
《内閣総理大臣表彰　５件》

部門 区分 受賞者 活動内容 推薦団体

団体 メダカ里親の会

長年にわたり、自然の大切さや命の尊さを感じる心を
育むための活動として、県内外の子どもたち等を対象
とした「田んぼの学校」を開催するなど、子どもの健全
育成に資する環境学習活動等を行っており、その取
組は、全国の活動組織の手本となっている。

栃木県

団体
特定非営利活動法人
犬山市民活動支援セ
ンターの会

子どもたちに自然体験型講座や多文化共生講座など
の地域と協働した多種多様なプログラムを提供し、生
きる力と豊かな情緒を育み、子どもたちの自己形成支
援に資する活動を行っているほか、外国籍の子どもた
ちが地域に溶け込みやすい土壌をつくり、日本人コ
ミュニティとの橋渡し的役割を果たしている。

愛知県

個人 門　　　賢  (65)

自身の工務店作業場を放課後や土日にもの作りの体
験の場として子どもたちに開放しているほか、学校や
家庭での悩みなどの相談活動を行うなど、不登校、い
じめへの対応や非行少年の立ち直り支援に尽力して
いる。また、関係機関と連携しながら青少年の健全育
成活動に取り組んでいる。

三重県

企業 一正蒲鉾　株式会社

県内製造業初の保育料無料の事業所内保育所「いち
まさ保育園ちびっ子ランド」を開設（平成2年）し、女性
社員はもとより男性社員への育休取得促進に取り組
み、女性社員の就業継続や女性・男性社員の両立支
援に結びついている。人材確保・定着だけでなく、売
上増加の成果も見られ、「子育て支援」が「経営戦略」
としても有効であるという好事例となっている。

新潟県

団体
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家庭的養育と専門家
のサポートを結びつけた新しい仕組みで育むととも
に、子どもを社会全体で育てるため「里親普及活
動」「里親・里子支援」「地域全体で子どもを支え
る仕組みづくり」など、多くの市民・企業・研究
者・行政・多分野関連機関と連携関係をつくりなが
ら様々な取り組みを展開している。

福岡市

子育て･
家族支援
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子ども・若者
育成支援

1



区分 受賞者 活動内容 推薦団体

1 団体
秋田商工会議所青年
部

特別支援学校生徒に対する職場見学や就業体験、職
場実習の機会提供から就労の場の提供など、団体内
の企業の特性を活かし、「自立と社会参加」の機会創出
に積極的に取り組んでいる。

秋田県

2 団体 ジェスパル

地域の青少年健全育成を目的に設立して以来、約20
年にわたり共育・共生を目指してサマーキャンプや地域
交流ラジオ体操等の事業を実施するとともに、関係団
体等への支援活動を行うなど、地域の世代間交流、青
少年健全育成の充実・発展に寄与している。

千葉県

3 団体
特定非営利活動法人
アンガージュマン・よ
こすか

商店街の空店舗を借り上げ、フリースペース・学習・就
労の拠点を開設。不登校の児童・生徒及び社会的ひき
こもりの若者のニーズに沿った事業を展開し、その社会
参加の実現に寄与している。また、商店街とNPOの連
携のモデルとなっている。

神奈川県

4 団体
ＮＰＯ法人
甲府子ども劇場

様々な体験を通して子どもも大人も共に学び合うことで
子どもたちの豊かな感性、創造性、たくましく生きる力を
育んできた。社会の変化や青少年のニーズに応じ、より
良い文化環境作りや青少年の健全育成に寄与してい
る。

山梨県

5 団体
特定非営利活動法人
青少年就労支援ネッ
トワーク静岡

静岡県内全域において、ニート、ひきこもり、非行、障害
などの困難を有する若者に対し、「サポーター」と呼ば
れるボランティアが個別・継続的な自立支援を無償で行
い、就業による社会的自立を促す活動を実施。居場所
を持たない「静岡方式」と呼ばれる支援モデルを確立し
た。

静岡県

6 団体
特定非営利活動法人
子どもの国

外国人児童・生徒を対象に多文化共生を支援する事業
を行い、国際社会に貢献する人材を育成するとともに、
青少年の人権擁護にも寄与している。また、様々な事
情から行き場を失い、非行に走りそうな外国人児童・生
徒に居場所と学習の機会を与える活動を行っている。

愛知県

7 団体

滋賀県立大学 ス
チューデントファーム
「近江楽座」-まち・む
ら・くらしふれあい工
舎-

学生が主体となって行う地域活性化に貢献するプロ
ジェクトを公募・選定し、活動資金の助成や、行政や専
門家の紹介などを行うなどの授業の枠を超えた実践的
な仕組みを構築。活動開始より８年間で延べ184のプロ
ジェクトが活動し、よりよい地域作りに貢献している。

滋賀県

○子ども・若者育成支援部門

平成24年度子ども若者育成・子育て支援功労者表彰受賞者

《内閣府特命担当大臣表彰　１５件》
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

8 団体
特定非営利活動法人
リスタート

ニート等の若年を対象に訪問支援や就労・就業体験、
ヴォイストレーニングなどの集団支援、小豆島宿泊研修
などの短期集中支援、寮制支援など、様々な独自の活
動を先駆的に行い、職業的自立支援に貢献している。

岡山県

9 団体 マロニエの森の会

公共公園の清掃や野外研修キャンプの開催など、幅広
く地域と連携した活動を通じて、青少年が自然の大切さ
と自然環境保全の重要性を学ぶ取組を展開。特に、１
００年後に錦帯橋の架け替え部材として利用するため
にケヤキを植樹するなど、活動に対する意欲を持続す
るための工夫を行っている。

山口県

10 団体
特定非営利活動法人
おーさぁ

不登校、ひきこもり、高校中退、ニートなどの若者やそ
の家族に対して、状況に応じたきめ細かな支援を実
施。特に、地域の子育て中の母親や高齢者などが運営
するコミュニティカフェやレストランでの就労訓練など、
独自の支援を展開している。

熊本県

11 団体
特定非営利活動法人
ヒューマンフェロー
シップ

平成20年度から横浜市と協働している「よこはま型若者
自立塾」の活動の一環として、東日本大震災の被災地
支援活動を実施した。支援する側・される側という枠組
みを超え、互いに助け合う新しい復興支援の形を作り
上げている。

横浜市

12 団体

京都市住吉児童館母
親クラブ人形劇サー
クル「おさるのかご
や」

人形劇を通じて、子どもに対し自らの身を守る工夫を分
かりやすく伝えるとともに、大人に対しては、保護者や
地域住民が子どもに関わり見守ることが、安心で安全
な街づくりにつながるという意識を再確認する機会を提
供し、地域の「見守り力」の向上に寄与している。

京都市

13 個人 森村　カヨ子 (69)

子・親・お年寄りと三世代の交流の場を立ち上げ、地域
の子どもの健全育成に尽力している。また、「子育てに
悩む母親の身近な居場所づくり」を提供し、お年寄りが
子育ての相談に応じる等、多くの母親の助けになって
いる。

埼玉県

14 個人 平井　恵理子 (24)

京都市少年補導委員会の学生委員等として、親子の絆
を構築する活動や青少年の社会参加活動等を企画す
るなど、子どもたちの非行防止及び健全育成活動に寄
与している。また、他の学生委員の指導にも当たり、同
委員会の発展に貢献している。

京都府

15 個人 吉田　幸子 (64)

児島警察署管内の少年をまもる母の会会長として会員
を取りまとめ、幼稚園・小中学校のPTA等と連携して、
地域の絆を活かした健全育成活動と非行防止活動を
積極的に展開している。また、運動用のグッズに地元
特産のデニム生地を使用するなど斬新なアイデアを発
揮して、独創的な活動を編み出し、組織的かつ継続的
な活動を行っている。

岡山県
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

1 企業 医療法人　正和会

仕事と育児・家庭の両立ができる職場作りを目指し、24
時間運営の事業所内に24時間対応の託児施設「てん
ぷす」を設置。また、「配偶者出産休暇」を有給休暇と
し、取得期間も「出産当日のみ」から「入院等から２週間
以内」へ拡充するなど、法を上回る先駆的な取組を行っ
ている。

秋田県

2 企業
阪神医療生活協同組
合　小中島診療所

平成11年４月より病児保育室を診療所に併設。年間
1,071名の病児・病後児が利用。また、ボランティアによ
るまちの子育てひろば「子ネット」を設立し、組合集会場
を使った子育て支援を行っている。

兵庫県

3 企業 福井信用金庫

「短時間勤務制度」や「所定外労働免除制度」で法を上
回る先駆的制度を導入。また、独自に「配偶者出産時
特別休暇」を設けるなど、育児休業者の円滑な職場復
帰のために仕事と家庭の両立がしやすい職場環境を
作っている。

福井県

4 企業
医療法人社団醫王会
いぬかい小児科

医院に専門職を配置した子育て支援や親子の交流の
場を設け、育児相談、母乳育児支援や講演会の実施な
どの育児支援を行うとともに、地区社会福祉協議会活
動を支援し、地域のコミュニティ作りにも貢献している。

浜松市

5 団体
余市町沢町児童館母
親クラブ

「母親が子育ての知識や力をつけることで心も体も健康
になり、健全な子どもが育つ」という理念の下、地域住
民の子育て支援活動を行っている。また、地域の老人
が少子化・核家族化の中で育つ子どもたちに伝承遊び
を伝えていく機会を作り、世代を超えた交流に貢献して
いる。

北海道

6 団体
特定非営利活動法人
ワニワニクラブの仲
間達の会

自宅での託児所や育児サークル活動から、輪西商店街
の活性化を図るための活動へと発展。子育て室ができ
学生たちと乳幼児とが関わりを持てる多世代交流の場
となり、今はボランティアのためのサロンも行うなど地域
活性化の一助を担っている。

北海道

7 団体
特定非営利活動法人
十和田NPO子どもセ
ンター・ハピたの

「地域で子どもを育てよう！」をコンセプトに、子どもが
遊びを通して人との関わりを持ち、社会的適応ができる
ようにするという考えに立ち、カフェ事業を拠点に広く関
係機関とネットワークを持ち、発信をしながら子どもの
育成と子育て支援活動を展開している。

青森県

平成24年度子ども若者育成・子育て支援功労者表彰受賞者

○子育て・家族支援部門

《内閣府特命担当大臣表彰　１４件》　
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

8 団体
特定非営利活動法人
次世代たかねざわ

「子育ち･親育ち･地域育ち」のスローガンの下、次世代
の子どもたちに地域の伝統行事の伝承や親子のふれ
あい活動、食育活動のほか、学童保育や児童館の運
営を行うなど、地域に根ざした子育て支援事業に取り組
んでいる。

栃木県

9 団体
特定非営利活動法人
子育てネット行田

子育てサロン等の独自の活動のほか、市や県教育委
員会などと連携した集いの広場や「元気な地域を創造
する子ども大学推進事業」等に参加し、、地域ぐるみで
の子育てに向けて協働する地域社会作りや子育てに関
わる人々の資質向上に寄与している。

埼玉県

10 団体
特定非営利活動法人
福井県子どもNPOセ
ンター

「子どもの成長のサポート」、「子どもの直接体験」、「子
育て支援」を三本柱に県域で活動。「ふくいチャイルドラ
イン」の開設など、独自性のある活動を行政・学校・生
協・企業市民団体等との協働で展開している県内市民
団体の中心的存在。

福井県

11 団体
特定非営利活動法人
ながのこどもの城い
きいきプロジェクト

市の医師会、歯科医師会、助産師会とネットワークを構
築し、子ども広場「じゃんけんぽん」で子育てや各種悩
みに対する相談を協働で行うなど、妊娠期から継続し
た子育て支援を行っている。

長野県

12 団体
特定非営利活動法人
ポレポレ

医療・福祉・教育の専門家等との連携により、話題性に
富み、地域住民の関心を惹く新しい活動（コンディショニ
ングトレーニング、予防的リハビリテーション、あそびっ
こ広場、かくかくペタペタなど）を創出・展開している。

静岡県

13 団体
豊田市男性保育師連
盟

「父親が子育てを楽しめば家族が笑顔になる」をスロー
ガンに連続講座や「男祭り」などのイベントを開催し、父
親の育児支援活動に視点を当てた活動をしている。今
では、愛知県全体へ浸透してきており、名古屋市や豊
橋市などでも活動している。

愛知県

14 団体
子育て支援グループ
こぶたたんぽぽポ
ケットとんぼ

「子育て親子の交流」や「子育てに関する相談」の場を
提供し、孤立しがちな乳幼児親子のサポートに大きく貢
献している。また、「あいなん小児医療を守る会」を立ち
上げ、子育て中の親から町民へ子どもたちと地域医療
を守っていくという情報発信活動を展開している。

愛媛県
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