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（千円）

1 北海道 ペアレントサポート 発達障害を持つ子の個性を伸ばし輝かせる事業 300

2 青森県 弘前大学ボランティアセンター 野田村夏休み宿泊学習会 300

3 岩手県 おはなしの会　ＴＯＭＯ 紙芝居と大型絵本を活かして、お話会をもっと楽しくしよう！ 300

4 岩手県 いわてアレルギーの会 災害発生時におけるアレルギー患者支援体制強化事業 300

5 岩手県 北上機械鉄工業協同組合 ものづくり岩手っ子事業－未来のものづくりマン創造のために－ 300

6 岩手県 北いわて未来ラボ ふるさと体験学習イベント「のだもん」 300

7 宮城県 特定非営利活動法人　生涯学習実践塾 玉浦だよ！全員集合Ⅲ（次世代を担う子どもたちのために） 300

8 宮城県 特定非営利活動法人　子育てひろば　夢ふうせん 「輝け　未来の子どもたち応援プロジェクト　２０１８」 200

9 宮城県 特定非営利活動法人　亘理いちごっこ 新しいコミュニティづくり支援事業 300

10 宮城県 ろう重複の子どもを支援する会　ＨＡＮＤＳ ろう重複障害児の放課後支援プロジェクト 150

11 宮城県 石巻復興支援ネットワーク 石巻の親子のための食堂事業 300

12 宮城県
特定非営利活動法人　東日本カウンセリングセン
ター

「太陽の子」つながりプロジェクト 300

13 宮城県 仙台市ほほえみの会 里親リーダー研修会～里親が互いに支援できるようになるために～ 260

14 秋田県 多胎サークル　ひなっこクラブ 多胎家族の居場所作り～孤立からネットワークへ～ 300

15 山形県 山形てのひら支援ネット 子ども食堂「楽」 300

16 山形県 すくすくぴょんぴょん音楽会 遊ぼうよ！子どもたち～バイオリンとピアノとお話と星の音楽会～ 300

17 茨城県 特定非営利活動法人　子どものための救命教室 小学校１～３年生のための救命教育ＤＶＤ作成事業 300

18 茨城県 ハチドリ コトリ塾 300

19 栃木県 学舎足利 生活困窮世帯の子どもの学習支援 300

20 群馬県 特定非営利活動法人　ターサ・エデュケーション フレーベン～児童養護施設の子どもの未来を応援し隊～ 300

21 埼玉県 特定非営利活動法人　れでぃばーど 三芳　おなかま子ども食堂 300

22 埼玉県 特定非営利活動法人　子どもセンター・ピッピ 子どものための相談・支援事業及びシェルター設立・運営事業 300

23 千葉県 一宮学園自立支援はじめのいっぽ後援会 ぶっちゃけトーク　～ここを出てからのこと～ 200

24 千葉県 新鷹の台第二自治会・ちびっこルーム 子育てサロン事業 50

25 千葉県 わかば子育てフォーラム実行委員会 わかば子育てフォーラム 300
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26 千葉県
特定非営利活動法人　子育てネットワークゆっくっ
く

みんなでつくる「こども食堂　おかわり」今日のごはん、なぁ～に 300

27 千葉県 共育ステーション　地球の家 豊かな感性と好奇心を育むボーダレス放課後スクール事業 300

28 千葉県 千葉社協花園地区部会　児童母子福祉委員会 花園育児サロン 100

29 東京都
むさしの発達障がい者支援サークル　しょーとてん
ぱー

いる、しる、まなぶ（共生の一歩づくり） 300

30 東京都 足立子ども組織を育てる会 春にリーダー学校を行い、サマーキャンプの自治活動につなげる 300

31 東京都 まちの塾ｆｒｅｅｂｅｅ 高校中退防止プログラム 300

32 東京都 ＮＰＯ法人　小平こども劇場 思春期世代のつどい 300

33 東京都 湾岸ネットワーク 親子大運動会　湾岸ピック 300

34 東京都 一般社団法人　ねっとワーキング 発達障がいのある子の「いいとこ綴り」作成支援事業 300

35 東京都 大空の会 兄弟を亡くした子どもの子育て応援事業 300

36 東京都
特定非営利活動法人　豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ
ネットワーク

家庭訪問型子育て支援～すべての子どもに幸せなスタートを～ 300

37 東京都 特定非営利活動法人　彩結び 子連れ出勤「ママプラス」 300

38 東京都 多文化子育てＭｕｌＣｕｌ　ｎｏ　ＷＡ Ｍｕｌｔｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｐｌａｙｇｒｏｕｐ 300

39 東京都 映画製作チーム・Ｓｕｎｓｈｉｎｅ 映画「子ども食堂と私たち」（仮題）　製作・上映 300

40 東京都 ＮＰＯ法人　体験型安全教育支援機構 大地震からの子どもの安全確保を目的とする指導者講習会 290

41 東京都 アニマシオン・トイ 病児や障害児の家族やきょうだい児に遊びの支援 300

42 東京都 みなとチャイルドライン チャイルドライン子ども電話活動 260

43 東京都 一般社団法人　ありがとうプロジェクト会 ありがとう手紙プロジェクト 300

44 東京都 ＮＰＯ　フリースクール僕んち お昼を一緒に！おむすび食堂 290

45 東京都 ＮＰＯ法人　ＰＩＥＣＥＳ 頼れる人がいない・死にたいと感じている女子高校生の居場所作り 300

46 東京都 特定非営利活動法人　きらめきライフ多摩 シニア・中高年による地域連携子ども教室事業 300

47 東京都 西東京プレーパーク★キャラバン 西東京市内の冒険遊び場（プレーパーク）作り 200

48 東京都 一般社団法人　知ろう小児医療守ろう子ども達の会 『親が知りたい小児医療』を伝える人のための本作り事業 300

49 東京都 親子の学び舎 親子で学ぶ「おこづかいゲーム」 300

50 東京都 小手先工房 こどもワカモノ応援フリースペース“おちゃのま” 300
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51 東京都 ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブちろりん村 産前からの循環型の子育て支援をめざして 300

52 神奈川県 座♪とんとん 親と子が一緒に楽しむおはなし会 200

53 神奈川県 Ｌａｕｇｈ編集局 子育てママが笑顔になれる情報紙「Ｌａｕｇｈ！」の発行 300

54 神奈川県 支え合う福祉の風土づくりを進める会 地域と学校による「あいさつ運動」を通じた子育ての風土づくり 300

55 神奈川県 ヴォーカルアンサンブル　ラ・メール ヴォーカルアンサンブル　ラ・メール　コンサート 150

56 神奈川県 ＮＰＯ法人　Ｗｉｓｈ フードバンク・学習支援 300

57 新潟県 青空くるくる実行委員会 親子で自然遊びを楽しもう！青空くるくる開催事業 280

58 新潟県 南相馬市子ども支援プログラム 被災地の放課後児童クラブを活用した地域交流の居場所づくり 300

59 石川県 特定非営利活動法人　クラブぽっと 地域の中で子どもが育つ！「ぽっと遊び隊」 300

60 福井県 面会交流支援センター福井 離婚等で別居している親と未成年の子の面会交流支援事業 300

61 福井県 こども食堂　青空 こども食堂　青空 300

62 長野県 ＮＰＯ法人　すくすく子育てファミリー 里親事業 300

63 岐阜県
ＮＰＯ法人　明るい未来のある地域づくりを進める
会

市之倉川水辺の楽校２０１７ 300

64 岐阜県 ほっぺの会 子育て支援　食育でハッピー子育て 180

65 静岡県 こども食堂富士見台 こども食堂 300

66 静岡県 特定非営利活動法人　樹木いきいきプロジェクト こどもからだあそび塾 300

67 愛知県 わいわい子ども食堂プロジェクト わいわい子ども食堂 300

68 愛知県 一般社団法人　ソーシャルブレンダー シニアの知恵と経験を学童の子どもたちに継承する事業 300

69 愛知県 ＫＡ☆ＴＨＵ☆ＮＡ☆ＲＩ 巻き起こせ！刈谷の街にパパ旋風！！ 300

70 三重県 にじいろこんさ～と実行委員会
障がいや病気を持った子どもたちによる演奏会　にじいろこんさ～
と

300

71 三重県 多気町まちづくり仕掛人塾子ども未来応援委員会 かえっこ＆たきっこビレッジ（仮称）プロジェクト 300

72 滋賀県 特定非営利活動法人　子育て研究会 アートキャンププロジェクト　２０１７ 300

73 京都府 京都市里親会 全国里親大会開催を契機とした里親制度の広報と開拓事業 300

74 京都府 特定非営利活動法人　そらいろプロジェクト京都 絵本読み聞かせ事業 300

75 京都府 「ふくしま・こどもキャンプ　丹後の海」 ふくしま・こどもキャンプ 300
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76 京都府
東山区「不登校・ひきこもりを考える親の会」“シ
オンの家”

不登校・ひきこもりの親や当事者への支援事業 230

77 京都府 障がい者乗馬サークル「パカラッパ」 障がいのある子どもに対し、乗馬を通じて身体能力の向上を図る。 300

78 大阪府 特定非営利活動法人　きらりっこ 地域の方たちと共に小学生の居場所を作る事業 300

79 大阪府 東大阪子育てほっとネット 訪問型子育て支援「ホームスタート」立上げ事業 300

80 大阪府 特定非営利活動法人　子どもＮＰＯはらっぱ 地域の文化力・子育て力アップ　プロジェクト 180

81 大阪府 子どもセンターぬっく 生きづらさを抱えた子どもの電話相談事業 300

82 大阪府 特定非営利活動法人　音楽文化芸術振興会 谷町キッズ・ポップフィルハーモニー楽団の活動について 300

83 大阪府 みんなでつくる学校とれぶりんか コミュニティスポーツを通じたトリプルネットワークプロジェクト 250

84 兵庫県 Ｆａｍｉｌｙ　Ｂｒａｓｓあまっぷる スマイルコンサート 200

85 兵庫県 兵庫県子どもシェルター設立準備会 シェルター設立推進シンポジウム開催事業 290

86 兵庫県 特定非営利活動法人　はらっぱ 大人も子どももみんなで集まれ！オープンはらっぱ 300

87 兵庫県 特定非営利活動法人　ウィズアス こりす～障害のある人と共に育つ共生保育事業 300

88 奈良県 特定非営利活動法人　家族・子育てを応援する会 地域の草の根活動で、家族・子育てを応援する事業 300

89 奈良県 おはなしらんどカンブリア おはなしカンブリア 300

90 奈良県 とみきたひつじクラブ とみきたひつじクラブ 300

91 和歌山県 遊びと心の自立サポートセンター 「放課後等デイサービス」事業所に対してのＩＣＴシステム支援 280

92 和歌山県 ほっとスペース 子育てすこやか講演会 70

93 和歌山県 子連れｄｅしごと推進会　ＨＩＤＡＭＡＲＩ 主婦（夫）の２時間しごとプロジェクト 280

94 和歌山県 さわや（茶話家） さわや（茶話家）：子育てサロン事業 300

95 岡山県 特定非営利活動法人　あかね 不登校・引きこもりの親子の孤立を防ぐ支援事業 300

96 岡山県
きらりん
（リライト教材による活動）

国語教科書のリライト教材による親子での学習活動 80

97 広島県 特定非営利活動法人　ママの愛デア研究会 地域とともに子育て食育事業 300

98 広島県 多胎児サークル　ピーナッツ・フレンド つながろう　ふたごちゃん・みつごちゃんファミリー 300

99 広島県
地域の小児医療を学び子育てに活かすネットワーク
の会

知って安心！！こどもの病気とママ・パパにできる応急処置 300

100 山口県 子育て支援　チャイルドハウス「ひなたぼっこ」 障害児（不登校児）と家族が安心して相談できる居場所づくり 300
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101 香川県 ペンタスのしずく 就学前の障がいのある子どもを持つ母親の子育て支援広場開設事業 300

102 高知県 福ＲＯＵ舎 Ｔｅｅｎｓ　ｃａｆｅ　Ｂｌｕｅ 300

103 高知県 こども食堂“がじゅまるの木” こども食堂“がじゅまるの木” 280

104 福岡県 たからばこ 自閉症や発達障害の子どもとお母さんのための居場所作り 300

105 福岡県 いいづか人材育成グループ『ユリシス』 体験型国際文化祭 200

106 福岡県 古賀すたいる 空き店舗を活用した親子ＤＩＹによる子育て支援空間形成事業 300

107 長崎県
特定非営利活動法人　子どもと女性のエンパワメン
ト佐世保

子ども食堂ネットワークＮＡＧＡＳＡＫＩ 300

108 熊本県 ＦＳやつしろ　外国にルーツを持つ子どもたちの会 外国にルーツを持つ子どもたちへの学習等支援、居場所作り交流 300

109 熊本県 はぐくみ・コミュ 子どもとその家族の笑顔を守る居場所づくりと支援活動 300

110 宮崎県
ほっとサロン～こどもにもママにもやさしい時間を
～

親子アトリエ事業 300

111 鹿児島県 モノモノコウカンプロジェクト モノモノコウカンプロジェクト 300

112 鹿児島県 かごしま多胎ネット 多胎家庭ピアサポート事業 300
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