス会の実施

66 兵庫県 ポップコーン 幼児向け人形劇講演活動

67 兵庫県 （ＮＰＯ法人）こどもたちの発表会 「キッズアーティスト演劇体験塾」の開催

68 兵庫県 ムジーク・ドーセ　室内合奏団 子どもの自己表現のためのコンサート出張公演

69 兵庫県 ラミ中学校分校 不登校、学習障害をもつ子どもたちのためのスローライフ体験活動

70 兵庫県 ＮＰＯ国際情報科学協会
ITの手法や応用に関する理解を深めるためのインターネット技術体験実習と講義の開
催

71 兵庫県 劇団「ひっぽ」 薬物乱用問題啓発のための親子演劇教室の開催

72 兵庫県 姫路こころのケア　ネットワーク 児童養護施設入所児童を対象とした「わくわく絵手紙ふれあい教室」

73 兵庫県 （ＮＰＯ法人）マザーサポートの会 地域の母親や障害児のサポーターのためのエンパワーメント講座の開催

74 兵庫県 色と心のネットワーク 子どもと親を対象とした色彩を使った表現活動

75 兵庫県
兵庫日本語ボランティアネットワーク内　こうべ子どもにこ
にこ会

南米スペイン語圏の低学年の子ども達を対象とした母語保持教室の開催

76 奈良県 橿原市白橿地区 民生児童委員協議会 「白橿親子ふれあい広場」の開催

77 奈良県 伏見地区社会福祉協議会 ０歳～未就園児と親のための子育てサロン「天使の広場」の開催

78 和歌山県 （ＮＰＯ法人）きのくに子どもＮＰＯ ほっとルーム「ぐるんぱ」おもちゃと絵本を使ったあそび場の出前

79 和歌山県 おはなし　ぽけっと 幼児～小学校低学年児童のための読み聞かせ活動の充実

80 鳥取県 ぴよぴよひよこの会
青少年育成ボランティア養成講座受講生有志による「さあ、始めようボランティア活
動！」

81 鳥取県 多胎児サークル　にこにこｃｌｕｂ 多胎児家庭への経験者訪問の実施

82 広島県 三原市民生委員児童委員 第１２民生区 ３歳までの子どもと親のための「わんわんサロン」の開催
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83 広島県 親子読書　あじさいの会 本の読み聞かせ活動の充実と２５周年誌の作成

84 広島県 （ＮＰＯ法人）ナチュラルビレッジ ＡＤＨＤとその周辺児の支援団体の紹介と啓蒙のためのパンフレット作成

85 広島県 たつじんくらぶ 高齢者による「昔いろいろ発見隊」活動

86 山口県 山口ひびき少年塾 「山口ひびき少年塾」－ぼくたちの／ふるさと探検／タウンウォッチング－

87 山口県 平生町曽根老人クラブ連合 三世代交流による川遊び場づくり

88 香川県 栗林プレイパーク　実行委員会 地域の子どものための「栗林プレイパーク」の運営

89 香川県 たねっこ畑 妊婦と乳児の母親を対象とした「つどいの広場」づくりと講座の開催

90 香川県 （ＮＰＯ法人）地域家族・コミュニケーション 「子育てふれあいセミナー」と「思春期を前に　親子で育って・体験・講座」の開催

91 愛媛県 ハートコール・えひめ 子ども電話受けて研修会の開催

92 高知県 新荘連合子ども会
第２回新荘「かわうそフェスティバル」の開催～身近なことから取り組もう来るべき
南海地震への準備～

93 福岡県 きんしゃいふれあいサロン 子育て中の親子を対象とした子育てふれあいサロンの開催

94 福岡県 （ＮＰＯ法人）男女・子育て環境改善研究所 ひとりおや家庭（母子・父子家庭）向け子育て応援トークライブ＆交流会の開催

95 福岡県 （ＮＰＯ法人）子ども文化コミュニティ 子育てボランティアの養成と親子ふれあい活動の実施

96 佐賀県 育児さーくるぽんたクラブ 子育て・育児サークル交流会の開催

97 佐賀県 さがＣＡＰ 子どもに対する暴力防止プログラムの普及

98 佐賀県 ＮＰＯ子どもと文化のねっとわーく ぽっぽ・わーるど 人形劇出張公演の活動の充実

99 熊本県 パソコンボランティア熊本 視覚障害をもつ中高生を対象としたパソコン技能習得支援

100 熊本県 （ＮＰＯ法人）ＩＯＢスポーツ推進事業
障害児・学習障害児が学校の水泳授業に積極参加するための水泳指導プログラムの実
施

101 大分県 おがたまち　おはなしのへや 「おがたっこ絵本でふれあい！育ちあい」活動

102 大分県 こぐま紙芝居　ひまわりの会 紙芝居の活動充実

103 大分県 ボランティア　たんぽぽの会 紙芝居・パネルシアターを通しての乳幼児とのふれあい、託児・子育て活動の実施

104 大分県 大分県南育児サークルネットワーク（きらきらの会） 育児サークルネットワーク新聞の発行と親子リトミック講習会の開催

105 大分県 大分特別支援教育室　フリーリー 言語による意思疎通が困難な就学児のためのIT教材の開発

106 宮崎県 木花地域婦人会 乳幼児の預かり「地域のおばあちゃん」活動の充実
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