
団体・グループ名 所在地 活動名称 活動の概要
助成金額

（円）

1
健康・子育て・生涯学習サークル

W-project
北海道
札幌市

ベビー＆マザーライフヘルシーセミナー

産前産後の母子の心身の健康づくりを目的に、妊婦、乳
幼児・幼児とその保護者を対象に、健康や発達心理学に
基づく赤ちゃんとの関わり方等のセミナーを実施する。

250,000

2 親子　寺子屋
北海道
旭川市

親子で楽しむ「音のおもちゃばこ」

交流場での音楽体験、ハープ演奏会等を実施することで、
音楽を聴くことによる親子のコミュニケーション促進、母親
のストレスを解消し、心豊かに子育てできる環境をつくる。 199,000

3
特定非営利活動法人
子どもと文化のひろば

ぷれいおん・とかち

北海道
帯広市

多世代交流コミュニティーカフェ

定期的に多世代が気軽に集まれるコミュニティーカフェを
運営することで、子育て中の親の孤立感を解消し、地域で
子育てを支え合える環境をつくる。

250,000

4
特定非営利活動法人
いわて子育てネット

岩手県
盛岡市

にこにこDay
～季節の食育教室とお楽しみ会～

子どもの健全な成長のため、季節の食の効能を伝えること
および親の交流の場を設けることを目的として、季節の食
育教室等を開催する。 250,000

5
特定非営利活動法人

すこやかサポートにしせん
秋田県
大仙市

ノーバディズ・パーフェクト・プログラム

未就学児保護者の精神的負担の軽減、保護者同士のネッ
トワーク化を図るため、ノーバディズ・パーフェクト・プログ
ラムを実施する。 241,000

6
特定非営利活動法人
移動保育プロジェクト

福島県
郡山市

コミュニケーションスキルアップで子育てを
楽しむ!「子育て応援倶楽部」

保護者のコミュニケーションスキルを上げ、親子のより良
い関係を作るため、未就学児の保護者を中心とした子育
て世代にコミュニケーションスキルアップ講座を実施する。 250,000

7 さくら前線おはなしの国
茨城県
水戸市

地域社会更生のための心豊かな子供と母
親を育む読み聞かせ

乳幼児親子等を対象に、読み聞かせ会・リトミックを開催
することで、母親の育児不安、孤独感の軽減を図り、子育
ての素晴らしさを伝える。 250,000

8 ＮＰＯ法人チャレンジド・コミュニティ
栃木県

宇都宮市
障害児を持つ親父（オヤジ）の勉強会

障がい児の成長・自立に向けて、母親と協力して、育児・
教育に前向きになれる父親を育てる勉強会を開催すること
で、障がい児を持つ家族を支援する。 250,000

子育てと仕事の両立のための親支援連続
育児休業中・後の共働き夫婦を対象に、誕生学・夫婦の
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9 一般社団法人プティパ
埼玉県
志木市

子育てと仕事の両立のための親支援連続
講座-子育ても仕事も大切にするパパとマ
マになる！-

パートナーシップ等をテーマにした講座を実施することで、
子育てと仕事の両立を支援する。 250,000

10
特定非営利活動法人

子育て支援あげお
埼玉県
上尾市

ベビー＆ママのほっとサロン

子育て不安の解消、ママ友の作れる環境づくりの場を提
供するため、出産後2カ月から12カ月までの乳児と母親を
対象に、交流サロンを開催する。 250,000

11
特定非営利活動法人

親子ふれあい教育研究所
埼玉県

さいたま市

乳幼児健診で、要経過観察と診断された
母親に対する「子育て未来プランニング
ノート」作成

子育てに自信を失っている母親を対象に、自らの現状を知
り、問題点を明らかにして、未来に希望を持てるようにする
「子育て未来プランニングシート」を作成させ、自信を取り
戻させる。

250,000

12
特定非営利活動法人

子ども劇場千葉県センター
千葉県
千葉市

楽しく「傾聴」を学ぶ講座！～聴くっていい
よ！聴いてもらうっていいよ！～

乳幼児を持つ保護者や子育て支援者を対象に、「傾聴」を
学ぶ講座を実施することで、親の孤立解消や不安軽減を
図るとともに、傾聴のスキルを持つ人を増やし、安心して
子育てできる地域社会をつくる。

250,000

13 認定ＮＰＯ法人しゃり
千葉県
市川市

移動子育て支援（もこくーまのおせっかい
子育て支援）

わらべうた、ベビーマッサージ、絵本の読み聞かせ、座談
会を実施し、子育ての悩みを気軽に相談できる場・親子で
交流できる場を提供する。 249,000

14
特定非営利活動法人
発達支援の会-未来

東京都
八王子市

長期休み 親子の遊び場つくり

未就学児とその家族を対象に、保護者同士のコミュニケー
ションの場および子どもたちが安全にのびのびと遊べる場
を提供する。 65,000

15 親子体操 ぐろーいんぐ
東京都

世田谷区
体操を通した親子の交流活動

地域の3～6才の幼児とその保護者を対象に、親子の健康
増進とスキンシップを図るとともに、地域の親子との交流を
深めるため、音楽に合わせた手遊び、ボールを用いた運
動等を実施する。

108,000

16
特定非営利活動法人
あそびと文化のNPO

新宿子ども劇場

東京都
新宿区

わらべ歌リーダー養成講座

わらべ歌リーダー養成講座を実施し、わらべ歌あそびをコ
ミュニケーションとして活用し、親子・地域間・世代間をつな
ぎ安心して子育てのできる地域をつくる。 250,000

17
NPO法人

発達支援グループ　Ｉ ａｍ ＯＫの会
東京都
練馬区

発達に気がかりのある乳幼児のための子
育て支援

子どもの生活環境を見直し、「乳幼児の発達」「ことばをは
ぐくむ関わり方」を学ぶ機会を提供するため、発達に心配
を抱える乳幼児親子等を対象に、講演会、親子遊び体験
ひろばを開催し、結果、親の孤立を防ぎ、不安感を軽減さ
せ、メンタルヘルスに寄与する。

250,000
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18 青空外あそびの会　もりのこ
東京都
町田市

飛び出せ！もりのこ
～青空外あそびで親も子も元気に楽しく～

「外遊びの楽しさ」、「子育てをともに楽しむ仲間がいる喜
び」を知ってもらうため、未就学児の保護者で、室内での
子育てに限界を感じ、外に出たいと思いつつも、どのよう
に遊んだらよいのかがわからない方々を対象に、外遊び、
川遊びを実施する。

250,000

19 えほんの森ことばの泉　伽屋茶房
神奈川県
横浜市

子育て支援教室　さぼの「おはなしのいち
ご」

母親たちの癒しと憩いの場の提供、育児の悩み・不安の
解消を図るため、妊婦、0歳児～1歳児の子どもを持つ保
護者を対象に、絵本の読み聞かせや元保育士・保健師に
よる育児相談会等を実施する。

151,000

20 えんがわの家　よってこ　しもだ
神奈川県
横浜市

地域住民が一丸となって子どもの成長を
支援する活動

絵本の読み聞かせ、手遊び等の交流会を実施するととも
に異世代で交流できるスペースも設け、保護者の子育て
の不安を解消し、サポートする。 250,000

21 はっぴー子育て応援団
神奈川県
三浦市

人と地域がつながり親子が育つ

地域の現状と課題を社会の共通認識として深め、様々な
地域職場等で子育て家庭の支援に向けた実践を広め、共
に活動するため、未就学児とその保護者を対象に、交流
会等を実施する。

182,000

22 ＰＥＡＮＵＴ
新潟県
新潟市

母子家庭の母のリフレッシュと子どもの健
やかな育ちを支援する託児と交流の活動

母子生活支援施設に入所している母子のために、休日託
児、行事託児、夏休み等の行事企画運営補助を実施する
ことで、母親の時間的・精神的サポート等を行う。 207,000

23 ハハトコ
新潟県
柏崎市

親子で「育てておいしく食べよう！オーガ
ニック野菜」

無農薬・無化学肥料での野菜・果物栽培等を通じて、食の
大切さを学ぶとともに親同士の仲間づくり、育児ストレスの
軽減を図る。 250,000

24
特定非営利活動法人

山梨県ひとり親家庭自立支援セン
ターひとり親ネット

山梨県
甲府市

ひとり親家庭の交流イベント広報事業

ひとり親家庭を対象に、イベント企画・交流会を実施するこ
とで、ひとり親家庭が気軽に相談し合い、安心して子育て
できる環境づくりを行う。 250,000

25 富山ＣＡＰ
富山県
富山市

子どもの“けんり”は生れる前から

子どもへの人権意識を高め、子どもへの暴力防止を図る
とともに、子育てにおける孤立化の解消、支援者の養成を
目的として、講座・ワークショップを実施する。 250,000

26 わらべうたの会
岐阜県
高山市

「ピュア高山　キッズパーク」での子育て家
庭交流活動

子育て家庭の交流の場の提供、虐待防止、地域協働によ
る子育てを展開するため、就学前の子どもの保護者を対
象に、絵本の読み聞かせ、わらべうた遊び、ベビーマッ
サージ等を実施する。

250,000

未就園児を育てる外国人の母親と同年齢の子どもを持

27 浜松の未来を育てる会
静岡県
浜松市

外国人親子を地域とつなぐ「ノーバディー
ズ・パーフェクト」講座

未就園児を育てる外国人の母親と同年齢の子どもを持つ
地域の母子を対象に、国籍を超えた育児仲間づくりのきっ
かけをつくるため、ノーバディズ・パーフェクト・プログラム
を実施する。

250,000

28 NPO法人よしよし
静岡県
静岡市

ベビーコミュニケーションプログラム＆お
しゃべりカフェ

母親同士の交流の場を提供し、ネットワーク形成を図り、
母親同士がつながりあい、育てあい、育ち合う地域社会の
実現に寄与するため、乳児を持つ母親を対象としたベビー
マッサージ体験や、ベビーサイン体験を実施する。

250,000

29 だっことおんぶの研究所
静岡県
静岡市

幼い命を災害から守るためにママがすべ
きことを学ぶセミナー

防災セミナーや身の回りの物を利用してだっこやおんぶす
る技術を習得するための実践セミナー等を開催し、災害時
のために乳幼児の保護者に「自助」の意識をもってもら
い、子どもを守る知恵を学んでもらう。

250,000

30 らっこちゃん親の会
愛知県
刈谷市

怒ったり、泣いたり、笑ったり　同じ立場の
「親」だからわかること　～発達障害ってな
んだろう～

発達障がい児を持つ保護者を対象に、我が子にとっての
「最良の子育て」を探すことができるようなピアサポートを
目的として、交流会・勉強会を実施する。 250,000

31 特定非営利活動法人　NPOまんま
愛知県
豊橋市

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」
ホームビジター養成講座

「ホームビジター養成講座」を開催する。その後、講座を受
けたホームビジターによる家庭訪問を通して、親の情緒を
安定させ、孤立感・疎外感の解消を図る。 239,000

32
特定非営利活動法人

子どもと文化の森

愛知県
丹羽郡
大口町

ベビーナーサリー養成講座

妊娠期、乳児前期の母親、赤ちゃんのケアを学ぶ講座を
開催することで、出産前後の母親を支える人材を育成し、
子育て家庭を温かく見守る体制をつくる。 222,000

33
特定非営利活動法人

マザーズライフサポーター
三重県
鈴鹿市

ママによるママのための情報誌
「nico*mama」継続発刊

ひとりで悩みや不安を抱え込みがちな母親に向けて、乳幼
児をもつ同じママ目線での地域に密着した情報を提供す
ることで、孤立しがちな母親が積極的に地域と関わるよう
促し、孤独育児、乳幼児虐待の防止を図る。

250,000

34
特定非営利活動法人

長浜市民国際交流協会
滋賀県
長浜市

外国人や外国籍子ども達に対する教育及
び生活支援事業

日本人および外国人親子同士の交流を図ることにより、安
心して子育てができる環境づくりを目的として、暮らしの相
談窓口、子育て広場を設ける。 204,000

35 特定非営利活動法人　エトコロ
滋賀県

東近江市
エトコロひろば

未就園児の親子等を対象に、母親の孤立を防ぎ、精神的
負担を軽減すること等を目的として、親子の五感を磨くプ
ログラム等を実施する。 248,000

36 ほっこりひろばの会
滋賀県
大津市

0・0歳児からつながりあう子育てを！「ほっ
こりマタニティコンサート」

妊娠中のお母さん・お父さんその家族を対象に、マタニティ
コンサートやマタニティヨガ等を実施し、子育て仲間をつく
る場を提供する。 110,000
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37
特定非営利活動法人
ひとなす風のこっこ

京都府
舞鶴市

きっず・あーと　お絵かき会

筆を持てるようになった１歳半頃の乳幼児と保護者等を対
象に、子どものお絵かきを通しての子育て支援カウンセリ
ングを実施する。 250,000

38 トトロクラブ
大阪府
泉南市

親子体操教室　トトロクラブ

未就園児とその保護者を対象に体操教室を行うことで、親
子のコミュニケーションを取りながら、保護者同士で子育て
情報を交換でき、仲間をつくる場を提供する。 63,000

39 親子応援団　ぷらっと
大阪府
大阪市

カフェ付き絵本講座「絵本をママのために」
の開催

子育てに疲れず、子どもとよいコミュニケーションをとるた
めのひとつの手段として、絵本を紹介する。絵本のもつ力
や絵本タイムのよさを知ってもらい、家で楽しい絵本タイム
を過ごせるようになるための講座を開催し、母親の子育て
を支援する。

150,000

40 eトコ・プロジェクト
大阪府
大阪市

パパの子育てカフェ

仕事以外でのつながりを持ちにくいお父さん同士で、子育
てのこと、自分自身のこと等なんでも本音で語りあえる、つ
ながりの場をつくるため、「パパの子育てカフェ」を開催す
る。

197,000

41 ＮＰＯ法人　はんもっく
大阪府
箕面市

地域おやこクラブ事業

親子をつなげるファシリテーターを配置した地域親子クラ
ブを開催し、各種イベントや子育てに関する勉強会を行う
ことで、親子の交流を深め、さらに仲間づくりができる場を
提供する。

110,000

42
特定非営利活動法人
関西こども文化協会

大阪府
大阪市

子育て支援者スキルアップ講座
～ココロを受け止める技術を高める～

子育て支援者を対象に、傾聴力・アセスメント能力を高め
る講座を実施することで、子育て支援力を高め、ひいては
親がゆとりある子育てを行う環境を整えていく。 250,000

43 特定非営利活動法人　いちばん星
大阪府

東大阪市
ほっとスペース「お茶会」

未就学の障がい児を抱える家族等を対象に、それぞれの
悩みや思いを共有したり、リフレッシュしたりすることを目
的として、お茶会を開催する。 250,000

44 ｈａｈａかふぇ
兵庫県
神戸市

イヤイヤ期を乗り越えよう！

第一次反抗期の赤ちゃんを持つ母親等に、経験者等の話
を聞く場を設け、反抗期の乗り切り方を知ってもらうこと
で、虐待を防ぐとともに相談相手をつくる。 145,000

45 Ａｐｐｌｅ　ｋｉｄｓ
兵庫県
川西市

絵本の世界を体験する親子食育講座

実際の絵本に出てくる、おいしい料理やお菓子をつくって
本の楽しさを伝える「読書」と「食育」をドッキングしたイベン
トを開催することで、心の豊かさ・親子の交流を深めてもら
う

250,000

う。

46 自然育児サークル　キラキラヒカル
奈良県
奈良市

子どもの未来を考えるお母さんの勉強会
「いのちの根っこ」

子育てに必要な正しい知識を身につけ、「こころ」と「身体」
を整えるための勉強会を開催し、親子が安心して生きる力
をはぐくみ、健やかに過ごせるように支援する。 250,000

47 和歌山県難病の子ども家族会
和歌山県
和歌山市

輝け・病気の子どもたち！リゾートキャンプ

小児難病の患者・家族会が情報交換により助け合い、啓
発活動を通じて病気の子どもが安心して暮らせる地域づく
りを目指して、保護者向けの学習会等や子ども向けの人
形劇等の遊び等を含めたキャンプを実施する。

250,000

48 あおぞら広場
島根県
出雲市

地域に根ざした子育て支援（居場所づくり）
事業

未就園児とその保護者を対象に、母親が子育ての悩み等
を語り合うことができる仲間づくりやリフレッシュの場を提
供することを目的として、季節行事等を取り入れた交流活
動や講師を招いての学習会を実施する。

250,000

49
NPO法人子ども達の環境を考える

ひこうせん
岡山県
備前市

特別なニーズを持つ親子の心の居場所づ
くり

発達障がいの子どもや多胎児を持つ親同士の助け合い、
支え合える関係づくりを支援するため、専門の講師を招い
て勉強会・交流会を実施する。 244,000

50 ママトリエ
山口県
柳井市

母親、父親のためのリラックス＆イキイキ
講座

親・子ども同士の交流の場や、親が自分の時間をもつこと
により、親子の孤立を防ぎ、安心して子育てできる居場所
を提供することを目的として、アート、料理等の講座、発達
障がい児支援の勉強会等を開催する。

250,000

51 ＣＡＰ下関
山口県
下関市

子どもとおとなの「イイ関係」づくり

乳幼児の親子、子育て支援者等を対象に、CAPプログラ
ム講座等を実施することで、孤立しない子育て環境をつく
り、地域での子育てを推進する。 250,000

52 Ｆｅｌｌｏｗｓｈｉｐ７７
徳島県
徳島市

就学前親子のための支援事業
「就学準備コラム」

来春就学予定の児童をもつ保護者に向けて、子育て情報
サイトへコラムを毎月掲載し、最終的に冊子として配布す
ることで、就学前の子どもが身につけておくべき生活習慣
やコミュニケーション能力を学んでもらい、就学による環境
変化に対応するための準備を支援する。

250,000

53 Eince子供応援隊
愛媛県
松山市

子育て応援ネットワーク
親子ふれあい「元気と学びの広場」の開催

子ども、保護者同士での仲間づくりや情報交換、親子で楽
しみながら心を元気にするため、0～6歳までの乳幼児親
子を対象に、読み聞かせやリトミック、子育て相談会等を
実施する。

250,000

54
アクティブ・ペアレンティング

共育サポート
福岡県
福岡市

Active Parentingの学ぼう！しゃべろう！子
育てのこと

子育ての不安を解消するため、アクティブ・ペアレンティン
グのプログラムを基にした関わり方のヒントを提供するとと
もに、ファシリテーターを置いて親同士が安心して語り合う
場所を提供する。

180,000
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55 おはなしアリス
福岡県

北九州市
絵本ＤＥ子育て親育ち
～生きたことばで笑顔を育む～

絵本の読み聞かせ、わらべ歌や手遊び等を行うおはなし
会の開催を通じて、孤立しがちな保護者が参加しやすく、
安心できる居場所や子どもと保護者がともに育ち合える環
境を提供する。

200,000

56
たがわ子育て支援コミュニティ

たがわんわ
福岡県
田川市

みんな集まれプレイパーク
～子どもの遊びを考える～

子どもと保護者ならびに外遊びや子育て支援に関心のあ
る人を対象に、プレイパークを地域に定着させるために必
要な親育ちのための実践と学習会を実施する。 233,000

57
特定非営利活動法人

子どもと文化のネットワーク
ぽっぽ・わーるど

佐賀県
鳥栖市

子育てママを“孤育て”させない居場所づく
り

先輩ママとの交流、子育て情報交換を通じて、子育て中の
母親が、孤立感や子育て中の悩み・不安を個人的に話し
たり相談したりする居場所を提供する。 181,000

58 橘子育て応援隊
長崎県
長崎市

子育て家庭のママ＆パパを支援する活動

近隣住民とあまり交流がなく、孤立している保護者に、支
援してくれる人がいることを知ってもらい、安心して子育て
ができる環境をつくることを目的として、各種イベントを実
施する。

208,000

59 南阿蘇えほんのくに運営委員会
熊本県
阿蘇郡

南阿蘇村

えほんのくにの子育て広場
～子育てをたのしくしよう～

おはなし会、わらべ歌講座、手作りおやつ講座等を通じ
て、悩みや負担感を抱える親子が交流する場を設け、情
報交換や仲間づくりを促す。 250,000

60 一般社団法人ESDキッズクラブ
熊本県
熊本市

楽しく、らくらく、かしこく子育て

料理や健康に関する講演会を通じて、母親のやりたいこと
を活かせる場をつくり、親子の良い関係を維持する。

244,000

61 大分人権教育ワークショップ研究会
大分県
大分市

もっと知りたい！日本で子育てＡｔｏZ

子育て中・妊娠中の在住外国人等を対象に、「子育て・出
産」「医療」等をテーマにしたワークショップを行い、大分で
子育てをするうえでの知識・交流の場の提供するととも
に、国籍や文化を超えたサポートネットワークを作る。

250,000

62
特定非営利活動法人

こじぃの森・こどもの時間
宮崎県
都城市

親子のコミュニケーション促進事業

専門家がおり、子どもの発達や心、遊び等について気軽
に話し合い、考え合える場をつくることで、保護者や支援者
のコミュニケーション力を向上させ、地域の児童虐待防止
へ繋げる。

250,000

63 NPO法人　ADOCproject
沖縄県
那覇市

「障がい、問題行動」の解決から「叶えたい
こと、やりたいこと」の実現を目指すための
支援講座

子どもや保護者の視点に立ち、子どもの「やりたいことや
叶えたいこと」を引き出すための方法・支援ツールを伝え、
安心して子育てができる環境・社会づくりを進める。 170,000


