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アウトドアチャレンジ
岩手県実行委員会
（岩手県盛岡市）

岩手県推薦

同団体は、岩手県内の野外活動関連団
体が協働し、東日本大震災津波被災地域
の子供たちに対して「野外体験活動」を
主とする価値ある体験活動を提供し、
「心の復興」に貢献することを目的に活
動しています。平成23年から平成27年
まで毎年、岩手山のふもとでキャンプを
11回、29日間開催し、小学生816人が
参加。平成24年からは被災地において
毎年遊びの広場を開催し、内陸での開催
分も含め、これまで計12回、12日間で
子供と家族等4,0９2人が参加。子供た
ちは雄大な自然の中で行われる様々な体
験プログラムを通して、野外活動の楽し
さや達成感を感じることができ、心のケ
アや心身の成長につながっています。ま
た、活動地域の拡大も図っており、地域
全体の野外・体験活動推進の機運が高ま
るよう取り組んでいます。

「キャンプ」の様子 「遊びの広場」の様子

うしづま水辺の楽校世話人会
（静岡県静岡市）

静岡市推薦

がっこうせわにんかい
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キッズファームｉｎ京都大原
（京都府京都市）

京都市推薦

同団体は、概ね小学生までの子供達と
その家族に、消費者として普段触れるこ
との無い、「食と農にまつわる様々な体
験」を提供しています。①食物への興味
関心を喚起し理解を深めること、②里山
への愛着の醸成を活動の目的とし、実施
しています。農作業や食育活動では、子
供達の「やりたい！」の気持ちに寄り添
い、「できた！」という達成感に共感す
ることで、小さな成功体験の積み重ねを
応援しています。その結果、食わず嫌い
だった食べ物にも自ら挑戦しようとする
姿が見られるようになりました。同時に、
親の気づきにも繋がり、一部の家庭では
食卓に変化があらわれています。平成
30年度の利用者数は約400人で、近年
は地元農家との協業や食分野での連携、
地域の子育て支援団体との協働など地域
に根差した活動となっています。

冬野菜の収穫
の様子

きょうとおおはら

同団体は、「水辺の楽校プロジェクト
（国土交通省）」により整備された河川
親水空間を維持管理する団体です。

開校より11年目を迎え、子供達が安
全に利用できるよう、22,000㎡に及ぶ
管理地の草刈りや花木の管理、遊歩道の
整備など、施設の維持管理を行っていま
す。

また、つかみ取り体験のための魚の養
殖、鑑賞会のための蛍の生育管理などを
行い、子供達が都会では体験することの
できない自然環境に触れる場を提供して
います。

さらに、かつて地域の木材業者が行っ
ていた「三連筏」の復元などを通して、
中山間地域の伝統や文化の伝承も行いな
がら、子供達がいつでも水辺に近づける
環境整備に努めています。

「筏体験」の様子 「楽校運営本部小屋」
の様子

活動拠点の
茅葺古民家



特定非営利活動法人ＪＡＣＦＡ
（福岡県福岡市）

福岡県推薦

同法人は、青少年の健全育成を目的とし、
若年無業者やひきこもり等の若者支援を
行っている団体です。若者が仕事や社会に
適応することに様々な困難を抱えている状
況を先見し、無業者就業支援事業を開始し
たほか、多文化理解、国際社会の女性の活
躍や青少年の海外でのボランティア事業等
も実施しながら、若者とその家族の支援を
行ってきました。来談者のカウンセリング
を中心に、様々なワークショップ等を実施
し、地域や教育、行政、企業等と連携しな
がら、若者の社会参加や職業的自立に向け
た支援を実施します。また、国際社会での
女性の活躍を願い、カナダフレンドシップ
大使派遣事業や国内留学事業を実施、無業、
ひきこもりや不登校の児童も同事業に参加
でき、幅広い交流が行われています。多く
の指導者も輩出し、各分野で活躍する若者
の育成支援を行っています。

２
とろっこ

(若者の集いの場)
フレンドシップ
大使派遣事業

聴覚障がい児プログラム研究会
マイ・マイ

（京都府京都市）
京都府推薦

同団体は、聞こえに障害を持った子供
と健聴者がお互いに理解し合いながら積
極的に社会体験を積み、主体的に社会参
加することを目指して、自然体験を中心
とした安全で楽しいプログラムを提供し
ている団体です。プログラム運営にあた
り、ＦＭ補聴器、要約筆記、筆談、口元
からの読み取り、手話、身振りなど参加
する子供達それぞれが分かりやすい聞こ
えを補う方法を用いてお互いが情報交換
できるようにコミュニケーション方法を
工夫するなど、聞こえにくい子供達が音
声情報から取り残されることなく活動が
できるよう、必要な技法や手法の研究、
開発などを継続的に行っています。また、
あわせてプログラムの実践や相互交流を
通じて、聴覚障害者やその家族を含めた
本会活動の担い手となる広範なボラン
ティアの育成を行っています。

ファミリー夏キャンプ
参加家族紹介の様子

マイ・マイフォーラム
経験発表の様子

ジャクファ
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一般社団法人長崎青年会議所
（長崎県長崎市）

長崎県推薦

３

飯能警察署少年非行防止
ボランティア連絡会
（埼玉県飯能市）

埼玉県推薦

同会は、少年指導委員で構成され、街
頭補導活動、風俗営業所への立入り、非
行防止教室等の少年非行防止及び健全育
成活動を行っている団体です。少年指導
委員の活動に創意工夫を加え、少年の視
点に立った活動を積極的、継続的に推進
しています。街頭活動では、大学生ボラ
ンティア等と協力し、多くの少年へ声掛
けをするとともに、パトロールやゴミ拾
いを行い、地域の防犯及び環境浄化に努
めています。また、小学校における非行
防止教室を実施しており、児童が理解し
やすいよう、万引きや金品持ち出しなど
をテーマにした劇により、児童への質問
を交えながら指導を行っています。平成
13年から開始した本活動は、好評を博
し、担当地域内全ての小学校からの要望
を受けて、全小学３年生を対象に実施し
ており、児童の規範意識の醸成に多大な
影響を与えています。
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同団体は、職業の異なる青年経済人の
集まりです。各々が持つ独自の視点で、
我がまち、我がまちの子供たちのために
様々な事業を展開しています。地域社会
や家庭、学校と連携して、未来を担う青
少年へ意識的に目標を持って体験活動に
挑戦できる機会を創出する「ながさき
100km徒歩の旅」を、平成26年から毎
年開催しています。また、家庭の事情で
親と生活ができない子供たちが、多くの
人と出会い、たくさんの経験をすること
の大切さを学ぶための「ふれあい合宿～
心のつながり～」や、市民の方々から病
院でクリスマスを過ごす子供たちへプレ
ゼントを贈ることで子供たちを元気づけ、
市民の方々の社会貢献への意識を高める
ことを目的とした「SANTA RUN IN 
NAGASAKI」等に取り組み、ひとづく
り・まちづくり・青少年育成に尽力して
います。

「ながさき100km
徒歩の旅」の様子

「SANTA RUN IN 
NAGASAKI」の様子

「非行防止教室」の様子 「キャンペーン活動」
の様子



特定非営利活動法人
京都子育てネットワーク

（京都府京都市）
京都府推薦

同法人は、20年以上にわたり、乳幼
児（妊婦含む）の子育て家庭が孤立する
ことなくより豊かに暮らせるよう、循環
型の子育て相互支援社会づくりを目指し、
そのために社会・地域とつながり、発展
し合いながら環境づくり・居場所づく
り・関係づくりに尽力してきました。

子育てサークル活動などを通じて親の
力を引き出し、十人十色の子育てを地域
に発信、親子の仲間づくり、居場所づく
りの支援、子育て支援のためのファシリ
テーター養成などに取り組んでいます。

その結果、平成19年には京都府あけ
ぼの賞、平成22年には京都府子育て支
援表彰を受賞し、平成28年には、京都
府内で広域的に子育て支援に積極的に取
り組む団体を認証する「京都府子育て支
援団体認証制度」で認証を受けるなど、
広く取組が評価されています。

「親と子の仲間作り」
の様子

「居場所づくり支援」の
様子

小金井子育て・子育ち支援
ネットワーク協議会
（東京都小金井市）

東京都推薦

同団体は、地域で活動する子育て・子育
ち支援に関わる団体と、行政、市民をつな
ぎ、相互理解と協働を推進しています。

小金井市は市民活動が活発で、それぞれ
の団体が特色ある有意義な活動をしていま
すが、団体間のネットワークが弱く、一般
市民へのPR活動も十分とは言えませんで
した。

各団体が相互の活動に対する理解を深め、
顔の見える関係づくりをすることにより、
コラボレーションによる新しい活動が生ま
れたり、新たなスタッフの養成・獲得につ
ながったりしています。

また、子育て当事者自身が欲しいと思う
情報を、自ら子育て支援サイトで発信する
ことにより、多くの市民がサイト運営に関
与する仕組みができ、情報提供のツールが
増え、サイトへのアクセス数も順調に推移
しています。

「子供用品交換会」
の様子

「キッズカーニバル」
の様子

特定非営利活動法人
パパちから応援隊

（奈良県大和郡山市）
奈良県推薦

同法人は、平成19年度に奈良県が実施し
た、父親の子育て参画事業の一環である「パ
パと遊ぼうプログラム」（父親が赤ちゃんと
の遊びを通して子育てを学ぶプログラム）の
作成にかかわった、県民会議委員や県内の子
育て支援者を中心に有識者も加えて平成26
年4月にNPO法人格を取得し、誕生した団体
です。

現在は各地で活動する子育て支援者のリー
ダーや新しく養成したファシリテーターも活
動しています。

発足当初は、父親の子育て参画を促進し、
母親の育児負担を軽減する活動が中心でした
が、現在は、父親支援にとどまらず、「夫婦
になる・親になる・家族になる」をコンセプ
トに親が親となる支援事業を展開、夫婦・家
族の絆つくり、コミュニティーの活性化にも
貢献しています。

パパひろばの様子 家族力UPフェスタ
の様子

こがねい

４
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