
都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

1 北海道 食物アレルギーの会　北海道とれふる 食物アレルギーの子どもの笑顔があふれる未来のために 290

2 北海道 ＩＦＭＳＡ－Ｊａｐａｎ　ＳＣＯＲＡ 大学生による放課後性教育プロジェクト 210

3 北海道 特定非営利活動法人　NATURAS
「みんな仲間、みんないっしょ、みんなで街遊び」軽度発達障害を持つ児童
と健常児童の共生支援事業 210

4 北海道 リトル・エイド 子ども用救急法の体験会の開催 200

5 北海道
ドンマイの会(北海道高機能広汎性発達障害児者親の会)
旭川支部

発達障害者支援ボランティア養成事業 300

6 北海道 チャイルドライン　はこだて チャイルドライン受け手ボランティアのスキルアップ研修事業 230

7 青森県 家庭教育支援　オフス 廃校を活用した家庭教育映画上映事業 270

8 青森県 まちづくり　Ｇ－ＦｉｖｅＤｏｏｒ 心身ともに健康な子供を産み育てるために 210

9 青森県 筒井子育てメイトの会 すみれ子育て広場 100

10 岩手県 特定非営利活動法人 岩手子ども環境研究所 親と子のための自然体験～森と風のさんぽ道へでかけよう 270

11 宮城県 上杉チャンネット ＧＡＫＫＯＵを飛び出そう！ 270

12 宮城県 子育支援団体　おひさまキッズ ヘルシー子育てサポート事業 200

13 山形県 特定非営利活動法人 蔵王いこいの里
若者自立支援施設における青少年と、地域の子供や引きこもり等の支援対象
者との農業体験、食育、スポーツ、動植物とのふれあいによる交流事業 270

14 福島県
特定非営利活動法人
子育て支援コミュニティプチママン

子育てサークル支援事業 240

15 福島県 子育て応援団 子育て応援団１０周年記念事業 100

16 栃木県 たんぽぽママのおしゃべり会 母乳育児講演会とスリングショー 270

17 栃木県 ＤＶ被害者支援ボランティア＆ハンド [1]被害者母子の遠足　[2]ＤＶ防止を訴えるフォーラム開催 160

18 群馬県 特定非営利活動法人 エンパワメントぐんま
「安心・自信の相談でんわ」相談員の研修事業 　―二次被害を防ぐために
― 230

19 埼玉県 特定非営利活動法人 しゃぼん玉の会 発達障害の講演会と母のためのワークショップ 300

20 埼玉県 特定非営利活動法人 狭山市の高齢社会を考える会 狭山シニア・コミュニティ・カレッジ「仮称　次世代育成支援学科」事業 220

21 埼玉県 グループパラソル 親子の居場所作り「おやこ広場」 200

22 埼玉県
特定非営利活動法人
志木子育てネットワークひろがる輪

子育てサロン・子育て支援に関わるボランティア人材育成講座 200

23 埼玉県 ボランティア・サークル 花小路 児童養護施設の子どもたち支援の社会体験チャレンジ事業 300

24 千葉県 幼児サークル ころころ 子育て支援事業 270

25 千葉県 千葉市学校派遣日本語指導ボランティアの会 外国にルーツを持つ子どもたちの日本語指導と学習支援 270

26 千葉県 柏市発達障害者支援協議会 発達障害児のためのサポーター支援事業 210

27 千葉県 不登校問題を考える東葛の会「ひだまり」
不登校の子どもたちの学習理解力ステップアップ、学生スタッフの支援のも
とに 270

28 千葉県 いいおかおの会 パネルシアター 制作・上演のための講習会 100

29 東京都 特定非営利活動法人 ダルク女性ハウス アートプログラム、映像を通しての自己表現 300

30 東京都 特定非営利活動法人 勉強レストランそうなんだ！！ 障害児に豊かな放課後を保証する放課後支援「わくわくタイム」 120

31 東京都 特定非営利活動法人 つばさ 将来の社会参加、豊かな生活の為の訓練合宿事業 222

32 東京都 特定非営利活動法人 Ｎ・Ｃ・Ｎ 子育て支援相談室"りんごの部屋" 120

33 東京都 ＫＡＳＡ（小平市自閉症を考える会）
「地域で育てよう！地域を育てよう！」 ―自閉症スペクトラム児の地域社
会参加支援活動― 300

34 東京都 新宿虹の会 外国人のための親と子の日本語教室（託児付き） 300

35 東京都 みんなＫｉｌａＫｉｌａ子育てネット 地域の子育て支援ボランティア育成講座 240
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36 東京都 鶴川二小おやじの会 "校庭かぶとむし園"５年目の挑戦 270

37 東京都 ＬＤ親の会「けやき」 発達障害児と親の健全育成に向けたプログラム開発 270

38 東京都 特定非営利活動法人 フリースペース　タンポポ フリースペース タンポポ 240

39 東京都 特定非営利活動法人 無痛無汗症の会「トゥモロウ」 無痛無汗症のシンポジューム 300

40 東京都 子育て支援団体 ＮＰＯ法人 ウイズアイ 楽しく孫育て・バァバ、ジィジの子育て講座 270

41 東京都 特定非営利活動法人 昭和の記憶 高齢者を対象とした中高生による「ききがき」ボランティア活動 280

42 東京都 新保育学会 親子の会「まなざしの中で子どもは育つ」 270

43 東京都 子どもの会 不登校、引きこもりのさをり織り活動とグループカウンセリング 210

44 東京都 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 外国の文化的背景をもつ子どもの学習サポートとエンパワメント活動 200

45 東京都 特定非営利活動法人 子どもＬＡＭＰ 外国人児童生徒を対象にした教材作成事業 300

46 東京都 まほうのランプ
入院児のための「季節の手作り遊びの日」を開催　～入院している子どもた
ちに、季節の風を！！～ 80

47 東京都 特定非営利活動法人 ＨＯＰＥプロジェクト
子育て世代のがん患者・家族のための自然遊びの会～ボタニカルキッズクラ
ブ～ 300

48 東京都 チャイルドライン たちかわ チャイルドライン受け手研修 160

49 東京都 自然の学校 自然が先生　里山における体験型環境教育 270

50 東京都 不登校・ひきこもり研究所 不登校・ひきこもりの自己実現支援事業 270

51 東京都
外国人生徒学習の会
Foreign Students Study Club(FSC)

外国人生徒の学習支援　外国から来た子どもたちに日本社会で生きる力を！ 300

52 神奈川県 藤沢子育て支援W.Co ほっと・すぺーす 派遣事業と(間もなく開始する)一時預かり事業グループ保育事業 100

53 神奈川県 港北子育て支援ワーカーズ・コレクティブ　ココット 派遣保育・一時預かり保育・グループ保育(月極) 270

54 神奈川県 めっちゃどろクラブ 体験農業「めっちゃどろクラブ」 160

55 神奈川県 特定非営利活動法人　地球学校 地球っ子教室 210

56 神奈川県 葉山っ子すくすくパラダイス はやま子育て子育ちサポーター養成事業 270

57 神奈川県 さかえ保育の会 くまさん学級と保育ボランティア養成講座開催事業 50

58 神奈川県 シャーロックホームズ 携帯を活用した子育て情報配信事業『ベイ★キッズめ～る』 300

59 神奈川県 フレンドリースペース金沢 ～ふれあい体験活動～社会参加へ　はじめの一歩 300

60 新潟県 特定非営利活動法人 あにまるネットワーク・ポニーズ 馬ふんを使った有機野菜について学ぼう～教えて、農園ボランティア隊！ 210

61 新潟県 子育て支援団体 頸北キッズアンパンマン 「子育てをもっと楽しく」支援　事業 270

62 新潟県
特定非営利活動法人
子どもの虐待防止ネット・にいがた

子育て支援活動 出前講座「出張おせっ会」 300

63 石川県 加賀子どもと本を結ぶ会 藤田浩子氏講演会～おはなしとブックトーク～ 100

64 長野県 Ｒ　ｆｏｒ　Ｉ
配慮を必要とする子供と家族の為の講演会およびサポートネットワークづく
り 250

65 長野県 山壮辿子盛 野外体験活動リーダー養成講習会事業 210

66 岐阜県 多胎児サークル みどふぁど 「多胎育児支援」 180

67 愛知県 グループファーム自立協力会
児童養護施設の高校生向け
人間関係構築訓練プログラム 240

68 愛知県 ＳＨＩＰ　おおぐち 軽度発達障害児のための『あそびの学校』キラ☆キラ 270

69 三重県 子育ち広場∴ドロップｉｎ 遊びを通して地域の中での育ちあい 210

70 三重県 特定非営利活動法人 子どもステーションくまの 心も身体もゆるやかに楽しく子育て 200
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71 三重県 特定非営利活動法人 三重にフリースクールを作る会 不登校の子供たちによる写真・映像の製作 240

72 滋賀県 ローイ・サハーイ 東近江
在住外国人とその子供たちの地域コミュニティー参加を促進する居場所づく
り事業 300

73 滋賀県 特定非営利活動法人 蒲生野考現倶楽部
子どもとつくるエコツーリズム～都市と農村をつなぐ里山地蔵盆・里山ウ
オーク 300

74 京都府 西京地区更生保護女性会 親と子の映画会 270

75 京都府 京都ダウン症児を育てる親の会トライアングル 京北山国の家の一泊二日キャンプ 100

76 京都府 特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば
地域の子どもと関わるボランティアのスキル向上と子ども参加活動の企画実
施ワーク 300

77 京都府 子育てサロン「りんごちゃん」 季節行事の充実、子育てのスキルアップ 180

78 大阪府 特定非営利活動法人 こどもＮＰＯセンターいずみっ子 おもしろ体験型市場「こども市」２００８ 270

79 大阪府 バナナの会 多胎児の親及び子の会 270

80 大阪府 保育サポーター グー・チョキ・パー 気持ちに寄りそう、聴く力をつける 240

81 大阪府 特定非営利活動法人 チャイルズ 発達障害児とその家族への調理教室の開設 300

82 大阪府 特定非営利活動法人 サンフェイス チャレンジイベント事業　きょうだいの会 300

83 大阪府 特定非営利活動法人 スマートらいふネット
「団魂世代の専門職が行う子ども虐待予防を視野に入れた子育て支援」～35
才からママになるあなたへ～ 300

84 兵庫県 特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク フリーペーパー大作戦 180

85 兵庫県 兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」 発達障害への理解と支援・当事者の社会体験事業 270

86 兵庫県 ピノキオグループ 子育て発達支援 270

87 兵庫県 すまうら文庫 赤ちゃんから高齢者までへの子どもの本（絵本・児童書）の提供事業 200

88 兵庫県 ｍａｍａねひめ
加西市北部子育て学習センター 「自主グループｍａｍａねひめ」人形劇ボ
ランティアグループ 270

89 兵庫県 みやがわ文庫「おはなしだいすき」 みやがわ文庫「おはなしだいすき」 270

90 兵庫県 姫路市社会福祉協議会 飾磨橋東支部 飾磨橋東支部子育て支援事業「しかまっ子」 270

91 兵庫県 セカンドライフを楽しむ会 子どもと遊ぶボランティア活動（竹トンボ作り等） 50

92 奈良県
特定非営利活動法人
子育て支援応援団Salon de Kid'sネット

子育てサロン 270

93 奈良県 なら子育てネットワーク 奈良市子育てサークル及び、子育て支援グループネットワーク化事業 300

94 奈良県 社会福祉法人 宝山寺福祉事業団　平城児童センター 夏季体験の旅2008『熊野ふれあい体験隊』 270

95 奈良県 済美子供愛護協会 [1]親子バスツアー　[2]子ども竹送り 200

96 奈良県 おびとけこどもひろば 帯解小学校区子ども居場所づくり事業 240

97 奈良県 奈良市鳥見地区社会福祉協議会 ビオパークつくり隊 240

98 奈良県 大安寺西 子どもコミュニティ会 地域ボランティアによる子どもの居場所づくり 150

99 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 300

100 鳥取県 日野ボランティア・ネットワーク
高齢者誕生月プレゼント企画（中山間地の高齢者見守りとボランティア育成
事業） 270

101 島根県 発達障害児支援サークル「のびのび」 発達障害児支援専門学習会開催事業 270

102 岡山県 笠岡みみっとの会 子育て就職支援のための視察見学 270
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103 岡山県 特定非営利活動法人 リスタート 「不登校・ひきこもり児童支援」銅版画づくり交流事業 240

104 広島県 三原キッズステーション 合宿型子ども表現活動の場づくり事業 270

105 広島県 こどもステーション 子育てを孤立させないための情報の発信事業 200

106 山口県
特定非営利活動法人
下関市自閉症・発達障害者支援センター　シンフォニーネッ
ト

自閉症・発達障害児の個別療育と家族のためのカウンセリング事業 270

107 徳島県 妊婦サークルプレママクラブ 子育てに大切なこと～ほんとは育児を楽しめるコツ？！～ 300

108 徳島県 紙芝居ボランティア「おしゃべりくまさん」 オリジナル紙芝居制作及び県内巡演事業 240

109 香川県 託児ボランティア あゆみ 病院内でのおもちゃ広場 300

110 香川県 子育てネットひまわり
子育てネットひまわり　present's 　わいわいガヤガヤ　地域子育て応援プ
ログラム" 300

111 香川県 軽度発達障害やちょっと気になる子どもたちの親の会 親子ふれあい広場 300

112 香川県
特定非営利活動法人
四国ブロックフリースクール研究会

やってみよう！つくってみよう！
いろいろ体験できる子どもゆめスペース" 300

113 愛媛県 Eince 子供応援隊
地域ふれあい『子供の居場所と町づくり』
～世代間交流事業と子育てネットワーク～ 300

114 愛媛県 民話の里・すみの ふるさと民話の伝承及び絵本作成 270

115 高知県 こどものあそび広場 おばあちゃん先生の楽しいパソコン教室 300

116 高知県 高知あいあいネット
・ＤＶ被害者、母子家庭の親が安心して受けられるためのＩＴ就労支援講
座・ＩＴ就労支援指導者講座 300

117 高知県 高知ＣＡＰ
・虐待をしてしまう親たちの回復プログラム「MY TREE ペアレントプログラ
ム」の導入 ・問題を抱えた親子の修復への支援 300

118 福岡県 子育て応援団ちくご 地域のみんなで子育てを支える福祉の力を高めるための事業 270

119 福岡県 北九州ＬＤ親の会「すばる」 発達障害児者の思春期におこる性や心の問題の理解啓発事業 200

120 福岡県 青育連、おじちゃんと一緒の冒険クラブ おじちゃんと一緒の冒険クラブ 210

121 佐賀県 おはなし会「ありあけ」 親子で語られる読書活動 170

122 熊本県 ＮＰＯ法人 サポートセンターにじいろ 発達障害児者も楽しめるステンドグラス教室の開催 300

123 熊本県 特定非営利活動法人 ひまわりステーション 子育て訪問ケア・サポート事業 270

124 大分県 グッドイナフの会 障がいに理解を増やすためのフォーラム及び相談会 300

125 大分県 子育て支援・フレンド 親子で遊ぼう・ハッピー子育て 200

126 宮崎県 特定非営利活動法人 サポートセンター　そしある 特定非営利活動法人 サポートセンターそしある　　『チャレンジ教室』 280

127 宮崎県 ワン＆オンリー宮崎いのちの会 いのちの始まりを大切にする社会つくり 150

128 宮崎県 宮崎おっぱい会 宮崎きもったま母ちゃん養成講座 270

129 宮崎県 みやざき地域療育ネットワーク研究会 2008年度みやざき地域療育ネットワーク研究会定例会開催事業 200

130 鹿児島県 親子ネットワーク がじゅまるの家 食を通しての交流 270

131 鹿児島県 特定非営利活動法人 心音 ローマ字翻訳広報誌「こころね通信」発行事業 300

132 沖縄県 育児支援サークル・papa mama クラブ 子育て力UP！共に学び、育ちあう ～親が自らつくる子育て支援学校～ 300

133 沖縄県 特定非営利活動法人 沖縄県芸術文化振興協会 親子あつまれ！手づくり楽器で沖縄音楽を楽しもう！ 210

134 沖縄県 沖縄県立芸術大学サークル“遊部” 児童の為の芸術推進活動 90

135 沖縄県 非営利組織団体 はっぴぃバルーン 発達障害児及び家族支援 イルカ介在療法体験プログラム 210
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