
 

区分 受章者 活動内容 推薦団体

1 団体
帯広市青少年育成者
連絡協議会

地域子ども会のリーダーを対象としたジュニアリーダー
養成講座を39年間継続するなど、青少年のジュニア
リーダー養成に寄与してきた。

北海道

2 団体
財団法人　小林育英
会

高校生に対する奨学金及び入学お祝い金の支給に加
え、スポーツ奨励賞を制定し中学校の学校体育、運動
部活動に援助を行っている。

茨城県

3 団体
特定非営利活動法人
戸田スポーツクラブ

公立施設の戸田市スポーツセンターという公共性を生
かし、市報や市HPなど公共メディアを活用して広く募集
を行い、毎年3,900人以上の受講者を受け入れている。

埼玉県

4 団体
三郷市青少年育成市
民会議

平成8年の発足後、児童生徒の登下校時の見守りボラ
ンティア活動、子ども110番の家、家庭の日ポスターコン
クール等を実施している。

埼玉県

5 団体
横須賀市子ども会指
導者協議会

地域の子ども会では、体験できない市の文化性や自然
を活かした行事を提供することをコンセプトとして、5大
行事（キャンプ、ソフトボール大会、クリスマスの会、
チャレンジキッズなど）を子どもたちに提供している。

神奈川県

6 団体
特定非営利活動法人
飯伊学生防犯対策支
援協会

小学校通学路における子ども見守り活動や小中学校
児童生徒、教職員等に対する防犯教室及び不審者対
応訓練を行っている。

長野県

7 団体 中区少年補導委員会
「地域の子どもは地域で守り育てる」を信念に、地域住
民が立ち上がり、関係機関や団体等と連携した街頭補
導活動や広報啓発活動を行っている。

愛知県

8 団体
特定非営利活動法人
なでしこの会

ひきこもりの家族と当事者支援のため、毎月の月例
会、訪問サポート活動、若者の就労支援等を行ってい
る。

愛知県

9 団体
特定非営利活動法人
冒険キャンプ実行委
員会

無人島など貴重な自然の中で「自然活動教育」を重視
した冒険キャンプを運営している。

京都府

10 団体
特定非営利活動法人
関西ブラジル人コミュ
ニティＣＢＫ

日本在住のブラジル人児童生徒を対象に母語教育を
通じた学習支援とアイデンティティの確立への支援を行
い、子どもたちの育成を目指した活動を行っている。

兵庫県

11 団体
青少年夢プラン実行
委員会

地域の大人がサポートし、陶芸・よさこい・フットサルな
どの活動をとおして、青少年の居場所をつくり、青少年
が多様な交流体験を経験しながら社会性、主体性を育
む活動を行っている。

広島県

12 団体 るぴなす
少年たちに達成感や人のために行動する喜びを与える
ことにより、社会との絆を構築して青少年の居場所を作
る活動や広報活動を行っている。

佐賀県

13 団体

特定非営利活動法人
思春期青年期心理サ
ポートセンター・ほの
ぼのすぺーす

不登校・ひきこもり等の問題を抱えている青少年および
その家族に対して、専門スタッフ（臨床心理士）とサポー
トスタッフ（大学生など）が利用者の視点に立った包括
的な支援を行っている。

沖縄県

「子ども・若者育成支援」　２４件
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14 団体
特定非営利活動法人
マングローブＥＥクラ
ブ

マングローブ生態系の保全・回復をめざし、環境学習お
よび実践活動を通して地球環境の変化を理解し、子ど
もと大人が協同で自然の再生・保護につとめている。

沖縄県

15 団体
北部公民館生涯学習
ボランティアの会

中学生と地域の異世代との交流の機会を提供する地
域子ども育成事業や、児童会、生きがい作り教室など
の地域ふれあい事業を行っている。

浜松市

16 団体
京都・祇園祭ボラン
ティア２１

国の重要無形民族文化財である祇園祭山鉾巡行に曳
き手ボランティアとして参加し、地域の伝統文化を担う
人材育成や世代を超えた交流活動を行っている。

京都市

17 個人 小田桐　忠志（６７）

市こどもを守る環境浄化市民会議会長として、環境浄
化運動・育成活動について青少年団体や大学ボラン
ティアサークルなど、青少年を活動に巻き込み同世代
への非行防止への意識付けを行っている。

青森県

18 個人 佐々木　正雄（６２）
青少年健全育成町民会議会長として、青少年の論文・
作文コンクールを開催し、優秀作品を表彰するととも
に、有線放送で発表、冊子にし配布を行っている。

岩手県

19 個人 大浦　正夫（７３）

区青少年活動推進委員会会長として、子どもたちに農
業体験をさせたいとの思いで行政に働きかけ、新しくで
きる施設の中に田畑を作り、農業体験の場を確保して
いる。

東京都

20 個人 徳重　重則（６９）
因幡の郷土芸能である「傘踊り」を次の世代へ伝承す
るため、地域の子どもたちに指導を行っている。

鳥取県

21 個人
上田　潤二（上田　宗
冏：上田宗箇流家元）
（６５）

青少年育成県民会議会長として、全国で初めて大学と
の連携を図り、青少年育成活動を支える人材を育成す
る「青少年育成カレッジ事業」を行っている。

広島県

22 個人 平元　正人（６７）
フットベースボール審判員及び市子ども会育成連合協
議会副会長として、フットベースボールを通した子ども
たちの交流や世代間の交流活動を行っている。

広島県

23 個人 工藤　　良（３３）

全国で初めて更生保護施設として認可を受けた特定非
営利活動法人代表理事として、遊び・非行型青少年を
はじめとする、居場所のない青少年及びその家族らの
相談や支援活動を行っている。

福岡県

24 個人 倉田　正雄（８１）

補導・声かけ活動時に、腕章やベストを着用せず自然
体で青少年と接している。また、市青少年育成センター
補導員会長を歴任しており、理事会において諸活動に
対する適切な助言を行っている。

浜松市

      



区分 受章者 活動内容 推薦団体

1 企業 株式会社　荘内銀行
「女性の能力発揮は企業発展のキーワード」をスローガ
ンとして保育料補助、託児施設への出資及び施設利用
社員に対する支援等を行っている。

山形県

2 企業
曙ブレーキ工業株式
会社

法定を上回る3歳までの育児休業制度や小学校6年生
までの育児短時間勤務制度など育児支援制度充実の
ための取組を行っている。

埼玉県

3 企業
埼玉トヨペット株式会
社（はあとねっと輪っ
ふる）

ショールームを利用し様々な年齢や立場の人々が集い
交流し、地域社会で子育てを支援する気運を醸成して
いる。

埼玉県

4 企業 株式会社　ネスティ
昭和58年の設立当初から、育児休暇、再雇用、在宅勤
務、短時間勤務等子育て支援のための様々な取組を
積極的に実施している。

福井県

5 企業
遠鉄システムサービ
ス株式会社

法を上回る育児休業制度や育児休業中の経済的支援
を実施、仕事と育児の両立に積極的に取り組むなど、
働き方の見直しを実践している。

静岡県

6 企業 株式会社　ふくや

県「子育て応援宣言」企業登録第１号として福岡市次世
代育成支援推進協議会等が主催する研修会等で、自
社の取組事例を紹介し、地域内での他社の取組を刺激
している。

福岡市

7 企業
株式会社　第一印刷
所

従業員の仕事と子育ての両立の実現等働きやすい環
境の整備を進めることで子育てを推進している企業とし
て注目を集め、地域における子育ての支援気運を高め
ている。

厚生労働省

8 団体
特定非営利活動法人
子育て応援かざぐる
ま

親の子育てへの支援を行う訪問活動を柱としながら、
子育て広場づくり、乳幼児親子対象の子育て講座を連
動して行っている。

北海道

9 団体
特定非営利活動法人
矢巾ゆりかご

県内でいち早く設立された子育て支援NPOであり、家庭
教育総合推進事業の活用や自主的な子育て支援事業
を実施している。

岩手県

10 団体 ボランティア萠木
市内で行われる様々なイベントで託児ボランティアを行
う。また、読み聞かせを通して親子が本に親しむ活動を
行っている。

宮城県

11 団体
特定非営利活動法人
メリーゴーランド

地域コミュニティとのつながりを重視し、空き店舗を活用
して、コミュニティハウスを開設し、親子の居場所づくり
やネットワーク形成に取り組んでいる。

秋田県

12 団体
特定非営利活動法人
やまがた育児サーク
ルランド

空き店舗を利用した子育て支援施設の運営や育児
サークル交流研修会による地域の自主的育児活動の
支援・ネットワーク化に取り組んでいる。

山形県

13 団体
会津美里町本郷幼稚
園・保育所保護者会

平成12年より子育て支援の一環として、家庭における
父親の存在と役割について共に考えあう「父ちゃんシン
ポジウム」を開催している。

福島県

「子育て・家族支援」　３５件



14 団体
古河市地域女性団体
連絡会

子育てサロン「ゆりかご」を設け、親が会員とともに「生
活の知恵」や「地域にまつわる伝統文化」などを学び、
その間は、子どもたちを会員が預かるという取組を行っ
ている。

茨城県

15 団体
特定非営利活動法人
ままとーん

子育て中の母親達が集まって、地域子育て情報の収集
及び提供、講習・イベントの開催、子育て親子が交流
し、子育ての不安を解消できる広場作り、子育て支援者
のネットワーク構築を行っている。

茨城県

16 団体
特定非営利活動法人
わこう子育てネット
ワーク

地域における子育て支援の活動をいち早く開始し、活
動実績を評価され県内で初のつどいの広場の運営を
受託している。

埼玉県

17 団体
特定非営利活動法人
保育サービスひまわ
りママ

設立当初より、会員制の保育サービス等、市のファミ
リーサポート制度の役割を担い、市民による、市民のた
めの保育サービスの拡充を図っている。

東京都

18 団体
特定非営利活動法人
ままとんきっず

長年にわたる活動継続により、子育て支援フルメニュー
の民間子育て支援センターとして、子育て中の親が集
い利用する場だけでなく、高校生世代からシニア世代ま
で地域の多世代に参加の機会を提供している。

神奈川県

19 団体 まいせるふ
子育てに関する多彩な講座(託児付き)の開催し、この
12年間で１，０００人を超える子育て中の母親が参加し
ている。

静岡県

20 団体
みえ次世代育成応援
ネットワーク

「子育て応援！わくわくフェスタ」を通して企業とＮＰＯな
どの団体を結び付け、また企業や団体の取組のメッ
セージを発信している。

三重県

21 団体
特定非営利活動法人
みんな

資源ごみ回収「カランコロン」や「柏原子ども教室　い・
ち・み」や「アトリエ　かめれおん」を運営し、地域での障
害児の子育てと自立支援を行っている。

大阪府

22 団体
子育て応援ネット推
進協議会

全国で初めて、市町域においての女性団体、青少年関
係団体や子育てサークル等がネットワークを組み、切
れ目のない子育て支援を実施している。

兵庫県

23 団体
特定非営利活動法人
子育て支援ネット
ワークとくしま

行政が発行する子育て情報誌の編纂や、子育て支援
情報の集積を図るとともに、子育てサークルの立上げ
や運営支援、交流活動等を通じてネットワーを形成する
などの取組を行っている。

徳島県

24 団体
土佐地区少年警察ボ
ランティア協会

「ふれあい出前非行防止教室」を開催し、地域全体の
少年の規範意識を高め、防犯や非行防止を推進すると
ともに、地域の世代間の交流を図り、地域の絆を深め
ている。

高知県

25 団体
特定非営利活動法人
唐津市子育て支援情
報センター

育児不安に対するケア窓口及び子育てに関する情報
提供をワンストップかつ双方向的に行い、緊急サポート
事業や病後児保育事業を実施するなど市民の子育て
と仕事の両立支援を図っている。

佐賀県

26 団体 霞翠小学校　翠の会
土曜日の子どもの居場所づくりの実施、子どもの安全
を守る運動、広報誌の発行等の取組を行っている。

長崎県

27 団体
鹿町町民生委員児童
委員協議会

手作りの人形劇の開催、茶摘み体験等独自の取組の
ほか、学校行事や地域行事への参加など、子どもたち
との交流を深めるとともに、課題を抱える子どもや子育
て家庭を見守り、子育ての相談・支援活動に取り組ん
でいる。

長崎県



28 団体
黒木わいわいクラブ
運営委員会

児童クラブの安定的な運営財源を確保するため、オリ
ジナル焼酎作りに取り組み、子ども達が焼酎仕込みな
どの作業に参加し、ラベルも子どもの書いた中から採
用するなど、地域で支える児童クラブ運営のあり方を考
えるモデルケースとして活動している。

鹿児島県

29 団体
京都市地域女性連合
会

電話相談窓口や京都市内の620箇所に家庭支援や親
の子育てに関する支援のための拠点を設ける等、子育
て支援に積極的に取り組んでいる。

京都市

30 団体
社団法人
家庭養護促進協会
大阪事務所

様々な事情があり乳児院や児童養護施設で生活してい
る子ども達に里親家庭を探す運動を行っており、これま
で９００人を超える子どもに里親家庭を探してきた。

大阪市

31 団体 ｅ子育てセンター
地域で顔の見える関係づくりを大切にした地域サポー
ターと利用者の保育コーディネートと保育の実施等を
行っている。

広島市

32 団体
特定非営利活動法人
子育てひろば全国連
絡協議会

地域子育て支援拠点（子育てひろば）に取り組んでいる
人たちで全国的なネットワークを構築し、子育てに関す
る情報の共有、相互交流を深め、子育てひろばが地域
に根ざして活動することの意義を広く社会に伝えていく
活動を行っている。

厚生労働省

33 個人 江本　節子（６３）
共稼ぎ家庭のカギっ子の放課後の居場所として、ス
ポーツ少年団を立ち上げ、指導者として約30年間青少
年の育成及び子育て支援に努めている。

福島県

34 個人 若月　ちよ（５１）

幼児期からの性教育を推進・支援する「かたくりの会」
の代表として、県北地域を中心に全県において講演や
養成研修などを行うとともに、家庭での性教育資料を作
成・配付し啓蒙を図って意識改革に取り組んでいる。

福島県

35 個人 中川　順子（７５）

民生児童委員や青少年対策地区委員を務めるなか
で、市が撤退した「母と子のふれあい教室」の存続を求
める利用者の声に応え、同事業を１０年間に渡り続け
てきている。

東京都


