
都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

1 北海道 東月寒子育て応援団「ぺんぎん」
地域型子育てサロン「ふれあいキッズ」
ふれあいいきいきサロン「ぺんぎんサロン」 300

2 北海道 子育て支援グループ「マミーズ・フレンズ」 ママのためのリフレッシュ講座 210

3 北海道 ママズケア それいゆ 「ママのための カルチャースクール」 300

4 北海道 CaSA (Child-assist Sapporo Association) 外国人・帰国児童生徒のサポート（相談から社会参加への連続的支援） 300

5 岩手県 不登校を考える盛岡地区父母会 子どもの不登校・ひきこもりに悩む親の学びあいと講演会 300

6 山形県 ぷらっとほーむ 高校生向け「よのなか」入門ブックガイド作成・発行事業 300

7 茨城県 特定非営利活動法人 蛍の会 知的障害者 サッカー教室 300

8 栃木県 特定非営利活動法人 サバイバルネット・ライフ 被虐待児と母親のためのキャンプ 300

9 栃木県 足利0123歳 にこにこママになろう！（親育ち研修会） 220

10 栃木県 特定非営利活動法人 もうひとつの働き方ネットワーク 子どもの喪失体験を支える非治療的創作セラピー・ワークショップ 250

11 埼玉県 特定非営利活動法人 SPORTS&LIFE ONE PIECE 障がい児向け体操教室 300

12 埼玉県 ボランティアサークル タム・タム 知的障がい児支援事業 230

13 埼玉県 特定非営利活動法人 さいたまNPOセンター こどもの防犯力アップ出前教室 300

14 埼玉県 NPO法人 子育てサポーター・チャオ 家庭訪問型子育て支援ボランティア養成事業 300

15 埼玉県 草加子育てネットワーク 子育てネットワークづくり 300

16 千葉県 特定非営利活動法人 好浦会 世代間交流を通しての子どもたちの勉強面、情緒面の同時教育 300

17 千葉県
障がい者の地域生活を考える会 こでまり みんなといっしょに
（通称 こでまりの会）

ニコニコホリディー 300

18 千葉県 小金あそびばの会 子どもと大人の居場所「小金あそびばの会」 210

19 千葉県 NPO法人 人づくり 街づくり 環境づくり
地域の指導する「もう一つのがっこう」運動　こども自然塾「たつのこむ
ら」 300

20 千葉県 NPO法人 スマイルクラブ 知的障がい児の運動指導に携わる青少年のスポーツボランティア養成事業 300

21 千葉県 CAPぽけっと CAP啓発活動事業 250

22 千葉県 五香に児童館をつくる会 地域多世代交流事業 300

23 千葉県 NPO B-Net子どもセンター B-Net子ども夏祭り ～子どもとつくる熱い夏～ 300

24 東京都 ホームスタート小金井 発起人会 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート事業） 300

25 東京都 駄菓子や「くにちゃん」 在住外国人に対しての生活情報の提供 300

26 東京都 ボランティアサークル「まちかど保健室」
１．子どもの健全育成に関わる各種講習会・講演会事業
２．子育て支援に関わる事業 300

27 東京都 町田市キャラバン隊 ファズ
疑似体験を通して「知的障害・発達障害」を知ってもらう為の公演活動事
業 210

28 東京都 新保育学会 [子どものサインをキャッチする] 300

29 東京都 特定非営利活動法人 子どもへのまなざし 子育て中の母親達が企画する「親育ち連続講座」開催事業 300

30 東京都 さぎのみや・あいあいサポート あいサポ 40

31 東京都 赤ちゃんとの暮らし研究会 赤ちゃんと出会える　ファミリーサロン「沐浴教室とベビーマッサージ」 240

32 東京都 障害児の休日クラブ 障害児（者）の居場所づくり及びスポーツを通じた日常生活支援 250

33 東京都 芝でこそ 「芝で子育てしたくなるまちづくり」 300
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34 東京都 特定非営利活動法人 BONDプロジェクト 街を彷徨う女の子たちの声の発信、及び、居場所作り事業 300

35 東京都 日本トラウマ・サバイバーズ・ユニオン 子育てネットワーク いとでんわ 300

36 東京都 ３keys 児童養護施設の子供たちの共育事業 300

37 東京都 子どももおとなも楽しむ生活プロジェクト 子育て世代のサークル活動「ママの羽」 300

38 東京都 特定非営利活動法人 町田楽友協会 2011年度 元気に歩き隊「リコーダー教室」 300

39 東京都 島っこサポーター 島の若者の自立を促す就労就学への支援と社会貢献活動の推進 300

40 神奈川県 おもちゃひろばロリポップ 知的障害児対象の布製おもちゃの貸し出し事業 300

41 神奈川県 一般社団法人 日本気象予報士会 サニーエンジェルス 女性気象予報士によるママ向けお天気教室「さいえんすママカフェ」 300

42 神奈川県 キッズ ファクトリー 大工さんプロジェクト 150

43 神奈川県 音楽セラピー「ハッピー」 音楽療法（障害児とその家族のための・・・） 自然体験会 300

44 神奈川県 「いのちの大切さ」を伝える助産師の会 助産師が伝えるいのちの授業 280

45 神奈川県 特定非営利活動法人 子どもセンターてんぽ
飛び立つために羽を休めてV　～あらためて子どものシェルターの意義を考
える（仮）～ 300

46 神奈川県 NPO MOTHER'S NET
「ママ、みんなで幸せになるために生まれてきたよ！」～親子の絆・夫婦
の絆・家族の絆～ 300

47 神奈川県 ひまわりの会 多国籍の子どもたちの教育支援 300

48 神奈川県 都筑親子科学クラブ 親子科学実験ショー 300

49 新潟県 NPO法人 多世代交流館になニーナ もっとつながれ！サロン事業 300

50 新潟県 しまびと元気応援団 チームがき大将 高校中退者支援と親子自然体験及びものつくり活動 140

51 新潟県 手をつなぐおにごっこの会 きりんアートくらぶ 80

52 富山県 まめでっぽう 野外自主保育 300

53 富山県 えがおプロジェクト ”ひとり親家庭×子育て” エンジョ（援助）イ！事業 270

54 富山県 富山森のこども園 やんちゃぼうずの秘密基地 300

55 福井県 ボランティア団体 ハッピーマナティ 自然とふれ愛！生きる力をとりもどせ！ 300

56 福井県 楽放課後楽校 楽キッズ 山ガキ！！ツリークライミングキャンプ 200

57 山梨県 NPO法人 すてっぷ・あっぷる 子育て・親育ちステップアップ事業 300

58 山梨県 特定非営利活動法人 甲斐のめぐみ ほくと遊びの森 300

59 長野県 北信及び上小地区里親会 通称 つむぎの会 里親のための子育て講演会 110

60 岐阜県 NPO法人 ふく・ふく 障がい児・者の日中一時支援事業 100

61 岐阜県 ぎふ多胎ネット 多胎妊婦家族教室 300

62 岐阜県 特定非営利活動法人 スタートライン飛騨 子どもカフェ体験事業 220

63 岐阜県 とびだせ！がってん隊 地域の大学が高校生にする地場ものづくりキャリア教育 300

64 岐阜県 NPO法人 みんなで子育てドロップス 地域子育て応援力 パワーアップ研修会 300

65 静岡県 しずおかおはなし会ネット おはなしききたい
ノーバーディーズパーフェクト講座開催と地域子育てサロン設立推進委員
連絡会開催 300

66 静岡県 スマイル・カフェ お父さん、お母さんのための心理教育的 子育て支援プログラム 160



都道府県 支援先団体名 事業名
金額

（千円）

平成２３年度（第１７回）キリン･子育て公募事業助成先一覧 

67 静岡県 やまて 0123
めざせ！井戸端会議のできるまち　～徒歩圏内に「顔見知り」をつくろう
～ 300

68 静岡県 NPO法人すけっと・まきのはら ママのためのワークショップ「つながるわ」 300

69 愛知県 わくわくセブン 『熱い心と優しさで・・・じいちゃん・ばあちゃんと楽しくあそぼう！！』 220

70 愛知県 みどり子育て応援団 「緑区子育てマップ第5版」発行事業 300

71 愛知県 「緑っ子」（特別支援について話し合う会） 「緑っ子」発達障害を持つ子供の特別支援について話し合う会 300

72 愛知県 特定非営利活動法人 ほがらか
「ほがらかティーンズ」発達障害をもつ中学1年～高校3年の子ども本人た
ちの活動 160

73 愛知県 社会福祉法人 日本介助犬協会 障害児と家族への介助犬希望相談会および介助犬体験会実施事業 300

74 愛知県 なないろの会 発達障害を持つ子供の親の会「なないろの会」 160

75 愛知県 チャンス 児童養護施設で暮らす子どもたちの『社会へスタートプロジェクト』 300

76 愛知県 特定非営利活動法人 シェイクハンズ 子ども ワールド ミニ キャンプ 300

77 愛知県 子どものみらいを食から考えるプロジェクト
簡単！おいしい！楽しい！イクパパ向け携帯レシピサイト　～愛知県の地
産地消をめざせ！～　（スマートフォン対応あり） 300

78 愛知県 更正保護法人立正園 親子関係改善事業 300

79 三重県 「人間力アップ集団」チームぼちぼち 親育ち・子育ちみんなで共に体験・体感プロジェクト 260

80 三重県 クローバー障がい児親の会 発達障がい児・者の理解・啓発運動 150

81 三重県 NPO法人 女性と子どものヘルプライン・MIE
若年者に対するDV防止プログラムの実施と子育て中の母子に対する講座・
DV被害母子に対する親子料理教室の開催 300

82 滋賀県 子育て支援グループ はな・はな まちのちっちゃな図書館 300

83 京都府 アレルギーネットワーク京都 ぴいちゃんねっと アレルギーの学び舎 300

84 京都府 NPO法人 子どもの村を設立する会（愛称 子どもの村 KYOTO） 傷ついた被虐待児の自立・自活の食育支援事業 300

85 京都府 間伐材であそぶをつくる「三角竹馬応援団」 間伐材であそぶをつくる”三角竹馬応援団” 300

86 大阪府 吹田国際交流部会 小学生と外国人の交流授業 260

87 大阪府 エコおもちゃつくり市民塾 子ども健全育成・エコおもちゃつくり 250

88 大阪府 子育てサークル チャンミコッ
親子の笑顔と地域のネットワークを作り、みんなで助け合い子育てを楽し
むための活動事業 220

89 大阪府 みなみサタデースクール みなみサタデースクール 270

90 大阪府 ファザーリング・ジャパン関西
「パパ友プロジェクト！」～父親のネットワークづくりから、育児がしや
すいまちづくりへ～ 300

91 大阪府 みらくるクラブ
みらくるクラブ　障害のある子、ない子、親、市民がともに育ち合う遊び
プログラム 300

92 大阪府 おとむすび実行委員会 障害児と地域を音楽で結ぶ ”おとむすびコンサート” 190

93 大阪府 大阪YWCA点字子ども図書室 点字図書製作 240

94 大阪府 特定非営利活動法人 関西こども文化協会 産後うつを考える講演会 300

95 大阪府 わが町にしなり子育てネット こどもの遊びの広場・つながり作り事業 300

96 大阪府 おおさか多胎ネット 多胎育児地域ネットワーク事業 300

97 大阪府
特定非営利活動法人 三島コミュニティ・アクションネットワー
ク

子どものための社会起業塾 300

98 兵庫県 播磨マリンクルー 播磨マリンクルー 出前授業 300

99 兵庫県 特定非営利活動法人 アートスペースIPPO 子育て支援「親のホットサロン・みんなの遊び場」 280
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100 兵庫県 北はりま地域づくり応援団 森の学校、冒険ひろば　どんぐりっ子の森 300

101 兵庫県
SAJ（ステップファミリー・アソシエーション・オブ・ジャパ
ン）

ステップファミリーデイ2011 ハッピーリレー in Japan 300

102 兵庫県 ゆうきっこクラブ 『ゆうきっこピア』特性をもつ子と親の居場所づくり 300

103 兵庫県 まちの助産師 まちの助産師 200

104 兵庫県 プロジェクトひかり 地域と共に育つ～児童養護施設の子どもたちの真の自立を目指して～ 300

105 奈良県 エコパートナー21
子どもたちの健全な身体と心の育成のために～食農体験プロジェクト事業
～ 300

106 奈良県 奈良県自閉症協会 自閉症児者と共に楽しむスポーツ・体操教室 300

107 奈良県 ベビーシャイン
「ベビーサインで感動子育て」の開催による子育て支援と乳幼児虐待防止
事業 210

108 奈良県 ルーツを中国に持つ子と親の会『小草』 ルーツを中国に持つ子と親への母語学習支援と子育て支援 300

109 和歌山県 童楽寺ホーム（こどもの寺 童楽寺） 「現代版寺子屋での居場所づくり」事業 150

110 和歌山県 瀧祭り会 子供獅子舞活動事業 300

111 和歌山県 子育てあんしんネットしんぐう 子育て支援事業 300

112 鳥取県 知的障害者支援ネットワーク『ナチュラルベビーケア』 『ナチュラルベビーケア』～ふれてあげよう こどもの 心・からだ・脳～ 300

113 島根県 あおぞら広場 地域の子育てサポーター育成事業 300

114 岡山県 造山古墳蘇生会 地域の文化遺産を語り継ぎ、青少年の健全育成を図る事業 300

115 岡山県 ツインズマザークラブ 多胎育児のサポート活動事業 30

116 岡山県 フリースペース 夢想庵 家族支援のための連続講座（WRAPおよびIPS） 110

117 広島県 花ネットワーク・BINGO 地域における異世代交流広場 300

118 広島県 NPO法人 国際朗読ことば協会 朗読キャラバン おとうさんと読みあい会 290

119 広島県
発達に何らかの課題のある子どもたちの居場所をつくる
「てらこや」運営委員会

発達に何らかの課題のある子どもたちの居場所「てらこや」の運営 300

120 広島県 こども琴クラブ 子供達に文化の継承（箏）と同時に見守り・育成 300

121 徳島県 NPO法人 わたぼうし 障害のある子を持つお母さんの心の教室 30

122 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
フリースクールの子どもによる子どものための「キッズランドフェスティ
バル～エコを考えよう！」 300

123 愛媛県 はなたれ文庫
遊びや読書を通じて、障害児、健常児ともに、健全な育成を目指す子育て
支援事業 300

124 愛媛県 チャイルドライン ハートコール・えひめ コミュニケーション力アップでいきいき子育て支援事業 300

125 高知県 ホッとMaMa ０歳からの音楽コンサート 300

126 高知県 子育て支援サークル 野原にいます 自然と人とのふれあいの中で心豊に子育てを楽しもう 300

127 高知県 高知あいあいネット 自分を取り戻すための母親教室とカウンセリングつき託児ルーム 300

128 福岡県 布おむつ普及隊きしゃぽっぽ 布おむつ普及活動事業 150

129 福岡県 おおにし農業小学校
おおにし農業小学校で『「自然＝人＝文化＝食」と田舎（いい仲）体験』
を！ 300

130 福岡県 ぽかぽかクラブ 母子通園保育事業 120

131 福岡県 筑紫野市「障害」児・者問題を考える会 「障害」児・者とその家族等の交流の場づくり 300

132 福岡県 まなび舎　おやこぼっこ 親と子の交流フェスタ事業 210
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133 福岡県 希望の架け橋～福岡～
しょうがいや病気を持つ子供たちの理解を深めるためのイベント及び講演
会活動 300

134 福岡県 特定非営利活動法人（NPO法人）多文化共生センター北九州 第２回多文化共生キャンプ in 北九州 300

135 福岡県 特定非営利活動法人 子どもの村福岡 家族と暮らせない子どもたちを地域で支える市民ボランティア養成事業 300

136 福岡県 まなざしネットワーク 子どもたちの安全見守りと登下校支援事業 300

137 福岡県 スキップクラブ 放課後体験教室 300

138 福岡県 特定非営利活動法人 子育て市民活動サポート Will 子育て市民活動ネットワーク 研究交流事業 300

139 福岡県 尾崎子ども会 乗り物乗り継ぎ、みんなで楽しむ関門海峡ウォーキング 130

140 佐賀県 双子・三つ子サークル グリンピース 双子・三つ子の元気が出る子育て講座 300

141 長崎県 県北地区生涯学習インストラクターの会 佐世保独楽遊びの継承と普及 300

142 熊本県 特定非営利活動法人 オバパト隊 朝食ぬき登校ゼロ作戦「子どもの骨作り体作り心作り」の食育研修 300

143 熊本県 大津町本とお話の会 大津町お話フェスタ 250

144 熊本県 トランポリンクラブUD
障害を持つ子供に自立の為の基礎づくりと、社会参加の場をつくるプロ
ジェクト 300

145 熊本県 びーらぶ ヒゴタイ
暴力被害を受けた女性と子どものための心理教育プログラム びーらぶプロ
グラム 300

146 大分県 高校生異世代交流応援隊 地域の方々と「食育活動を通して」異世代交流 300

147 宮崎県 エンパワメントみやざき アタアッチメント形成を支援する子育て支援者養成講座 300

148 鹿児島県 ママ’sトーク☆嬉々☆ 初めて妊娠し、子育てを行っていく母親に対する支援事業 300

149 鹿児島県 みどりの二季会 ジュニア樹木博士養成講座 300

150 鹿児島県 特定非営利活動法人 子育てふれあいグループ自然花 親子で自然体験 ～海から学ぶ食の体験～ 300

151 鹿児島県 鹿児島純心女子大学学生サークル S&I デートDV防止のための啓発及び性教育 300

152 沖縄県 ゆんたく音もだち ゆんたく音もだち「音楽で世界一周の旅」in 宮古島&石垣島 300

153 沖縄県 一般社団法人 Kukuru 医療的ケアの必要な子どもと家族の「ゆんたく会」 300

154 沖縄県 特定非営利活動法人 オキナワ・ハンズオン・エヌピーオー 子どもたちに残したい伝えたい沖縄の民謡と黄金言葉（くがにくとぅば） 300

155 沖縄県 おきなわオルタナティブスクール 子どもと地域を繋ぐ体験プログラム 300
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