
2 0 17年度　助成団体一覧

助成団体および対象となる事業（5 0音順）

重い病気を抱える子どもたちの学び支援活動助成

・募集期間：2017年7月1日～2017年8月31日　・助成対象期間：2018年1月1日～12月31日

・応募数：18件　・採択事業数：8件　・金額：計11,051,210円
概要

 助成先団体名 申請事業名 都道府県 助成金額

特定非営利活動法人　
絵本カーニバル

長期に入院する子どもたちに、絵本とワークショップを
通じて学習体験とコミュニケーションを届けるプロジェクト 東京都 1,680,000

特定非営利活動法人 
ＯｎＰａｌ

重い病気で入院する子どもを対象とした
音楽授業等の実施と他地域への展開 福岡県 900,000

一般社団法人　
こどものホスピスプロジェクト

重い病気を抱える子どものための、
体験型のまなびプログラムの環境整備事業 大阪府 1,500,000

特定非営利活動法人　
チャイルド・ケモ・ハウス

重い病気を抱える子どもとその家族への遊ぶ機会、
学ぶ機会を届けるボランティアスタッフ派遣事業 兵庫県 1,732,000

認定特定非営利活動法人　
ポケットサポート

自宅療養中の病弱児と学習支援者を
双方向Webで結ぶ学習支援事業 岡山県 1,650,400

特定非営利活動法人　
ミューズの夢

子どもたちの芸術分野（音楽・アート）の学び・遊びを
サポートする人の育成と派遣 宮城県 792,510

特定非営利活動法人　
み・らいず

医療的ケアが必要な子どものイベントと
保護者向け、支援者向け研修会 大阪府 1,194,000

特定非営利活動法人
ラ・ファミリエ

高校生を中心とした入院中及び復学支援者育成 愛媛県 1,602,300
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助成団体および対象となる事業（5 0音順）

経済的な困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成

 助成先団体名 申請事業名 都道府県 助成金額

認定特定非営利活動法人
茨城NPOセンター・コモンズ

不登校、不就学を防ぐため外国籍児童生徒などを
対象にした学びの場作り 茨城県 1,980,000

特定非営利活動法人
いるかねっと

市営団地における小中学生を対象にした
居場所事業「まなび場」の創設 福岡県 2,000,000

特定非営利活動法人
仕事工房ポポロ

義務教育終了後に社会との接点を失い、
適切な学習環境を得られていない子ども・若者への
支援事業

岐阜県 2,000,000

特定非営利活動法人
STORIA

子どもの「社会情緒的スキル（非認知的スキル）」を  
育む体験学習プログラムの開発及び保護者の子育て
スキルアップ事業

宮城県 1,802,300

特定非営利活動法人
ハーフタイム

葛飾区における生きづらさを抱えた子どもたちへの
寄り添い事業 東京都 1,272,500

特定非営利活動法人
HUG for ALL

【児童養護施設　児童向け】学習支援・進路支援事業 東京都 1,940,000

認定特定非営利活動法人
浜松NPOネットワークセンター

はままつ子どもの学び支援＆セーフティネット強化事業2018 静岡県 2,000,000

ブルーミングネットワーク／
TEAM

高校生による学習塾運営と地域振興活動の推進 東京都 1,800,000

一般社団法人 
みらいTALK

生活困窮家庭学習支援事業 静岡県 1,160,000

特定非営利活動法人
もりおかユースポート

学びとくらしの力を育む学習プログラム 岩手県 2,000,000

特定非営利活動法人
山科醍醐こどものひろば

学校連携・地域福祉型学習支援モデル推進事業 京都府 1,123,934

特定非営利活動法人
 ユースコミュニティー

経済的ハンデを抱える高校生世代の学習支援事業 東京都 1,490,000

・募集期間：2017年11月20日～2018年1月5日　・助成対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日

・応募数：77件　・採択事業数：12件　・金額：20,568,734円
概要
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助成団体および対象となる事業（5 0音順）

災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成

助成先団体名 申請事業名 都道府県 助成金額

特定非営利活動法人
アスイク

多賀城市におけるケアワーク型居場所の運営と
ノウハウ移転 宮城県 2,000,000

Wendyいわき 子育て世代を対象とした食育交流・相談会の開催 福島県 465,000

一般社団法人
子どものエンパワメント
いわて

平成29 年度「学びの部屋」リニューアルプロジェクト 岩手県 2,000,000

特定非営利活動法人
さくらネット

子どもによる震災体験の語りつぎによりそう
～熊本地震「心のケアと一体的に進める防災教育」の
ネクスト～

兵庫県 2,000,000

特定非営利活動法人
3.11こども文庫

こども文庫『にじ』の運営と絵本のつどい、
アートワークショップの実施 福島県 1,992,050

一般社団法人
Bridge for Fukushima

高校生向け次世代リーダー育成事業
～PBL（プロジェクト型学習）及び実践型インターン
を用いた人材育成～

福島県 2,742,000

一般社団法人
まなびの森

宮城県山元町の子どもたちを対象とした学習支援事業 宮城県 2,000,000

特定非営利活動法人
亘理いちごっこ

亘理こどもサポート事業 宮城県 2,000,000

（円）

・募集期間：2017年11月20日～2018年1月5日　・助成対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日

・応募数：52 件　・採択事業数：8件（東日本大震災対象7件 熊本地震対象1件 ）
・金額：15,199,050円　　 

概要
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