
№ 申請団体 所在地 事業名 事業内容 助成金額

1 アウトドアサポータービッツ 岩国市 岩国を巡る親子の絆プログラム
岩国市内の施設を利用し、親子で参加できるプログ
ラムを計６回実施

100,000

2
特定非営利活動法人あっ
と

山口市
あつまれどうぶつの森　てとて島（てと
てとう）

Nintendo　Switchの専用ソフト「あつまれどうぶつの
森」内に「てとて島」を作成し、地域子育て支援拠点
の広報活動等を推進

100,000

3
宇佐木コミュニティ協議会
みんな食堂赤子山

平生町 みんな食堂赤子山
弁当やお菓子、パン、焼き芋の配布、春休みフード
パントリーを実施

100,000

4
小月子ども食堂おづキッ
チン

下関市 夏休み、春休みの居場所つくり
長期休みに、公民館の部屋を借り、子どもたちが友
達と過ごすことのできる場を提供し、大人による遊び
や宿題の見守りを実施

73,800

5 グリーフサポートやまぐち 防府市
子どもたちなどの様々なグリーフを学
ぶ連続講座

グリーフを抱える子ども達を身近な大人たちがサポー
トする事で自殺予防・犯罪抑止につながると考え、連
続講座を実施

100,000

6
高齢社会をよくする下関
女性の会（ホーモイ）

下関市 子ども食堂として弁当配布会の開催
毎月１回、土曜の昼に弁当配布を行うことにより、子
どもの食事の支援、親の負担軽減を目指し、SDGｓ学
習を実践

100,000

7 子育て応援ひかりの 防府市
子育て応援カレンダー「ひかりの」作
成、配布事業

紙媒体である情報紙を作成・配布し、子育て中の親
子を交流の場につなげ、子育ての応援を推進

100,000

8 こそだてネットワーク柳井 柳井市
小学生用「子どもたちに伝えたい　ふ
るさとの話」の冊子作り

子ども達に各地区での偉人や歴史「柳井の先人たち
の知恵と汗」を小学生にわかりやすく作成し、地域に
愛着・興味を持つ機会を提供

100,000

9
子育てほっとサロン実行
委員会

宇部市
子育てほっとサロン20周年記念「ほっ
とほっとフェスタ2021」

２０周年記念として、人形劇公演とイクメン体験談、親
子で楽しめる企画を用意してサロンの利用を促進

100,000

10
特定非営利活動法人子ど
も劇場山口県センター

宇部市 大人のための子ども講座2021

「夏休み！親子で学ぶ性教育」、および「知っていま
すか？子どもの権利条約～子どもの意見表明権～」
の２講座を実施
※コロナの影響で事業中止のため、準備経費を助成

100,000

11
こども食堂ジョイアスキッチ
ン

下関市 学習支援会、こども食堂
月２回と校区中学校のテスト期間中に学習会を開催
し、夕食（弁当持ち帰り可）を提供

100,000

12 里乃駅ランプの宿 山口市
里山どんぐりっこ園オープン！自然の
中でのびのび子育て応援！

「里山子どもまつり」などの親子で楽しめる自然体験、
日帰りキャンプ体験等を実施

100,000

13
佐波地域青少年育成連
絡協議会

防府市 佐波わくわくランド
地域ぐるみで子どもの健やかな成長を促すため、子
どもや子育て家庭に地域社会と関わる機会や自然体
験等の機会を提供

100,000

14
特定非営利活動法人市
民活動さぽーとねっと

防府市
地域で子どもを支えるための循環する
支援事業

食支援の仕組みを継続し、こども食堂等の活動を支
援、および生活の質の向上のため、衣料品や学習に
必要な物品など循環させる仕組みを構築

100,000

15 セレーノ四つ葉 宇部市
きょうだい児における現状の学習とそ
の支援及びネットワーク構築に向けて
の活動

「きょうだい児」についての意見交換会の実施、考え
る場の設定や交流、「きょうだい児ネットワーク」の構
築を図り、情報を提供

95,607

16
多胎児育児サークルピヨ
ピヨクラブ

周南市 多胎ファミリー教室
「妊娠期からの多胎ファミリー教室」の開催により、妊
娠期から必要な情報を提供するなど、地域で安心し
て育児できるように支援

18,120

17 .Style（ドットスタイル） 山口市 ドットスタイルの繋がるスタイル事業
ひとり親にどのような情報が必要かのヒアリング、アン
ケート調査の分析等を行い、ドットスタイルのリーフ
レットを作成

100,000

18 なないろキッズ 宇部市 なないろ子育て応援情報サイト
子育て情報サイトを作成することで、宇部市の子育て
家族が探したい情報をスムーズに取得し、子育てを
しやすくなる環境を整備

98,396
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19 ナラティブ・ママ・サロン 宇部市
自助グループ土曜日開催、セミナー
事業、情報発信事業、スタッフ研修

育児全般に不安や悩みを抱える養育者のため、子
育てについての知識や理解を習得し、発達の問題等
で悩みを抱える養育者の子育てを支援

65,274

20 にぎやかごはんチーム 下松市 にぎやかごはん
子どもたちを中心に、異世代の交流をしながら、一緒
にごはんを作り、一緒に食べるという体験を提供

100,000

21
発達障害支援サークル星
の子

柳井市
発達障害を抱える家族のための居場
所づくり

子育ての悩みや不安、困りごとについて話すため、
月に一度託児付きのサロンを開催

96,521

22
発達障がいを考える会ブ
ルースター

長門市 オンラインによる公開講演会
オンラインによる公開講演会を実施し、発達障害に
関して理解を深める機会を創出
※コロナの影響で事業中止のため、準備経費を助成

100,000

23 MagMura∞ 宇部市 自然の中で、家族で行う体験活動
親子で遊べる場で、野菜作りや収穫体験、調理体験
を提供

100,000

24 まちの住民館あかり 岩国市
子どもたちの環境保全活動及び環境
学習支援

参加型イベントの開催により、子どもたちの環境活
動・食育の場を提供

100,000

25 みなみっ子の会 柳井市 学校支援ボランティア（学校応援団）
地域の人が今までに得た技術などを出し合って子ど
も達とのつながりを持つことで地域の活性化、生きが
いにつなげる学校支援ボランティアを実施

100,000

26 みんなの木 岩国市 子どもの余暇事業
毎月２回、子ども達の放課後や休日の活動を広げ、
体験と仲間づくりの場を提供

91,244

27 むかしなつかしお手玉会 山口市
生きてる素晴らしさ見つけた！！お手
玉で！！

山口市菜香亭において、お手玉１個からできる楽し
い遊び体験を実施

20,000

28
やないしらかべ「絆」ねっと
わーく

柳井市 やないしらかべ子ども食堂
９～１０月毎週日曜日にやないしらかべ子ども食堂を
計９回開催し、地域の小学生を対象に、地域食材を
使用した朝食を提供

100,000

29 やまぐちウッドスクール 山口市
デジタル技術を活用した、親子を対象
にした新たな「木育」活動の実施

デジタル動画等の作成、および動画等を用いた新た
な手法による木育イベント（授業）の開催

100,000

30
山口県地域活動連絡協
議会

山口市
コロナ禍の子育て支援活動サポート
及びオレンジリボンキャンペーン事業

会員が身近な地域イベント等で、オレンジリボン運動
啓発活動に取り組むとともに、協議会での各種研修
会において、オレンジリボン運動啓発や研修を実施

100,000

31
特定非営利活動法人やま
ぐちレーテ子育てBambini

山口市
学校内子育てひろばのリモート開催
事業

学校内ひろばや次世代育成事業の推進ツールとし
て、リモート環境を利用した「学校内ふれあい子育て
ひろば」をプログラム化

100,000

32 山の田なかま食堂 下関市 こども食堂in山の田
新型コロナウイルスの感染症の影響により日常生活
に困難を抱える子どもと家族の支援活動を行うことと
して、配食とレクリエーションを実施

100,000

33
USOM（宇部・山陽小野
田・美祢地区）地域コー
ディネーター連絡会議

宇部市
高校生と乳幼児のふれあい体験事業
2021

近い将来親になる思春期世代の子たちが、乳幼児
親子との交流を通して、家族等の大切な人との絆を
再認識できる体験型の講座を実施

100,000

34
由宇地域協育ネット協議
会

岩国市 由宇中子育てひろば開設事業
妊婦体験や赤ちゃん人形で抱き方、おむつ替え体
験を通じて、次世代の親となる中学生に、子育ての
楽しさ素晴らしさを伝える子育てひろばを開設

100,000

35
WAI-WAIオアシス実行委
員会

下松市 WAI-WAIオアシスはたおか
月１回の子ども食堂を通じて、こどもの居場所作り等
の地域交流活動、地域支援活動を実施

100,000

3,258,962合　　計


