
都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

1 北海道
Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ Ｐｅｒｆｅｃｔプログラム普及プロジェク
ト

カナダの子育て支援に学ぶＮｏｂｏｄｙ’ｓ Ｐｅｒｆｅｃｔプログラム 220

2 北海道 釧路アトピっ子の会 アトピー料理教室 100

3 北海道
特定非営利活動法人
ホップ障害者地域生活支援センター

障がい児対象体験プログラム開催（タイムケア） 183

4 北海道 北海道 健美会 ピクミンクラブ 恵庭市内の知的発達障がい児支援 300

5 北海道 ＣＡＰきらり 子どもの話を聴く～二次加害を防ぐためにできること～ 210

6 青森県 ＣＯＣＯＡあおもり
子育て支援のボランティア実践交流会～虐待ゼロ地域を目指すコーディネー
ターとして～ 300

7 秋田県 多胎サークル　ひなっこクラブ
ようこそふたごちゃん・みつごちゃん続編（冊子）「多胎児ママの育児体験
談集０歳～３歳まで」の作成・配布 160

8 福島県 福島ＡＤＨＤの会「とーます！」保護者部会
ＡＤＨＤ児お泊り会（学校における宿泊学習に備え、集団生活の経験を増や
す） 300

9 茨城県 特定非営利活動法人 日立教育ヘルパーの会 障害児に対する教育ヘルパーの育成・研テイ鑚事業 250

10 群馬県 夢すばる 障害児・者宿泊体験事業 300

11 埼玉県
特定非営利活動法人
発達障害支援センターひまわり

軽度発達障害児への療育プログラムの実施 300

12 埼玉県 つるがしま子育てネットワーク 鶴ヶ島の子育て情報誌「育児の花道・２００７」作成事業 300

13 埼玉県 さいたま子育て応援隊 子育てフェスタ・子育てミニフェスタ 300

14 埼玉県 特定非営利活動法人 みれっと アレルギーの子育て支援活動の周知・広報事業 300

15 埼玉県 埼玉県心臓病の子どもを守る会
心臓病児者と家族のための超世代交流支援事業　こころひとつにハートふれ
あいキャンプ 260

16 埼玉県 ＮＰＯ法人　すぎとＳＯＨＯクラブ 子育て支援（親子自然体験・里山体験） 210

17 埼玉県 サークルみのり 障害児も楽しめるリトミック 165

18 埼玉県 子育てサロンえがお 子育て応援くまがや 210

19 千葉県 フリースペース　“ＰＩＥＣＥ” 不登校・ひきこもりの青少年に対する居場所提供と心理教育的支援事業 300

20 千葉県 パートナーシステムちば 障害児（者）と一緒にお出かけをしよう!　「ビー・フレンズ」 300

21 千葉県 助産師による子育て支援グループ「クッシェン」 「性の健康」講座～家庭でできる性教育～ 300

22 千葉県 よい子の広場 よい子の広場（轟、穴川地区部会） 200

23 千葉県
「あつまれ！！ちばダウン症児・者ファミリーと仲間たち第
一回」実行委員会

「あつまれ！！ちばダウン症児・者ファミリーと仲間たち第一回」講演会 210

24 千葉県 浦安子育て情報ネットワークＭＹ浦安 子育てサロン・子育て支援に関心のある人のためのボランティア講習会 210

25 東京都 新宿虹の会 在住外国人親のための託児付き日本語講座と親子の居場所作り 300

26 東京都 子どもの会 不登校・引きこもりのグループ活動 300

27 東京都 プリティママの会 子育てに悩むママの世界を広げ、赤ちゃんが遊べるカウンセリングルーム 43

28 東京都 ＮＰＯ法人　フローレンス 「働く子育て家庭の支援！地域の病児保育ボランティア養成講座事業」 300

29 東京都 子どももおとなも楽しむ生活プロジェクト
先輩ママから新米ママへ子育て情報のプレゼント「ＫＡＷＡＲＡＢＡＮ　子
どももおとなも楽しむ生活　吉祥寺マップ２００６年版」の制作 300
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30 東京都 特定非営利活動法人つばさ 将来の社会参加に向けての訓練合宿事業 300

31 東京都 「非行」と向き合う親たちの会 （少年事件の減少をめざし）非行少年家族を支える公開学習会の開催 300

32 東京都 子どもの虐待防止　市民ネットワーク多摩 子どもの虐待防止 130

33 東京都 Ｂｏｙｓ Ｎｅｘｔ Ｄｏｏｒ Ｂｏｙｓ Ｎｅｘｔ Ｄｏｏｒ（重複視覚障害児の余暇活動自立支援） 140

34 東京都 食物アレルギーの子を持つ親の会 食物アレルギーの子供向け冊子の作成 300

35 東京都 オアシス　なべよこ 親子ミニディといつでもおいディ 210

36 東京都 かつしかワンダースクール実行委員会 子どもの健康を考える学習・病弱児養護学校との交流事業 210

37 神奈川県 かながわ「非行」と向き合う親たちの会（道草の会） 青少年の「非行」防止・克服支援事業 300

38 神奈川県 特定非営利活動法人 パラボラジャパン 中・高校生の福祉体験授業（視覚障害者のＩＴ活用紹介と音声ソフト体験） 300

39 神奈川県 ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ
自閉症スペクトラムの子供の生活（自立・余暇等）支援、母親同士の相互支
援事業 150

40 神奈川県 不登校・ひきこもり居場所「あすなろ」 不登校・ひきこもり居場所作り 210

41 神奈川県 劇団プレイバッカーズ
ママやパパのための子育て公演～プレイバックシアターで私らしい子育てを
～ 210

42 新潟県 特定非営利活動法人 女のスペース・ながおか
震災による家族の危機をのり越えて～明日を拡く子育て支援～安心して子育
てしたい女性達を応援する心のケアサポート 300

43 新潟県 ＮＰＯ法人　にいがた・オーティズム 自閉症児・者のためのスキー合宿 210

44 新潟県 長岡自閉症　親の会 ボランティア研修キャンプ２００６ 210

45 新潟県 特定非営利活動法人 マミーズ・ネット 子育てほっとステーションの開設事業 210

46 新潟県
特定非営利活動法人
新潟県高度情報社会生活支援センター

海の子・山の子交流事業 210

47 福井県
特定非営利活動法人 子育てサポートセンター
きらきらくらぶ

幼稚園児及び小学生の長期休業中プログラム 300

48 福井県 すみれ文庫 地域の子ども達の居場所づくりや本の貸出・読み聞かせ 300

49 山梨県 ＮＰＯ法人　こどもの未来を考える会 めぃびぃ 障害児放課後・長期休暇支援事業　有償運送サービス事業 210

50 岐阜県 キッズサークル キッズサークル月刊広報紙「みんなの広場」の発行 300

51 岐阜県 トライアングル 岐阜県山間部における発達障害児の療育システムの構築 300

52 静岡県 ＮＰＯ法人 ゆめ・まち・ねっと 子育て講座「発達障害のある子どもたちをやさしく見守る地域を育む」 300

53 静岡県 子育て支援―絆―きずな 不登校・引きこもり児・発達障害支援事業 300

54 静岡県 特定非営利活動法人　ポレポレ 中高生による積木で子育てボランティア 210

55 静岡県 縁側つくり 多世代交流型子育て支援事業 210

56 静岡県 こうのとりサポートクラブ 「赤ちゃん妊婦さん集まれ！」地域で仲間づくり楽しく子育てを 210

57 愛知県 いのちをバトンタッチする会 「広げよう！いのちの授業」第２回記念大会 300

58 愛知県 障害児地域活動グループ ワーワー 地域活動事業（土曜スクール） 250
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59 愛知県
特定非営利活動法人
子育て・子育ちＮＰＯ　スコップ

歌って踊れるユニット「スコップ・コップ（仮称）」の結成 300

60 愛知県 ＮＰＯ法人　ママ・ぷらす 子育て中の母親による、子育て中の母親の為の、託児付文化講座 294

61 愛知県
特定非営利活動法人
親子支援センターＣＲＡＹＯＮＬＡＮＤ

聞いて　見て　触って　親子コンサート 300

62 愛知県 ＮＰＯ地域ケアを考える会 父と子の日 210

63 三重県 ぞくよん 入院している子供に遊びを届けるボランティア活動 150

64 三重県 三重心臓を守る会 療育キャンプ 300

65 滋賀県 すくすく・みみ・ねっと 聴覚障害に関わる方の子育て支援 300

66 滋賀県 ゆめ風船 障害児と地域の人々との交流の集い 300

67 滋賀県 彦根市障害児児童クラブ　ｂｕｂｕ 親子活動（バス旅行） 100

68 京都府 アレルギーネットワーク京都　ぴいちゃんねっと 小児アレルギー疾患の子育て支援とネットワーク化及び広報事業 300

69 京都府 乙訓サタデイプレイスクールわくわくキッズ 乙訓サタデイプレイスクールわくわくキッズ 300

70 京都府 Ｄａｎｃｅ＆Ｐｅｏｐｌｅ 障害のある子どもたちを対象としたダンスワークショップ事業 300

71 京都府 ＮＰＯ法人 西賀茂プレイセンター ＦＫＣ 三世代交流いきいきコミュニティー事業 210

72 京都府 特定非営利活動法人　山科醍醐こどものひろば
ママが楽しくなるワークショップ～ママである“わたし”と、もうひとりの
“わたし”を楽しみませんか?～ 210

73 京都府 宇治子育てを楽しむ会 手作りだっこひもで、育児を快適に楽しく 210

74 京都府 長岡京市障害児学童保育 わっしょいクラブ 音楽遊びと調理 63

75 大阪府 ボランティアサークル 「フレンズ」 夏キャンプ 300

76 大阪府 ＮＰＯ法人　ポップンクラブ 障害児とその家族の生活を豊かにする姿勢保持勉強会 210

77 兵庫県 社団法人家庭養護促進協会　神戸事務所 特別なニーズをもつこどものサポーター育成と里親子への支援事業 300

78 兵庫県
社団法人日本自閉症協会兵庫県支部
高機能ブロック　ピュアコスモ

宿泊体験キャンプ 300

79 兵庫県 きららの森 きららの森のようちえんで「センスオブワンダー」な体験を親子で！！ 300

80 兵庫県 子育て支援ボランティアグループ「エンジェル」 子育て支援マップ作成 178

81 兵庫県 "Ｈｅａｒｔｈｉｎｋ"
発達障害児の療育、現在の弱まった核家族の家族力を支援する親子教室、子
育ての悩みの懇談会の運営 300

82 兵庫県 Ｐｉ－ｃｈｉクラブ ＰＳＣネットワーク発信事業 140

83 兵庫県 神戸・アルバトロス ピアカウンセリング「当事者が語る不登校・ひきこもり」 140

84 奈良県 ゆづり葉の会と共に歩む会 障害児の夏期休業期間における地域参加・交流促進事業（にこにこの部屋） 210

85 奈良県 子どもの居場所づくり南っ子げんきクラブ 子どもの居場所づくり　放課後休日事業 105

86 和歌山県 和歌山県難病の子ども家族会 輝け・病気の子どもたち！リゾートキャンプ事業 300

87 和歌山県 ほっとスペース 子育てすこやか講演会「学習会」の開催 80
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88 鳥取県 いちごハウス 地域と共に親子で楽しむ本物体験 210

89 島根県 発達障害児支援サークル「のびのび」 発達障害児支援活動 300

90 島根県 わかすぎ会 「知的障害のある人の性と心を考える」講演会 210

91 岡山県 笠岡みみっとの会 「パソコン教室」 300

92 広島県 全国心臓病の子どもを守る会　広島県支部 小児心臓病医療講演会 100

93 広島県 こうだサタデーキッズクラブ こうだサタデーキッズクラブの２００６年度活動 140

94 山口県 ＣＡＰ下関
子育て支援者のためのＣＡＰ出前講座～すべての子どもに安心・自信・自由
を～ 300

95 高知県 須崎市子育てサークル連合会
高校生や他団体との世代を超えた交流や精神障害者共同作業所への協力や一
時あずかりなどのボランティア活動 300

96 長崎県 保育サロンこどものその　たんぽぽ みんなともだち（わになって・・・） 210

97 大分県 ＮＰＯ法人　大分教育支援協会 通信制高校生と老人ホーム入居者の演劇による交流 300

98 宮崎県 特定非営利活動法人　日向門川こども遊センター まちなか子育て広場における子育てサポーター養成講座 200

99 宮崎県 あすなろ会 あすなろ共同保育園の在園家庭が企画する、地域園外家庭との子育て交流会 140

100 沖縄県 私らしいお産を考える会 誕生死を経験した人たちを支援するボランティアファシリテーター養成講座 190

101 沖縄県 特定非営利活動法人マーズ 地域の子供と高齢者の交流事業 210
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