
団体名 活動場所 支援内容

1
恵泉女学園大学
東日本震災復興支援チーム

被災地全域および東京都
食品アレルギーの子どもに対応した料理の開発やそれらのレ
シピカードの提供

2
子育てコミュニケーション
スペース　る・る・る

被災地全域 絵本・髪飾り・コマなど手作りの遊び道具の提供

3 一般社団法人 東京都助産師会
被災地、
都内約25ヵ所の助産院

被災地および都内助産院での、岩手・宮城・福島3県全域の
被災妊産婦の支援

4 ムーンベビー 被災地全域 妊婦および1歳未満の乳児に対する24時間相談窓口の開設

5 ぱん・ぱん・ぱんぷきん 青森県・岩手県の被災地 子育て支援カーを使った巡回子育て支援

6
eBook情報センター
僕らの夏休みproject実行委員会

岩手県山田町　山田小学校 全国の学生による被災地域の子どもたちとの交流事業

7 おどっつぁんS 岩手県沿岸部 小学校などの巡回による読み聞かせと絵本の配布

8 からくり文化実行委員会 岩手県釜石市 からくり工作を通じた子どもたちへの支援

9 厨中おやじの会
岩手県盛岡市 厨川中学校
およびその周辺施設

被災校同士の生徒間交流の支援活動

10 特定非営利活動法人 好浦会 岩手県大船渡市
避難所や被災地の空きスペースを利用したマジックショーの
開催

11 たびれっじ推進協議会 岩手県一関市内
避難している家族を対象に、自然体験活動等を中心としたも
のづくり交流事業を実施

12 月が丘小学校おやじの会 岩手県盛岡市 月が丘小学校 被災した児童およびその保護者等に対しての交流活動支援

13 社会福祉法人 遠野市保育協会 岩手県大槌町の避難所
避難所で暮らす子どもたちを対象とした学びや運動を通じた
心のケア

山田町の子どもたちの描いた絵を 山田町振興応援Tシャツ
14 武蔵新城 ご近所ママ 岩手県山田町

山田町の子どもたちの描いた絵を、山田町振興応援Tシャツ
にしてプレゼント

15 OGA for Aid 宮城県南三陸町
音楽コンサート、誕生会、子ども向け英語ゲーム、および大人
向けワークショップなどの開催

16 Ｓ・空間（エス・スペース）
宮城県名取市、
福島県南相馬市

被災した障害児童とその保護者を対象とした相談事業

17 NPO アスイク 宮城県仙台市周辺 避難所で生活する子どもたちに対しての学習支援

18 網地島ふるさと楽好 宮城県東松島市 震災で親をなくした子どもたちとの交流事業

19 学習能力開発財団 宮城県仙台市内 震災孤児・避難所の子どもたちへの学習支援

20 キッズファクトリー 宮城県山元町
被災児を対象とした、天文工作、幼児向け工作ワークショップ
の開催

21 キハト会 宮城県山元町、亘理町 小学校への物資提供および子どもたちとの交流事業

22
気仙地域子育て支援ネットワーク
Wa-I（わーい）

宮城県陸前高田市 全壊した子育てサロンの仮設施設の運営

23 特定非営利活動法人 子ども育成支援協会 宮城県亘理町長瀞小学校 小学校の子どもたちへの支援物資の提供

24 特定非営利活動法人 ジャパンハート
宮城県南三陸町、
気仙沼市の小学校・幼稚園

小児科医、臨床心理士を中心とした「子どもの心のケア」と、
周囲の大人の精神的なフォローを実施

25 仙台市学童保育連絡協議会 宮城県内各地
被災した子どもたちとそれを支える大人を対象とした、心のケ
アに関する講座や指導員・保護者の交流の場の開設

26
特定非営利活動法人
せんだいファミリーサポート・ネットワーク

宮城県仙台市内 自らの心のケアを目的とした、グループでの話し合い事業

27 だがしや楽校慰問隊(アシストチーム)
宮城県
(石巻市・南三陸町・気仙沼市)

避難所にいる子どもたちを対象とした「だがしや楽校慰問隊」
の実施

28 にこにこサポート 宮城県仙台市青葉区周辺 託児事業 炊き出し 支援物資の提供28 にこにこサポ ト 宮城県仙台市青葉区周辺 託児事業、炊き出し、支援物資の提供

29 西公園プレーパークの会 宮城県仙台市、石巻市 プレーパークでの子育て支援



団体名 活動場所 支援内容

30 ハート＆アート空間 ビーアイ
宮城県仙台市、
香川小児病院（香川県善通寺市）

募金活動を伴う、被災した子どもたちの絵画作品展示会

31 ぶれいん・ゆに～くす 宮城県内沿岸部
発達障害の専門家を囲んでの「おしゃべり会」＆アロマケアの
開催

32 一般社団法人 マザー・ウイング 宮城県仙台市内および周辺部 被災親子のケアならびに出前ひろばの実施

33 みやぎジョネット 宮城県内全域
被災地への支援物資の提供と、手工芸、アロマテラピーなど
サロン開催による交流事業

34 特定非営利活動法人 ミューズの夢 宮城県内
ハンディのある子どもたちを対象として、訪問コンサート・音楽
ワークショップを開催

35
特定非営利活動法人
本宮いどばた会 子育て支援さくらんぼ

福島県本宮市内および周辺部
外で遊べない子どもたちを対象とした、出張ひろばによる遊び
場の提供

36 特定非営利活動法人 ロシナンテス 宮城県名取市
ラグビー「東日本大震災復興支援チャリティーマッチ」への被
災した子どもたちの招待

37
特定非営利活動法人
介護サポートかがやきネット

秋田県南部地域 秋田県南部の被災者との交流事業

38 湯沢あかねの会 秋田県湯沢市、秋田市 避難している親子のための物資提供と心の支援

39
特定非営利活動法人
健康づくりサポート東北21

山形県鶴岡市 学校のプールが使えない子どもたちへの水泳授業

40
特定非営利活動法人
やまがた育児サークルランド

山形県山形市内の避難所など
避難所にいる家庭について子育て支援(避難所での親子活動
支援、出前ひろば、ひろばまでの送迎など)を行う

41 いわきおやこ劇場 福島県いわき市内 親子の居場所となる活動拠点の継続と公演の実施

42 いわき市学童保育連絡協議会 福島県いわき市内
心のケアに関する講座や実地研修、指導員・保護者の交流
の場の開設

特定非営利活動法人
43

特定非営利活動法人
コミュニティちゃばたけ

福島県飯舘村、川俣町 学童保育ならびに子どもや避難者の居場所づくり事業

44
特定非営利活動法人
全日本青少年育成クラブ

福島県いわき市
カウンセラー派遣による、被災地の学校の教師・生徒の心の
ケア

45
特定非営利活動法人
ふれあいサポート館アトリエ

福島県相馬市、南相馬市
学童保育児、幼稚園児・保育園児へのケアと支援物資の提
供

46
特定非営利活動法人
ほっとスペースＲ

福島県郡山市内 避難してきている子どもや親たちとの交流や生活支援事業

47 おやこ劇場 ゆめひろば 茨城県ひたちなか市内施設
｢遊びの会｣と称する、子どもたちの集いの場所の提供とイベ
ントの開催

48
特定非営利活動法人
子育て応援・ペンギンくらぶ

茨城県水戸市内 子どもおよび子育て中の親等を対象におはなし会を開催

49
古高地域活性化グループ
古高里山農園「子育て農園（広場）」

茨城県潮来市 被災した親子の自然体験交流事業

50
特定非営利活動法人
水戸こどもの劇場

茨城県水戸市とその周辺
地域の人々を勇気づけ、新たな出会いとつながりの機会とな
るコンサートの開催

51 子育て環境を考える虹の会 栃木県宇都宮市など
福島県西白河郡在住で戸外での遊びを制限されている子ど
もと親の交流会

52 生涯青春の会 あすなろ 埼玉県加須市 加須市に避難している方々への慰問事業

53
子育て･家族支援者認定者団体による
地域支援活動

千葉県浦安市内 出張による臨時子育てサロンの開催

54
特定非営利活動法人
コミュニティ・コーディネーターズ・タンク

千葉県松戸市内 松戸市内への避難者を対象とした学習支援

55 特定非営利活動法人 キッズドア 都内避難所
東京都内の避難所にいる子どもおよび保護者向け「ふれあい
ワークショップ」の開催

56 桐ヶ丘子どもサポートセンター 三重県伊賀市内 伊賀市内に避難中の被災家族と地元住民との交流事業


