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内閣総理大臣表彰（３件）

いいづか人材育成グループ『ユリシス』
（福岡県飯塚市）福岡県推薦

日本語教室運営支援の様子 成人式運営支援の様子

海洋体験の様子 体験型国際交流文化祭の様子 １

平成１９年度、平成２０年度に飯塚市教育委員会主催の
「飯塚市中学生海外研修事業」へ参加し、オーストラリア
でファームステイやホームステイ、野外体験等を経験した
研修生ＯＢ・ＯＧが中心メンバーとなり、平成２１年１１
月に団体を設立し、福岡県飯塚市を中心として活動してい
るボランティアグループ。

「地域貢献」「異世代間交流」「国際交流」を活動の
テーマとし、様々なことに参加・協力・チャレンジして、
その活動の中で出会う方々との交流を通じて、「自ら学び、
感じ、成長していくこと」をモットーに、来日間もない外
国人支援と異文化間交流を目的とした日本語教室の支援・
乳幼児、小学生、高齢者等との異世代間交流を目的とした
地域での公民館事業へ協力・成人式における運営支援、民
間法人等の助成事業を活用した事業実施等を約１０年間継
続している。

釧路鳥取てらこや
（北海道釧路市）北海道推薦

北海道釧路市では様々な環境の子供たちへの対応のため
に、毎週土曜日に、PTAの役員や町内会、民生委員や保
護司などの市内の有志が『地育』（地域全体で子供を育
む）にあふれる社会づくりを目指し、市内の児童を対象に
平成２４年『釧路鳥取てらこや』を立ち上げ、学習のサ
ポートや遊びを通して、多世代交流、子供たちの居場所づ
くり、地域の活性化等に取り組んでいる。

昨年度は延べ約１,２００人が参加。
また、平成2５年度からは、①基礎学力の向上・定着、

②主体的に学習活動に取組む姿勢の育成、③算数嫌いの軽
減、④学ぶ楽しさの実感を得ることなどを目的に、市内の
児童を対象に算数検定を他団体の協力を得て、毎年開催し
ている。

活動場所の集会所 学習活動の様子

自由時間の様子 算数検定の様子

くしろとっとり



特定非営利活動法人セカンドチャンス!
（東京都文京区）法務省推薦

我が国初めての少年院出院者の自助グループであり、
少年院出院後、当事者が直面しがちな悩みや困難、また
その先にある希望を共に分かち合い、成長し合うことを
目指し、全国各地で当事者間の交流会活動や、少年院で
の講演活動を行っている。また、書籍の出版やシンポジ
ウムの開催を通じて、少年院出院者の立ち直りのための
啓発活動を行っている。

再犯・再非行防止のため少年院出院者の孤立を防ぐこ
とは極めて重要であり、今後も、全国規模で同団体が活
動することで、多くの子供・若者が更生を果たすことが
期待できる。

シンポジウムの様子 合宿の様子 海外での講演の様子

交流会の様子 少年院における講演の様子

２

子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】受賞者概要
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内閣府特命担当大臣表彰（１０件）

一般社団法人あきんどなまか
（山形県鶴岡市）山形県推薦

平成25年に活動開始、団体構成員
は４名。

同団体は、高校生の地元定着と進学
後のＵターンを増やすため高校生と地
元企業の職業体験会「WAKU WAKU
WORK」を開催。高校に企業等を集
め、ブースで職業の説明ではなく、体
験をすることにより、楽しく地元企業
等の魅力を高校生に伝えている。企業
は、飲食、介護医療、製造業、金融、
行政等多様で、多くの職種を体験でき、
社会人から直接仕事のやりがいを学ぶ
機会にもなっている。

職業体験の様子

３

一般社団法人Atlas
（滋賀県守山市）滋賀県推薦

平成1９年に活動開始、団体構成員
は１５名。

同団体は、生活困窮家庭の小・中学
生に対して、学習の支援のみに留まら
ない居場所づくり、相談支援、体験活
動など、一人ひとりに応じて柔軟に支
援の枠を拡げるとともに、高校入学後
も必要に応じた支援を継続している。
その結果、高校中退予防となり、高校
卒業後にも今度は就職・進路実現に寄
与し、高校卒業後ボランティアとして
活躍してくれるようになっている。

学習支援の様子

修了・卒業式＆離任式修了・卒業式＆離任式
の様子

社会体験活動（大
学祭・研究室訪
問）の様子

平成１９年に活動開始、団体構成員
は１７名。

学生による大学ボランティアセンター

設立活動を契機に、ボランティア募集
者と活動者を仲介するボランティア
コーディネート活動を自主的に実施。

平成２１年１１月に大学公認の機関
としてボランティアセンターが設置さ
れ、東日本大震災を契機にして、多く
の学生がボランティア活動に参画する
ようになる。このほか、学生と地域住
民との活発な交流の機会を生み出す事
業を展開している。

大阪府立大学ボランティア・

市民活動センターV-station
（大阪府堺市）大阪府推薦

被災地での活動の様子 「Ｖ仮面のボランティア
先生（出前授業）」の様子

「府大ご近所サミット
（ラウンドテーブル）」の様子

アトラス

ブイステーション



子供と家族・若者応援団表彰【子供・若者育成支援部門】受賞者概要

特定非営利活動法人ぐんま子ども
セーフネット活動委員会

（群馬県高崎市）群馬県推薦

ネット講習会の様子

平成１８年に活動開始、団体構成
員は３０名。

子供を取り巻くメディアの有害情
報、特に携帯電話やインターネット
をめぐる問題の深刻化を踏まえて、
市民の立場である「市民インストラ
クター」として、調査・啓発活動等
に取り組んできた。

小中学生、高校生、保護者、教職
員等を対象に、情報モラル教育やイ
ンターネットリテラシー向上のため
の教育を、「ネット講習会」として
継続して実施し、子供が安全に安心
してインターネットを利用するため
に必要なルールを伝え続けている。

４

シンポジウムの様子

店舗内ＷｉＦｉ
環境調査の様子

櫻井 佳代子
（愛知県江南市）愛知県推薦

平成24年に活動開始。
喫煙や飲酒等をする不良行為少年、

非行を犯した少年、ひきこもりや不
登校等の問題を抱えた少年を対象に
パンづくりを通じた支援活動を開始
し、少年の更正と自立心を芽生えさ
せ、社会に適応できる支援活動を行
うとともに、少年の居場所づくりや
親子関係の修復、地域との絆を深め
る活動に貢献している。

パンつくり教室の様子

ひきこもり児童
等対象のパンつ
くり教室の様子

櫻井佳代子さん

鈴木 壽美子
（静岡県静岡市）静岡市推薦

外国人実習生等鈴木壽美子さん

平成18年に活動開始。
経営する農園等において外国人実

習生を積極的に受け入れ約40名の実
習生を育成するほか、次代を担う、
地元の中学校や養護学校、県立農林
大学校の生徒など、若い世代のイン
ターンシップの受入れも積極的に行
い、意欲的に農業の魅力を伝えてい
る。その際、農業者としてのモラル
をはじめ、「優しさ」や「思いや
り」など、「人」としての育成（人
格形成）を重視し、国内外の若者の
自立に顕著な貢献を果たしている。

学生等インターシップの様子

さくらい かよこ

すずき すみこ
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発達障がいを考える会ブルースター
（山口県長門市）山口県推薦

平成16年に活動開始、団体構成員
は18名。

発達障害の当事者とその家族の方
がこの地域で生き生きと暮らすこと
ができるために、必要な支援の礎を
築くことを目的として、早期からの
療育活動、社会で生きていくために
必要な生活技術の教育、自立するた
めの就労支援、 生きがいのある生活
を送るための余暇活動支援などに取
り組んでいる。公開講演会や研修会
の開催などの会の活動により、地域
での理解者や支援者の輪が広がって
いる。

また、身近な地域で切れ目のない
支援ネットワークづくりを行う県事
業に、行政、教育、福祉事業所とと
もに親の会として参加し、連携して
支援にあたっている。

５

討論会の様子

講演会
の様子

レクレーションの様子

登校拒否・不登校に学ぶ
フレンズネットワーク くまもと

（熊本県熊本市）熊本県推薦

講演会の様子 シンポジウムの様子

平成９年に活動開始、団体構成員
は８０名。

子供の不登校に悩み苦しむ親たち
を支える「親の会」を毎月開催し、
親を支えることで学校に行けなく
なった子供たちの支えとなっている。

「親の会」は親自身の気づきや学
びの場でもある。さらに過去の記録
を出版し、親の会に来られない人た
ちや、周りで支える大人たち（学校
の先生や地域の人たち）にも、登校
拒否・不登校への理解を広げている。

南渓いきいき協議会
（佐賀県多久市）佐賀県推薦

農業体験の様子

平成20年に活動開始、団体構成員
は27名。

同団体は、地域振興及びグリーン
ツーリズムを目的として設立され、
体験農園、果実などの摘み取り体験、
田舎料理体験等を年間通じて実施し
ている。

また、佐賀県警察少年サポートセ
ンターが主催する「居場所づくり活
動」にも協力し、非行や不登校等の
少年に対し、農業体験、木工製作等
の体験活動の機会を提供している。

活動を通して、少年に達成感を味
わわせたり、思いやりの心を育ませ
たりし、少年の規範意識向上と自己
肯定感を高めることに寄与している。

木工製作の様子

調理体験の様子

なんけい
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特定非営利活動法人フリースペースふきのとう
（長崎県佐世保市）長崎県推薦

中学校での映画の
上映会の様子

農業体験の様子

フォーラムの様子

昭和63年に活動開始。
同法人は、長年にわたり不登校児・ひきこも

り者とその家族の支援に努めている。
その活動は、親の集まり活動からはじまり、

居場所づくり、相談活動、就労支援等多岐にわ
たり、また長期の支援であるが、親を含め自分
らしく生きるための支援に地道に取り組んでい
る。

さらに、当事者や家族を対象にした活動にと
どまらず、広く地域社会に対して不登校やひき
こもりの理解を深める活動も行っている。

６
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内閣総理大臣表彰（１件）

特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン（東京都千代田区）東京都推薦

父親支援事業による「Fathering」の理解・浸透こそが、「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増やし、日本社会
に大きな変革をもたらすことを目的としてさまざまな事業を展開している。「イクメン」「イクボス」の先駆けとなり、多
様なセミナー（年間300件以上）、講座やフォーラムを全国各地で開催している。一例として、実施している「ファザーリ
ング・スクール（父親学校）」は、男性が育児を楽しむために必要なマインド・スキル・知識について、現役パパの具体的
な指導を受けながら参加型で楽しく学び、懇親会などによりパパ友を増やす参加者目線の活動であり、アンケートでは満足
度９４％（第１期）と参加者から高く支持されている。「イクメン」が浸透した今、セミナーのような地道な活動から、
「マザーリングプロジェクト」「イクジイプロジェクト」まで、時代に合わせた戦略的な活動を行っている。

父親の育児支援の先駆けとなる団体であり、その規模や知名度のみならず、企業や国・自治体との連携・協働等、内容面
でも特に優れた取組みを行っている。また、イクボスや子育て世代のライフプランに関する調査など、積極的に調査研究を
行い公表していることも優れた点である。

これまでの活動の積み重ねと拡がりは、育児に積極的な父親が増え、働き方改革による仕事と生活の両立を進めるための
社会の意識改革に、大きく寄与している。

イクボス企業同盟 イクボス宣言

7
イクボスITベンチャー同盟イクボス宣言
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内閣府特命担当大臣表彰（６件）
特定非営利活動法人

子育てオーダーメイド・サポートこもも
（青森県青森市）青森県推薦

産前産後の手伝いや育児中の困り事
を解決できるサポート団体を作りたい
と、2007年１２月１日団体を設立。
買い物時の預け合い、誰かと話したい
時のお話会など、その時にできる事を
考えて企画実施している。現在は、産
前産後のヘルパー派遣・おさんぽひろ
ば はれるや・こももcafé・プレー
パーク事業を実施している。どの事業
も利用者のニーズをつかんでおり、利
用者の満足度は高い。また、団体収入
源を自主活動でまかなっている。助成
金申請をする場合もあるが、助成金に
頼らず運営するように心がけている。

八戸支部こももCafé

↑ヘルパー派遣事
業の様子

特定非営利活動法人
子育てネットひまわり

（香川県高松市）香川県推薦

コンセプトは「わいわいガヤガヤ子
育て応援団」。地域の居場所の中で互
いの子育てについて情報交換をしなが
ら、一人一人が「自分らしい子育ての
カタチ」を見つけていくことができる
ような場所づくりに取り組んでいる。
「子育ては地域福祉のひとつのコマで
ある」という考えのもと、常に地域連
携を考えたアクションを進めている。
「父親支援」、「子ども食堂事業」等、
子育て家庭の困りごとやニーズに目を
向け企画を実施、当事者や専門機関、
行政担当課を巻き込みながら、地道に
アプローチを続けている。

中学生と赤ちゃんふれあい 8みんなのまめの木食堂

父親支援地域子育て支援拠点事業

←「はれるや」の
様子

特定非営利活動法人

チャイルドサポートこあら
（北海道苫小牧市）北海道推薦

地域の子育て支援を目的とした市民
有志による有償ボランティアグループ
として設立。平成２４年度からは、苫
小牧市の委託事業であるファミリーサ
ポートセンター事業を単独で受託し、
２０年以上の長きにわたり、多数の子
育て世帯の支援をおこなっている。若
い子育て世帯は共働きが多い上に様々
な業種がある昨今、本団体の活動は基
本的に２４時間体制で実施しており、
緊急時の対応も可能なことから、多く
の利用者から喜ばれ、提供会員と利用
者の信頼関係が構築されている。

集団保育の様子 「ファミ・サポ講習会」

交流会の様子
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サマーキャンプの様子

むつみ造園土木株式会社
（秋田県秋田市）秋田県推薦

従業員の能力を生かしながら持続可
能な地域社会の創造に努めており、造
園のみならず土木や緑地の維持管理な
ど幅広く展開している。社内では、従
業員のライフスタイルや価値観を認識
し、仕事と子育てを両立しやすい職場
環境づくりに取り組んでいる。
「復職後の取扱い」は休業直前の部署
及び職務が原則である。「資格取得支
援」対象である育休取得者の中には休
業中に資格を取得し、復職後に資格を
活かして活躍する従業員もおり、ワー
ク・ライフ・バランスを図りつつキャ
リアアップする好事例となっている。
サマーキャンプ等幅広い年齢層を対象
とする行事を開催しており、従業員と
地域住民の交流を図るとともに、企業
の活動への理解促進も行っている。

従業員の子育ての様子

東灘こどもカフェ
（兵庫県神戸市）兵庫県推薦

近所づきあいが希薄化している都市
部において、誰もが集える「居場所」
の運営と、これを拠点とした世代間交
流事業に長年にわたって取り組んでい
る。昔遊びなどの伝統を伝える行事を
定期的に開催し、子供達のふるさとへ
の愛着や誇りを育むとともに、シニア
世代の社会参加と子育て支援を結びつ
ける仕組みを構築した。

伝統料理教室の様子

もちつきの様子

昔遊び（将棋）の様子

絵本読み聞かせの様子

特定非営利活動法人本宮いどばた会
（福島県本宮市）福島県推薦

団体設立以降、長期にわたり子育て
世帯のニーズに沿った積極的な事業を
展開しており、会員数も順調に伸びて
いる。中心市街地で商店街の方や住民
を巻き込んで、子育て支援や多世代交
流に取り組み、つどいの広場やファミ
リー・サポート・センター、ホームス
タートの取り組み等の子育て世帯への
重層的な支援に加え、高齢者や障害者
支援も実施し、そうした各事業間の相
乗効果を上げて取り組んでいる。つど
いの広場では、１階の店舗や周辺の飲
食店等から昼食を持ち込めたり、周辺
マップを作ったり、おでかけ環境を整
えるとともに、障害者の視点からまち
づくりに対する提案も行っている。

さくらんぼひ
ろばの様子

さくらんぼ
ひろば受付
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