
《内閣総理大臣表彰　４件》

部門 区分 受賞者 活動内容 推薦団体

団体
特定非営利活動法人
青尐年自立援助セン
ター

ひきこもりや若年無業者（いわゆるニート）など困難を
有する若者のそれぞれの状態に合わせて、保護者相
談、家庭訪問、寮生活による生活改善、ボランティア
や実習を取り入れた体験型訓練などを提供し、若者
の職業的自立支援に尽力している。

東京都

団体
特定非営利活動法人
ＮＰＯ情報セキュリ
ティフォーラム

子どもをインターネットによる有害情報から守るため、
学校・保護者・関係団体などと連携して、児童・生徒・
学生を対象とした安全教室、保護者や教職員を対象
とした講座、母子生活施設の小学生を対象とした講座
を開催するなど、情報セキュリティの啓発普及に尽力
している。

神奈川県

企業 小浜信用金庫

「一般事業主行動計画」策定が義務付けられる以前
から、育児休業の取得促進や保育料の負担軽減、小
学校就学前まで短時間勤務可などの支援に取り組
み、自社の事業所内保育施設及び学童保育施設を地
域に開放している。また、金庫内にNPO法人を設立
し、子育て支援事業等地域貢献活動を行うなど、助け
合いのネットワークを広げ、地域のおける子育て環境
の向上に貢献している。

福井県

団体
社会福祉法人
安岐の郷

従業員のライフスタイルに応じた多様な勤務体制の導
入、「３６５日開設」の事業所内託児所の設置、子育て
を支援する有給休暇制度導入等、両立支援のための
各種取組を推進しており、職員の定着化が進み、利用
者へのサービス向上につながっている。また、過疎高
齢化の進んでいる地元の廃校を高齢者を中心とした
交流の場「１００円居酒屋」として活用するなど、地域
のコミュニティ活性化に大きく寄与している。

大分県
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

1 団体
特定非営利活動法人
文化学習協同ネット
ワーク

不登校の子どものための居場所の提供やひきこもりの
若者のための就労支援などの自立支援等に取り組み、
蓄積したノウハウと多様なネットワークを活用して子ど
も・若者の支援活動を積極的に行っている。

東京都

2 団体
財団法人
ＮＧＫ留学生基金

愛知県内の大学に在学する外国人留学生に対し、宿
舎の提供や奨学金の支給支援を行うとともに、若者を
はじめとする地域住民と同留学生との語学講座の開催
等の交流の場を設けた活動を展開している。

愛知県

3 団体
バニラシティ・イング
リッシュセンター

若者ゆうゆう広場「ゆうゆうたじま」を核に、子どもたち
の発達段階に応じた居場所づくりに取り組むとともに、
異世代、多世代が自然に交流できる多様な機会を提供
する活動を展開している。

兵庫県

4 団体 ほしはら山のがっこう

自然豊かな環境の中、子どもたちや親子が都市農村交
流や自然体験を通して、「自然と人のつながり」「環境保
全」「これからの暮らし方」について学びあい、自然とと
もに生きる力を持った青尐年の育成活動を行っている。

広島県

5 団体 子育てオアシス
教育委員会、学校等と連携して、不登校の児童や生徒
の学校復帰、社会的自立を支援する活動に取り組んで
おり、今日まで支援した児童生徒は１００名にも及ぶ。

福岡県

6 団体
「子ども演劇」オヤケ
アカハチ　やいま浪
漫の会

八重山地区の小・中・高校生が自主的に公演活動を
行っている現代版組踊団体の父母会として、同団体の
活動を物心両面から支援し、子どもたちの自主性を育
てている。

沖縄県

7 団体 横尾歌舞伎保存会

役者から裏方まで、地域に伝わる農村歌舞伎（地芝居）
に携わる人材の育成に力を注ぎ、文化遺産の継承を通
して世代間交流、地域活性化を図りながら子ども・若者
の健全育成に取り組んでいる。

浜松市

8 団体
特定非営利活動法人
恒河沙母親の会

不登校・ひきこもり等で苦しむ青尐年等やその家族に
対して、関係機関と連携して地域生活をするために必
要な施設の運営及び人的ネットワークの整備を行い、
問題に対する社会的理解を促す活動を行っている。

京都市

 《内閣府特命担当大臣表彰　１６件》　「子ども・若者育成支援部門」
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

9 団体
特定非営利活動法人
アジア太平洋こども
会議・イン福岡

福岡の子どもたちをアジア太平洋地域へ派遣する事業
や約４０の国や地域の子どもたちを招聘する事業に取
り組み、市民レベルの国際交流活動を行っている。

福岡市

10 団体

社会福祉法人
横浜博萌会
子どもの虹情報研修
センター

児童虐待対応機関である全国の児童相談所職員、児
童養護施設の職員に対する児童虐待対応に関する専
門的な研修の実施や児童相談所等から法的対応等の
専門的な相談等を通じて、関係機関の専門性の向上を
図っている。

厚生労働省

11 団体 日本赤十字社

青年赤十字の活動として、「健康・安全」（救急法・AED
の知識と技術の習得）、「奉仕」（ボランティア活動への
参加）、「国際理解・親善」（各国の青尐年赤十字メン
バーとの手紙交換、訪問交流など）の活動を展開して
いる。

厚生労働省

12 個人 山中　睦夫 (64)

元（社）全国子ども会連合会会長として、各都道府県組
織の支援や指導に取り組んだ。また、栃木県になかっ
た指導委員会を創設し、後進の指導・育成に尽力する
とともに、地域の子育て環境作りの活動に取り組んでい
る。

栃木県

13 個人 井内　清満 (64)
非行尐年等に対する相談を３６５日２４時間の体勢で対
応しているなど、立ち直り支援を目的とした様々な活動
に取り組んでいる。

千葉県

14 個人 長尾　正 (80)

各務原市内の児童、生徒を対象に、人間教育を重視し
た合唱の指導に取り組み、合唱技術の向上を図りつ
つ、子どもたちに集団生活や社会でのルールなども学
ばせている。

岐阜県

15 個人 山﨑　佳彦 (60)

資源ごみの回収、田んぼの学校、夏休み自然探検隊
及びいも茶がゆと餅つきの集いなどの体験や地域の人
達との交流を通じ、子どもたちが主体的で自立した人間
に育つよう、健全育成に取り組んでいる。

和歌山県

16 個人 大江　隆之 (42)

ひきこもり、若年無業者（いわゆるニート）、不登校、非
行等の青尐年支援のため、就労体験を通じた居場所づ
くり、人とふれあう機会の創出、達成感の醸成に取り組
み、困難を有する青尐年の支援のため多岐にわたる積
極的な活動を行っている。

和歌山県
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

1 企業
福井県民生活協同組
合

法を上回る育児休業、短時間勤務制度のほか、一時
パート制度やエリア制度など多様な勤務制度を取り入
れた独自の取組を行うとともに、店舗に子育て支援施
設を併設するなど、２０年以上にわたり地域の子育てを
支援している。

福井県

2 団体
特定非営利活動法人
子育てコンビニ

子育てに関するＨＰ（年間訪問者約40万）、子育て中の
女性の社会参加支援、地域ＳＮＳコミュニティを活用し
た親の悩み・不安解消のための話題提供、地域ボラン
ティア事業への参加など、幅広い活動を行っている。

東京都

3 団体
特定非営利活動法人
子育てサポートセン
ターきらきらくらぶ

県内初の子育て支援NPOとして20年の活動実績。子育
てサポートセンターの運営、一時保育、子育て相談、子
育て広場の運営（父親の育児応援等）を行っている。ま
た、市内に避難している東日本大震災被災者への支援
活動を行っている。

福井県

4 団体
かんなみ子育てネット
２０００　ハッピーキッ
ズ

22年の活動実績があり、同会の卒業ママによるボラン
ティアで運営している。幼稚園・保育園へ入園前の親子
のための子育て支援、週1回親子で参加できる体操や
季節や行事にあわせた活動を行っており、町内の出生
者の１/4が参加し、近隣からの参加者も多い。

静岡県

5 団体
四日市市おもちゃ図
書館運営ボランティ
アよっちゃんグループ

21年にわたり、おもちゃ図書館や移動おもちゃ図書館を
通じて楽しい遊び方を教えることや子育てに関する親
の悩みや相談に対応するなど、おもちゃを通じた子育て
支援を行っている。

三重県

6 団体 関西生命線

21年にわたり、在日外国人のためのお弁当講習会やイ
ベント等による地域住民との交流や母国語（台湾語、北
京語）での電話相談「いのちの電話」などによるサポー
ト活動を行うなど、孤立しがちな在日外国人親子の絆
や地域住民の交流を深める活動を推進している。

大阪府

7 団体
ＮＰＯと行政の子育て
支援会議

県内の行政42団体、NPO等151団体が参加し、県と6地
域のNPOが協働で事務局を担っている。地域での交流
会や情報誌発行や全県でのイベントや情報メールの配
信等により、最新のNPO等活動や行政情報を発信して
おり、地域の子育て支援環境の向上に寄与している。

兵庫県

8 団体
社団法人
兵庫県看護協会

育児不安をもつ親や孤立しがちな親子がスーパーや公
民館など身近な場所で気軽に集まり、相談できる「まち
の保健室」を行政や自治会、育児サークルなどと連携
し、全県585カ所で開設するなど子育て支援を10年以上
継続して行っている。

兵庫県

《内閣府特命担当大臣表彰　１3件》　「子育て・家族支援部門」
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区分 受賞者 活動内容 推薦団体

9 団体
特定非営利活動法人
子育てネットワーク
えひめ

県内の子育て支援活動団体の中心的な役割を担い、
乳幼児親子の集いの場を数多く提供、情報誌の発行・
無料配布、県内最大の情報サイトの運営、子育て家庭
にサービスを提供する企業の開拓を行うなど、地域に
おける子育て家庭への支援充実に取り組んでいる。

愛媛県

10 団体
特定非営利活動法人
地域サポートよしの
ねぎぼうず

子育て家庭の家事支援、乳幼児を持つ母親の交流サ
ロンなどの子育て支援を軸とした活動のほか、青尐年
の離島生活体験、地域見守り活動や民話の伝承活動
などの活動を住民と協働して実践している。

鹿児島県

11 団体
特定非営利活動法人
キッズデザイン協議
会

「子ども」と「デザイン」を活動の中心に据え、業種を超
えた社会性ある事業を推進する国内唯一のＮＰＯ。子
ども目線による顕彰制度（キッズデザイン賞）とマークの
発給によってトップランナーの製品、活動、組織などを
社会に広め、かつ消費行動にも結び付けている。

経済産業省

12 個人 石橋　孝子 (60)

自宅の離れを開放して、保護者が帰宅するまでの間、
子ども達が過ごすことの出来る居場所作り（集いの家）
を12年間行っている。また、月１回、地域住民や保護者
も参加したお楽しみ会の開催や老人ホーム訪問を実施
するなど、地域の交流を図っている。

島根県

13 個人 川村　和久 (60)

小児科医として、「母親の不安・心配の解消」を理念に、
広報紙やホームページによる医療情報の提供や、メー
ルによる育児相談を行い、また、診療所主催の「お母さ
んクラブ」を立ち上げ、地域に根ざした子育て支援活動
を18年以上展開している。

仙台市
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