
（別表）子どもサポート基金（第 1 期）助成先（50 音順） 

 

団体名団体名団体名団体名    所在地所在地所在地所在地    助成対象の活動概要助成対象の活動概要助成対象の活動概要助成対象の活動概要    
助成額助成額助成額助成額    

（万円）（万円）（万円）（万円）    

アートリバイバルコネクション東

北 
宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

石巻 住民の会・災害支援チーム

「てんとーむし団」/プロジェクト

「みんなの家」 

宮城県石巻市 

石巻市における保育・学童支援拠点の設立と

被災した子ども達へのワークショップ開催（2

団体共同プロジェクト） 

500 

石巻復興支援ネットワーク 宮城県石巻市 
石巻市と関西の学生による復興会議の開催と

仮設住宅における子どもの居場所作り支援 
488 

特定非営利活動法人 いみず市民メ

ディア 
富山県射水市 

福島の小中学生のための長期的ホームステイ

マッチング支援活動 
100 

特定非営利活動法人 いわてユニバ

ーサルデザインセンター 
岩手県盛岡市 被災した子ども達への支援活動 20 

特定非営利活動法人 うれし野こど

も図書室 
岩手県盛岡市 

岩手県陸前高田市における子ども図書館の設

立 
347 

特定非営利活動法人オン・ザ・ロー

ド 
東京都世田谷区 

福島県の子どもたちや家族のための子ども・

生活の情報に注力したフリーペーパーの制作 
800 

一般財団法人 学習能力開発財団 宮城県仙台市 
震災遺児への無料学習支援、および進学・就

職のサポート 
280 

特定非営利活動法人 NPO カタリ

バ 
東京都杉並区 

宮城県女川町における学習の場を失った子供

たちのための市民主導型夜間学校の設立・運

営 

1,179 

久慈市・野田村こども支援民間協議

会 
岩手県盛岡市 

岩手県久慈市・野田村におけるアートセラピ

ーによる子どもの心のケア活動 
100 

くらしのある家プロジェクト実行

委員会 
東京都港区 

仮設住宅に居住する子ども達とともにおこな

う仮設住宅の環境向上のためのアートサイン

作り 

300 

ぐるぐる応援団 宮城県石巻市 
宮城県石巻市における子ども達の移動手段の

確立 
299 

経済協力開発機構 (OECD) フランス、パリ市 
被災地の子どもたちのリーダーシップ、実践

力、国際性の育成支援 
666 

こども環境会議 埼玉県秩父郡 被災した子ども達への支援活動 20 

災害時乳児救済ボランティア ピ

ースジャム 
宮城県気仙沼市 被災した子ども達への支援活動 20 

災害復興支援コーディネーター蓮

笑 
宮城県多賀城市 被災した子ども達への支援活動 20 

宍戸隆子 北海道札幌市 
福島県からの避難者コミュニティのための保

育スペースの運営 
100 

特定非営利活動法人 しんぐるま

ざあず・ふぉーらむ・福島 
福島県郡山市 被災した子ども達への支援活動 20 

全国楽器協会 東京都千代田区 被災した子ども達への支援活動 20 

仙台グリーフケア研究会 宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

チーム 暁 宮城県遠田郡 被災した子ども達への支援活動 20 
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（万円）（万円）（万円）（万円） 

一般社団法人チャンス・フォー・チ

ルドレン 
宮城県仙台市 

大学生ボランティアによる被災児童・生徒へ

の学習・進路相談 
185 

特定非営利活動法人 トイボックス 大阪府大阪市 
南相馬市の発達障害児童の心のケアと教員へ

のサポート 
500 

読書ボランティアおはなしころり

ん 
岩手県大船渡市 

岩手県大船渡市における移動子ども図書館の

設立・運営 
125 

にこにこサポート 宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

にじいろクレヨン 宮城県石巻市 被災した子ども達への支援活動 20 

一般社団法人 日本共育プロジェ

クト 
京都府相楽郡 被災した子ども達への支援活動 20 

公益財団法人 日本ヒューマン・ラ

イツ・ウォッチ協会 
東京都千代田区 

代替的擁護を必要とする子ども達を支援・保

護するための調査活動 
300 

特定非営利活動法人 ハーベスト 宮城県仙台市 
宮城県の中高生に対する進路決定のサポート

活動 
150 

一般社団法人ピースボー卜 災害ボ

ランティアセンター 
東京都新宿区 被災地の子供に対する異文化体験の提供 100 

一般社団法人 東日本大震災被災地

における地域医療を守る会 
東京都世田谷区 

新生児・妊婦の健康と安全を確保するための

宮城県気仙沼市における産科医院の再開支援 
270 

福島の子どもたちを守る法律家ネ

ットワーク (SAFLAN) 
東京都千代田区 

弁護士による福島県内での法律相談と子ども

を持つ世帯への聞き取り調査 
212 

特定非営利活動法人 フローレンス 東京都千代田区 
福島県における子ども達が安心して遊べる

「インドアパーク」の設立 
798 

一般社団法人 プロジェクト結コ

ンソーシアム 
東京都港区 被災地における学びや遊びの機会の提供 300 

特定非営利活動法人 フロンティア

南相馬 
福島県南相馬市 

福島県の子供達が安全に屋外で活動できる環

境の提供と支援 
100 

特定非営利活動法人放課後 NPO 

アフタースクール 
東京都港区 被災した子ども達への支援活動 20 

ほっとスペース 宮城県石巻市 
宮城県石巻市における中高生の居場所作りお

よび自主学習サポート等 
100 

特定非営利活動法人 まなびのたね

ネットワーク 
宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

まなびの森 宮城県角田市 被災した子ども達への支援活動 20 

ママサポーターズ 宮城県石巻市 被災した子ども達への支援活動 20 

社団法人 水沢青年会議所 岩手県奥州市 
岩手県内陸部による相互交流を通じた沿岸部

の子ども達への支援 
290 

一般財団法人 夢現エデュテイン

メント 
大阪府大阪市 

中学生による日本再編のアクションプラン作

りおよび被災地の同世代へのメッセージ発信 
100 

特定非営利活動法人 リュウ プロ

ジェクト 
宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

A-SHIFT JAPAN 東京都渋谷区 被災した子ども達への支援活動 20 
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特定非営利活動法人 DoTank み

やぎ地域政策研究行動会議 
宮城県石巻市 

宮城県石巻市における子ども達への漁業体験

の提供を通じた未来の漁業者の育成支援活動 
135 

特定非営利活動法人 Learning for 

All 
東京都千代田区 

東京都内仮設住宅（東雲住宅、九段住宅）の

避難世帯への学習支援活動 
200 

一般社団法人 MMIX Lab 宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

SAVE IWATE 岩手県盛岡市 被災した子ども達への支援活動 20 

一般社団法人 TEAM NIPPON 東京都渋谷区 
被災した子どもを対象としたチャリティイベ

ントの開催 
50 

TEDIC 宮城県仙台市 被災した子ども達への支援活動 20 

 


