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特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク
（神奈川県横浜市）神奈川県推薦

児童養護施設での「ことばの力をつけて自立を促す」取組を平成
20年から実践している団体です。施設での取組を通じて、成育歴の
中で良質な言葉に出会えない子供たちがいることを知りました。「こ
とばキャンプ」は、暴力ではなく言葉で自分の気持ちや考えを表現し
人の話を聞けるようになるトレーニングです。このプログラムは施設
職員も対象にしており、子供と共に学ぶことで、子供を肯定的に見て
言葉を引き出すスキルを得ることができます。施設全体の養育の向上、
コミュニケーション向上にも寄与しています。

１

一般社団法人栃木県若年者支援機構
（栃木県宇都宮市）

栃木県推薦

子供・若者の総合的な支援を栃木県内全域で活動している団体です。
不登校・高校中退の学習支援から始まった活動をもとに、平成22年に
一般社団法人として開設しました。現在は、生活困窮者自立支援の就
労準備支援の形態の一つとなっている中間的就労に取組むほか、とち
ぎ若者サポートステーション、栃木県子ども若者・ひきこもり総合相
談センターを運営し、子供・若者だけでなくひきこもりの相談支援に
も力を入れています。平成30年には子供食堂や居場所をワンストップ
で提供する「キッズハウスいろどり」を開所し、貧困下の子供たちの
支援でも栃木県の中心的存在となっています。

内閣総理大臣表彰（２件）

中間的就労「玉葱選別」の様子

発達障害学習支援の様子

「キッズハウスいろどり」の様子

児童養護施設で伝言ゲーム

ことばキャンプのロゴ

じゃむ

子供と大人が一緒に参加

じゃくねんしゃ

※ＪＡＭは、Japanese & 
American Mothersの頭文字です。
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内閣府特命担当大臣表彰（９件）

特定非営利活動法人ＮＰＯホットライン信州
（長野県松本市）

長野県推薦

自立が困難な要支援者に多角的な寄り添い型支援等を通して、
誰もが「居場所」「出番」「就労」「自立」「生活の改善」が
できるよう、県内で支援ネットワークを構築している団体です。
具体的には、24時間365日の無料電話相談と面談同行による
適切なアセスメントやケアを実施するため、県内数カ所の拠点
とこども食堂（90ヶ所）に年間2万人が参加することで、誰
もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、活動していま
す。また、「“もったいない”をありがとうの笑顔につなぐリ
レー」フードバンク（子供用品・食料品の無料提供）活動では
年間30万点・60ｔの支援物資を子供食堂等に提供し続けてい
ます。

個人・企業から様々な物資が集まる
3,200点集荷の「こども応援リレー」

２

特定非営利活動法人いわてGINGA-NET
（岩手県盛岡市）

岩手県推薦

東日本大震災の学生ボランティア活動をきっかけに結
成された団体で、若者の社会貢献支援活動と人材育成活
動に取組んでいます。東日本大震災の復興支援活動の経
験をもとに、災害発生時の学生ボランティアのコーディ
ネートや災害をはじめとする文化・歴史的な学びを次世
代に伝え、地域を元気にする人材を育成することを目的
とした「いわてフィールドワーク・ラーニング」の企
画・運営や、平常時から研修会などを通じ岩手県内の学
生ボランティアたちが学校（高校・大学・専門学校等）
の枠を超えてネットワークを構築することを支援する
「いわて学生ボランティアネットワーク事業」を展開し
ています。

漁業体験活動
漁師との交流の様子

いわてGINGA-NET
ホームページTOP

ぎんがねっと

「信州こども食堂」での学
習支援こどもクイズ大会の
様子
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３

ＮＰＯ法人音楽療法ゆる～り
（京都府京都市）

京都市推薦

発達障害など、その他障害を抱える子供を対象に音
楽療法、療育の活動を行っている団体です。また、親
子向け参加型コンサートや、保育園、児童館、病院、
その他様々な場所での演奏等を実施しています。虐待、
いじめ、少年犯罪防止を目的とした活動や、心と身体
の健康維持・向上・長寿を目指し音楽の効果を利用し
た催しを開催しています。このほか地域に住む高齢者
との交流など、地域交流の場を作ることや地域の団
体・大学・企業等と連携することによって地域の繋が
りを深め地域コミュニティの活性化に取り組んでいま
す。

障害を抱える子供の
音楽療法の様子

虐待防止のための
親子コンサート

鹿谷町まちづくり協議会
（福井県勝山市）

福井県推薦

地域の小・中学校、公民館や各種団体等と連携し、
「鹿谷町雪まつり」や集団宿泊体験「鹿谷町わくわく合
宿通学」の実施、外来種の駆除活動や「鹿谷恐竜ひょう
たん」の特産品化の取り組み、鹿谷町の城山の歴史訪問
と植物調べ、ハナモモ植樹など、子供たちと共に地域活
性化と青少年育成の新たな活動を続けている団体です。
平成29年からは、首の長い形のひょうたんを「恐竜のま
ち」勝山市にちなみ、「鹿谷恐竜ひょうたん」として地
元の児童らと一緒に特産化する取組を開始。栽培から加
工までを子供たちの意見を取り入れながら共に行ってお
り、近隣の道の駅を通じて全国発信をしています。地域
の子供たちと一緒に生み出すこの取り組みは、地域の活
性化とともに、子供たちの地域への愛着や誇りを醸成す
ることにも繋がっています。

「恐竜ひょうたん」を
水洗いする児童 セイタカアワダチソウ駆除

しかたにちょう
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４

一般社団法人
静岡学習支援ネットワーク

（静岡県静岡市）
静岡市推薦

静岡市内において、貧困等生活上の困難に陥りやすい
女性やひとり家庭等の「勉強したくてもできない」中学
生を主な対象に学習支援と居場所支援を行っている大学
生の団体です。団体のミッションとして「私たちは勉強
したくてもできない子供たちの一番近くで一人一人に寄
り添った支援をします。そしてどんな子供たちも夢に
チャレンジできる環境が保障された社会をつくることに
貢献します。」を掲げ、これまで200名を超える子供た
ちをサポートしており、関わった大学生は100名を越え、
若者の社会参加の機会にもなっています。また、親子が
共に分かり合える場づくりとして、親子でのクッキング
やゆっくり話せる時間を過ごすことができる企画も実施
し、ひとり親家庭等の精神的拠りどころにもなっていま
す。

教室ミーティングの様子 イベントの様子

自然探険コロボックルくらぶ
（埼玉県川口市）

埼玉県推薦

「命のつながり」をテーマとして、川口市内の森
や川などで子供たちを対象に昆虫、植物、野鳥等の
観察や体験活動を行っている団体です。また、川の
浄化や絶滅危惧種を保護する活動も行っており、環
境保全にも力を入れています。捕ってきたバッタの
飛距離を競ったり、間伐した木を利用して焼きいも
をしたりするなど、子供が楽しみながら自然体験が
できるように工夫しています。ビオトープの様子を
カメラで写し、解説を付けてオンライン自然観察会
をしました。このような自然体験を通じて、子供た
ちは、命の大切さや自己肯定感、協調性等多くの力
を身に付けつけることができています。活動を継続
する中で、環境系の進路を選択する子供も出てきて
います。

「桑の実ジャムづく
り」の様子

「カヤックで綾瀬川の
ごみ拾い」の様子
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５

順正学園 ボランティアセンター
（岡山県高梁市）

岡山県推薦

じゅんせい

平成13年に開設以降、学生自らがスタッフと
して企画運営をしており、挨拶運動をはじめとし
た非行防止や防犯活動（ももパト隊）を行い、さ
らには、子供がいる困窮世帯への食糧支援等をボ
ランティアとして行うなど、幅広い活動によって
少年の健全育成に寄与している団体です。子供が
いる困窮世帯への食糧支援は、平成２７年から開
始し、支援協定を結ぶ自治体（現在は岡山市、倉
敷市、総社市、高梁市、宮崎県内の一部が中心）
と連携して困窮世帯を把握し、月１回のペースで
食糧の送付を行っています。支援を受けた世帯や
子供からは、感謝の言葉が送られてきており、同
活動によって、子供の発育支援はもちろんのこと、
人格形成にも寄与しており、その活動が非行防止
にも寄与しています。

子供との触れ合い活動地元企業からの食糧支援

株式会社 スリーハイ
（神奈川県横浜市）

神奈川県推薦

横浜市都筑区にある産業用・工業用ヒーターを製
造、販売している企業です。同企業は準工業地域に
位置しており、平成25年から、地域に開けた企業
を目指して社内地域活性化サークル「つづきっずは
い！」としてCSR活動に力をいれてきました。さら
に、地域の子供たちに、もっと町工場を身近に感じ
てほしいと東山田地域の工場（80社）を練り歩く
ツアー「こどもまち探検」を企画。年間200名の子
供たちを受け入れ、教科書では教えられない町工場
のものづくりの凄さや経営者の話など子供たちに伝
えてきました。子育てを“点”ではなく“面”で育
てる「地域子育て」を町内会等と連携して行ってい
ます。

工場エリアの説明
（防災マップ）

「クリーニング工場見学」
の様子
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創作クラブ Grian
（愛媛県今治市）

愛媛県推薦

障害の有無に関わらず、子供から高齢者までがつな
がりを実感しながら、豊かに過ごせる古里（島）暮ら
しを実現するために、伯方島の魅力をいかした創作
ワークショップ、交流イベント等を展開している団体
です。自然素材をいかしたクラフト体験、島をフィー
ルドにした環境学習等、多様な世代の気づきを促すプ
ログラムを企画し、その担い手として中高校生ボラン
ティアの主体的な参画機会を提供し、学習の機会とし
ています。平成26 年、「瀬戸内しま博覧会（瀬戸内
しまのわ）」へ の参画をきっかけに観光交流事業にも
積極的に取り組み、昨今は加工品づくり、住民主体の
コミュニティカフェをオープンしました。

6

学生ボランティア 島の自然素材をいかした
ものづくり

ぐりあん
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特定非営利活動法人ゆうゆうクラブ
（香川県高松市）香川県推薦

子育てしやすい地域づくりのために、子供食堂、高齢者支援や地域子育て支
援拠点事業等を行っている団体です。平成30年4月より毎月1度夕方に開催を
している多世代型の子供食堂「ゆうゆう食堂」を開設・運営してきましたが、
令和2年度からは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に合わせて「ゆうゆ
う給食堂」という学校休校時における無料昼食支援の場を設け、提供方法をお
弁当の配布や支援品の配布に変更しながら、行っています。

地域子育て支援拠点事業では、子育て中の家族と地域の高齢者が交流するこ
とで、地域の一体感や多世代間交流が図られています。

７

コロナ無料昼食支援(弁当)
ゆうゆう給食堂の様子

内閣総理大臣表彰（１件）

子育て世代と高齢者のお花見
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内閣府特命担当大臣表彰（４件）
特定非営利活動法人
子どもＮＰＯセンター福岡

（福岡県福岡市）
福岡市推薦

ふくおか子ども白書2018

子どもアドボカシー
公開講座

８

市民やNPOのつながりや連携の核となるとともに、
そのネットワークを活かした行政との協働や研究活動
を通じ、子供と家庭への支援を行う団体です。市民活
動のネットワークを里親制度の啓発や里親支援に活か
した行政との共働事業を15年以上継続し、家庭養護
の充実に寄与しています。また，様々な情報発信や講
座を通じて子供の社会課題に対する市民一般の関心を
高めると同時に、NPOの運営を支援するなど、市民
活動の発展に貢献しています。学童期の子供や中高生
の居場所づくりにも取り組んでいます。さらに，『ふ
くおか子ども白書』の編纂を通じ、多様な立場から子
供を取り巻く現状の分析や活動報告、提言を行ってい
るほか、『子どもアドボケイト』の養成を行うなど、
市民の力による子供の福祉向上をリードしています。

特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂
（岐阜県瑞穂市）

岐阜県推薦

みずほ

瑞穂市を拠点に、子育て支援と子供の体験活動を企
画・実施している団体です。平成14年の法人化以降、瑞
穂市の子育て支援の拠点として活動を広げ、29年度には
市認可の小規模保育所「まめっこ保育園」を開園しまし
た。園では、支援の必要な家庭を積極的に受け入れ、保
育と子育て支援を包括的に行っています。また、地元中
学校と協働して保育体験の授業を実施しており、かつて
幼児として預けられた経験を持つ中学生が子を預かる立
場になったり、かつて中学生として乳幼児を預かった子
が親になり、我が子を後輩に預けに来たりするという世
代の循環が始まっています。

保育体験授業
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９

株式会社チャイルドハート
（兵庫県神戸市）

兵庫県推薦

従業員が無理なく、長く働き続けられるよう、一
人ひとりに合った働き方を選べるように工夫されて
いる企業です。経営目標に、利用者だけでなく、従
業員も幸せを感じられるよう「幸せの追求」を掲げ、
創業時から、パートも含めた従業員一人ひとりとの
面談の時間の確保を大切にし、働きやすくするため
のニーズに都度対応してきました。従業員は、パー
トタイム、短時間正社員(月勤務時間127.5時間以
上）、正社員(同170時間前後)から働き方を選ぶこ
とができ、３つの働き方を行き来するのも自由です。
また、パートタイムや短時間勤務正社員の管理職へ
の登用も行っています。

定年制はなくシニア保
育士も活躍

認定ＮＰＯ法人子どもと文化のひろば
ぷれいおん・とかち
（北海道帯広市）

北海道推薦

子供の生活文化・芸術文化体験、子育て支援、
多世代交流などの活動を通じて、子育ち親育ちの
ネットワークづくりを行っている団体です。「プ
レイセンターにじっこ」は、子供自身があそびを
選び自由に遊びこめる環境と、親同士の子育ての
学び合いが特徴です。参加者一人一人の主体性に
基づくエマージェントリーダーシップの育成を重
視、受け身ではなく役割を担って親同士認め合え
る関係性を築いています。親が自己肯定感を高め、
子供と一緒に家族も成長できるプロセスは、地域
の子育て環境向上に寄与するものです。また、近
隣の森の中でのあそび場づくりは、《子どもが育
つ、森が育つ、地域が育つ》といった複合的な要
素を兼ね備え、その取組は、森の拠点施設や森作
り団体とも連携して行われています。

あしあとの森プレイセンターにじっこ 園児とやさしい気持ちで
向き合える安心して働け
る環境


