
都道府県 団体・グループ名 事業名
金額

（千円）

1 北海道 スマイルワーママ 働くママとその子ども向けに土日祝日に特化したイベント活動費 300

2 北海道 当別子どもの本の研究会 わらべ唄・絵本で子育てを楽しむ会 150

3 北海道 サロン　ラフマミー 親子に贈る映画～玄牝～＆リフレッシュ産後ヨガ 240

4 北海道 子どもの権利条約旭川市民会議 子ども相談室開設 300

5 岩手県 保育ママの会　グランマ みんなが主役　人形劇場のはじまりはじまり 300

6 宮城県 館パパンプキン おやじ主催の修学旅行～おやじと小・中学生との語らい～ 300

7 宮城県 ちびぞうくらぶ 岩沼市の母と子のためのふれ合いあそび支援 300

8 宮城県 ココりすの会 出会い、つながり、広がり、楽しいことをみつけよう！！ 300

9 宮城県 学生自主活動団体「にこにこキッズ」 東日本大震災により被災した岩沼市の子どもたちのための遊び支援 290

10 福島県 学童保育　大成どんぐりクラブ スケート遊び 180

11 茨城県 つくばけやきっず ゆめ花火２０１６ 100

12 茨城県
認定特定非営利活動法人
いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい

オレンジサロン 300

13 埼玉県
特定非営利活動法人
さいたまＮＰＯセンター

子どもの防犯力アップ出前教室 300

14 埼玉県
一般社団法人
地域公益推進機構

学校応援『ワクワク読みきかせ』 300

15 埼玉県 ＮＰＯ法人あおいはる 「のら人あつまれ！」共助社会モデルｉｎ吉川 290

16 埼玉県 べびまま☆すまいる ベビーとママの笑顔あふれる場所づくり 130

17 埼玉県
特定非営利活動法人
子育て応援隊むぎぐみ

Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｈｅａｒｔｓ’　Ｐａｒｔｙ　ＸＩＶ 300

18 埼玉県 ちぇぶら 更年期を迎える「働く母」の心と身体の健康をサポート 300

19 千葉県 ＮＰＯ法人多文化フリースクールちば 外国につながる子どもたちのための教育・進路支援に関する事業 300

20 千葉県 エゴノキクラブ エゴノキライブ 300

21 千葉県 ＮＰＯ住まい・まち研究会 子どもとつくる・誰もが住み続けたい街「公津の杜」 300

22 千葉県 ＮＰＯ法人流山子育てコミュニティなこっこ 初めての子育て応援事業 300

23 千葉県
特定非営利活動法人
人づくり　街づくり　環境づくり

こども自然塾・もう一つのがっこう「たつのこむら」 300

24 千葉県
特定非営利活動法人
子どもネット八千代

未就園児親子の居場所「ぴょんぴょんクラブ」 260

25 東京都 フィギャーノート普及会　ＨａｐｐｙＭｕｓｅ 知的障がい児者用に開発された楽譜を活用できる指導者の養成事業 300

26 東京都
発達にアンバランスのある子どもの親の会
ひまわりママ

特別支援ケースカンファレンス 300

27 東京都
一般社団法人
発達障がいファミリーサポートＭａｒｂｌｅ

発達障害ファミリーサポート～地域の方との交流事業～ 300
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28 東京都 人形劇ボランティア「こどもの木」 人形劇公演 300

29 東京都 保育支援ネットワークキャンネット
「お母さん」を学び、繋げ、支え合い、安心できる居場所づくりの
基盤整備事業

180

30 東京都
子どももおとなも楽しむ生活プロジェクト（すまい
るママ）

スペシャルケアが必要な子どもとその家族の交流事業 300

31 東京都 おひさまネットワーク 子どもの居場所づくり 300

32 東京都 子どもを守る目コミュ＠文京区 『マチイク子ども食堂』 300

33 東京都 西東京市青少年育成会「ひろがり」 「放課後＠カフェ」 50

34 東京都 筑波大学附属大塚特別支援学校 にこにこひろば・乳幼児教育相談 100

35 東京都
特定非営利活動法人
親子はねやすめ

第４回旅行型レスパイトケア 300

36 東京都 ＮＰＯ法人ＣＡＰユニット 子どもの自尊感情を育む「気持ちのワークショップ」提供事業 300

37 東京都
特定非営利活動法人
オニバスの種

不登校の子どもを支える広報活動と人材育成事業 300

38 東京都
Ｈａｐｐｙ　Ｃｉｒｃｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ；首都大学東京サークル

世界で生きるこどもたちのＨａｐｐｙ　Ｌｉｆｅを応援します 300

39 東京都 さきちゃんち運営委員会 まち・ひと・むすびあいプロジェクト 300

40 東京都 こども教室　どんぐり 遊び教室 200

41 神奈川県 じねん堂 絵本で幼児虐待防止！　根っこ育ての読み聞かせ会 300

42 神奈川県 理科で遊ぼう会 考える力・実行する力を育てる理科実験支援 240

43 神奈川県 タワーズ 輝！かわさきキッズ 300

44 神奈川県 ＮＰＯ法人総合教育サポート　グレースファミリエ 地域福祉推進事業（マルシェの運営を通じた地域づくり） 300

45 神奈川県 グループ・ナイス 『ＭＹ　ＴＲＥＥペアレンティング・プログラム』の実施 300

46 神奈川県 湘南辻堂　子ども音楽発達サポートネットワーク 「演奏家の音楽」による乳幼児の早期発達支援事業 300

47 神奈川県 子育て応援サークル　スタイルきっず 親子ですきんしっぷ講座 300

48 神奈川県
特定非営利活動法人
ぜんしん

ゲームで日本一になった先生の不登校・ひきこもり改善支援事業 180

49 新潟県
子育てネットワーク　Ｄａｉｊｏｂｕ（だいじょう
ぶ）

子育てなんでもＤａｉｊｏｂｕ（だいじょうぶ） 300

50 富山県 アドベンチャーじょうじょう 放課後児童保育 200

51 石川県 福祉水泳きらり☆ 障がい者　大水中運動会 280

52 福井県 子育て支援ＮＰＯ　いないいないばあ おばあちゃん世代の自宅解放型子育て支援事業 300

53 山梨県 Ｎｏｒｔｈ　ｔｒｅｅ ママによる北杜市内の子育てに関するきっかけ作り 300

54 長野県 Ｍａｍ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ ママと子どもの笑顔をＴｕｍｕｇｕ－つむぐ－ハンドメイド活動 130
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55 岐阜県 はみんぐ おやこで楽しむ岐阜おでかけハンドブック制作事業 300

56 岐阜県
特定非営利活動法人
つなぐプロジェクト

助産師による、働きながら子育てしたいプレママ・ママとその家族
のための応援サロン

300

57 岐阜県 児童養護施設の子どもたちを支援する会 児童養護施設「若松学園」の寺子屋交流事業 300

58 岐阜県 みんなのいえ「つなぐ」 親子の居場所・つながりの場づくり 300

59 静岡県 ふじ虹の会 こども・おとな福祉の情熱集会（市民共同フォーラム）の開催 300

60 静岡県 リトルワールドキャンプ実行委員会 リトルワールドキャンプ１３ 250

61 静岡県 たんぽぽ 子育て支援 230

62 静岡県 浜松の未来を育てる会 パパとママになる前に知っておきたい５つのこと 300

63 静岡県 しろくまＬａＢＯ フランスの魔法のつみきと演劇でゆる楽しい居場所づくり 300

64 愛知県 小幡緑地冒険遊び場の会 つなしょで子どものための食堂を開こう 300

65 愛知県 ＮＰＯ法人バボナターレ
みんなで作ってみんなで食べる「笑顔デリバリープロジェクト事
業」

300

66 愛知県
特定非営利活動法人
日本冒険教育協会

パパと遊ぼう！～遊びを通した親子コミュニケーションの場～ 300

67 愛知県
特定非営利活動法人
子育て支援のＮＰＯまめっこ

家族の絆レストラン 300

68 愛知県
ＮＰＯ法人学習障害児・者の教育と自立の保障をす
すめる会

発達障がい青年たちによるボランティア活動 300

69 三重県 生涯学習まちづくり研究会・ＴＳＵ 「だがしや楽校」で遊ぶ　学ぶ　つながる 300

70 滋賀県 スカイキッズ スカイキッズ　ダンスサークル 200

71 滋賀県
特定非営利活動法人
さんまクラブ

土曜さんまクラブ 300

72 滋賀県
特定非営利活動法人
彦根育成会

傷害特性を…みんなで解決「街中サロン」継続開設 300

73 京都府 京都技術士会理科支援チーム 夏休み子ども理科実験教室２０１６ 300

74 京都府
オフィスコンジュント（Ｏｆｆｉｃｅ　Ｃｏｍ　Ｊ
ｕｎｔｏ）

外国につながる子ども・保護者の支援事業（ひまわり教室） 300

75 京都府 「にじっこ」 聴覚に障害のある子どもと赤ちゃん・家族の集いの場「にじっこ」 300

76 京都府 綾部展望の会 春日井敏之氏講演会とＪＥＲＲＹ　ＢＥＡＮＳ講演ライブ 300

77 京都府 障害児学童　じゃりんこ 障害児グループ余暇支援活動（夏期休業中活動） 300

78 大阪府 ＮＰＯあずみな
地域でつながろう！～「まま＠トークカフェ＆マルシェ」でいきい
き楽しく安心子育て

300

79 大阪府 このはなカエルクラブ おもちゃの交換・修理・創作による地域の活性化と子育て支援 180

80 大阪府 にしなり☆あそぼパークＰｒｏｊｅｃｔ 子どものあそびの環境づくり事業（あそぼパーク） 300

81 大阪府 ふたごさんあつまれ
多胎児と母親が笑顔で過ごせる居場所づくり（講座開催と情報提
供）

240
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82 大阪府
ＮＰＯ法人女性と子育て支援グループ・ｐｏｋｋａ
ｐｏｋａ

子育てママさん支援　訪問サポート事業～孤立しないための、ママ
さん支援～

300

83 大阪府 西淀川インターナショナルコミュニティー 外国人コミュニティーによる子どもの学習支援活動 300

84 大阪府 ゲキトモ 中高生パワーでまちを元気に！青少年エンターティナー育成事業 300

85 大阪府
公益社団法人
子ども情報研究センター

地域子ども家庭アドボケイト養成講座 300

86 大阪府 ＮＰＯ法人南河内こどもステーション やってみようくらぶ 300

87 兵庫県
ＮＰＯ法人女性と子ども支援センターウィメンズ
ネット・こうべ

シングルマザーの仲間づくり講座 300

88 兵庫県 森のようちえん　もぐらはらっぱ 森のようちえん「もぐらはらっぱ」拡充事業 300

89 兵庫県 ＮＰＯ法人こころ・からだ研究所 ｃｏｃｏｃａｌａ夏休み寺子屋 300

90 兵庫県 アジア子ども基金 宮城県石巻　図書館まつり２０１６ 300

91 兵庫県 神戸学院大学　ボランティア活動支援室　子ども班 春夏秋冬わくわくプロジェクト　～つながれ！地域ッズ～ 150

92 兵庫県 人形劇　ゆめ工房やまさき お楽しみ人形劇・今年は私達の作品も観てね（学童有志） 300

93 和歌山県 子どもの生活支援ネットワーク　こ・はうす 「はたらく」をもっと知ろう　～１０代のための基礎講座～ 300

94 和歌山県
特定非営利活動法人
レインボーハウス

不登校・ひきこもり出張学習交流会 300

95 島根県
おやじてんしの会～おやじいきいき・こどもわくわ
く～

結集おやじ力！～吉田地区こどもプログラム～ 300

96 岡山県 メリーママ お話しと音楽の正解へようこそ！みんなが楽しめるイベントです。 300

97 岡山県 こどもかぞくまんなか こどもかぞくまんなか 300

98 岡山県
一般社団法人
ぐるーん

児童養護施設の子ども達への進学・就労支援と居場所づくり 300

99 岡山県
特定非営利活動法人
あかね

不登校の子どもとインターンボランティアが繋がる居場所事業 300

100 岡山県 病気の子どもの学習・復学支援　ポケットサポート 病気の子どもの交流・体験イベント 300

101 広島県 広島きらきら母交響楽団 広島きらきら母交響楽団　第９回定期演奏会 300

102 徳島県
特定非営利活動法人
藍住町手をつなぐ育成会

福祉サービス事業所等地域連携サッカースクール 300

103 徳島県 紙芝居ボランティア「おしゃべりくまさん」 「おしゃべりくまさん」紙芝居制作＆県内公演事業 300

104 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

自己表現活動による子育て支援 300

105 愛媛県 ＮＰＯえひめ心のつばさ 広げよう理解と協力～長期欠席の子どもと地域の手づくり翼運動会 300

106 福岡県 ＮＰＯラソス（絆）の会 児童養護施設の児童たちの健全育成及び自立支援活動 260

107 福岡県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈａｎｄｓ 学童保育および地域交流支援事業 120

108 福岡県 親の会　みらい ＳＳＴ体験塾「ゆっくり」 300
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109 福岡県
特定非営利活動法人
グラウンドワーク福岡

うみふれあい農園・子育て応援プロジェクト 300

110 福岡県 こどものカタチ ペアレンティングスキル向上のためのプログラム開発と実践 300

111 佐賀県
社会福祉法人　正和福祉会
こども絵本図書館　うらら（詩楽）の森

こども絵本図書館うらら（詩楽）の森 290

112 長崎県 長崎国際大学　子ども応援サークル　フレンズ 「食」を通じて育む子どもの居場所づくり（子ども食堂）事業 260

113 熊本県 ＮＰＯ法人ななうらステーション 子育て相談室設立準備講演会 280

114 大分県
特定非営利活動法人
おおいた子ども支援ネット

要保護児童自立支援強化事業 300

115 宮崎県 ＮＰＯ法人　学校支援　のべおかはげまし隊 学校支援　のべおかはげまし隊 300

116 宮崎県 高千穂町吹奏楽連合会【ｔｚｅｄａｋａｈ】 過疎地異世代及び地域間音楽文化交流事業 300

117 宮崎県 延岡男星保育士団 ぱぱ・パーク～おとうさんとあそぼう！～ 300

118 宮崎県 下川登ワケモン活性化ＭＭＣ こめこからかめこまで（米ん子から亀ん米まで） 300

119 宮崎県
特定非営利活動法人
子育てネットおひさまとはらっぱ

地域交流事業　おしゃべり広場 300

120 鹿児島県 ファーマーズボーダー 子育て応援ボランティアで支える地域づくり 300

121 鹿児島県 ＮＰＯ法人　いじめ対策プロジェクト 不登校家族会「笑会（えみかい）」事業 300

122 鹿児島県
特定非営利活動法人
ａｃｔｉｖｅ　ｓｏｕｎｄｓ　Ｓｉｔｉｅｒａ

ＫＩＤＳ’Ｃｏｎｃｅｒｔプロジェクト　こどもにちようコンサー
ト【離島編】

300

123 沖縄県 沖縄市こども施策研究会
子どもの居場所づくりフォーラム～子ども食堂等の実践から見える
事～

290

124 沖縄県
特定非営利活動法人
てぃんくる・やいま

地域の『子育て力』を向上させよう！事業 300

125 沖縄県 子どもシェルターおきなわ 子どもシェルター運営事業 300
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