
 

 

【掲載内容の概説】 

●本冊は、「公益信託 愛・地球博開催地域社会貢献活動基金 助成活動成果調査報告書」（平成 27 年 6 月発行）の

別冊で、平成 19 年 10 月募集から平成 26 年 10 月募集までに採択した事業計 1,288 件を対象に、助成区分、    

対象事業名、実施団体名、団体所在地、活動分野区分、助成金額を掲載しています。 

 

●実施団体名及び団体所在地は、申請時のものです。また、活動分野名は、助成活動の活動分野区分であって、   

団体の活動分野区分ではありません。 

 

●掲載の順序は、①募集年度順、②初期活動・展開期活動・大規模活動順、③申請時の受付番号順です。 

 

●助成区分の表記は略しています。 

25 初 前  

・数字は、助成年度を表記。 

  その年の 4 月～翌年 3 月（後期の場合、10 月～翌年 9 月）の期間に実施した活動です。（最長３年として複数

年にわたる活動も含まれます。） 

・２番目は、助成活動の種類です。 

初：初期活動 

展：展開期活動 

協：行政・企業との協働活動 

大：大規模活動 

・３番目は、平成 20 年度以降の初期活動だけに表記。 

前は、毎年 10 月に募集する「前期募集」、後は 6 月に募集する「後期募集」を意味します。 

助成活動一覧 



あいちモリコロ基金助成活動一覧

助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

19初 地域の高齢者と若い母親の生きがいづくり。　子どもと親と高齢者の居場所づくり NPO法人尾張長屋 保健 犬山市 30

19初 生命の物語。次世代に繋ぐ思い 心のアラスカ 環境 名古屋市 30

19初 古民家利用の生活体験。里山環境保全事業 兒里（ちごり）の家 環境 小牧市 19

19初
産業遺産として県境に跨って残る旧国鉄のトンネル群と廃戦跡をそこに群生するフジやモミジなど豊かな自

然環境の保全・再生を行いながら両者を融合させることによる景勝地としての再生を目指す。

赤レンガプロジェクト春日井・多治見間の産業遺産 旧国鉄ト

ンネル郡保存再生委員会
まちづくり 春日井市 30

19初 海のグリーンマップ作りと発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Aichi Sea Green Map「あいちの海」グリーンマップ 環境 名古屋市 30

19初 身近な子育て支援情報発信事業 NPO法人子育て・子育ちＮＰＯスコップ 子ども 刈谷市 30

19初 自然環境に取り組む地域づくり　環境エネルギープロジェクト NPO法人愛知レスキュー 環境 西尾市 30

19初 連続ワークショップ「まちを知る・ひとを繋ぐ」 NPO法人橦木倶楽部 まちづくり 名古屋市 30

19初 記入なし 森林を守るバナナくらぶ 環境 名古屋市 30

19初 『自然・環境・文化を守るために、私たちのできること』 NPO法人まちづくり津島 環境 津島市 30

19初 防災、減災意識の啓発、被災者の救援、復興支援を目的としたボランティア活動 名古屋なかがわ災害ボランティアワーク（NSV） 災害 名古屋市 30

19初 点図を使った情報提供事業 NPO法人あすば 情報 名古屋市 30

19初 児童安全保護事業・老人ふれあい活動事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NPO法人愛西児童老人ふれあい館 子ども 愛西市 27

19初 「愛知おやじの会」の設立と「愛知おやじサミット」の開催 「愛知おやじサミット」実行委員会 子ども 豊川市 30

19初 五条川の桜並木を保存する　 岩倉五条川桜並木保存会 環境 岩倉市 30

19初 こどもチャレンジ２００８ こどもラボ 保健 豊田市 30

19初 「動変」動けば変わるーすべての子どもたちへー　 響け！心の音届け！魂の鼓動 学術 江南市 30

19初 里山における利用放棄農地等の活性化事業 NPO法人犬山里山学習研究所 環境 犬山市 30

19初 里山・里川・里海をたずねて 親水会 環境 名古屋市 27

19初 地域防災・減災啓発活動＆災害ボランティアセンター支援活動 なごや防災ボランティアネットワーク昭和設立準備会 災害 名古屋市 30

19初 緑のカーテンの普及及び藤里小学校郷土の森整備 NPO法人江南フラワーズ 環境 江南市 30

19初 障害者を主題とした映画の自主上映会を主催「プライドinブルー」上映会 NPO法人ポパイ 保健 名古屋市 30

19初 次世代を担うこども達の環境と健康のまちづくり活動 地域環境活性化協議会 まちづくり 尾張旭市 30

19初 助け合い事業「地域の課題を地域で」 NPO法人ライフステーション・あいち 保健 名古屋市 30

19初 間伐材を利用した木工細工体験教室　 アクティブシニアネットせと まちづくり 瀬戸市 30

19初 堀川再生活動　 NPO法人ゴンドラと堀川水辺を守る会 環境 名古屋市 30

19初 都市の樹と杉の樹とを混用した木工品の開発 都市の森再生工房 環境 名古屋市 30

1



助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

19初 山を育てる基地をつくろう トンボの谷山育て村 環境 名古屋市 30

19初 世界のグローバル化に対応した多文化社会の実現 多文化社会コミュニケーションプロジェクト 社会 小牧市 30

19初 里山の森整備で発生した廃材利用しての簡易竹炭づくり 岩崎里山の会 環境 豊橋市 11

19初 地球環境保全活動 NPO法人グリーングラスロッツ 環境 豊田市 30

19初 障害者一人一人に合った仕事の場つくり　　 NPOちゃれんじの会 保健 西尾市 30

19初 中高年のパソコン初心者に対するサポート パソコン何でも相談 パソコンお助けサークル 学術 東海市 23

19初 フルーツいっぱい、花いっぱいの公園を造ろう 三ツ池公園園芸クラブ まちづくり 東海市 30

19初 会議ファシリテーターの育成・合意形成会議の普及 会議ファシリテーター普及協会 団体助言援助 岡崎市 30

19初 家つくり 山里芸術教室家つくりプロジェクトチーム 子ども 名古屋市 30

19初 みんなでつないで未来へ紡ごう 紡ぎたい津島 まちづくり 津島市 17

19初 竹林と雑木林の共存に向けた森林整備 大高もりづくり会 環境 名古屋市 30

19初 愛知池及びその周辺の水辺環境保全・再生マスタープランづくり　にこっとＥＣＯ！ 愛知池友の会 環境 東郷町 30

19初 「防災フェア」地域企業と住民への地震リスク対策の啓発活動 NPO法人東海リスクマネジメント研究会 地域安全 豊川市 30

19初 記入なし NPO法人国際理解・英語活動支援バンク 子ども 安城市 30

19初 タンザニア連合共和国の子どもを義務教育を受けさせるための制服や学用品の支援活動事業 NPO法人マライカの翼プロジェクト 国際 稲沢市 30

19初 市民に対する防災の啓発と災害時のボランティアセンターの運営　 名古屋みずほ災害ボランティアネットワーク 災害 名古屋市 30

19初 行灯行事 岩作あんどんの会 まちづくり 長久手市 29

19初 ほたる育成プログラム　 ほたる舞うまちづくりの会 環境 名古屋市 30

19初 第２協同農園の開設　 NPO法人まちのお百姓さんの会 環境 長久手市 30

19初 「音楽ボランティア」による里山「バードハウス」支援事業 音楽ボラチームECO 環境 名古屋市 30

19初 キノコ植菌、収穫、メダカ、トンボ、カブト虫の観察・農作業等を通じ里山の大切さを知る。 里山園クラブ 環境 尾張旭市 30

19初 里山まるごと探検隊 里山ルネッサンス 子ども 瀬戸市 30

19初 知的障害児運動クラブ「ふぃっと」 障害児運動クラブ「ふいっと」 社会 知多市 30

19初 裏山をワンダーランドにしよう大作戦 地域の雑木林を活かす会 子ども 瀬戸市 30

19初 カラオケ等を通じて利用者(お年寄りの方々）とふれあう うさぎの会 保健 名古屋市 17

19初 ママさん吹奏楽団 マザーズバンドランラン 学術 名古屋市 30

19初 聴覚障害学生支援セミナー 東海聴覚障害学生高等教育を考える会 保健 名古屋市 30

19初 ～変化を楽しみ、成長することを応援します！～　産前・産後期の女性応援プロジェクト NPO法人バース＆ライフデザイン 保健 名古屋市 30

19初 ゛豊川゛（とよがわ）まるごと川くだり　 風の自然学校 環境 豊橋市 30

19初 利用者代表参画によるユニバーサルデザインをめざすものづくり　　　　　　　　 中部国際空港のユニバーサルデザインを考える会 まちづくり 名古屋市 30

19初 地域で子供を育てよう「ちいきの学校」づくり。　汗を流してビオトープ、ここから始まる地域・学校づくり事業 日進市赤池学区家庭教育推進委員会 子ども 日進市 30
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助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

19初 笑顔の写真･映像展　　　　　　 笑顔展 国際 豊橋市 16

19初 親子自然育児活動「森ひろば」 森のようちえんねっこぼっこ 子ども 春日井市 30

19初 砂漠化防止。内モンゴル砂漠化防止植林プロジェクト 内モンゴル緑化の会 環境 犬山市 30

19初 定光寺森の自然学校 せと森の自然学校運営委員会 環境 瀬戸市 30

19初 親子での自然体験、農業体験、食育、伝統継承（世代間の交流）　 まるっと地球くらぶ 子ども 東海市 30

19初 ＮＰＯ有給スタッフ研修プログラム（初級編） 東大手の会 団体助言援助 名古屋市 30

19初 自然体験活動。「ヒメタイコウチを守れ！」 トンボ大好きっ！プロジェクト 子ども 江南市 30

19初 遊休農地の解消。安心、安全な野菜の生産による地産地消を薦める。幼児小学生への食育。 NPO法人長久手楽楽ファーマーズ 環境 長久手市 30

19初 春街通り2008　～ウェルフェア　ふきのとうin岡崎～ 蕗の薹 保健 岡崎市 30

19初 障害児支援ネットワーク推進事業 たんぽぽの会 保健 幸田町 30

19初 「竹水鉄砲合戦」普及事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岡崎まちづくりの会 学術 岡崎市 30

19初 未来に繋ぐ輪と和を広げよう 愛・地球博ボランティア木工クラブ 子ども 名古屋市 30

19初 正しい情報で命と生活を守る　寺子屋マルファン NPO法人日本マルファン協会 保健 名古屋市 27

19初 食育の本質と文化を食から知らせる応援隊員の活動者養成事業 NPO法人LET'S食の絆 団体助言援助 名古屋市 30

19初 人がやさしい街づくり NPO-がいどボランティアとよたネットワーク 保健 豊田市 4

19初 後継者育成 熱田神楽振興協会 学術 名古屋市 29

19初 おしゃれエコキャンドルナイト08年夏至 エコネクスなごやキャンドルナイト・植林グループ 環境 名古屋市 30

19初 親の無い子に愛の手を／プムレー養護施設の子供達へトランクを贈る イラワジ友の会 国際 瀬戸市 30

19初 Stop！自殺　リストカット！！ HeartPeerService 保健 大府市 30

19初 「ペアレント・トレーニング」トレーナー育成 NPO法人Well-Being 子ども 一宮市 30

19初 ふれあいサロン（コーヒー事業） NPO法人Jump 保健 豊川市 30

19初 マザーグースひろば マザーグースひろば高浜 子ども 碧南市 30

19初 ＮＰＯ・ボランティア支援講座 ほっとネット・みわ まちづくり あま市 30

19初 生涯学習社会促進のための講座の開発・実施　　 NPO法人生涯学習ネットワーク中部 社会 名古屋市 30

19初 里山資源の植物の色素を染めに活かす。（草彩染） NPO法人特定非営利活動法人マルベリークラブ中部 環境 名古屋市 30

19初 市民のオアシス・揚輝荘北庭園の整備 NPO法人揚輝荘の会 まちづくり 名古屋市 30

19初 カンボジアの青少年の自立支援 NPO法人Bright Smiles Of Children 国際 名古屋市 30

19初 石巻山ろく里山づくり 石巻ケマイマイ-きせる会（貝） 環境 豊橋市 30

19初 三河湾国定公園特別地域を訪ねる。渥美半島ハイキング◎貴重な自然☆観察ツアー NPO法人渥美半島ハイキングクラブ 環境 田原市 30

19初 フェアトレードの振興と啓発　　 中部フェアトレード振興協会 環境 名古屋市 30

19初 キャンドルナイト・イン・ナゴヤ2008 キャンドルナイト・イン・ナゴヤ実行委員会 環境 名古屋市 30
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助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

19初 小学生までの児童を対象とした食育実習アグリ体験事業 食育・アグリ体験の会 子ども 名古屋市 30

19初 シニアのIT利用を普及し持続させるためのパイロット事業 ＩＴ支援ボラネット 情報 名古屋市 30

19初 障害者のボランティア活動を継承する人材の育成事業 NPO法人地域市民メディアおわりあさひ まちづくり 尾張旭市 30

19初 災害救援活動。防災啓蒙活動 あかつきボランティアネットワーク 災害 瀬戸市 30

19初 会員のレベルアップと区民への防災啓発活動 名古屋ひがし防災ボランティアネットワーク 災害 名古屋市 30

19初 愛知/三河メディカルラリーの開催、外傷セミナーの開催 三河救急研究会 保健 安城市 30

19初 フォーラム「残したい身近な都市自然」 NPO法人東海自然学園 環境 名古屋市 30

19初 知的障害者の地域活動支援事業 NPO法人花＊花 保健 名古屋市 30

19初 介護予防・健康増進事業 ゆたか台ミキサークル 保健 豊明市 30

19初 ①環境　②美化　③リニモ　④万博記念及びイベント 長久手・万博継承会 まちづくり 長久手市 30

19初 市民農園で愛知万博駐車場跡地の遊休農地を甦らせる NPO法人エコ農園 まちづくり 名古屋市 30

19初 「里山探検地図」制作ワークショップ くくのち林間学校 まちづくり 一宮市 30

19初 青年による環境活動スキルアップ・ネットワーク事業 全国青年環境連盟中部事業部 環境 名古屋市 30

19初 すごろく作りワークショップ すごろく研究所（すごろくけんきゅうしょ） まちづくり 名古屋市 30

19初 事業者・市民団体の協働によるレジ袋の削減　 瀬戸市環境パートナーシップ事業者会議 環境 瀬戸市 30

19初 権利擁護のセイフティネット／成年後見制度の利用促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NPO法人東三河後見センター 人権 豊川市 30

19初 記入なし NPO法人食育推進ネットワーク 子ども 名古屋市 30

19初 菜の花をキーワードとした資源循環型社会の構築　市民緑化まつり NPO法人田原菜の花エコネットワーク 環境 田原市 30

19初 住民参加の過疎山間地の交通格差を考える地域・NPO・行政のネットワーク構築事業 しんしろ地域の足を考える連絡会 保健 新城市 30

19初 様々な理由から居場所の持てない子ども達への居場所の提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NPO法人こどものいばしょ 子ども 北名古屋市 30

20初前 山崎川グリーンマップ配布用の印刷と、昔の様子の聞き書き 山崎川グリーンマップ 環境 名古屋市 30

20初前 二村山緑地里山保全活動 二村山環境保全推進協議会 環境 豊明市 29

20初前 ESD社会モデル構築のための都市と山村のコミュニティ事業事例研究発表会 東海・中部「持続可能な発展のための教育の10年」市民推進会議 社会 春日井市 30

20初前

50代からの街づくり。お金を使わず環境と健康に配慮した街と暮らしにするにはどうしたらいいのか。第一段階として食を中心に愛知県

の有機農業生産者ﾘｽﾄを作成。その中でお米や野菜や地元産原料で作られた加工食品を通販や宅配、直販されている生産者を訪問取材し県

内各地の消費者に紹介。農薬を使わない健康な地元の農作物を食べることで、県内自給率を向上させると同時に農家の生活が豊かになって

もらい、後継者を育て就農率をあげてもらいたい。

NPO法人ついのすみか研究会 まちづくり 岡崎市 30

20初前 頓明第1回どんぐり植樹祭 癒しの森づくりの会 環境 春日井市 30

20初前 緑区の日本人と外国人の多文化共生社会”地域モデル”の実現 みどり多文化共生ボラネット まちづくり 名古屋市 28

20初前 グリーンマップの制作 グリーンマップせと 環境 瀬戸市 20

20初前 ふるさとの自然を守ろう・育てよう
自分たちの山を　　自分たちの力で 塩瀬先森隊 環境 新城市 30
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助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

20初前
先人から受け継いだこの地域のすばらしさを絶やさぬよう、地域全体で協力し合い、助け合いながら守り、

次の世代へと継承していく。・地域の若者による地域支援活動事業
連谷お助け隊 まちづくり 新城市 30

20初前 エコの風おこそう会 NPOエコウィンドネット 環境 田原市 30

20初前 焼却ごみ減量を通した環境型社会の推進
生ごみの減量そして堆肥化 河北エコ・リサイクルの会 環境 大口町 29

20初前 地域の環境美化活動及び交流活動 月地区まちづくり協議会 まちづくり 東栄町 30

20初前 地球温暖化防止親子環境教室 岡崎市地球温暖化防止隊 環境 岡崎市 30

20初前 私たちは「物作り」の技術を生かしたエコ・リュースの達人です。 エコクラブ本陣 環境 名古屋市 30

20初前 「DAYS　JAPANフォトジャーナリズム写真展in名古屋」 DAYS JAPANサポーターズクラブ 国際 名古屋市 30

20初前 環境にやさしい交通体系づくり。「環境にやさしい交通体系を考える市民フォーラムｉｎなごや」（仮）の開催 NPO法人リニモクリエイト まちづくり 長久手市 30

20初前 自然と共生した里山作り NPO法人田舎暮らし支援センター 環境 南知多町 30

20初前 自然とのふれあい／河川敷の公園化（多目的広場の整備） 逢妻川散歩みちクラブ まちづくり 知立市 30

20初前 やろまいか！愛・地クリーンアップ！！ NPO法人愛・地球博ボランティアセンター 環境 名古屋市 30

20初前 身振りはコミュニケーションの始まり、国際交流の初めの1歩。みんなの手と手で子育て支援 おばあちゃんの子育て支援「ママサロンてとて」 子ども 名古屋市 30

20初前 地域防犯による安全安心な暮らし。機動力による防犯活動　　　 NPO法人下小田井地区防犯協会 地域安全 清須市 20

20初前 安心・安全な住環境をまもることを目的とした活動 セフティ・ザ・平洲 地域安全 東海市 30

20初前 堀川下流域の浮島植物育成による共生化事業 NPO法人堀川まちネット 環境 名古屋市 30

20初前 秋のウオーキング大会。環境保全に関する啓発活動 矢田川に親しむ会 まちづくり 尾張旭市 10

20初前 子供たちの主体のモンゴリの森林再生による沙漠の緑化 NPO法人どんぐりモンゴリ 環境 長久手市 30

20初前
デザインワークショップ＠トワイライトスクール。トワイライトスクールに通う子供たちに対して、デザイ

ンやまちづくりに関するワークショップを行う。
758でまえワークショッパーズ 子ども 名古屋市 24

20初前 1．こども達への食育と健全な育成　2．サポート隊員の交流の場及びボランティアの質の向上 平成こども塾サポート隊 子ども 長久手市 30

20初前 協働による近自然工法に関する学びと社会への発信活動 近自然工法研究会 まちづくり 名古屋市 30

20初前
団地化（集約化）という手法と高性能機械の導入を通して低コスト木材生産システムによる間伐施業の実

現。　～舟着山の水源かん養保全をめざして～
舟着山森林愛護塩沢組合 環境 新城市 30

20初前 武豊堀川の浄化大作戦　はじめの一歩 武豊エコクラブ～ホタル・メダカと共生の街づくり～ 環境 武豊町 30

20初前 幼稚園、保育園の先生、園児、父母に自然環境を発信する活動 モリゾー・キッコロと環境活動を推進する会 社会 長久手市 30

20初前 愛知福祉生活向上ネットワークの創出 福祉生活向上委員会 保健 名古屋市 30

20初前 福祉有償運送 NPO法人やまびこ 保健 豊川市 30

20初前 手しごと屋豊橋デリバリー NPO法人手しごと屋豊橋 保健 豊橋市 30

20初前 東三河の自然　探検調査隊 多利野冒険学校 子ども 新城市 30

20初前 小学校対象自然エネルギー利用学習教室と省エネマップ作成による地球温暖化防止啓蒙活動の促進 ＮＰＯエコ塾ネットワーク 社会 岡崎市 30
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助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

20初前 震災時における応急給水および応急復旧支援事業。水道の水源環境保全事業。水道に係る啓発事業。 愛水ボランティア 災害 名古屋市 30

20初前 生物多様性。瀬戸市山口地区の生態系マップを作ろう！！ 環境サークルえこ部 環境 瀬戸市 30

20初前 耐震学習ペーパーキット開発、実証事業 安城・暮らしと耐震協議会 社会 安城市 30

20初前 新しい気象災害（災害図上訓練）の開発と普及方法の検討 NPO法人ウェザーフロンティア東海 地域安全 名古屋市 30

20初前 『ふじまえひがた』の魅力、再発見！　～水の中のいのちのつながりを見つめて～ 藤前干潟協議会 環境 名古屋市 30

20初前
「海上の森を歩き、自然と親しみ、人の和と絆を強めよう」愛知瀬戸海上の森を歩いて樹木、草花、小動物の共生から学

び、自然と人との共生を整える。人と人との絆を広め、皆で支えあう相互扶助の福祉社会うを構築する。
NPO法人「とき」を祝うメモリー 保健 長久手市 30

20初前 流域循環型社会「穂の国モデル」の実現を目指す 東三河流域フォーラム まちづくり 豊橋市 30

20初前 ｍｏｍｏトレ「持続可能な地域づくりへの第1歩」 コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ まちづくり 名古屋市 30

20初前 東山動物園こどもガイド ～ぼくの・わたしの、ボランティア
活動～ 東山こどもガイド実行委員会 社会 犬山市 30

20初前
食物アレルギーを持つ子のための情報発信。

食物アレルギーを持つ子が暮らしやすい環境への働きかけ　「ミニアレルギー大学in小牧」の開催。
アレルギーっこのつどいクリスマスローズ 子ども 小牧市 30

20初前 多文化共生　はじめの一歩　「外国の友達とシェイクハンド」 シェイクハンズ 国際 犬山市 30

20初前 誰でも、安心して地域で住み続けるために市民後見人養成講座 NPO法人知多地域成年後見センター 環境 知多市 30

20初前 みんなで布チョッキン
～カンボジアの子どもたちへ人形とボールを～ワークショップ 幼い難民を考える会　あいち 国際 名古屋市 30

20初前 竹とんぼ！作って、遊ぼう　手づくり竹とんぼ教室、飛ばしっこ競技会 NPO法人在宅を支えるネットワ－ク・ホット 子ども 名古屋市 30

20初前 子育てサークルアドバイザー養成事業 NPO法人子育て支援を考える会TOKOTOKO 子ども 知多市 30

20初後 おおもり　こもり　てんこ森祭 おおもりこもりてんこ森祭実行委員会 環境 名古屋市 30

20初後 市民活動団体の情報･宣伝媒体支援（Visual Identity Support) イデア！ 団体助言援助 日進市 30

20初後 アディクションで社会復帰が困難な人とその家族を対象とした自立支援法に基づく援助 NPO法人アディクション・リサーチ・センター 保健 名古屋市 30

20初後 難聴者・中途失聴者支援ボランティア事業 NPO法人名古屋難聴者・中途失聴者支援協会 まちづくり 名古屋市 28

20初後 里山の自然環境の再生と保全をして、次世代に引き継ぐ事業 里山再生と保全の楽学遊倶楽部 環境 名古屋市 30

20初後 知立市の防災ボランティアの育成・ネットワークの構築 知立市防災ボランティア連絡会 災害 知立市 30

20初後 災害救援および地域防災啓発と家具固定の推進 名古屋みなみ災害ボランティアネットワーク 災害 名古屋市 30

20初後 しょうがいを持つ児童の放課後活動の支援 NPO法人つくしんぼ 保健 名古屋市 30

20初後 知ってもらいたい！身近な資源循環 NPO法人豊田・加茂菜の花プロジェクト 環境 豊田市 30

20初後 地域の安心・安全な環境づくり タカカニ防犯パトロール隊 地域安全 東海市 17

20初後 親子でパチリ、森のなか ワークショップこころ 子ども 犬山市 30

20初後
防災啓発のできる防災リーダーの人材を育成しながら、来るべき災害に対し「自分達の地域は自分達で守

る」を基本に防災啓発と減災活動を行う。
あいち防災リーダー会名古屋ブロック 地域安全 名古屋市 30

20初後 「森林の果たす役割を学び体験する」 木想研 環境 名古屋市 30

20初後 国際理解教育授業支援事業 NPO法人愛・知・みらいフォーラム 子ども 名古屋市 30
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事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

20初後 インターナショナルコミュニティ情報誌 NPO法人外国人就労支援センター 子ども 豊橋市 29

20初後 多文化共生に関わる国際理解の実践と意識啓発　愛知をもっと知りたい・トルコをもっと知って！ NPO法人名古屋トルコ日本協会 国際 名古屋市 30

20初後 子ども達のアート・国際交流展in愛知
アート・フォーラムin愛知（表彰式） NPO法人ドリーム・コンプレックス 子ども 名古屋市 30

20初後 ドキュメンタリー映画の上映会 武豊発！障がいサポートネットワーク 保健 武豊町 30

20初後 子どもの自立のために親ができることの提案 NPO法人いまから 子ども 豊川市 30

20初後 スクールソーシャルワーク一日講座 あいちスクールソーシャルワーク研究会 子ども 日進市 26

20初後 エチオピアに新城の森を エチオピアに新城の森を運動 環境 新城市 30

20初後 皆瀬川ふるさと再生プロジェクト 四季の物語紡ぎ隊 環境 豊明市 26

20初後 環境保全ボランティア養成講座in三ツ又池 木曽三川RECC 環境 津島市 30

20初後 障がいをもつ人たちの音楽性の目覚めレッスン オープンセサミ 保健 西尾市 30

20初後 2009年　成年後見サポーター養成講座 NPO法人名古屋成年後見センター 人権 名古屋市 30

20初後 アフリカ・ケニア、ナイロビ市スラム（プムワニ村）への医療、教育支援　無料医療キャンプ事業（平成21年9月） NPO法人ILFARNAGOYA 国際 名古屋市 30

20初後 おもしろ科学キャラバン隊 おもしろ科学教室クラブ 子ども 岡崎市 30

20初後 休耕田等の活用による花と緑のまちづくり 掛川まちづくり協議会 環境 瀬戸市 30

20初後 岩屋堂へようこそ！みんなで楽しもう、この自然いっぱいの岩屋堂で 岩屋堂クリーン会 保健 瀬戸市 30

20初後 「孤独が彼を追いつめていく ～犯罪の背景を考察する～」 名東区更正保護女性会 人権 名古屋市 30

20初後 病院に入院している子供たちやそのご家族に、バルーンを一緒に作ることによって笑顔を届けます。 NPO法人ぷくぷくばるーん 子ども 名古屋市 30

20初後 障害者支援「その人らしく働くために」－就職活動支援－『身だしなみ講座』開催－ NPO法人全国福祉理美容師養成協会 保健 日進市 30

20初後 小学校ー市民ー大学の持続的協働による”人と自然の命を尊ぶ心”を地域で育むカリキュラムの広域実践と評価 かすがいKIZUNA 環境 春日井市 30

20初後 ふゆみずたんぼ普及推進事業 ふゆみずたんぼ・知多普及会 環境 武豊町 30

20初後 地域の子育て応援事業 さんもっく 子ども 名古屋市 30

20初後 山元加津子先生講演・ドキュメンタリー映画上映会　「1／4の奇跡　～本当のことだから～」 尾張旭障害児者家族会ウィッシュ 人権 尾張旭市 30

20初後 瀬戸市近郊における外国人の為の日本語学習指導、及び生活指南 日本語のひろば 国際 瀬戸市 30

20初後 （仮）自然で遊び・自然から学ぶ　みちくさ遠征探検隊　～探せ！自然の恵み～ みちくさ探検隊 環境 安城市 30

20初後 聞こえにくくなった人に文字で伝え広げる支援の輪事業 名古屋市登録要約筆記者の会 保健 名古屋市 30

20初後 「体験！市民農園」～市民農園を運営するシニアと学生の農作業を通じた交流 グループファーム協力会 まちづくり 設楽町 30

20初後
本会は、名古屋市緑区地区における犯罪のない安全で安心な地域づくりのため、民間ボランティアによる自

主的防犯活動を行うことを目的とする。
杉の子防犯パトロール 地域安全 名古屋市 30

20初後 おやこふれ合い事業 NPO法人こどもサポートネットあいち 子ども 名古屋市 28

20初後 なごや映画館バリアフリーマップ事業 NPO法人くれよんBOX 保健 名古屋市 30

20初後 ハンドメイドふくし～若者による地域福祉のための交流会～ NPO法人エンド・ゴール 保健 半田市 30
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（万円）

20初後 「ママ」と「私」を両立しよう！！ママが輝けばこどもだって輝く！！ 子育てママ応援隊M-cPlace 子ども 小牧市 30

20初後 道具がくれる笑顔 自助具製作「自助具つくらせて隊」 チーム自助具inたけとよ 保健 武豊町 30

20初後 NPOによる権利擁護活動モデルに関する調査研究 NPO法人権利擁護支援『ぷらっとほーむ』 保健 名古屋市 30

20初後 介護で役立つシニアサインで心通わすコミュニケーション NPO法人生活支援サイン 保健 名古屋市 30

20初後 ITを活用したコミュニティ形成支援活動 ITポット まちづくり 名古屋市 30

20展 津島の歴史から学んだ食べ物を創り味わう 天王文化塾 保健 津島市 73

20展 外国人の子どもたちの健康相談会の開催 外国人医療支援グループ 保健 豊田市 32

20展 堀川浄化に今できること親子で堀川を見直そう。親子で楽しむ堀川下り 堀川とまちづくりを考える会 子ども 名古屋市 25

20展 視覚障害者への声の情報提供 音声訳の会 社会 刈谷市 18

20展 きれいな水を森から海へ。広域での矢田川の環境改善活動 モリコロの川を守るプロジェクト 環境 瀬戸市 80

20展 ホタルの保護活動を通じて自然と触れ合う 山口ホタルの会 環境 瀬戸市 16

20展 未来ある子ども達と一緒に、緑いっぱい事業 NPO法人わいわいわい 子ども 江南市 46

20展 さおり織りを通じての障害者交流と機能訓練・自立支援 さをり織りグループかざ車 保健 豊橋市 52

20展 食育推進事業－「家族で学ぶ食事バランスガイド」 食の未来を考える市民会議 子ども 名古屋市 100

20展 農業用水の環境用水化と防災用水化。庄内用水の環境用水化 庄内用水を環境用水にする会 まちづくり 名古屋市 91

20展 ホタルのとびかう人里づくり。　 NPO法人朝倉川育水フォーラム 環境 豊橋市 60

20展 リスムササビ保全のための活動 守山リス研究会 環境 名古屋市 90

20展 タイの貧村の学校に図書館を建設し、寄贈する。 尾北国際交流クラブ・タイ支援の会 国際 江南市 100

20展 アカウミガメの保護を中心とした赤羽根海岸の保全 あかばね塾 環境 田原市 48

20展 防災啓発の充実と家具固定の推進 防災ボラネット守山 災害 名古屋市 82

20展 三河地区アレルギーっ子ママネットワークの構築 岡崎アレルギーの会 保健 岡崎市 100

20展 観光ボランティアガイドの集中受付窓口の開設と障害者に対する安定的なガイド体制の確立 あいち観光ボランティアガイドの会 まちづくり 名古屋市 100

20展 脱温暖化のための中小企業向けＥＭＳ構築支援・省エネ効果測定活動 NPO法人愛知環境カウンセラー協会 環境 名古屋市 100

20展 大洪水罹災者に救援物資・医薬品供与（ガーナ国、ナブロンゴ地域） NPO法人オアシス 災害 蒲郡市 75

20展 西の浜はゴミ箱じゃない！～西の浜クリーンアップ活動。きれいな海を守る心を広げよう～海の環境を学ぶ会 環境ボランティアサークル亀の子隊 環境 田原市 100

20展 里開放の安全確保と充実 定光寺ほたるの里の会 環境 瀬戸市 100

20展 日進市総合運動公園の「四季の森」保全・育成活動　 日進里山リーダー会 環境 日進市 12

20展 第3回全国こども地球環境シンポジウム ＮＰＯエコバンクあいち 環境 一宮市 100

20展 明るい街づくり。菜の花栽培し搾油。廃油から石けんつくり。 大府市地域婦人団体連絡協議会菜の花クラブ 環境 大府市 40

20展
長期入院から地域活動へ！　障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業｢共同生活援助（グループホー

ム)及び共同生活介護（ケアホーム)の運営を機軸とした福祉のまちづくり」
NPO法人まちかどサポートセンター 保健 名古屋市 100
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事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

20展 下校時の小学生の安全安心を確保する 東海市 加南子どもを守る応援隊 地域安全 東海市 29

20展 「EXPO Cafeの本　Vol．3」発行事業。　 EXPO Cafe 発展協議会 まちづくり 名古屋市 100

20展 「世界中の子供たちが幸せになるために」地球子ども会議2008 NPO法人愛・地球子どもクラブ 子ども 名古屋市 100

20展 ひまわり教室 CSN豊橋 子ども 豊橋市 79

20展 地域安全活動 セキュリティーポリス愛知 地域安全 豊明市 100

20展 長期山村留学事業 NPO法人とみやま交流センター 子ども 豊根村 27

20展 UNEP広報活動　「UNEP世界環境写真展in Airport」 NPO法人地球友の会中部委員会 環境 稲沢市 100

20展 市民レベルの国際交流と子供たちの健全な育成活動 国際交流マインド まちづくり 北名古屋市 16

20展
「エネルギーに依存しない豊かさ」をテーマにした環境配慮の創作活動を通じた、日本と南太平洋諸国の若

い世代における国際交流活動
NPO法人武豊文化創造協会 社会 武豊町 100

20展 ボランティア通訳・ガイド活動を通じて推進する国際交流 NPO法人ＮＰＯ法人愛知善意ガイドネットワーク 国際 日進市 64

20展 食農教育プログラム「食の冒険・命の旅」 NPO法人はっくるべりーじゃむ 子ども 田原市 100

20展 公共施設の市民運営を担う人材育成事業 NPO法人地域福祉サポートちた 団体助言援助 知多市 100

20展 伝える笑顔、つながる命。　大切な人の命をつなぐＡＥＤ講習 NPO法人愛知万博記念災害救急医療研究会 保健 長久手市 80

20展 多文化共生社会における青少年の健全育成。夢育日本語講座 夢育プロジェクト 国際 豊田市 100

20展 子どもの笑顔を未来につなげるために。チャイルドライン受け手ボランティア養成講座 NPO法人チャイルドラインあいち 子ども 名古屋市 100

20展 子育て支援者のスキルアップ。　 あいちCAP 子ども 名古屋市 58

20展 名古屋芸術の杜アートイベント事業 名古屋芸術の杜をみんなでつくる会 国際 名古屋市 100

20展 パソコン操作遠隔支援の仕組みを活用したＩＴボランティアの輪作り NPO法人PICO 情報 名古屋市 100

20展 都市住民向け「農と自然体験プログラム」開発と「レッツ農！フォーラム」 日進野菜塾 環境 名古屋市 100

20展 中学生・高校生のための環境学習講座｢2050年担い手塾」開催事業 NPO法人地域の未来・志援センター 環境 名古屋市 80

20展 中間支援NPO人材育成システム開発プロジェクト事業 NPO法人地域の未来・志援センター 団体助言援助 名古屋市 80

20展 食でつながるまちづくり JAあいち尾東豊明たすけあいけやきの会 まちづくり 豊明市 100

20展 堀川のヘドロ及びBODを除去して清流に戻す。 堀川環境浄化委員会 環境 尾張旭市 100

20展 志民学校いちのみや NPO法人志民連いちのみや まちづくり 一宮市 100

20展 太陽光発電を通じたニカラグアの学校および地域コミュニティの自立支援 ニカラグアの会 国際 名古屋市 100

20展 認知症高齢者の暮らしを支える「地域の見守り力」向上のための協働モデル開発事業 NPO法人あいち福祉ネット 保健 名古屋市 100

20展 運転ボランティアへの安全運転教育実施体制整備事業 NPO法人移動ネットあいち 団体助言援助 名古屋市 100

20展 がん患者さん・御家族･ケア担当者のための無料電話相談「がん心のケアほっとライン」 がん心のケアの会 保健 名古屋市 100

20展 障害者の就労に向けた生活自立支援事業 NPO法人スマイルハウス 保健 日進市 98

20展 「豊川森の探偵事務所」事業 社団法人奥三河ビジョンフォーラム 環境 新城市 80

9



助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

20展 ひきこもり家族の支援と当事者の社会参加を目指す NPO法人なでしこの会 保健 江南市 100

20展 みんなでつくろう多文化アフタースクール。KSI子ども塾 KSI子ども塾こうなん外国児童生徒アフタースクール 子ども 江南市 80

20協 市民への防災啓発と被災地支援活動 災害ボランティアコーディネーターなごや 災害 名古屋市 100

20協 持続可能な市民農園づくり。有機循環推進事業 NPO法人環境研究所豊明 環境 豊明市 100

20協 佐久島活性化事業 島を美しくつくる会 まちづくり 西尾市 100

20協 小中学校理科授業の支援。安城市立安城北中3年選択理科授業の担当 NPO法人テクノプロス 科学 名古屋市 100

20協 瀬戸で暮らす外国人との交流。外国人の健康チェック・相談事業 NPO法人エム・トゥ・エム 国際 瀬戸市 100

20協 アチェメックの森プロジェクト「森の整備と出張森遊隊」 NPO法人子ども健康フォーラム 環境 みよし市 99

20協 21世紀愛知の子ども健康フォーラム「体感しよう！楽しい実践子育て」 NPO法人子ども健康フォーラム 子ども みよし市 99

20協 身近な自然の遊び体験を！ビオトープの整備とイベントの実施 愛知県下水道科学館ビオトープの会「ビオピース」 環境 稲沢市 100

20協 流域一体となった川づくり。地域づくりのための諸活動支援 NPO法人土岐川･庄内川サポート・センター 環境 清須市 100

20協 障害者と大学の協働による自助具・装具の製作と改修 NPO法人ドリーム 保健 名古屋市 100

20大 堀川1000人調査隊2010。第3・第4ステージ 堀川1000人調査隊2010実行委員会 環境 名古屋市 500

20大 市民・企業・行政の協働参画による【環境首都なごや】像の具現化 なごや環境大学 まちづくり 名古屋市 500

20大 外国人無料健康相談会を通した外国人ヘルパー育成援助事業 NPO法人外国人医療センター 保健 名古屋市 500

20大 傷病ワシタカ類保護関連事業 日本ワシタカ研究センター 環境 尾張旭市 387

20大 ボランティア促進事業 NPO法人ボラみみより情報局 団体助言援助 名古屋市 387

20大 しみん協働による「発生抑制」推進プロジェクト なごや環境循環型社会・しみん提案会議実行委員会 環境 名古屋市 346

20大 持続可能な社会構築のための「子どもの参加」-子どもがつくる新しい地球のカタチ NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 500

20大 あいち未来塾「地域プロデューサー」形成事業 NPO法人パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ） 団体助言援助 名古屋市 500

21初前 先住民族の知恵と技術を、名古屋でも実践するための講演と調査。 なごや・アイヌ語に触れよう 社会 名古屋市 30

21初前 名東区内家屋の耐震化、家具転倒防止の推進。地震による災害の軽減。 名東住宅耐震化アドバイザー推進協議会 地域安全 名古屋市 30

21初前 渥美半島自然体験エコツアー事業 渥美半島エコツーリズム実行委員会 環境 田原市 30

21初前 子ども達が楽しみながら学べる環境学習の実施 子どもの環境教育を考える市民の会 子ども 瀬戸市 30

21初前 一般市民向け講座「成年後見制度に関して」後見人の養成講座「後見人へのステップアップ」1～3 NPO法人あいち成年後見サポートセンター 人権 一宮市 30

21初前 碧海五市地域の障がい児・者福祉の普及啓発 碧海障がい福祉ねっと 社会 安城市 30

21初前 元気で長生き事業 大脇げんき会 保健 豊明市 29

21初前 名古屋市「図書館を使った調べ学習コンクール」 としょかん再発見 学術 名古屋市 30

21初前 さつまいも作りで食と農を学ぼう わんぱく倶楽部 子ども 北名古屋市 30

21初前 日本・二胡のふるさと 愛・地球博 第4回「桜・二胡音楽会」2009 NPO法人チャン・ビン二胡演奏団 学術 名古屋市 30

21初前 「サンテパルクたはら」里山保全事業 たはら里山の会 環境 田原市 30
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21初前 障がい者が地域の中で働く場を創る NPO法人ちゃれんじの会 保健 西尾市 30

21初前 第2回油ヶ淵葦船学校 油ヶ淵美化ネット 環境 安城市 30

21初前 聴覚障がい者コミュニケーション支援および一般社会への文字による情報提供 パソコン要約筆記「ぱそＤＥさぽ」 人権 常滑市 30

21初前 外国人の視点にたったまちづくり・地域活性化 くらし・ビジネス・サポートセンター まちづくり 新城市 30

21初前 稲沢市西部一帯のヘイケボタルと自然環境を守る活動 NPO法人祖父江のホタルを守る会 環境 稲沢市 30

21初前 安城市を中心に「ゴミ減量・省資源化や美化活動等による環境保全」を推進し、住みやすく次世代につながる地域社会の備築 NPO法人人の環ネットあんじょう 環境 安城市 30

21初前 地域の力が支える子ども達の教え合い、学び合い 市民子ども熟「あさひ学舎」 子ども 尾張旭市 30

21初前 外国人県民の相互支援による通訳派遣事業 外国人県民を支援する会 国際 名古屋市 30

21初前
地球の温暖化防止のため、廃材の焼却を減らして二酸化炭素の減少と端材や廃材を運動遊具に改良し、高齢

者の健康体力向上に寄与する。
端材・廃材リサイクル運動遊具・開発研究会 学術 名古屋市 30

21初前 不登校・ひきこもりの子ども・青年と作るツリースペース NPO法人ゆずりは学園 子ども 田原市 30

21初前 三河湾の水の浄化及び東三河沿岸地域の清掃事業 NPO法人東三河水環境連絡会 環境 田原市 30

21初前 尾張東部地域の環境ネットワーク 協働・共生のまちづくり尾張東部 まちづくり 長久手市 30

21初前
自治体のゴミ回収率のバイオ燃料化のため、原料となる家庭系廃食用油の世帯毎の廃棄量の個別対面調査。

会員・市民のバイオマスへの知識・関心の向上セミナー開催
グリーン・フューアル協働 環境 名古屋市 30

21初前 スリランカにおける環境保全と子供たちの健康増進 NPO法人スバ・ランカ協会 環境 春日井市 26

21初前 地域を元気にする「まちのふれあいサロン1号店」づくり 高蔵寺ニュータウン再生市民会議 まちづくり 春日井市 30

21初前
瀬戸市の末広商店街にある寄席「末広亭」を核とし、落語を通し多様な市民の交流機会を創設し、笑いと活気あふれるま

ちを作り出すことを目的とする
末広亭ですえひろがりの会 まちづくり 瀬戸市 30

21初前 国際理解講座「九番発！ワールドツアー」 NPO多文化交流センターまなびや＠KYUBAN まちづくり 名古屋市 30

21初前 荒廃果樹園の整備と地域活性化 小野浦ネーチャーランド果樹園づくり 環境 美浜町 30

21初前 「Re: design」 Re:designproject（りでざいんぷろじぇくと） 学術 名古屋市 30

21初前 男女共同参画社会と持続可能な循環型社会の促進・「あいち女性面白マップ記念フォーラム」 NPO法人ウィル21フォーラム 男女 名古屋市 30

21初前 難病患者・家族のための若手リーダー育成の為のピアサポーター（ピアカウンセラー)養成講座 NPO法人愛知県難病団体連合会 社会 名古屋市 30

21初前 名古屋城外堀ヒメボタルの保存 名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち 環境 名古屋市 30

21初前 ユニバーサルサービス研修 まねきねこ 職業 名古屋市 28

21初前 在日外国人への日本語教育事業 NPO法人国際交流推進センター 国際 名古屋市 30

21初前 「出会おう・あそぼう・お外が大好き！！」 子育てわくわく仕掛け人 親子どきどき自然体験プロジェクト 子ども 知多市 30

21初前 聴覚障がい児・者と共に、音を伝え合う楽しさを体験し、検証する。～音を振動に変え伝えることで、音の楽しみを創造する～ 打楽器インターフェースを楽しむビブラション（振動） 保健 武豊町 30

21初前 アートドッグズ138 アートドッグズ実行委員会 まちづくり 一宮市 30

21初前 ピンクリボン一宮（乳がん予防と乳がん検診早期受診推進活動） NPO法人元気健康活動協会 保健 一宮市 30

21初前 （知的に遅れのない発達障害を含む）個性の強いこどもの理解を深め支援をするためのヒント集冊子を作り、情報を提供する 個性の強いこどもを地域で支える会 子ども 豊田市 30
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21初前 外国人児童・生徒・保護者のための家庭教師を中心とした学習支援 かにえ子ども日本語の会 社会 蟹江町 30

21初前 子どもの成長の糧となるメルヘンを人形劇で伝える うめの森メルヘンの会 子ども 名古屋市 30

21初前 外国人児童生徒サポーター支援事業　―進学・進路に関するフォーラムの開催― 多文化共生リソースセンター東海 子ども 一宮市 30

21初前 集まれ地球人！「ワールド音楽祭」 マリ楽団甚べい まちづくり あま市 30

21初前 食農教育の推進と農業の活性化 おかざき農遊会 経済 岡崎市 30

21初前 防災おたすけ鬼 防災シミュレーション事業 防災おたすけ鬼の開発と普及実行委員会 地域安全 岡崎市 30

21初前 “すべての人に食べ物を”・東海エリアでの「フードバンク」システムの確立 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 保健 名古屋市 30

21初前 「つながる大地と暮らしのうた」写真展＆トーク＆ライブツアー 朝子農園 環境 長野県 30

21初前 ヤダ川発見隊交流事業 ヤダ川発見隊実行委員会 環境 名古屋市 30

21初前 精神保健福祉啓発事業　講演会「精神保健・医療・福祉の正しい理解のために」～精神疾患を持つ当事者からのメッセージ～ 精神障がい者、その家族が安心し、夢を持って暮らせるまちづくりの会 保健 刈谷市 30

21初後
障害のある者とない者がお互いを社会の一員として認め合い共生できる社会を構築することに寄与すること

を目的し障害者自立支援法における障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業等を行う。
ソーシャルインクルーシィブピープル 保健 小牧市 30

21初後 がん患者のサポート NPO法人ぴあサポートわかば会 保健 刈谷市 30

21初後 エコクラフト＆ボディペイントワークショップ わくわくFRIEND'S 環境 名古屋市 30

21初後 兒の森整備事業 兒の森活動グループ 環境 小牧市 30

21初後 宮川を加治地区の憩いと誇りの川に再生する 宮川水源を守り育てる会 環境 田原市 30

21初後 健やかな子どもを育てる教育支援 安城学習サポートセンター 子ども 安城市 30

21初後 向こう三軒両隣の付き合いが公園モデルプランを生む 地域猫応援団Cat paw club 環境 名古屋市 30

21初後 子どもたち、住民とのどんぐりによる緑化啓発 どんぐりの森を創ろう会 環境 日進市 30

21初後 {人を思いやる心}{やさしい心}で接することの出来る「心と行動」の学習 NPO法人キャラハートケアスクール 子ども 名古屋市 30

21初後 かっぱの浜でe～coとしよう　2010 ターミナルタウン河和推進協議会ワーキンググループ まちづくり 美浜町 30

21初後 サッカー競技指導の一環としての環境活動及び国際貢献活動への取組みによる子どもの健全育成、社会教育の実現 小牧市サッカー協会こまきサッカースクール事業部 子ども 小牧市 29

21初後 愛知県営公園（愛・地球博記念公園及び大高緑地）における「落葉清掃」、「竹林伐採」、「樹名版の設置と管理」等の活動 OKボランティア 環境 名古屋市 30

21初後 映画上映を通じての地球社会問題への関心の高揚を目指す。 World Peace Cinema（ワールドピースシネマ） 人権 江南市 28

21初後 生活相談に対し、主に国の機関、各自治体、医療機関等の窓口での相談・届出・申請等への同行支援を通し、問題解決に寄与する。 あいち生活相談・同行支援SOSの会 保健 名古屋市 30

21初後 安全・安心子育て教室「こどもに起こりやすい事故の予防といざというときの応急手当を身につけよう！」 とよあけ応急手当普及ボランティアの会 保健 豊明市 30

21初後 元気な新町まちづくり 新町まちづくり研究会 学術 田原市 24

21初後 子供達が自ら環境を守る大切さを知る・定期清掃活動 NPO法人かすみん 環境 春日井市 30

21初後 東海地区における、HIV/STD感染者への支援及び一般市民に対する感染症の予防・啓発 LIFE東海 保健 名古屋市 30

21初後 大災害に負けない災害ボランティアのネットワーク形成 なごや防災ボラネット 災害 名古屋市 30

21初後 子育て・個育ち支援事業 育遊空間べる★す～ず 子ども 岡崎市 30
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21初後 テーマ：「アフリカの経済発展のためにできることからはじめよう！」
事業名：「シアバター商品の企画開発および生産販売」 アテンドリエペジーブル 国際 名古屋市 30

21初後 子育てママ応援プログラム事業 子育てサークルネット・“笑工房” 子ども 知多市 30

21初後 地域でつくるもりづくり（城山八幡宮） もりづくり会議 環境 小牧市 30

21初後 演劇ワークショップ「演劇で遊ぼう！愛知を守れ！ちびっこ環境警察！」 リトルそれいゆ 子ども 名古屋市 30

21初後 「女性だからできること」 NPO法人Smiley Dream 男女 武豊町 30

21初後 炊き出し事業・生活に困っているホームレスを対象におにぎり、豚汁、お菓子等、衣類、毛布、寝袋の配給を実施する。 NPO法人大庭相談所 まちづくり 稲沢市 30

21初後 熱田大山の復活 熱田大山復活実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

21初後
上海万博参加・アルミ缶リサイクルアート事業。　国際間の和の絆を結ぶため、上海万博参加国200ヶ国の

国旗＆シンボルマーク・海宝をアルミ缶でリサイクルアート製作し、各パビリオンに寄贈する。
NPO法人CAN缶アートG 環境 名古屋市 30

21初後 市民立太陽光発電所あいち会議2009 持続可能な豊かな社会をつくるネットワーク 環境 名古屋市 30

21初後 認知症支援チェンジ・メーカー（担い手）養成と普及活動 NPO法人希望・あすなろ 保健 名古屋市 30

21初後 特別支援の必要な子どもへのサポート活動 楽田こどもサポートクラブ（こどもサポートクラブ東海に改名予定） 子ども 犬山市 30

21初後 バイオガスプロジェクト とよた2030ごみゼロ実行委員会 環境 豊田市 30

21初後 "田舎体験村"づくり「古民家修復プロジェクト」 田舎発見隊「やろまいか」 まちづくり 名古屋市 30

21初後 東海南・三河地震65年安城市民防災フェア開催 東海南・三河地震65年安城市民防災フェア 災害 安城市 30

21初後 アースデイを通じた地球に感謝し行動する市民ネットワーク構築 アースデイ尾張・木曽川実行委員会 環境 一宮市 30

21初後 【たこさい】～世界中が主役・年に一度の多国籍際～　【定期交流会】～継続的な国際交流のために～ たこさい実行委員会（多国籍実行委員会） 地域安全 名古屋市 30

21初後 間伐作業・散策路製作体験イベント及び森林保護等に関する公開シンポジウムの開催 山楽路プロジェクト 環境 名古屋市 30

21初後 ライフ・シミュレーション・アートという環境教材を使った体験型自然教室で環境を大切にする子供を育てるのがテーマです。 ライフ・シミュレーション・アート自然教室 環境 安城市 30

21初後 香流川をきれいにし、自然豊かな川とふるさとづくり 香流川をきれいにする会 環境 名古屋市 30

21初後 甲州・東海ブロック研修会　障害者が地域で安全に暮らせるためには NPO法人愛知県精神障害者家族会連合会 保健 長久手市 30

21初後 井戸、ため池を活かした地域と水の新たな関係創造事業 かんでらmonzen亭 環境 名古屋市 30

21初後 地球はともだち　尾張旭こども自然学校 尾張旭こども自然学校 子ども 尾張旭市 30

21初後 人間と動物がともに生きていける社会の実現を目指して障害者自立支援補助犬（介助犬）育成と役割認知度向上プロジェクト NPO法人日本動物介護センター名古屋支部 保健 瀬戸市 30

21初後 発達障害を持つ子供の親の会 なないろの会 保健 名古屋市 7

21初後 アニメ映画「伊勢湾台風物語」バリアフリー素材DVD製作事業 伊勢湾台風物語バリアフリー上映実行委員会 保健 名古屋市 30

21初後 清洲越400年事業準備活動～製作とイベント 清洲越400年事業ネットワーク まちづくり 名古屋市 30

21初後 農業で都市と農村を結ぶ
～農場は生き物の揺りかごだ～ いび川イキイキまちづくり協議会 環境 名古屋市 30

21初後 高次脳機能障害の啓発事業 高次脳機能障害者・家族を支援する会「サークル虹」 まちづくり 刈谷市 13

21初後 レクリエーションから学ぶ・ゴミ問題 NGOア∞ス（アース） 環境 名古屋市 30

21展 山崎川の昔の様子の聞き取りと冊子作成 山崎川グリーンマップ 環境 名古屋市 50
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21展 伊勢湾・三河湾の漁業者との交流と水産物をとおしての「海のグリーンマップ作り」 伊勢・三河湾流域ネットワーク 環境 名古屋市 100

21展 カンボジアのアンコール地域の森を、地域住民と共に復活させる試み NPO法人オアシス 国際 蒲郡市 100

21展 農業用水の環境用水化と防災用水化 庄内用水を環境用水にする会 まちづくり 名古屋市 98

21展 みんなでつくろう多文化アフタースクール KSI子ども塾 KSI子ども塾こうなん外国児童生徒アフタースクール 子ども 江南市 100

21展 東海市にプレーパークを！（プレーパーク啓発事業） NPO法人新青樹 子ども 東海市 99

21展 中学生が将来就職等で人間関係が原因で失敗しない予防の活動 NPO法人青少年自立援助センター北斗寮 職業 蒲郡市 100

21展 次世代を担うこども達の環境教育とまちづくり 地域環境活性化協議会 まちづくり 尾張旭市 100

21展 外国籍少年のための進路情報誌の作成と進路ガイダンスの実施　 NPO法人トルシーダ 国際 岡崎市 100

21展 愛知発：地域と世界をつなぐボランティア・ガイド養成事業 NPO法人愛知善意ガイドネットワーク 国際 日進市 56

21展 外国籍のこどもと親の居場所づくり・「多文化ひろば2009」 NPO法人犬山市民活動支援センターの会 国際 犬山市 100

21展 人と自然の心地よい関係を感じよう 里山ルネッサンス 環境 瀬戸市 100

21展 水辺環境の診断・評価と在来水生生物種の保全活動 NPO法人犬山里山学習研究所 環境 犬山市 71

21展 里公開の安全確保と充実 定光寺ほたるの里の会 環境 瀬戸市 100

21展
自ら、防災・減災を実践し、友人・近隣の人たちに防災・減災の輪を広げ、地域防災・減災啓発活動が実践

できる防災リーダーを養成すると同時に後継者を発掘し育成する。
あいち防災リーダー会 地域安全 名古屋市 100

21展

ボランティアネットワーク・ポラムティア事業「生きがい・やりがい」を意味する「ポラム」（朝鮮語）にかけて創案し

た「ポラムティア」を育成、ネットワークして、在日コリアン高齢者・障がい者・子どもたちへの自立支援活動を支援

し、多くの在日外国人が住む愛知県において、外国人の社会的活動を啓発する。そしてお互いの文化と伝統、歴史を尊重

しあえる社会作りに役立てる

NPO法人コリアンネットあいち 社会 名古屋市 100

21展 「世界中の子どもたちが幸せになるために」/「地球子ども会議2010」公開発表会 NPO法人愛・地球子どもクラブ 子ども 名古屋市 100

21展 木曽谷の水源林を育成する森造り協力事業 NPO法人緑の挑戦者（グリーン・チャレンジャー） 環境 名古屋市 100

21展 長期山村留学事業 NPO法人とみやま交流センター 子ども 豊根村 40

21展 名古屋芸術の杜アートイベント事業 名古屋芸術の杜をみんなでつくる会 国際 名古屋市 100

21展 にっしんのんびり村プロジェクト事業 NPO法人にっしん市民環境ネット 環境 日進市 96

21展 タンザニア連合共和国の子どもを義務教育を受けさせるための制服や学用品の支援活動事業 NPO法人マライカの翼プロジェクト 国際 稲沢市 100

21展 NGOサポート事業・フェーズ3 NPO法人名古屋NGOセンター 団体助言援助 名古屋市 89

21展 資金の借り手・出し手・貸し手でつくる「ソーシャルファイナンス」～NPOセクターに相応な資金が流れる仕組みづくり～ コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ 社会 名古屋市 100

21展 子どもがつくる新しい地域のカタチ（地域行動編）－持続可能な社会構築のための「子どもの参加」－ NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

21展 志民学校いちのみや NPO法人志民連いちのみや まちづくり 一宮市 100

21展 地域の力で子どもを育てる まちの学校 安城まちの学校 子ども 安城市 100

21展 ・ＡＥＤのさらなる普及　・ＡＥＤを積極的にしようした救命ができる環境づくり　・ＡＥＤの設置を通した安心・安全な街づくり NPO法人あいちクローバー 保健 名古屋市 100

21展 地域で助け合うための要援護者サポートブック作成事業 安城市ボランティア連絡協議会 災害 安城市 72
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21展 認知症高齢者の暮らしを支える「現場の介護力」向上プロジェクト NPO法人あいち福祉ネット 保健 名古屋市 100

21展 国際理解教育授業支援事業ー波及をめざす試みー NPO法人愛・知・みらいフォーラム 子ども 名古屋市 100

21展 DV被害女性のための「暮らし復興」プロジェクト NPO法人参画プラネット 男女 名古屋市 98

21展 ものづくりの楽しさを子どもたちに伝え、"未来に繋ぐ輪と和を広げよう" ゆうゆう木工クラブ 子ども 名古屋市 40

21展 食・農・環境のつながりを五感で感じる
「百姓体験プログラム」の企画・実施 NPO法人はっくるべりーじゃむ 社会 田原市 100

21展 環境整備によるホタル保護活動 山口ホタルの会 環境 瀬戸市 16

21展 中学生・高校生のためのESD講座「2050年担い手塾」 NPO法人地域の未来・志援センター 環境 名古屋市 100

21展 地域で暮らす外国人との交流/外国人の健康チェック・相談事業 NPO法人エム・トゥ・エム 国際 瀬戸市 100

21協 傷病ワシタカ類保護関連事業 日本ワシタカ研究センター 環境 尾張旭市 100

21協 五条川の桜並木を保存する 岩倉五条川桜並木保存会 環境 岩倉市 87

21協 佐久島活性化事業 島を美しくつくる会 まちづくり 西尾市 100

21協 下水処理水による生き物のすむ水辺づくり　―ビオトープから始める身近な自然の再生と、その担い手の育成― 愛知県下水道科学館ビオトープの会「ビオピース」 環境 稲沢市 100

21協 木曽川流域・愛知用水/環境交流ネットワークづくり NPO法人協働・共生のまちづくり まちづくり 岐阜県御嵩町 100

21協 国際理解教育と英語活動の協働授業 及び 外国人児童生徒の就学支援 NPO法人国際理解・英語活動支援バンク 子ども 安城市 100

21協 砂漠化防止/内モンゴル砂漠化植林プロジェクト 内モンゴル緑化の会 環境 犬山市 100

21協 小中学校理科授業の支援/安城市安城北中及び蟹江町立蟹江北中等における選択理科授業の担当 NPO法人テクノプロス 科学 名古屋市 100

21協 市民活動の未来、創造事業 NPO法人138ＮＰＯ　～一宮の市民活動育ち合いネット 団体助言援助 一宮市 45

21協 愛知池及び其の周辺の水辺環境の保全・再生事業 愛知池友の会 環境 東郷町 100

21協 愛・シンパシーワークショップ（共感をベースにした環境学習プログラム） NPO法人アスクネット 子ども 名古屋市 100

21大 地域の医療関係者らと患者家族を結ぶアレルギー防災医療ネットワークの構築 NPO法人アレルギー支援ネットワーク 保健 岡崎市 500

21大 協働で描き出す「環境首都なごや」2050年の具体像 なごや環境大学 まちづくり 名古屋市 500

21大 災害からいのちを守る防災教材の製作 NPO法人レスキューストックヤード 災害 名古屋市 500

21大 COP10に向けた愛知・名古屋ボランティア都市事業　～NAGOYANパトロール活動の推進～ NPO法人愛・地球博ボランティアセンター まちづくり 名古屋市 500

21大 身上監護を基礎にした権利擁護活動の担い手養成事業 NPO法人権利擁護支援『ぷらっとほーむ』 保健 名古屋市 500

21大 あいち未来塾2nd STAGE「地域プロデューサー」育ちあい事業 NPO法人パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ） 団体助言援助 名古屋市 500

21大 店舗・名古屋市・市民団体の協働による２Ｒ推進に向けた「地域自主協定」事業 しみん提案・発生抑制プロジェクトチーム 環境 名古屋市 495

21大 多様なライフスタイルに合わせたリユースの仕組みづくり NPO法人中部リサイクル運動市民の会 環境 名古屋市 500

22初前 うなぎ谷近隣里山整備事業 NPO法人尾張すずなり会 環境 小牧市 30

22初前 大高緑地ドッグランを管理運営することにより、犬を接点とした癒しと潤いのある地域交流の輪を広げ、住みよいまちづくりをする。 大高緑地ドッグラン・ボランティアの会 まちづくり 名古屋市 29

22初前 木造住宅耐震化普及・啓発事業 NPO法人耐震化アドバイザー協議会 地域安全 名古屋市 30

22初前 西尾市内における防災・減災・救命を主とするまちづくり推進・普及、支援・補助活動 西尾防災対策S＆A まちづくり 西尾市 30
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22初前 認知症疑似体験普及事業 集い＆ふれあい広場たけのこハウス 保健 小牧市 30

22初前
音楽療法《sound of the heart～心が奏でる心の笑顔～》。　「人の心を知り、己の心を知れ、そして、その心を知れ、

それが、人の道である。今生かされていることに感謝」
音の広場りんごの木 保健 常滑市 30

22初前 こどもたちとの〈ふれ合い・遊び〉を通してこどもの健全育成を図る わくわくセブン 子ども 豊田市 30

22初前 次代を担う子どもたちに学ぶ心を育む「宇宙の学校」 小牧市「宇宙の学校」 子ども 小牧市 30

22初前 障害者自身が直接職業訓練の現場を見て学ぶ研修旅行 NPO法人アダージョちくさ 保健 名古屋市 30

22初前 都市の若者の参加による花の景観づくりと過疎地の活性化 NFU地域連携プロジェクトチーム まちづくり 美浜町 30

22初前 障がいを持つ子どもの生きる力を育む個別支援事業：きらりんくらぶ NPO法人子どもの発達を支援する会きらら 子ども 岡崎市 30

22初前 心が元気になって、ほっとする場　親と子の心がつながる支援冊子の作成 オープンサークル「カランコエ」 子ども 安城市 12

22初前
事業名：ボランティア生開設によるプラネタリウムの運営・実行　活動テーマ：23年度実施予定の全編生解

説での学習投影に対応する為の解説スタッフのスキルアップ・知識の修得
安城プラネの仲間たち 学術 安城市 30

22初前 犬猫の殺処分を無くすこと。地域猫（野良猫）を減らし、まちづくりを行う。 あにまるあいず まちづくり 豊橋市 29

22初前 地域資源（明眼院）の復興支援と住民による街づくりチャレンジ事業 NPO法人元気大治まちづくり まちづくり 大治町 30

22初前 持続可能な社会実現に向けた小さな実践、大きな夢 自然農法研究会 環境 安城市 30

22初前 竹林の間伐と竹を再利用した遊びや食育の環境を考える 愛・パーク（瀬戸万博記念公園）ボランティア会 子ども 清須市 30

22初前 クリーンアクション＆梅田川を学ぶ会 「梅田川フォーラム」 環境 豊橋市 20

22初前 地域の学生とNPOとのネットワーキング 愛フェス学生部会 社会 名古屋市 30

22初前 ケータイでエコポン！ かりやなび まちづくり 刈谷市 30

22初前 「めだかとほたるの里」づくり事業 橋目みどりの会 環境 安城市 30

22初前 子育て支援スキルアップ事業 知多市の子育て支援ネットワーク推進連絡会 子ども 知多市 30

22初前 名古屋市における精神障がい者バレーボールの普及及び交流拡大事業 なごや精神障がい者バレーボールを広める会 保健 名古屋市 30

22初前 引きこもり・不登校・いじめ、非行、ＤＶ、虐待を根絶し、子どもに優しく、安心して生活できる街造り、ネットワーク構築 一般社団法人日本福祉協議機構 子ども 名古屋市 30

22初前 発達障害児に関する講演会事業 NPO法人ほがらか 子ども 豊橋市 30

22初前 気付こう！「わたしにもできるエコチャレンジ」 エコ・キートス 子ども 北名古屋市 30

22初前 ハロー赤ちゃん隊 ｍｏｍｏの会 子ども 豊明市 19

22初前 1防災啓発事業  2防災ボランティア養成事業  3防災ボランティアコーディネーター養成事業 NPO法人愛知県西部防災ボランティアコーディネーターネットワークの会 まちづくり 弥富市 27

22初前 お母さんたちが作った新城子育て情報誌 子育て情報誌さくら 子ども 新城市 27

22初前 「親子で考える、これからのまちづくり（ワークショップ）」 +まちづくり(プラスまちづくり) まちづくり 名古屋市 30

22初前 乳がんに関する情報提供・交流事業 NPO法人がん患者サポートLOMO 保健 名古屋市 30

22初前
防災リーダー育成指導を主に行い、合わせて防災や減災活動を啓発や講座等を通して地域民の防災意識高揚を図るととも

に、会員並びに防災関連団体相互間のネットワークの強化により地域防災力の高揚に寄与する。
NPO法人あいち防災リーダー育成支援ネット 災害 岡崎市 30

22初前 「月イチ健康ウォーキング」高齢者の生きがい対策活動 見影山穴弘法補修・復元委員会 保健 西尾市 30
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22初前 インターネットテレビ 碧海ロコネット放送局 社会 碧南市 30

22初前 持続可能な交通行動を楽しく分かりやすく伝える自由研究読本の作成事業 市民と技術者のコミュニケーションギャップをなくす会 科学 安城市 28

22初前 いのちの博覧会 in 岡崎～誕生 いのちをありがとう～ いのちの博覧会実行委員会 子ども 岡崎市 30

22初前 食卓から始まる生教育～今、ここにいるあなたにできること～ ここプロジェクト 社会 小牧市 27

22初前 上海万博愛知県催事県民参加事業、音楽・映像・朗読劇「暁の星 紅の花」公演 TEAM対話パフォーマンス 社会 名古屋市 30

22初前 第3回ゴールデンウィークはガラスウィークin瀬戸 ガラスウィークin瀬戸実行委員会 まちづくり 瀬戸市 30

22初前 文化活動を通して子どもの健全育成を図る 子ども文化交流会 社会 東浦町 30

22初前 地域環境保全活動である「地域ねこ活動」の普及と実践 おおぶ地域ねこの会 環境 大府市 30

22初前 「多様性を認め合う社会」を目指した障害をもつ障害をもつ方のアート活動サポート 蟲36（むしさんじゅうろく） 保健 名古屋市 30

22初前 継続的な里親活動を可能にするモデルケースの研究 ペットと人の新しい共生研究委員会 保健 名古屋市 30

22初前 「みなくる刈谷」を利用しやすい快適なまちにする みなくる刈谷UDボランティア 学術 刈谷市 30

22初前 高齢者等への在宅自立支援活動 助っ人クラブ中部 保健 刈谷市 30

22初前 障がいをもった子どもへの支援について、子どもの権利の視点からモデルの構築・提案 NPO法人子どもの療育を考える会 子ども 豊田市 30

22初前 レクリエーションの普及活動のよる児童教育  アズワンドリームメッセンジャーズ事業 NPO法人アズワン 子ども 名古屋市 30

22初前 生活習慣病予防、メタボﾘｯｸ対策、健康づくりのために啓蒙と普及活動をすることを目的とします。 中部生活習慣病予防指導士会 保健 北名古屋市 30

22初前 流域圏の生物の絶滅速度を最小限にくいとめ、生命にみちあふれた豊かな自然を取り戻すこと。 生物多様性市民ネットワーク生命地域作業部会 環境 名古屋市 30

22初前 大高緑地内の案内活動 大高緑地を守る会 環境 名古屋市 30

22初後 子育て支援、子育て人材の育成、コーディネート事業 葡萄の木 子ども 名古屋市 30

22初後 ダンボールコンポスト、まちづくりセミナー チャレンジ・エコクラブ 環境 清須市 30

22初後 障がい者の方への直接的な支援を目指して！「チャリティーショップ」 NPO法人障害者支援チャリティー協会 保健 豊橋市 30

22初後

放置竹林（竹やぶ）の竹を有用な資源として活用することにより竹山、里山の自然環境保全に関する事業を行い、高齢者等に対し

て、高齢者の生きがい、健康維持に資するとともに健康維持の一環として寄与するとともに豊かに生活することのできる社会づく

りのため地域社会と連携を深めることを目的とし、子どもたちに対しては根「主体性」を尊ぶ体験活動を企画、運営し「生きる

力」を育み、自然環境の大切さを学ぶことにより子供の健全育成を図ることを目的とする。

NPO法人おかざきの自然環境を考える会 環境 岡崎市 30

22初後 名古屋盲人情報文化センターで活動するボランティアの研修・親睦 情文ともの会 団体助言援助 名古屋市 30

22初後 有用微生物によるエコ大作戦 サンサン・エコクラブ 環境 清須市 30

22初後 循環型社会づくりを目指す炭焼き活動－美しい地球を次世代へ－ 市民炭焼き塾 環境 安城市 30

22初後 地域の子育てサポート事業 mama・House（まま・はうす） 子ども 名古屋市 30

22初後 第4回人と自然の共生フォーラム（10/16，17開催予定）　ポスターセッション あいち自然環境団体・施設連絡協議会 環境 瀬戸市 30

22初後 こころのバリアフリーを進めるDVD作製・配布事業 ここばりこまき 保健 小牧市 30

22初後 ～堀川を清流に～　堀川の浄化に取り組み、生物の棲む堀川を未来の子供達に残す 堀川エコクラブ 環境 名古屋市 30

22初後 地域の福祉サービス調査とマップ作成 さわやか名古屋 保健 名古屋市 30
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22初後 NPO活性化支援プロジェクト「やろまいか！NPO物産展」 NPO物産展やろまい会 団体助言援助 名古屋市 30

22初後 地域固有種を保全するため、外来種の勉強会・調査・情報発信・駆除活動を行う なごや外来種を考える会 環境 長久手市 30

22初後
ボランティア通訳を通して、1）公共機関からの依頼で、必要な情報の伝達支援、2）外国人の住む地域での

自治体活動の通訳支援、3）外国人と日本人との必要な情報の共有化
東浦通訳ボランティア まちづくり 東浦町 24

22初後 都市化により激減した知多ツツジの復元と緑化推進活動 大府緑化推進と知多ツツジ復元実行委員会 環境 大府市 30

22初後 子育て支援・パパに赤ちゃんのことをもっと知ってもらおう！「パパママと赤ちゃんのふれあい広場」 NPO法人日本家族ふれあい協会UNION 子ども 知多市 30

22初後 新城空家再生プロジェクト 奥三河発見隊 まちづくり 新城市 30

22初後 リターナブルお持ち帰り容器（ドギーバック）を用いたごみの削減（リサイクル）・食べ物のもったいない運動（食育）、中小企業のCSRの支援 ドギーバッグ普及委員会名古屋支部 環境 名古屋市 30

22初後 自然とふれあい体感をしよう！ジュニアサマーキャンプスクール NPO法人とよはし学童保育の会 子ども 豊橋市 30

22初後 （新しいまち作り）　キャンドルナイト扶桑　実行委員会 キャンドルナイト扶桑 まちづくり 扶桑町 30

22初後 新川クリーン大作戦 新川をよみがえらせる会 環境 清須市 30

22初後 外国人による外国人のための防災・安心まちづくりマップづくりと多文化共生による防災訓練＆防災啓発 東海防災・安心まちづくり隊 まちづくり 名古屋市 30

22初後 「木曽川流域上下流・連携」 水源の里を守ろう　木曽川流域みん・みんの会 環境 名古屋市 30

22初後 農薬は化成肥料に頼らない家庭菜園の栽培プログラムづくり 農を楽しむ会 環境 名古屋市 30

22初後 発達障がい周辺の理解と支援を広げる為の啓蒙事業 星の子ステーション 子ども 名古屋市 30

22初後 炭焼き窯と孟宗竹林整備で地域の親睦と里山環境を良くしていこう！ 善明炭焼工房 環境 西尾市 28

22初後 高蔵寺ニュータウンに高齢者の安心見守りシステムを確立する チームK・O・Z まちづくり 春日井市 30

22初後 地球温暖化の解決を担う自転車タクシーガイドツアー 愛・地球博閉幕後の会 環境 あま市 30

22初後 自然と民家が共生する里山公園作り 相生山緑地の会 環境 名古屋市 30

22初後 みんなのWIN-WIN関係で新米ママの社会復帰を応援！『ママのキャリア再チャレンジ応援・プロジェクト』 Momstart Club(まますたーとくらぶ） 男女 名古屋市 30

22初後 中学生防災隊養成プロジェクト 安城防災ネット 災害 安城市 30

22初後 障害児・者　オンラインサポート事業　 ハンディほっとサポート事務局 保健 名古屋市 30

22初後 日比の環境保全と平和のためのコミュニティ・アート・プロジェクト スンダランド・アート・ネット 国際 名古屋市 30

22初後 「防災倉庫の地域自主管理」 防災協働事業実行委員会 災害 稲沢市 15

22初後
・映画制作及び講演会等の関連イベント実施による地域の魅力の再発見、市民の地域に対する誇りと愛着の

醸成、向上、コミュニティ活動への参画促進、地域の魅力の情報発信
名古屋活動写真 学術 名古屋市 30

22初後 矢作川下流域の生物多様性調査 西三河野生生物研究会 環境 安城市 30

22初後 段戸国有林にて、中日森友隊の森づくり（除伐等育林活動） 中日森友隊 環境 阿久比町 24

22初後 おいしい・かんたん・あんしんごはん　講演会と調理実習 親子コミュケの会 子ども 豊田市 30

22初後 地域のたまり場サロン あったかカフェ まちづくり 名古屋市 30

22初後 旧東部小学区内（東薗目・下川区など）の、廃校や文化・自然資源の利活用についての、調査及びグランドデザイン構築事業 NPO法人てほへ まちづくり 東栄町 30
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22初後 ボランティアから、なっちゃった理事の研修 ボラnpo塾 団体助言援助 名古屋市 30

22初後 ひとりじゃない！どこかでだれかがつながっている町「犬山」 ももっぴ 子ども 犬山市 26

22初後 外国人住民の日本語、日本の社会について学習支援
外国人と日本人、また外国人同士の生活支援 たんぽぽ会 社会 蟹江町 30

22初後 都市農村交流と山間部のコミュニティビジネス立上げを目指した山菜園の整備事業 小原に山菜園をつくる会 まちづくり 豊田市 30

22初後
限界集落化の進む奥三河地域住民の生きがい創出により、地域の再生を目指す。「地域を知り、地域の良さ

を伝える」ことで、地域のポテンシャル上昇を狙う。　事業名：「自らが故郷を再発見して伝える奥三河」
●奥三河の持続的発展を考える会 まちづくり 新城市 30

22初後 テーマ：男性の家事・育児参加や地域社会へ関わるきっかけづくり、事業名：食べる・遊ぶ・作る・学ぶ、パパと一緒に地域デビュー KAJIメンズ 男女 名古屋市 26

22初後 「難民を知ってください。」「難民との共存」　難民映画祭2010名古屋 難民映画祭名古屋実行委員会 国際 名古屋市 30

22展 タイの貧村に図書館を建設し、寄贈する。 尾北国際交流クラブ・タイ支援の会 国際 江南市 100

22展 生物多様性と私たちの食生活　事業名：「食卓から田畑の恵について考えてみよう」 食の未来を考える市民会議 社会 名古屋市 100

22展 農業用水の環境用水化と防災用水化　事業名：庄内用水の環境用水化 庄内用水を環境用水にする会 まちづくり 名古屋市 85

22展 第5回全国こども地球環境シンポジウム NPOエコバンクあいち 環境 一宮市 100

22展 水野川グリーンマップの製作 グリーンマップせと まちづくり 瀬戸市 28

22展 テーマ：青い地球を次の世代につなぐまち江南（江南市環境基本計画の実施）、事業名：自然の叡智学習とエコライフのススメ NPO法人江南フラワーズ 環境 江南市 31

22展 長期入院児の心を癒す鑑賞事業 NPO法人名古屋おやこセンター 子ども 名古屋市 78

22展 がん患者支援としてのピアサポートの普及と展開 NPO法人ぴあサポートわかば会 保健 刈谷市 100

22展 里開放の安全確保と充実 定光寺ほたるの里の会 環境 瀬戸市 100

22展 ものづくりの楽しさを子どもたちに伝え、"未来に繋ぐ輪と和を広げよう" ゆうゆう木工クラブ 子ども 名古屋市 44

22展 市民への防災啓発と被災地・被災者への支援活動 災害ボランティアコーディネーターなごや 災害 名古屋市 96

22展 広めよう！愛知の魅力を世界までー外国語ボランティアガイドが伝える日本の心 NPO法人愛知善意ガイドネットワーク 国際 日進市 66

22展 子どもたち主体のモンゴリの森林再生による砂漠の緑化と現地住民の生活基盤の安定 NPO法人どんぐりモンゴリ 環境 長久手市 100

22展 アルコール、薬物、ギャンブル等依存症者とその家族の回復支援 NPO法人アディクション・リサーチ・センター 保健 名古屋市 39

22展 次世代を担う子供達の感性を育む環境教育とまちづくり 地域環境活性化協議会 まちづくり 尾張旭市 100

22展 武豊河川の浄化大作戦 持続可能な発展への追求 武豊エコクラブ～ホタル・メダカと共生の街づくり～ 環境 武豊町 100

22展 特定農地貸付法による耕作放棄地の市民農園化活動　『おらが農園』事業 NPO法人環境研究所豊明 環境 豊明市 100

22展
観光ボランティアガイドの利用促進のためのPR改善と障害者に対する安定的なガイド体制の確立（3年計画

の2年次として肢体障害者に対するガイドマニュアルを作成する。）並びに、交流促進とスキルアップ
あいち観光ボランティアガイドの会 学術 名古屋市 100

22展 人と自然の心地よい関係を感じよう 里山ルネッサンス 環境 瀬戸市 100

22展 木曽谷の水源林を育成する森造り協力事業 NPO法人緑の挑戦者（グリーン・チャレンジャー） 環境 名古屋市 100

22展 元気高齢者イキイキポラムティア事業 NPO法人コリアンネットあいち 社会 名古屋市 100

22展 "市民と共に働く地域に根ざしたフードバンクを目指して"フードバンクシステム普及のための運搬体制強化事業 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 保健 名古屋市 100
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22展 パソコンによる要約筆記 愛知県要約筆記者連絡会 保健 春日井市 28

22展 環境整備によるホタル保護活動 山口ホタルの会 環境 瀬戸市 16

22展 ～福祉とまちづくりが溶け合って、あたたかな地域の絆を結ぶ～「鳴子福祉文化 はぐくみプロジェクト」 鳴子きずなの会 まちづくり 名古屋市 100

22展 生活困難者を対象に炊き出し・悩み相談の生活支援を行い、ホームレス問題の改善や解決を図る。 NPO法人大庭相談所 まちづくり 稲沢市 65

22展 運転ボランティアへの安全運転教育事業 NPO法人移動ネットあいち 保健 名古屋市 100

22展 エコの風おこそう会 NPOエコウィンドネット 環境 田原町 100

22展 子どもがつくる新しい地球のカタチ（地球環境編）―持続可能な社会構築のための「子どもの参加」― 認定NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

22展 地域NGOの共通の課題を解決するためのサポート事業～会計・広報・ファンドレージング～ NPO法人名古屋NGOセンター 消費者 名古屋市 99

22展 テーマ：生きる力を育む、ど田舎山暮らし体験！ NPO法人とみやま交流センター 子ども 豊根村 48

22展 堀川の「ヘドロ」を除去し、水質の浄化を行うこと。 NPO法人堀川環境浄化委員会 保健 尾張旭市 100

22展 農で営む子どもとまち「にっしん農育プロジェクト」 NPO法人にっしん市民環境ネット 子ども 日進市 93

22展
日本とフィジーの若い世代による、再生可能エネルギーの創出とその有効活用をテーマとした強調的な創造

活動を通じた、持続可能な開発のための国際交流、教育活動
NPO法人武豊文化創造協会 社会 武豊町 100

22展 ボランティア情報誌増刷プロジェクト NPO法人ボラみみより情報局 団体助言援助 名古屋市 100

22協 傷病ワシタカ類保護関連事業 日本ワシタカ研究センター 環境 尾張旭市 100

22協 佐久島活性化事業 島を美しくつくる会 まちづくり 西尾市 100

22協 下水処理水を用いたビオトープづくり～身近な生き物のすむ自然の再生、子供たちの遊べる自然の再生～ 愛知県下水道科学館ビオトープの会「ビオピース」 環境 稲沢市 100

22協 愛知池及びその周辺の水辺の環境の保全・再生事業 愛知池友の会 環境 東郷町 100

22協 国際理解教育と英語活動の協働授業　及び　外国人児童生徒の就学支援 NPO法人国際理解・英語活動支援バンク 子ども 安城市 100

22協 持続可能な豊かな農的くらしの構築―休耕田畑の桑資源の活用 NPO法人マルベリークラブ中部 環境 名古屋市 100

22協 名古屋城ヒメボタルほっとプロジェクト 名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち 環境 名古屋市 65

22協 市民・事業者・行政の協働による「生ごみの発生抑制」 生ごみ出さないプロジェクトチーム 環境 名古屋市 100

22協 沙漠化防止／内モンゴル沙漠化防止植林プロジェクト 内モンゴル緑化の会 環境 犬山市 100

22協 がん患者さん・ご家族・ケア担当者のための無料電話相談　「がん　心のケア　ほっとライン」の開催 がん心のケアの会 保健 名古屋市 100

22大
Knowledge Information Collaborating Network(KinCo-Net：金鯱ネット）による初期患者誘導システム

の拡大推進事業
NPO法人Medeical Device Information Certificate Center 保健 名古屋市 490

22大 絶滅危惧種の保護・増殖と原生息環境の再生活動 NPO法人犬山里山学習研究所 環境 犬山市 228

22大 ヘルスケアネットワーク事業　～愛知から世界に、世界から愛知に～ NPO法人先端医療推進機構 保健 名古屋市 500

22大
自助具による障がい者の自立支援事業。　障がいの程度にあわせた自助具を開発・製作するだけではなく、

ひとりひとりにぴったりとした自助具を提供できるしくみを構築する。
福祉工房あいち 保健 岡崎市 500

22大 不用品リユースの仕組みの拡充にかかる事業 NPO法人中部リサイクル運動市民の会 環境 名古屋市 500

20



助成

区分
事業名又はテーマ 団体名 活動分野 地域

助成

金額

（万円）

22大 21世紀日本の救急医療政策提言101 NPO法人愛知万博記念災害救急医療研究会 保健 長久手市 500

22大 ホスピタル・クラウン活動 NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会 子ども 名古屋市 500

22大 成年後見地域生活支援員養成モデル事業 NPO法人知多地域成年後見センター 保健 知多市 417

23初前 外国語会話講座を通じた国際交流による多文化共生実現事業 NPO法人ヘルピングハンズアンドハーツジャパン 国際 名古屋市 30

23初前 子どもの科学技術教室「熱エネルギーから自動車の動力へ」 NPO法人三河サイエンスネット 子ども 蒲郡市 29

23初前 “新米ママの”「0歳児子育て広場」 託児ボランティア子育て“だんだん” 子ども 春日井市 24

23初前 特定非営利活動事業 NPO法人てあも 人権 名古屋市 30

23初前 知ってほしい「地域猫活動」 ヒトの暮らし猫との暮らし 環境 名古屋市 30

23初前 ワーク介護バランスの実現（仕事と介護の調和を図る） NPO法人ライフコンシェルジュ 男女 名古屋市 29

23初前 指定障害福祉サービス事業所　ソレイユ NPO法人ソレイユ 保健 豊橋市 30

23初前 マンション管理組合の自主・自立の支援、大規模修繕工事の支援、管理費削減の支援、管理会社の変更支援。 NPO法人マンション管理組合ネットワーク愛知 まちづくり 名古屋市 30

23初前 蟹江川を舟に乗って観光まちづくりと環境学習 かにえ水郷のまちの会 まちづくり 蟹江町 30

23初前 NPO活性化プロジェクト「NPO物産ネットショップ構築事業」 NPO物産展やろまい会 団体助言援助 名古屋市 30

23初前 社会人吹奏楽団 シンフォニックウィンズみよし 学術 みよし市 30

23初前 高校生ボランティア・ネットワーク活動 ヤングサポートクラブ 子ども 西尾市 30

23初前 宇連川リバーウォーク・マップ作成と豊川リバーウォーク2011の開催 豊川リバーウォーク準備委員会 社会 新城市 30

23初前 豊田市小原地区・地域づくりワークショップの実施及び地域づくり情報誌「OBARA2050」の発行 小原を考える会 まちづくり 豊田市 30

23初前
ストレス関連疾患・うつ状態の初期や回復期にある人の改善及び生活習慣の改善を目指す人に対し、社会へ

の参加、家庭への復帰が円滑にできるよう支援する事業
NPO法人自立訓練支援施設休息空間 保健 名古屋市 30

23初前 みんなのいえ六貫山プロジェクト－地域力を育む竹林ワークショップ－ みんなのいえクラブ 環境 名古屋市 30

23初前 SNS愛っちをベースにしたデジタルサイネージの実証実験 かすがいSNS研究会 情報 春日井市 30

23初前 大府駅前寄席 in 地蔵院 あいち落笑ポーターズ 学術 名古屋市 30

23初前 親子スポーツ教室・地域スポーツ活動事業 NPO法人ワスパ 学術 岡崎市 30

23初前 アジアの恵まれない人々に援助物資とスマイルを送ろう スマイルコンテナ 国際 常滑市 30

23初前 NPO　定住外国人就労支援プロジェクト NPO法人ワールドワークサポート 職業 名古屋市 30

23初前 ニホンミツバチで生態系を取り戻そう！ NPO法人エコネットあんじょう 環境 安城市 30

23初前 森もりアドベンチャーフェスティバル
～森の不思議を発見し、森で遊ぶ楽しさを知ろう！～ NPO法人日本冒険教育協会 子ども 東海市 27

23初前 町の中の子ども園　～おひさまschool＆mamaschool～ 子いづみや 子ども 新城市 30

23初前 （子ども向け）犬山の自然だいすき教室（仮称） 犬山市エコアップリーダーの会 環境 犬山市 24

23初前 発達障害児に対するワープロ機材を用いた読み書き学習支援のための支援者の養成 NPO法人発達障害療育センター 子ども 犬山市 30

23初前 “正義の味方”を作ろう NPO炎舞「美術を楽しもう」 学術 名古屋市 26
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23初前 園舎を持たない、森、自然環境の中で行なう幼稚園
森のようちえん・あおぞら園設立事業 森のようちえん・あおぞら園設立準備室 子ども 名古屋市 30

23初前 ホタルを飼育し、田んぼでの再生をめざす 津島ホタルの会 環境 津島市 30

23初前 町内の防災・減炎能力向上に資する自主防災組織の活性化推進活動 吉良町防災サポート赤馬 地域安全 西尾市 30

23初前 バングラデシュのスラム街の子どもたちの教育支援と女性の自立支援 バングラデシュ教育支援の会（BESS） 国際 江南市 30

23初前 相談活動・実務研修会・講演会開催等の事業 東海生活保護利用支援ネット 人権 名古屋市 30

23初前 他分野で活動している若者同士をつなげ、新たな社会貢献活動のきっかけをつくる 学生団体アツイ愛知 社会 大府市 30

23初前 ローゼルが広げる地域の“わ！” NPO法人ピースハウス 保健 田原市 22

23初前 フェアトレードマップづくり　＆　フェアトレード店舗数拡大プロジェクト 名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会 まちづくり 名古屋市 30

23初前 外国人学校教職員のための小児救急救命法講座 NPO法人こどもたちのアジア連合 まちづくり 名古屋市 30

23初前 モデルロケット教室 安城ロケット団 科学 安城市 30

23初前 生ゴミ堆肥化事業 生ゴミ資源化協力隊 環境 尾張旭市 30

23初前 依存症を学ぶつどい 依存症を学ぶつどい運営委員会 保健 豊田市 30

23初前 子育て中の方のお出かけサポーターズ～子育てをしていても気軽にお出かけをしよう～ ぷらっとほーむ 子ども あま市 28

23初前 地域資源を活用した「地力」向上プロジェクト フリーペーパー『地力』編集室 まちづくり 名古屋市 30

23初前 発達障害当事者サロン事業 発達障害当事者ネットワーク 保健 名古屋市 30

23初前 地域のNPO情報サイト「社会をあかるくするニュース」運営事業 Social Guide 団体助言援助 日進市 30

23初前 精神障害者の当事者による就労支援情報誌の発行 雇もれびの会 保健 名古屋市 30

23初前 ろう者のパソコン楽学習 かけはし＆であい 社会 名古屋市 30

23初前
上海・崇明島における日中共同「自然がっこう」プロジェクト。　－環境教育の人材育成を通した生態系保

全と開発の両立を図るモデルづくり－
一般社団法人ときの羽根 国際 一宮市 30

23初前 高齢者パソコンコミュニケーションスクール事業 非営利活動団体日本WEBサービス・サポートセンター 情報 名古屋市 30

23初前 大地に感謝！！収穫祭（仮） Mother Kitchen 社会 愛西市 29

23初前 「フリーマーケットで繋がろう瑞穂の輪」プロジェクト 瑞穂区でフリーマーケットを推進する会 環境 名古屋市 30

23初後 災害弱者と寄り添って共に生きていく　まちづくり 若年災害弱者自立支援”よりとも” 人権 西尾市 30

23初後 高齢者の団体に「健康づくりサークル」を推進するレクリエーション運動の人材養成の講習会事業 健寿会 保健 名古屋市 30

23初後 日本－ベトナム情報交流事業＠愛知－日本はベトナムを学び、ベトナムは日本を学ぶセミナーです－ 名古屋ベトナムネット 国際 名古屋市 30

23初後 絶滅危惧淡水魚の保護と繁殖・生息環境の再生事業 NPO法人生物多様性愛護会 環境 日進市 29

23初後 「ようこそ篠島」ライトアップ作戦 篠島まちづくり会 まちづくり 南知多町 30

23初後 現在・震災地でのボランティア活動を希望している人を対象にした、東日本大震災被災者に向けた『傾聴ボランティア講座』 ファインカウンセリング研究会 保健 名古屋市 30

23初後 独居の高齢者、身体・精神障害者等の生活支援 たすけあいネット/ビーム・ホープ 保健 豊橋市 30

23初後 ハンドメイドで人とつながる社会を　～子育てママから明るい未来を～ Mama’s Smiles with fino＊ 男女 瀬戸市 30
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23初後 外国人の子ども達のための寺子屋 NPOパソコンスキルと学習支援の会 子ども 名古屋市 29

23初後 身体障害者の暮らしぶりを、楽しく分かりやすく、社会に伝えるための　みんなで作る四コマまんが・プロジェクト フィリアの会 保健 安城市 30

23初後 1.防災啓発事業　2.災害ボランティア派遣事業　3.防災リーダー育成事業 NPO法人防災津島の会 災害 津島市 30

23初後 地域での見守り体制の仕組み作りの一貫としての『地域支え合いマップ』の作成事業 地域支え合いマップ作りの会 まちづくり 名古屋市 30

23初後 かっぱ像探索図の作成・周知・郷土資料展示 やろう会 まちづくり 美浜町 30

23初後 絵子本プロジェクト 絵子本プロジェクト 環境 名古屋市 22

23初後 「子どもたちといっしょに守る、今池町の農と環境」 今池町の農と環境を考える会 環境 安城市 27.5

23初後 里山で育て遊んで学ぶ、こども農体験スクール NPO法人愛知県シングルパパ・ママの会 子ども 名古屋市 30

23初後 中川運河キャナルアートProject No.One 中川運河キャナルアート実行委員会 学術 名古屋市 30

23初後 障害児（者）家族のための療法的音楽教室 MJ音楽教育研究所音話の森 保健 碧南市 29

23初後 森のようちえん NPOチームばんどり 環境 名古屋市 30

23初後 主にADHD・アスペルガー障害の人及び家族の方を主とした一般県民に情報を提供 NPO法人ハート・コンシャス 社会 江南市 30

23初後 電話相談員の養成研修（第3期生） NPO法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター 保健 春日井市 30

23初後 児童の健全育成に関する相談・支援事業 NPO法人放課後のおうち 子ども 津島市 17

23初後 樹木検定 ハッピープラネット 環境 名古屋市 30

23初後 まちとアートの出会いによる継続的な長者町界隈の魅力発信・再創造 長者町アートアニュアル実行委員会 学術 名古屋市 30

23初後 「加木屋ダイヤモンドタウン」の創生　（高配地の緑化の推進、近隣道路の美化活動等を中心にした、環境改善事業） 加木屋ダイヤモンドクラブ 環境 東海市 27

23初後 子ども・若者の自立を目的とし、居場所を提供する。 ポトスの部屋（子ども・若者の自立を目的とし、居場所を提供する） 子ども 名古屋市 30

23初後 創作表現活動や遊びを通した子どものメンタルケアを目的とした児童養護施設訪問 ボランティアグループなないろの森 子ども 春日井市 28

23初後 子どもの声を社会に届けよう！『こどもスポークスマンプロジェクト』 スローママ 社会 名古屋市 30

23初後 性同一性障害医療機関・相談窓口、団体紹介ガイド作成事業 GIDProud 人権 名古屋市 30

23初後 みんなの木プロジェクト DREAM TREASURE 社会 常滑市 29

23初後 生活や就労の困難な方々の、社会への復帰とためのパーソナル支援活動 生存と助け合いネットワーク 職業 名古屋市 30

23初後 地域が育む古本交換店「ビブロマニア雪見」を拠点とした本文化の発信 ビブロマニア雪見朗読会プロジェクトチーム 学術 名古屋市 30

23初後 東日本大震災復興支援活動 AICHI for 3.11 災害 名古屋市 30

23初後 子どもとより良い距離感を育むために知っておきたい10のこと NPO法人マムズ・クリエイト 人権 一宮市 30

23初後 組手什（くでじゅう）による東日本被災地支援 組手什おかげまわし東海 災害 名古屋市 30

23初後 三河の魅力の映像化とインターネットを用いた配信 こちら三河放送局 経済 豊川市 30

23初後 ダウン症及び染色体起因障がいを持つ子ども達の写真集製作及び、写真展開催事業 21＋Happy 保健 江南市 25

23初後 1家族介護者　サポーター養成講座　2映画鑑賞会・講演会 けあらーずサークル・てとりん 保健 春日井市 30

23初後 障害児と健常児との交流を基に、共に理解しあい、共に学びあい、共に物語りを作って生きたい。子供の健全育成事業。 NPO法人いきもの語り 子ども みよし市 30
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23初後 こころのやすらぎ支援「かたつむりの里」 精神保健福祉ボランティアグループ「かたつむり」 保健 春日井市 30

23初後 鎮守の森の市民参加型調査体制の構築 中部社叢研究会 環境 小牧市 29

23初後 「人と自然を持続可能に」～学ぼう！私たちの大事な未来～ NANAC 子ども 日進市 30

23初後 ねこトラブルゼロを目指して 天白トラブルゼロ！？ 環境 名古屋市 23

23初後 第10回食べる力を育てる研修会「ここをとからだにやさしい介護食づくり」 ひろがり 保健 名古屋市 30

23初後 城myなごや　～知ろまい！名古屋～ 城myなごや実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

23初後 多文化社会における子供の育成事業 二ネイトNineight 子ども 豊田市 30

23初後 コミュニティバスに乗って、”まち”を再発見しよう 武豊町コミュニティバス利用促進友の会 まちづくり 武豊町 30

23初後 ボランティアバスによる学生の派遣 愛チカラ 災害 名古屋市 30

23初後 こころはひとつ「3．11」支援事業を実行する会 NPO田原しみん震災支援ネット 災害 田原市 30

23初後 日本茶を通した体験による地域の自然・文化の発見 音の泉・音地図コミュニティ実行委員会  東海水琴窟ネット まちづくり 三重県四日市市 29

23展 地域からカンボジアにつなげる国際協力「なんとかしなきゃ！おもちゃを知らない子どもたちに人形を」事業 幼い難民を考える会　あいち 国際 名古屋市 100

23展 がん患者自助グループによるがん患者支援のためのサポーター養成とネットワークづくり NPO法人ぴあサポートわかば会 保健 刈谷市 100

23展 宇宙の不思議の魅力で学ぶ心を育てる 小牧市「宇宙の学校」 子ども 小牧市 100

23展 生活相談及び、各機関窓口への同行支援 あいち生活相談・同行支援SOSの会 保健 名古屋市 50

23展 園児向け自然の叡智学習（青い地球を次の世代につなぐまち江南、江南市環境基本計画の実践） NPO江南フラワーズ環境学習グループ 環境 江南市 30

23展 入学前園児体験プログラム NPO法人名古屋青少年活動支援ネット 子ども 名古屋市 32

23展 シアバター商品の企画開発および生産販売 アテンドリエペジーブル 国際 名古屋市 100

23展 第2回森の童話読書感想はがきコンクール　及び　第5回おおもりこもりてんこ森祭 おおもりこもりてんこ森祭実行委員会 環境 名古屋市 100

23展 外国人労災被災者支援、労災予防プログラム 名古屋労災職業病研究会 人権 名古屋市 100

23展 多文化子育てサポート　～外国籍の幼児と親のプレ教室～ NPO法人シェイクハンズ 子ども 犬山市 99

23展 地域猫（野良猫）を減らし、まちづくりを行う 犬猫の殺処分頭数を減らす あにまるあいず まちづくり 豊橋市 100

23展 市民活動の未来、創造事業 138NPO　～一宮の市民活動育ち合いネット 団体助言援助 一宮市 27

23展 千年持続学校－中山間地への若者移住の直接支援 NPO法人都市と農山村交流スローライフセンター まちづくり 豊田市 98

23展 スリランカの農村における環境保全と子供の健康増進 NPO法人スバ・ランカ協会 環境 春日井市 79

23展 “田舎体験村”づくり「古民家修復プロジェクト」 田舎発見隊「やろまいか」 まちづくり 名古屋市 100

23展 木曽谷の水原林を育成する森造り協力事業 NPO法人緑の挑戦者（グリーン・チャレンジャー） 環境 名古屋市 100

23展 市民・事業者・行政の協働による「生ごみの発生抑制」 生ごみ出さないプロジェクトチーム 環境 名古屋市 80

23展 志民学校いちのみや NPO法人志民連いちのみや まちづくり 一宮市 100

23展 田舎で実践！命の「わ」（環・和・話）をみつけよう！ NPO法人とみやま交流センター 環境 豊根村 72

23展 シェムリアップ州教師養成学校内苗育センター整備と植樹　（カンボジア国） NPO法人オアシス 国際 蒲郡市 100
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23展 気象防災ＤＩＧの実践活動による、地域の安全・安心マップの作成 NPO法人ウェザーフロンティア東海 地域安全 名古屋市 100

23展 無料医療実施事業　（GEM EAST村） NPO法人アフリカ支援アサンテナゴヤ 国際 名古屋市 96

23展 運転ボランティアへの安全運転教育事業 NPO法人移動ネットあいち 保健 名古屋市 100

23展 ～介護予防で日本を元気に！～「地域の居場所」立ち上げ指南塾 NPO法人地域福祉サポートちた 環境 知多市 100

23展 田んぼの学校　～海・山・川・田んぼ、自然が僕らの先生だ！ NPO法人はっくるべりーじゃむ 子ども 田原市 100

23展 「異文化パビリオン・ながくて～earth」 万博村の会 学術 長久手市 22

23展 裁判員模擬体験のための裁判劇ＤＶＤの作成 市民の裁判員制度めざす会 社会 名古屋市 15

23展 ～楽しく作っておいしく食べる～元気いっぱいのみかわっこを育てる事業 NPO法人食育サポートセンタークックラボ 子ども 蒲郡市 35

23展 ユースエコクラブ　シンポジウム NPOエコバンクあいち 環境 一宮市 100

23展 新時代の平和ミュージアムへの進化 NPO法人平和のための戦争メモリアルセンター設立準備会 人権 名古屋市 98

23展 特別支援の必要な子どもへのサポート活動 NPO法人こどもサポートクラブ東海 子ども 犬山市 100

23展 オンマ・学生キラキラポラムティア事業 NPO法人コリアンネットあいち 社会 名古屋市 100

23展
観光ボランティアガイドの利用促進のためのPR改善と障害者に対する安定的なガイド体制の確立（3年計画

の3年次として視覚障害者に対するガイドマニュアルを作成する）並びに、交流促進とスキルアップ
あいち観光ボランティアガイドの会 まちづくり 名古屋市 100

23展 「教室の空気はビタミン材」運動 穂の国の森から始まる家づくりの会 子ども 豊川市 56

23展 21世紀愛知の子ども健康フォーラム「子育ち環境を考える」 NPO法人子ども健康フォーラム 環境 みよし市 100

23展 国際理解教育授業支援事業 NPO法人愛・知・みらいフォーラム 子ども 名古屋市 100

23展 表浜ＢＬＵＥＷＡＬＫ　2011 虹のとびら 環境 豊橋市 100

23展 体験型ボランティア講座の開催 NPO法人愛・地球博ボランティアセンター 団体助言援助 名古屋市 95

23展 農で育む子どもとまち「にっしん農育プロジェクト」part2 NPO法人にっしん市民環境ネット 子ども 日進市 100

23展 名古屋城ヒメボタルほっとに前進プロジェクト2011 名古屋城外堀ヒメボタルを受け継ぐ者たち 環境 名古屋市 75

23展 「外国人相談ハンドブック」の作成：地域における相談体制の充実に向けて NPO法人多文化共生リソースセンター東海 保健 名古屋市 100

23展 5～10年後にこの地域のNPOを担っていく世代による相互支援コミュニティ形成事業 コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ 団体助言援助 名古屋市 100

23展 おむすび通貨で縁結び－矢作川プロジェクト－ 物々交換局矢作川支局 まちづくり 岡崎市 99

23展 「東海フェアトレードフォーラム’11」の開催 認定NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

23展 ～「納得のいく最期・見取り」の実現に向けて～　高齢者福祉の市民活動団体がサポート力をつけていくための、調査・研修事業 NPO法人あいち福祉ネット 環境 大府市 100

23展 全国初！50団体の東海地域NGOとともに取り組む持続可能な社会づくりのためのWEB募金システム NPO法人名古屋NGOセンター 団体助言援助 名古屋市 97

23展 「発達障碍の理解と支援のための啓発セミナー＆脳科学から考えられたＬＤ（学習障碍）擬似体験出張講座」 ディスレクシア協会名古屋 子ども 名古屋市 100

23大 “外国人にもっと光を”フードバンクを活用した生活困窮者支援強化事業 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 保健 名古屋市 500

23大 「認知症買い物セーフティーネット」構築が育む地域づくり NPO法人HＥＡＲＴ　ＴＯ　ＨＥＡＲＴ まちづくり 東海市 452

23大 新たな常設リユース拠点「エコロジーセンターＲｅ☆創庫」の立ち上げ NPO法人中部リサイクル運動市民の会 環境 名古屋市 430
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23大 シェルターから巣立つ子どもの支援プロジェクト NPO法人子どもセンターパオ 子ども 名古屋市 500

23大 「河川伝統工法パーク」の提案～いのちと暮らしを守る知恵の拠点づくり～ NPO法人レスキューストックヤード 災害 名古屋市 500

23大

自助具塾によるひとづくり事業（世界中の、そして未来の生活挑戦者のために）。　ひとりひとりにぴったりとした自助

具を未来にわたり安定して提供できるようにするために、自助具職人（担い手）を育成し、技能伝承をおこなっていくと

ともに、自助具製作を事業として成り立つしくみを構築する

NPO法人福祉工房あいち 保健 岡崎市 414

23大 多言語教育プログラムによる医療従事者の能力開発事業 NPO法人先端医療推進機構 職業 名古屋市 500

24初前 音声訳者のためのＤＡＩＳＹ講習 DAISYサポート名古屋 保健 名古屋市 30

24初前 1家族会事業　2広報事業　3支援事業 NPO法人愛知家族会 保健 瀬戸市 30

24初前 里山モニタリング事業 NPO法人アクティブ・アカウンタビリティー・アソシエイト 子ども 岡崎市 30

24初前 日本語を媒体とした難民と地域社会を結ぶ事業 もっと日本語教室 社会 名古屋市 30

24初前 求職者に対する職業能力の開発及び就職支援事業 NPO法人わかば 職業 名古屋市 30

24初前 納屋橋夜イチを通じて、人と地域を繋げる町おこし計画 なやばし夜イチ実行委員会 経済 名古屋市 30

24初前 嬉野町の再生と再発見・村祭り復活のための下準備プロジェクト 結の市祭り実行委員会 まちづくり 三重県松阪市 30

24初前 障害者による障害者のための次世代人材育成事業 NPO法人ビリーブ 保健 豊橋市 30

24初前 地震・防災の喚起と啓発を促進する活動 はやぶさ地防会 災害 尾張旭市 29

24初前 ご当地グルメプロジェクト（元気な地域を創る） かっぱの家族 まちづくり 美浜町 30

24初前
高齢者介護予防運動普及事業（脳と身体を活性化するオリジナルコンテンツ制作）（スロートレーニング＋

高齢者縄跳び運動＋音楽療法【オルゴール療法】）
一般社団法人スポーツ・ウェルネスサポート 保健 名古屋市 30

24初前 ホースセラピーの理解と普及をすすめる活動 ホースネットワーク 保健 春日井市 30

24初前 東日本大震災被災地支援活動、啓発、広報活動 大船渡・陸前高田支援ネットワーク 災害 名古屋市 30

24初前 災害発生時の産・官・民の連携の重要性の啓発・検討などを行うための講演会事業 災害ネットワーク西尾 災害 西尾市 30

24初前 ひとり親家庭支援プロジェクト「ゆりかご」 ひとり親の生活支援「ゆりかご」 人権 名古屋市 30

24初前 東海道五十三次パスポート Foot Print 設立準備会 経済 豊川市 30

24初前 「アートをもっと体験したい、知りたい、伝えたい」 Arts Audience Table ロプロプ 学術 一宮市 30

24初前 育てて、伐って、使って、植える。「もりもり隊」のくるくるまわる森づくり。 NPO法人プラスまちづくり まちづくり 名古屋市 30

24初前 障がい児・者を対象とした定期的なホースセラピーの実施 ホースセラピー実行委員会 保健 名古屋市 30

24初前 みんなで星めぐり！！星空観望会実施及び観望会運営市民ボランティアスタッフ養成事業 アイ・プラネッツ 社会 安城市 30

24初前 韓舞「望恨歌」-朗読と小鼓の調べに乗せて-の公演及び能楽「望恨歌」公演に向けてのワークショップと体験講座開催 日韓舞台芸術友の会　絆　イニョン 学術 名古屋市 30

24初前 特別支援教育支援者向け研究 子ども支援者のためのABC 子ども 知多市 30

24初前 稲作から始まる地域自然環境保護と子育てコミュニティ広場の開設事業 春日ふれあい広場の会 子ども 清須市 30

24初前 NPO法人都市と農山村交流　スローライフセンター 笑びすや農園 まちづくり 三重県松阪市 30

24初前 サイト「ナゴヤ・ナビ」構築等による観光客誘致事業 プロジェクト名古屋設立準備委員会 まちづくり 名古屋市 30
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24初前 通学路のゴミ拾いと、草刈りによる子供達の安全向上活動 爽風会 環境 知立市 19

24初前 健康増進の為の「なわとび」の普及・啓蒙事業 あいちなわとび協会 学術 名古屋市 30

24初前 外国語会話講座を通じた国際交流による多文化共生実現事業 NPO法人ヘルピングハンズアンドハーツジャパン 国際 名古屋市 30

24初前 東日本大震災復興を、一宮で支援し続ける事業 ずっと・・・ 団体助言援助 一宮市 28

24初前 『パイル・キャップ･スマイル！手作り帽子で笑顔を広げよう』 Team apop（チームアポピ） 保健 名古屋市 30

24初前 生物多様性に関する情報の収集と発信事業 国連生物多様性の10年市民ネットワーク 環境 名古屋市 30

24初後 あいちの「生物資源」を調査する！～「デジタル生物相調査マップ」システム開発事業～ 環境喰人の会 環境 名古屋市 30

24初後 耕作放棄地を活用した自然栽培による農業の6次産業化 ノーマ農園（自然栽培活用グループ） 経済 名古屋市 30

24初後 地域の民話・伝承の電子ブック化　及び　実演イベントの実施 カラクリBOOKS まちづくり 名古屋市 30

24初後 重度障がい児の外出支援促進活動 NPO法人ふれ愛名古屋 保健 名古屋市 30

24初後 児童虐待をなくそう！　“トイランin Nagoya” ハーレーサンタ CLUB NAGOYA 子ども 知立市 30

24初後 民家の甲子園愛知県大会 NPO法人中部200年住宅再生ネットワーク機構 まちづくり 名古屋市 30

24初後 日本文化・伝統と現在「和紙、染織、書」 日本文化・「伝統と現在」会 学術 豊田市 30

24初後 果樹園無農薬栽培、市民ミカン狩り・農園2周年祭と周辺市道落葉清掃活動 平原自然体験「巽農園」 環境 西尾市 30

24初後 離婚に伴う親・子へのサポート事業 あったかハウス（NPO法人申請中） 子ども 名古屋市 30

24初後 障害児・者への発語音楽療法と絵本の読み聞かせ　指導者セミナー 一般社団法人発達支援協会 保健 名古屋市 30

24初後 「からだ喜ぶ　安心安全　野菜について」野菜勉強会 NPO法人PLUS ONE SEED 子ども 名古屋市 30

24初後 女性への犯罪や暴力被害から身を守るための連続講座事業 いきいきからだほぐしの会 人権 名古屋市 30

24初後 子育て世代から発信する地域のコミュニティ再生事業 野外自主保育みよしもり・そら 子ども みよし市 30

24初後 竹の有効活用による放置竹林問題の解決並びに炭素埋設農法による農業振興 竹ECO活用 環境 名古屋市 30

24初後 家庭教育に関連する「教育アドバイザー」の育成事業 NPO法人全国家庭教育支援センター 子ども 岡崎市 30

24初後 里山楽校「里山のインタープリテーションと里山の再生」 インタープリター集団豊田里山塾 子ども 豊田市 28

24初後 みつばちの森　再生プロジェクト ふれあい体験ファーム　めぐみ農場 環境 西尾市 30

24初後 いき活レスキュー事業 NPO法人イルカ 社会 名古屋市 28

24初後 地域交流日本語教室 にほんごコミュニティ＠KYUBAN 社会 名古屋市 30

24初後
ＣＰＲ（心肺蘇生）・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及促進。　・既設ＡＥＤを保守・管理し、安全に

使用出来る環境をつくる。　・一般市民の救命に対する意識向上と人材の育成
AED普及委員会 保健 名古屋市 30

24初後 「森女（もにょ）の森」づくり 山の駅ふくべ 環境 岐阜県美濃市 30

24初後 多様な市民と図書館員・書店員・出版関係者による本との出会い創造事業 にんげん図書館 学術 名古屋市 30

24初後 親子の時間が今よりもっと楽しくなる！
「ママと子どものセルフケア講座」 NPO法人マムズ・クリエイト 子ども 一宮市 10

24初後 『語る』・『知る』・『つながる』
～生きてる図書館　編～ 一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 保健 名古屋市 30
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24初後 生産人口減少、超高齢化への社会システム構築事業 あいち環境研究会社会システム分科会 まちづくり 瀬戸市 30

24初後 「リニモでワールドラリー」 NPO法人フィール・ザ・ワールド まちづくり 長久手市 30

24初後 バリアフリーコラボレーション2013 バリアフリーコラボレーション実行委員会 保健 武豊町 30

24初後 廃棄容器によるストレスフリー雨水利用システムでの美しい街中グリーン計画 Re・クリエーターズクラブ まちづくり 名古屋市 30

24初後 コミュニケーションからヘルスケアに取り組む「ブラインドコーチング」講座 一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会 保健 名古屋市 30

24初後 バルーン＆マジックでお年寄り・子どもたちに笑顔を届けよう さわやかA・K・KM 子ども 刈谷市 30

24初後 「刈谷お出かけ便利帳」ＰＲ展開活動事業 刈谷市お出かけ便利帳作成委員会 まちづくり 刈谷市 30

24初後 「教えて先生！！放射線の本当のこと！！」＆ミニコンサート 内部被ばくにもとづいた食や健康の話と、被災地に届ける音楽 JCサークル（NPO法人申請予定） 保健 名古屋市 30

24初後 アカデメイア合唱団 NPO法人響愛学園 保健 一宮市 30

24初後 「赤ちゃんの駅」募集・登録事業 MaChild まちづくり 名古屋市 30

24初後 移動販売車による災害時の炊き出し支援事業 移動販売車炊き出し支援協議会 災害 名古屋市 29

24初後 アフリカンフェスタ2013　ＩＮ　ＡＭＡ アマアフリカ実行委員会 国際 あま市 30

24初後 外国にルーツをもつ定時制高校に通う生徒および高校進学を目指す子どもの学習支援 バッテリアセリア2 子ども 碧南市 30

24初後 美浜町地域防災活動 MMM 地域安全 名古屋市 30

24初後 地域ぐるみによる、中川運河の自然景観発生メカニズムと運河を活かした地域づくり事業 中川運河デザインラボ緑のまちづくりチーム まちづくり 名古屋市 30

24初後 間伐材を利用した木工教室 ひとまちおうえん隊 農山漁村 大府市 30

24初後 規格外野菜を使ったスイーツの製造、販売、啓蒙活動事業 VegeGaGa 環境 一宮市 30

24初後 親支援・子支援を両軸とした、子育て家庭バックアップ事業 子育ち応援「ポプラの会」 子ども 岡崎市 30

24初後 朝市 中川区ブランド野菜製品開発研究会 まちづくり 名古屋市 30

24初後 ZAWA　友　FESTA NPO法人ZAWA友FESTA実行委員会 農山漁村 稲沢市 28

24初後 真に世界で活躍できる人材輩出事業 グローバル・リーダー・アソシェーション 職業 名古屋市 30

24初後 ONE WORLD ONE MUSIC 2013 アフリカチャリティーコンサート実行委員会 国際 名古屋市 30

24初後 若年者、障がい者、高齢者等への法的啓蒙活動 Ring 社会 豊田市 12

24初後 被災地で大学生が援助を行うボランティアバス事業 愛チーム 災害 大府市 30

24初後 モバイルタブレッドを用いた高齢者の井戸端会議推進クラブ モバイルタブレッドを用いた高齢者の井戸端会議推進クラブ 情報 豊明市 26

24初後 化学物質過敏症患者支援と病態衆知についての初期活動 化学物質過敏症あいちＲｅの会 保健 名古屋市 30

24初後 パズリングパッチワークと対話の場を活用した協働・共創のセルフビルド事業 Uzumi'n. Labo まちづくり 名古屋市 30

24初後 外国にルーツをもつ子どものための母語支援事業 Centro Educational Happy Family 子ども 豊橋市 30

24展 犬山子ども自然教室 NPO法人犬山市民活動支援センターの会 子ども 犬山市 60

24展 太陽光エネルギーを学ぶ環境学習 NPO法人愛知レスキュー 環境 西尾市 80

24展 モリコロパーク森づくり隊 ネイチャークラブ東海 環境 名古屋市 80
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24展 “自分の命は自分で守る!!”個人の災害対策意識を高める活動 NPO災害対策S&A 災害 西尾市 100

24展 電話相談・同行支援・調査研究等の事業 東海生活保護利用支援ネット 人権 名古屋市 100

24展 入学前園児「小1問題」解消支援事業 NPO法人名古屋青少年活動支援ネット 子ども 名古屋市 93

24展 外国人労災被災者支援、労災予防プログラム 名古屋労災職業病研究会 人権 名古屋市 100

24展 精神障害者の就労訓練として天然酵母パン製作と販売 NPO法人おおぞら 保健 田原市 13

24展 わくわくネイチャーフェスティバル2012～身近な自然にふれ、みんなで遊ぶ楽しさを知ろう！～ NPO法人日本冒険教育協会 子ども 東海市 96

24展 全国初「地域型WEB募金システム（中部NGOおうえん募金）の確立～地域NGOの資金元の1つとして定着させるために～ NPO法人名古屋NGOセンター 団体助言援助 名古屋市 99

24展 成年後見センター立ち上げ・運営ガイドブック制作事業 NPO法人知多地域成年後見センター 保健 知多市 100

24展 香流川をきれいにし、自然ゆたかな川とふるさとづくり 香流川をきれいにする会 環境 名古屋市 100

24展
地産の桑による無菌人工飼料育養蚕によりエコロジーとエコノミーの両立を図り、持続可能な地域自給サイ

クルと普及啓蒙活動をする。－休耕田畑の解決策を模索して－
NPO法人マルベリークラブ中部 環境 名古屋市 100

24展 遊休農地解消と地産地消を基本にした地場野菜の生産、並びに消費の普及事業 NPO法人おかざき農遊会 環境 岡崎市 100

24展 多文化子育てサポート「多国籍幼児のプレイスクールと夏休みフォローアップ教室」 NPO法人シェイクハンズ 子ども 犬山市 100

24展 KSI　多文化共生　国際ルームを活用して寺子屋活動 ＫＳＩ　多文化共生　国際ルーム 子ども 江南市 55

24展 ～堀川を清流に～堀川の浄化に取り組み、生物の棲む堀川を未来の子供達に残す 堀川エコクラブ 環境 名古屋市 100

24展 「教室の空気はビタミン材運動」「循環する教室の空気はビタミン材運動」 穂の国の森から始まる家づくりの会 子ども 豊川市 70

24展 広げよう！山林体験ネットワークの輪！！ NPO法人とみやま交流センター まちづくり 豊根村 100

24展 おむすび通貨で縁結びーささえあうきもち大作戦ー おむすび通貨伊勢三河流域本部 まちづくり 豊田市 100

24展 精神障がい・発達障がいの当事者による就労支援情報誌 雇もれびの会 保健 名古屋市 30

24展 東日本大震災復興支援活動 AICHIfor3．11 災害 名古屋市 100

24展 生活相談及び各機関窓口への同行支援と居場所づくり あいち生活相談・同行支援SOSの会 保健 名古屋市 77

24展 開館以来4年　毎年開催してきた特別企画展の展示パネルをブックレットにして刊行し広く頒布普及する事業 NPO法人平和のための戦争メモリアルセンター設立準備会 人権 名古屋市 100

24展 公と私をつなぐ半公的空間「平和みんなの家」の運営事業　＊文庫事業＊いこいの場事業＊親育ち支援 つくしクラブ 子ども 豊明市 100

24展 無料医療実施事業　（GEM EAST村） NPO法人アフリカ支援アサンテナゴヤ 国際 名古屋市 100

24展 協働&機能発展型居場所づくりモデル開発事業
他世代交流・食生活・健康に関する魅力アップの試み NPO法人あいち福祉ネット 環境 大府市 100

24展 第2回ユースエコクラブシンポジウム NPOエコバンクあいち 環境 一宮市 100

24展 農で育む子どもとまち「にっしん農育プロジェクト」part3
野菜スイーツで休耕田と野菜嫌いをなくそう！ NPO法人にっしん市民環境ネット 子ども 日進市 100

24展
小・中学校における外国籍および外国にルーツをもつ児童、生徒に対する日本語学習支援教科指導受験指導

外国人保護者の生活相談
かにえ子ども日本語の会 社会 蟹江町 100

24展 国際理解教育授業支援事業及び国際理解教育授業特別講座事業 NPO法人愛・知・みらいフォーラム 子ども 名古屋市 100

24展 がん患者さん・ご家族・ケア担当者のための無料電話相談「がん　心のケア　ほっとライン」の提供 がん心のケアの会 保健 名古屋市 100
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24展 防災リーダーの継続的な養成と次世代の防災リーダーの育成を行い、地域住民の防災意識の向上を図り、防災・減災活動を推進する。 NPO法人あいち防災リーダー育成支援ネット 地域安全 岡崎市 100

24展 高蔵寺ニュータウン高齢者見守りシステム確立事業 NPO法人チームK・O・Z まちづくり 春日井市 100

24展 第3回森の童話読書感想はがきコンクール及び第6回おおもりこもりてんこ森祭 おおもりこもりてんこ森祭実行委員会 環境 名古屋市 100

24展 アンニョンハセヨ事業 NPO法人コリアンネットあいち 人権 名古屋市 100

24展
シェムリアップ州教師養成校における、焼却炉の設置や生ごみの堆肥場創りを通して自然循環型教育の推進

と環境整備。（カンボジア国）
NPO法人オアシス 国際 蒲郡市 100

24展 生活困窮者、当事者による雇用創出及び真の自立を促す事業 NPO法人のわみサポートセンター 職業 一宮市 100

24展 小中学生の科学的創造力を育成する理科実験主体の授業活動 NPO法人テクノプロス 科学 名古屋市 100

24展 「自分らしく輝ける社会のかけ橋～ろう者ドキュメンタリー映画祭～」 「自分らしく輝ける社会のかけ橋～ろう者ドキュメンタリー映画祭～」実行委員会 社会 名古屋市 100

24展 「つながる」東海フェアトレードフォーラム’12の開催 認定NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

24展 フェアトレードづくり&フェアトレード店舗数拡大プロジェクト 名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会 国際 名古屋市 19

24展 外国人コミュニティサポート事業 NPO法人多文化共生リソースセンター東海 団体助言援助 名古屋市 100

24展 市民活動の未来、創造事業 138ＮＰＯ　～一宮の市民活動育ち合いネット 団体助言援助 一宮市 20

24展 都会の子どもたちの「ふるさと田んぼづくり」プロジェクト NPO法人日進野菜塾 環境 名古屋市 100

24展 地域の子育て支援の担い手養成とネットワークによる『妊娠～出産期の女性のエンパワメント支援事業』 ママスタート・クラブ 男女 名古屋市 97

24展 外国籍のこどもたちを守る災害対策プロジェクト NPO法人こどもたちのアジア連合 災害 名古屋市 100

24展 水源林を育成する獣害・防除協力事業 NPO法人緑の挑戦者（グリーン・チャレンジャー） 環境 名古屋市 100

24展 セクシュアルマイノリティ相談・支援ネットワーク事業 PROUDLIFE 人権 名古屋市 100

24大 “（続）外国人にもっと光を”新拠点構築と外国人2万人対象を柱としたフードバンク事業 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 保健 名古屋市 500

24大 砂漠化防止/内モンゴル砂漠化防止植林プロジェクト 内モンゴル緑化の会 国際 大口町 495

24大 ネオジャポネーゼ・ジャポネーザ永住促進プロジェクト NPO法人フロンティアとよはし 国際 豊橋市 200

24大 障害者による社会的起業 NPO法人ドリーム 保健 名古屋市 500

24大 災害救助犬とハンドラーの育成及び行方不明者の捜索事業 NPO法人ＮＰＯ法人愛知災害救助犬協会 災害 岡崎市 500

24大 ホスピタル・クラウン活動 NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会 子ども 名古屋市 500

24大 福祉トータルコーディネーター養成事業～権利擁護と地域ネットワーク～ NPO法人権利擁護支援『ぷらっとほーむ』 保健 名古屋市 500

24大 伊勢・三河湾流域圏における「持続可能な未来のための人づくり」をめざした出前授業の派遣ネットワークのモデル化事業 NPO法人愛・地球プラットフォーム 団体助言援助 名古屋市 500

25初前 ショップ白百合 NPO法人白百合 保健 春日井市 30

25初前 こどもものづくり教室の運営 尾張旭こどもものづくり教室 子ども 尾張旭市 29

25初前 有機トマトづくりと生ごみリサイクル堆肥の商品化、販売（障害者の就労・地域移行の中間就労の創出とトレーニング） Liaはたらく友の会≪トマト委員会≫ 社会 津島市 30

25初前 科学で大人をかきたてる 「大人のRIKA教室」 科学 小牧市 29

25初前 外国人労働者の共済のための生活支援、日本語能力開発事業 ユニオン友愛共催会（UCF） 職業 三重県津市 30
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25初前 0歳からのコンサート、マタニティコンサート、アートキャンプ ThinkARTone 学術 名古屋市 30

25初前 らくがきアートで「尾張旭たのしい夏まつり」応援グッズプロデュース！ 尾張旭たのしい夏まつり実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

25初前 Clear　Water　Project ClearWaterProject 環境 名古屋市 30

25初前 地域密着！日本人と外国人市民の「未来の共有」事業 地域多文化ネット「WKY」 まちづくり 大府市 22

25初前 在宅医療・介護現場への無線端末機（スマートホン等）導入モデル事業 NPO法人地域ＩＣＴプラットホーム 情報 武豊町 30

25初前 みんなの長屋プロジェクト みんなの長屋プロジェクト実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

25初前 外国人児童生徒向け日本語学習教材およびカリキュラムの開発 任意団体　にわとりの会 子ども 小牧市 30

25初前 未利用間伐材などバイオマス燃料の普及による森林再生と循環社会構築事業 額田バイオマス火力発電所建設検討会 環境 岡崎市 30

25初前 子供たちの根っこを育む ever green 子ども 西尾市 30

25初前 障がい者就労支援で缶コーヒーの絞り滓を利用したブルーベリー栽培 循環型農業まなび処 保健 稲沢市 30

25初前 本の家 santamama_world 子ども 名古屋市 30

25初前 驚き・発見身近な野草！～環境と健康を考える～ 野草に学ぶ会 環境 安城市 30

25初前 若者の雇用と行き辛さを共に考える連続講座 ユニオンサポートみえ まちづくり 三重県津市 30

25初前 福祉に貢献しゴミを減らす！放置自転車リサイクルプロジェクト NPO法人IRCジャパン 環境 名古屋市 30

25初前 犬の飼育に関わる全ての問題解決　犬の保護・里親探し　捨てられる前の教育 ＮＰＯ法人DUG DUCA まちづくり 名古屋市 30

25初前 ムダ0 ＮＰＯ法人ニジカサ 環境 豊橋市 30

25初前 バイオマス資源利活用推進事業広報事業 NPO法人知多ABCネット 環境 阿久比町 30

25初前 海をこえたらミンガラバァ！『夢色バック』でワクワクを贈ろう！ チーム＊みんがらばぁ 国際 稲沢市 30

25初前 多文化・多言語の子どもたちへの学習支援と地域に根づく居場所作り 集まれ！多文化・多言語の子どもたち！ 子ども 名古屋市 30

25初前 市民記者によるあま市広報・活性化事業「つながろうあま市！ご縁できずなづくり大作戦」 あま市サクサク盛り上げ隊 まちづくり あま市 30

25初前 不登校と引きこもりの支援活動 NPO法人日本こころのカウンセリング協会 子ども 豊田市 30

25初前 MIRAI（みらい） NPO法人ISONA 子ども 名古屋市 30

25初前 介護従事者および介護者に、アロマハンドタッチの有用性と必要性を知っていただき理解していただく 日本介護アロマテラピー協会 保健 名古屋市 30

25初前 若者と社会人の交流を生み出す講演会企画及び小規模座談会 NPO　ビジネス・ギア 社会 半田市 30

25初前 インドへ亡命したチベット難民の生活向上と日本での難民問題の啓発 難民支援NGO　“Dream for Children” 国際 名古屋市 30

25初前 東北愛知交流促進事業 いのちと未来を守る愛知の会 災害 豊川市 29

25初前 「My災害手帳」推進・啓蒙活動 愛知線維筋痛症患者・家族会エスペランサ 災害 名古屋市 30

25初前 個別療育支援事業 Paka Paka 保健 武豊町 30

25初前 瀬戸旭・精神障がい者支援事業利用者向けバスレクリエーション事業 一般社団法人仕事ノアル暮らし 保健 瀬戸市 30

25初前 WAMONOプロジェクト（地域経済の活性化を促す活動） WAMONO 経済 名古屋市 29

25初前 市民及び事業所へのワーク・ライフバランス推進と講師派遣システムの構築 ブルーバード 男女 豊田市 30
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25初前 福祉マンパワー活性化プロジェクト（出前介護講座） NPO法人介護研究会”笑” 保健 蟹江町 30

25初前 ブレーメンフェスティバル2013 LIfe Camp 学術 尾張旭市 30

25初前 生きづらさを抱える若者によるオープンスペース運営とピア・サポート事業 若年者ピア・サポーターズ「駅西無職ギルド」 保健 名古屋市 26

25初前 『子育てしながら働く』を体感！実践型インターンシップ 働くママ支援プロジェクト『キラきゃりママ』 職業 名古屋市 30

25初前 ～主婦のチカラに経済的価値を創造する～子育て期における専業主婦の社会参加支援プロジェクト！！ 主婦のチカラ 男女 一宮市 30

25初前 アートを用いた教育普及・町づくり事業 arte colore 学術 一宮市 30

25初前 被災者の就職支援プロジェクト 東北震災被災者の就職支援プロジェクト 職業 名古屋市 30

25初前 大学生のための就活能力向上セミナーと社会人との交流イベント 就活能力向上委員会 職業 名古屋市 30

25初前 親子で自転車ルールを学ぼう「じてんしゃ安全ひろば」 NPO法人チャリンコ活用推進研究会 社会 名古屋市 30

25初前 実践若者対応講座事業及びメールマガジン事業 一般社団法人若者支援事業団 子ども 名古屋市 29

25初前 寺子屋みずほプロジェクト2013　～「学びあいのコミュニティ」創出事業～ 寺子屋みずほ実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

25初前 MAP PROJECT（マップ　プロジェクト） てとめと 学術 半田市 30

25初前 「楽しんでたら元気になった！」おいっちにぃプロジェクト 脳卒中患者・家族の会 セカンドブリッジおいっちにぃクラブ 保健 豊橋市 30

25初前 大学生によるNPOの「情報流通」促進事業 NPO等情報流通促進協議会 まちづくり 名古屋市 30

25初前 難民支援事業 名古屋難民支援室 人権 名古屋市 30

25初後 遊休農地活性化プロジェクト 遊休農地活性化プロジェクト 環境 知立市 30

25初後 お困りごとお助け隊活動 瀬戸市長根連区お困りごとお助け隊 地域安全 瀬戸市 30

25初後 介護予防、音楽リハビリ リズムボランティア♪なるこ 保健 幸田町 13

25初後 家庭で行う療育を推進する活動。（療育とは発達障害を持つ子どもが社会的に自立することを目的として行われる治療教育） いえいく。会 保健 東海市 30

25初後 SNP（市民が支える持続可能ななごやを考えるプロモーション）事業 ＳＮＰ（市民が支える持続可能ななごやを考えるプロモーションチーム） 社会 名古屋市 29

25初後 社会から孤立した若者・こども中心のコミュニティの運営 NPO法人全国こども福祉センター 子ども 名古屋市 30

25初後 「健康寿命」の延伸 健康体操・永美 保健 名古屋市 30

25初後 小幡緑地冒険遊び場 小幡緑地冒険遊び場の会 子ども 名古屋市 30

25初後 子育て母親交流事業・東日本大震災被災者支援事業 にこにこママネットワーク 子ども 蟹江町 30

25初後 身体障害者の残存機能によるパソコンを活用したDTP（＝印刷）事業 パンジー 職業 稲沢市 30

25初後 い～わアダプト！エコカードプロジェクト いわくらランニングステーション まちづくり 岩倉市 30

25初後 日本・ケニア同日開催　子供たちの大豆を通じた国際交流と食育 NPO法人ジャパンアフリカトラスト 国際 名古屋市 30

25初後 ユニオン学校の運営強化と、フィールドワークの開催 ユニオン学校・運営委員会 社会 名古屋市 30

25初後 若者の雇用と生き辛さを、地域ぐるみで共に考える連続講座 弱いものサポーターズ倶楽部 まちづくり 名古屋市 28

25初後 ～子どもが観光大使でもいいじゃん！～小中学生により地域応援団「岡崎 miso 娘」を市民で育成しよまい。 岡崎　miso　娘 まちづくり 岡崎市 30

25初後 子どもには紙芝居、大人にはHUGで防災教育を！ 地域研究プロジェクト 地域安全 美浜町 30
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25初後 食文化の融和による国際交流のための国際料理フェスタ開催 AGF（Aichi Global Food） 国際 名古屋市 30

25初後 瀬戸をＲｅ瀬ッ戸～これからの持続可能な発展のために～ 南山大学　リセッ友の会 経済 瀬戸市 4

25初後 体感型多様性理解教育プログラム「トランス・クエスト」 えた～なる・すまいる 社会 名古屋市 30

25初後 里山環境の始まりを学ぶ エコのつぼみ（エコイズム） 環境 名古屋市 27

25初後 東日本大震災被災地演奏支援　おとつむぎネットＸ 東日本大震災被災地演奏支援「おとつむぎネット」 災害 名古屋市 30

25初後 子育てサークルサポート事業 子育てサークルリーダーあつまれ 子ども 知多市 30

25初後 ももなもかえっこバサール ＮＰＯ法人芸術の広場ももなも 子ども 名古屋市 30

25初後 愛知県在住の外国人市民との協働による持続可能な社会の創造に向けた食文化交流事業 ワールド・フード・コラボあいち実行委員会 国際 名古屋市 30

25初後 尾張旭市北山地区におけるまちづくり活動 やろまい！北山 まちづくり 尾張旭市 12

25初後 みんなの課題はみんなで語ろう！ちゃぶ台路上ミーチングの実施運営 ちゃぶ台路上ミーチング実行委員会 団体助言援助 名古屋市 27

25初後 マーブルタウン～ボクたちワタシたちが作る夢の街～ コラボキャンパス三河 社会 岡崎市 30

25初後 肢体不自由児の為の歩行訓練会 ひかり 子ども 名古屋市 30

25初後 福島第一原発事故による避難者の人権擁護及び支援に関する事業 原発事故被害者支えあいの会　あゆみR．P．Net 災害 名古屋市 30

25初後 温故知新！学生らとともに美浜の歴史を探り、未来につなげるまちづくり 美浜まちラボ まちづくり 美浜町 30

25初後 動物園と協働しておこなう市民参加型事業 NPO法人東山動物園くらぶ 環境 名古屋市 30

25初後 「発達を地域で支えるネットワーク西三河」情報発信スタート！ らっこちゃん親の会 子ども 刈谷市 30

25初後 社会人による学生のキャリア支援、名古屋地区の活性化 Nagoya　×　Forever 社会 安城市 30

25初後 お茶で気軽に国際交流　自国の文化を知り、他国と交流すること Tea exchange 国際 名古屋市 30

25初後 名古屋市内のフェアトレードマップづくり・配布　＆　フェアトレードのフリーペーパー発行 フェアトレード名古屋ネットワーク 国際 名古屋市 30

25初後 「食」の映画上映＆「食」のトーク subaco 社会 西尾市 30

25初後 ひきこもりや不登校経験のある若者のための職親捜しとその啓発事業 子ども・若者支援者ネットワーク委員会 職業 知多市 30

25初後 リズムとアートで元気になろう NPO法人くるみの会 保健 豊明市 30

25初後 第8回なごみん横丁 こども☆横丁プロジェクト 子ども 岡崎市 30

25初後 フードバンク事業 NPO　フードバンクかすがい 環境 春日井市 30

25初後 名古屋市環境サポーター 環サポ2 環境 名古屋市 16

25初後 乳がん治療や乳房再建に関する教育事業および、啓発事業、他関連機関との情報交換やネットワークの構築事業 KSHS名古屋（NPO法人申請中。NPO法人TetteLuce） 保健 名古屋市 29

25初後 話し相手サービス及び講座・講演事業 NPO法人ギブアンドテイク春日井 保健 春日井市 30

25初後 家族史交流会 家族史交流会 社会 春日井市 30

25初後 つなげよう“いえ＋みち＋まち”
「みんなのべんりベンチプロジェクト！」 中小田井　まち＋てら　net． まちづくり 名古屋市 30

25初後 地域住民でつくるグローバル人材育成のためのプログラム開発事業
～商店街空き店舗からの発信～ Team hanahana 社会 豊橋市 30

25初後 「豊橋妖怪・豊橋民話」の本出版・語り部若手人材育成 豊橋妖怪会議 子ども 豊橋市 30
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25初後 継続的なフューチャーセッションの実施、セッションに参加するきっかけの提供 フューチャーセンターなごや まちづくり 阿久比町 30

25初後 「虹色どまんなかパレード」開催を通じた多様な性の可視化・啓発事業 虹色どまんなかパレード実行委員会 人権 名古屋市 30

25初後 「なごや国際オーガニック映画祭2014」の開催 なごや国際オーガニック映画祭実行委員会 農山漁村 名古屋市 28

25初後 古民家再生　ゲストハウス「飛騨（仮）」プロジェクト 地域自立活性化団体　HIDA IIYO 観光 名古屋市 30

25初後 愛知3Ｄプリンタ普及活動 愛知3Ｄプリンタ普及委員会 科学 刈谷市 30

25初後 家庭教師サービスの提供事業 ＮＰＯ法人ボランティーチャー 子ども 名古屋市 30

25初後 あいちケアマネ学習会　発展事業 あいちケアマネ学習会 保健 名古屋市 30

25展 山崎川の在来種保護と川ガキ育成事業 山崎川グリーンマップ 環境 名古屋市 90

25展 子供向け環境教育の普及活動（エコ人材の発掘・育成） NPO江南フラワーズ環境学習グループ 保健 江南市 35

25展 “キャンサー・ピア・サポートネットワーク”づくりプロジェクト NPO法人ぴあサポートわかば会 保健 刈谷市 100

25展 犬山子ども自然冒険探検隊 ＮＰＯ法人犬山市民活動支援センターの会 子ども 犬山市 70

25展 外国籍の子どもたちの命を守る災害対策プロジェクト NPO法人こどもたちのアジア連合 災害 名古屋市 100

25展 生活保護に頼らないホームレス自立支援事業 のわみ相談所 社会 一宮市 100

25展

放置竹林（竹やぶ）の竹を有用な資源として活用することにより竹山、里山の自然環境保全に関する事業を行い、高齢者等に対し

て、高齢者の生きがい、健康維持に資するとともに健康維持の一環として寄与するとともに、豊に生活することのできる社会づく

りのため地域社会と連携を深めることを目的とし、子どもたちに対しては、「主体性」を尊ぶ体験活動を企画、運営し「生きる

力」を育み、自然環境の大切さを学ぶことにより子供の健全育成を図ることを目的とする

NPO法人おかざきの自然環境を考える会 環境 岡崎市 60

25展 五条川再生計画 NPO法人トンボと水辺環境研究所 環境 江南市 62

25展
小・中学校における外国籍および外国にルーツをもつ児童、生徒に対する日本語学習支援教科指導受験指

導。
かにえ子ども日本語の会 子ども 蟹江町 100

25展 小幡緑地・市民参加でせせらぎトンボ池の観察路をつくろう 愛知守山自然の会 環境 名古屋市 42

25展 高齢者支援・健康楽習 NPO法人希望・あすなろ 社会 名古屋市 100

25展 愛知県のブラジル人学校の児童/生徒への健康診断事業 NPO法人外国人医療センター 保健 名古屋市 100

25展 みんなの運動会 ノーマライゼーション実行委員会 まちづくり 東郷町 22

25展 食と健康の視点による持続可能な暮らしを実現する人づくり～食事バランスを体験し栄養食事相談で健康で元気に生きる～ NPO法人LET'S食の絆 保健 名古屋市 100

25展 ブランチ型ケア付き避難所のモデル事業 ＮＰＯ法人ふれあいサポート 災害 西尾市 99

25展 名古屋市内におけるバレーボール等を通じての精神障がい当事者の仲間同士の支えあいの拡大及び地域との交流推進事業 なごや精神障がい者バレーボールを広める会 保健 名古屋市 78

25展 英語圏向けＷｅｂ情報発信・自動翻訳精度向上とガイド団体の広域連携推進とガイド増員に向けたガイド研修の実施 あいち観光ボランティアガイドの会 まちづくり 名古屋市 100

25展 第3回ユースエコクラブシンポジウム NPOエコバンクあいち 環境 一宮市 100

25展 「教室の空気はビタミン材運動」「循環する教室の空気はビタミン材運動」 穂の国の森から始まる家づくりの会 子ども 豊川市 79

25展 学校と公共図書館をつなぐコーディネート業務の開発 NPO法人としょかん再発見 情報 名古屋市 95

25展 生ごみ堆肥化事業 生ゴミ資源化協力隊 環境 尾張旭市 100
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25展 KSI　多文化共生　国際ルームを活用した寺小屋活動 KSI　多文化共生　国際ルーム 人権 江南市 80

25展 25年間の実績とネットワークを 「未来のＮＧＯ/ＮＰＯスタッフ」の育成につなげるプロジェクト NPO法人名古屋NGOセンター 団体助言援助 名古屋市 100

25展 防災・減災カレッジ NPO法人レスキューストックヤード 災害 名古屋市 100

25展 多文化子育てサポート「外国籍の子どもと親のプレスクールと子育て応援プログラム」 NPO法人シェイクハンズ 子ども 犬山市 99

25展 外国人労災被災者支援、労災予防プログラム 名古屋労災職業病研究会 人権 名古屋市 100

25展 無料医療実施事業　（GEM EAST村） NPO法人アフリカ支援アサンテナゴヤ 災害 名古屋市 100

25展 日本唯一のフィリピン人学校「国際子ども学校」による就学前幼児教育事業 宗教法人日本聖公会中部教区・名古屋学生青年センター 子ども 名古屋市 100

25展 子育てネットワーカー知多ブロック再建事業 NPO法人Smiley Dream 社会 武豊町 80

25展 欠食児童の栄養障害改善事業 NPO法人RASA－JAPAN 国際 名古屋市 98

25展 セクシュアル・マイノリティ総合相談電話「レインボーホットライン事業」 NPO法人PROUD LIFE 人権 名古屋市 100

25展 ホームレスの野宿生活脱却後の地域生活支援 NPO法人ささしまサポートセンター 保健 名古屋市 89

25展 成年後見センター職員向け研修プログラム策定事業 NPO法人知多地域成年後見センター 保健 知多市 100

25展 パブリックアートマップ NPO炎舞「美術を楽しもう」 学術 名古屋市 56

25展 おいでん！福島っ子!～2013　夏～ 東北応援団　東三河 災害 新城市 100

25展 表浜ＢＬＵＥＷＡＬＫ　2013 虹のとびら 環境 豊橋市 99

25展 「チャリティーマーケット（仮称）」の開催を通じた、非営利団体のファンドレイジング力向上プロジェクト NPO法人中部リサイクル運動市民の会 社会 名古屋市 100

25展 社会的包摂『困り事お助け隊』事業～猫の手バンク～ 一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 保健 名古屋市 100

25展 2016年のミンダナオ和平合意に向けた「平和のキルト」運動 認定NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

25展

上海・崇明島における日中共同「自然がっこう」プロジェクト。－環境教育の人材育成を通した生態系保全と開発の両立

を図るモデルづくり－

「第2回自然がっこう（環境保全型農業）」の実施に向けて

一般社団法人ときの羽根 国際 一宮市 100

25展 電話相談員の養成研修（第4期生）及び1期、2期、3期生の継続研修
自殺防止の啓発活動 NPO法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター 保健 春日井市 99

25展 CoLearning Space Project　～みんなのまちの居場所～ 豊橋技術科学大学建築サークルTYACC まちづくり 豊橋市 100

25展 卓育キャラバン NPO法人食空間コーディネート協会　中部支部 社会 名古屋市 48

25展 ホースセラピー体験会とボランティア講習会 ホースセラピー実行委員会 社会 名古屋市 100

25展 高校生の公募型インターンシップ事業（実施名：マイチャレンジインターンシップ2013） NPO法人アスクネット 子ども 名古屋市 99

25展 ＤＶ被害女性のための自立支援事業 かけこみ女性センターあいち 人権 名古屋市 100

25展 コミュニティから考える地域つなぎ人養成事業
～出会う、つながる、はじめる～ コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ まちづくり 名古屋市 100

25展 「学習支援員養成講座」で特別支援の輪を広げよう NPO法人こどもサポートクラブ東海 子ども 犬山市 100

25大 カンボジアにおける、乳幼児教育・保育の普及　及び、保育士の育成の為の研修 幸田町　国際交流協会 国際 幸田町 346

25大 ニート、引きこもりの若者の就労支援 NPO法人いまから 職業 豊橋市 500
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25大 めざせ、日本のお仕事人～外国人生徒教育事業 NPO法人フロンティアとよはし 国際 豊橋市 250

25大 「認知症買い物セーフティネット」構築が育む地域づくり及びそれに伴う地域支援者の育成事業 ＮＰＯ法人HEART TO HEART まちづくり 東海市 500

25大
Knowledge Information Collaborating Network(KinCo-Net：金鯱ネット）による初期患者誘導システム

の拡大推進事業
NPO法人Medeical Device Information Certificate Center 保健 名古屋市 500

25大 地域日本語教育基盤整備支援事業 NPO法人多文化共生リソースセンター東海 団体助言援助 名古屋市 498

25大 命と明日を紡ぐ“支援”社会創造プロジェクト NPO法人ささしま共生会 保健 名古屋市 500

25大 がん・ピアサポートの有用性を実証し院内がんサロンを促進する事業 NPO法人ミーネット 社会 名古屋市 500

25大 ホスピタル・クラウン活動 NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会 人権 名古屋市 500

26初前 大府市の生態系の保全及び外来種駆除 大府市環境パートナーシップ会議　外来種駆除実行委員会 環境 大府市 30

26初前 高森台県有地（7.9ｈａ）マスタープラン作成及び市・県とのパートナーシップ構築事業 高森台県有地の活用を提案する市民の会 まちづくり 春日井市 30

26初前 精神障害者家族会役員及び家族ピア相談員の相談支援力向上 NPO法人名古屋市精神障害者家族会連合会 保健 名古屋市 26

26初前 リニモ沿線合同大学祭を核とした地域交流活動の展開 リニモ沿線合同大学祭実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

26初前 竹林整備、竹材活用と里山の保全に関する事業 なごや竹和会 環境 名古屋市 30

26初前 新城市の放置林を若者の力で手入れし、子供達が森林で楽しんだり、癒されたり、森林に対して理解を深めてもらおう作戦。 新城キッコリーズ 環境 新城市 30

26初前 産後２か月からの産後ケア事業　～金曜日は産後ケアの日～ 子育てシェア団体「はぐママ～heart good mama～」 保健 尾張旭市 27

26初前 広報活発化し、支援するミャンマーの子どもたちを増やすぞ～！プロジェクト NPO法人Child Needs Home 国際 豊田市 30

26初前 身の回りにある自然、土と竹でつくろう！『ぼくらのひみつきち』 小さな暮らし製作所 社会 江南市 30

26初前 親子農業体験 体験農業と循環型農業のぼちぼちファーム 農山漁村 瀬戸市 30

26初前 ワークショップ OHANAわくわくワークス 保健 名古屋市 30

26初前 保育所の室内遊具 NPO法人アット・ユア・ホーム　ひよコッコ 子ども 北名古屋市 29

26初前 「つながり共に生きる」をテーマに持続可能な地域づくりを考えよう！ 2014協同集会ｉｎ名古屋　実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

26初前 豊橋市におけるパソコン・タブレットを使った高齢者の生きがいづくり活動 いきいきくらぶ 保健 豊川市 30

26初前 小さな子供を持つ女性が、子供と一緒に楽しむことのできるイベントの提供 SOCIO（NPO法人申請中） 男女 名古屋市 30

26初前 小原・バーゼル文化交流事業 小原芸術文化交流事業実行委員会 学術 豊田市 30

26初前 市民による主体的な公民館活動の構築に向けた、スキルアップセミナー 生きがい工房　まなとこ 社会 常滑市 30

26初前 三重県での食料と情報提供のためのフードバンク連携事業 フードバンク多文化　みえ 保健 三重県伊勢市 30

26初前 伝統芸能体験ワークショップ「おまつり　どどん」 長久手おやこ劇場 子ども 長久手市 30

26初前 親子で楽しむ科学と積み木遊び NPO法人フロンティア西尾 子ども 西尾市 30

26初前 オリジナルキャラクター『森羅特装シュラバスター』による地域振興ならびに対外広報活動 尾張旭ローカルヒーロープロジェクト まちづくり 名古屋市 30

26初前 市民憲章をベースとしたまちづくり事業 瀬戸市民憲章推進協議会 まちづくり 瀬戸市 30

26初前 0歳児子育てママの「安心」と「学び」のある居場所作り あんじゅ 子ども 春日井市 30
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26初前 ロコモティブシンドロームを予防・改善する為の教育とその実践運動の普及活動 動く喜び推進協議会（NPO法人申請中） 保健 長久手市 30

26初前 成人発達障害者・家族・支援者の会 愛知発達障害協会　HOPE 保健 名古屋市 30

26初前 誰もが健康で笑顔ですごせる地域づくり NPO法人おおぶ菜の花プロジェクト 環境 大府市 30

26初前 貧困の連鎖を断ち切る“無料学習塾”事業 日本福祉大学アンビシャス・ネットワーク 子ども 美浜町 30

26初前 災害現場ボランティアリーダーの育成 NPO法人チームレスキュー 災害 瀬戸市 30

26初前 難治性疼痛・慢性の痛み勉強会＆交流会 in Nagoya 難治性疼痛患者支援協会　ぐっどばいペイン 保健
岐阜県安八郡

神戸町
30

26初前 不登校・ひきこもりからのソフトランディング事業（学習支援と中間就労） 一般社団法人サポートネットゆっか 保健 知多市 30

26初前 地域の子供たちや住民が身近に生き物と触れ合える水辺つくり 志貴っ子田んぼの会 環境 安城市 30

26初前 ファンドレイジング研究会ｉｎあいち 一般社団法人あいちコミュニティ財団 団体助言援助 名古屋市 30

26初前 社会人のためのキャリア教育とパーソナル・ブランディング パーソナル・ブランディング夢人 社会 名古屋市 30

26初前 休耕地、耕作放棄地を活用した有機無農薬栽培による農業の６次産業化 しんちゃん農園 農山漁村 江南市 30

26初前 みんなの名古屋は、みんなで盛り上げよう、やろまいフェスの実施運営。 やろまいフェス実行委員会 まちづくり 名古屋市 30

26初前 みんなでまなぼうさい（学ぼう防災祭） 地域‘S 子ども 北名古屋市 26

26初前 芸術文化の多様性の保持を目的とした、非商業芸術作品の上映・展示を行うイベント又はワークショップの継続的な開催 FOR FROG 学術 日進市 30

26初前 性的少数者・特に女装者・ＧＩＤ・その境界に位置する人達の実態調査 名古屋セクシュアルマイノリティサーチ 団体助言援助 名古屋市 30

26初前 国際ボランティア活動促進事業～国際ボランティア入門講座の実施および国際ボランティア団体の能力向上～ ココアゴラ 国際 名古屋市 30

26初前 知多半島の魅力的な産業資源をつなぐ、新しい観光産業構築事業 Team2025 まちづくり 美浜町 30

26初前 原発問題を考える機会を提供するおまつり開催事業 原発どうするまつり。実行委員会 環境 名古屋市 26

26初後 OSCN「じでんしゃスクール」 OSCN（尾張旭・セーフティー・サイクリスツ・ネットワーク） 地域安全 尾張旭市 30

26初後 環境学習プログラム実践集の作成と活用 なごや環境サポーターネットワーク 子ども 名古屋市 30

26初後 アートがつなぐこころの音　鑑賞会（仮称） NPO法人夢ひろば 保健 豊明市 30

26初後 温故知新関連事業（伝承のための冊子作成） 温故知新クラブ 保健 北名古屋市 30

26初後 障がい者の生活支援NPOねんきんCafé  資格さえあれば、誰でも制度が活用でき、経済的に自立が可能な社会の構築を目指す ねんきんcafé 保健 稲沢市 30

26初後 市民憩いの森づくりプロジェクト かすがい里山自然楽校 環境 春日井市 30

26初後 積み木　木こころ運動 積み木　贈ろう会 子ども 安城市 30

26初後 テーマ「西アフリカの学校の発展のためにわたしでもできることを！」事業名「西アフリカ学校プロジェクト」 西アフリカ学校プロジェクト 国際 名古屋市 30

26初後 公園作りプロジェクト 公園作りプロジェクト まちづくり 名古屋市 30

26初後 花いっぱい活動で地域の“わ”を広げよう！ つながりのわ　日進みらいの会 まちづくり 碧南市 30

26初後 安城市内におけるメダカの生息調査
NPO法人地球温暖化対策協議会エコネットあんじょうメダカ生息調査実行

委員会
環境 安城市 30
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26初後 障害者協働珈琲焙煎＆小売販売 NPO法人いいばらんす 保健 岩倉市 25

26初後 不登校を解消する会 ＮＰＯてら（NPO法人申請中） 子ども 豊橋市 30

26初後 三河ネットテレビ「三河湾シーサイドチャンネル」プロジェクト Mikawa InternetTV Community 観光 碧南市 30

26初後
食物アレルギーでアナフィラキシーショックの時に使う「エピペン」の所持者の心のストレスをケアする絵本づく

りと講演会を開催し絵本作者の思いを伝えて参加者に無料配布し、アレルギー児をみんなで守る環境作り
ウサギクラブ子育て支援サークル 保健 春日井市 30

26初後 高校生が教え、高校生が学び、高校生が創る、私達の学び合いの場 Createach A 社会 名古屋市 30

26初後 市民農園の開設事業 NPO法人みよし協働農園の会 農山漁村 みよし市 30

26初後 介護保険制度における住宅改修を“失敗事例”から学ぶ 一般社団法人わがやネット 保健 半田市 30

26初後 拠点整備事業 いいじゃんKOBAYASI 環境 東栄町 25

26初後 婚活意欲を高めるための交流セミナー事業 HAPPYSMILEなごや 男女 名古屋市 30

26初後 果樹収穫体験により、農業と地域の振興　環境緑化の推進 明治農賛会 社会 稲沢市 30

26初後 輝くママのスタートアップカフェ事業～ここから始める「社会参画」～〔託児付き〕 輝くママ応援プロジェクト実行委員会 男女 名古屋市 30

26初後 障がい児への心のいやし～楽育（がくいく）プロジェクト～ NPO法人南十字星 保健 蒲郡市 30

26初後
「クロメダカの繁殖および放流活動」、公園などの池や川の清掃活動・放流活動、小中学校への訪問、ビオ

トープの清掃活動および繁殖方法の講習（環境教育）
クロメダカの里つくり会 環境 安城市 30

26初後 障がい者がサポートされる側からサポートする側へシフトチェンジ！ 総合福祉農園　和花葉 保健 清須市 30

26初後 ３Ｄプリンターを活用した障害者の技能訓練、就労支援 一般社団法人サイクルサービスなごや 職業 名古屋市 30

26初後 耕作放棄地で安全安心な作物作りとその加工、調理、そして食べる経験を通じて楽しく食育して心豊かな生活を実現する機会を提供する ふれあい元気農園 子ども 名古屋市 30

26初後 友だちいっぱいきらきら蛙
（放課後等デイサービス、児童発達支援） NPO法人きらきら蛙 保健 名古屋市 30

26初後 自然農による休耕地再生活動で障がい者の働く場を創る事業 ムーンウォーカーズ 保健 尾張旭市 30

26初後 ポルトガル語教室、日本語教室、サッカー教室 NPO法人希望の光 国際 豊田市 30

26初後 とうえい木の駅薪ビジネスプロジェクト とうえい木の駅実行委員会 農山漁村 東栄町 30

26初後 「自分を守り・地域を守る防災教室・体験コーナー」事業 NPO・みよし災害から守り隊 災害 みよし市 30

26初後 児童虐待防止啓発フォーラム「守りたい小さないのち」 NPO法人こどもハートクラブ 子ども 一宮市 30

26初後 「とよがわ流域圏づくり市民活動育成塾」の開講と成果報告書の発行 豊川流域圏づくり協議会 団体助言援助 新城市 30

26初後
美しい星空の産地直送！～超高性能プラネタリウム「GIGASTAR」の製作、ならびにそれを活用した社会教

育活動ならびにエコツーリズムの推進
ギガスター研究会 社会 武豊町 30

26初後 東三河地域でのホースセラピー普及活動 ハッピーホースライディング 社会 田原市 30

26初後 環境と経済の調和から持続可能な社会・人づくり支援 NPO法人ＡＫＪ環境総合研究所 環境 名古屋市 30

26初後 Ｂ級グルメロードを活用した、安心して歩ける町づくり 町興し活性隊 まちづくり 名古屋市 24

26初後 妊娠期からの子育て支援事業 レキップ・フェミニン 保健 名古屋市 30
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26初後 ミュージカルの稽古と地域市民に向けての発表。 バリアフリーミュージカル劇団＜夢バッグ＞ 社会 岡崎市 30

26初後
『NPO/NGOのためのSR推進ワークブック』（仮）を活用した、NPO/NGOの社会的責任（SR）の取り組み

推進、及びゆるやかなネットワークづくり
社会♡責任あいち 団体助言援助 名古屋市 30

26初後 「生物多様性」と「ビオトープ・ガーデン」の拡充 愛知池周辺の里山と生物研究会 環境 東郷町 30

26初後 音と遊ぼう！楽しもう！（音楽療法） NPO法人さぼてんの花 保健 一宮市 26

26初後 Nobody's Perfect プログラム 知立＆安城　Nobody's Perfectプログラム実行委員会 子ども 知立市 30

26初後 家族介護者支援センターにおける来店者への健康支援事業 ケアラーサポート研究会 保健 名古屋市 30

26初後 カンボジア農山村地域中学校における自立支援型農業教育モデル事業 一般社団法人名古屋環未来研究所 国際 名古屋市 30

26初後 多種多様な働き方・価値観の共有による新たな活躍・行動の創出事業 大ナゴヤ大学　はたらく課 職業 名古屋市 25

26初後 障害者がモデル、制作を行うファッションショウと障害者アートに関するトークショウ WEar*t project 職業 名古屋市 30

26初後 まちの背守り保育　じぃじとばぁばの宝物 一般社団法人ソーシャルブレンダー 子ども 日進市 30

26初後 きずなを深めるくらやみツアー 人と自然の多様性ぷろじぇくと（人∞多様性∞自然） 社会 名古屋市 30

26初後 愛知家族介護者支援団体ネットワーク会議（仮称）の設立と事前調査及びフォーラムの開催 愛知家族介護者支援団体ネットワーク会議（仮称）設立準備会 保健 春日井市 30

26初後 『Heat by Right』を用いた若年の社会参画を Youth Rights Movement 子ども 北名古屋市 30

26展 山崎川の在来種保護と川ガキ育成事業 山崎川グリーンマップ 環境 名古屋市 90

26展 犬山自然冒険隊 NPO法人犬山市民活動支援センターの会 子ども 犬山市 70

26展 小幡緑地本園・市民参加でせせらぎ湿地内の観察路をつくろう 愛知守山自然の会 環境 名古屋市 30

26展 ホームレスの野宿生活脱却後の地域生活支援 NPO法人ささしまサポートセンター 保健 名古屋市 95

26展 第4回スペシャルオリンピックス日本・愛知ジョギングフェスティバル 公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知 保健 名古屋市 100

26展 身近な水辺の体験学習　ため池・河川の水質調査と生きもの調査を通して命のつながりを知る NPO法人環境研究所豊明 子ども 豊明市 40

26展 水道災害支援事業　水源環境保全事業　水道事業啓発事業 愛水ボランティア 災害 豊橋市 50

26展 東北震災被災者の就職支援プロジェクト　
なやばし夜イチ実行委員会　
生存と助け合いネットワーク　
みんなの長屋プロジェクト ちゃぶ台路上ミーチング実行委員会 団体助言援助 名古屋市 52

26展 五条川再生計画 NPO法人 トンボと水辺環境研究所 環境 江南市 62

26展 東海地区における、ＨＩＶ陽性者同士にしか分からない悩みや問題解決に向けての支援 LIFE東海 保健 名古屋市 77

26展 街頭パトロールで当事者を巻き込む新しい非行防止活動とネットワークの形成 NPO法人全国こども福祉センター 子ども 名古屋市 100

26展 外国人こども日本語教室「ガリ勉クラブ」 一般財団法人名古屋ＹＷＣＡ 子ども 名古屋市 96

26展 就職困難者の生活保護に頼らない自立支援事業 NPO法人のわみサポートセンター 職業 一宮市 100

26展 動画サイトを活用した薬物乱用と薬物依存症に関する啓蒙事業 ダルク家族相談室 保健 豊田市 72

26展 こどもエコクラブ活動支援事業 NPOエコバンクJapan 環境 一宮市 100

26展 生き辛さを活力に変えキャリアを創る、発達障がい支援事業 NPO法人まちのエキスパネット 保健 春日井市 100

26展 フェアトレードハンドブックの作成 フェアトレード名古屋ネットワーク（略称：FTNN） 国際 名古屋市 48
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26展 スリランカ農村における堆肥とバイオガスの生産研修センター創設事業 NPO法人スバ・ランカ協会 保健 春日井市 99

26展 ひとりではないを実感できる社会に－「せと・おせっかいプロジェクト」 せと・おせっかいプロジェクト まちづくり 瀬戸市 100

26展 多様化する東海地域の難民の的確な問題把握と支援を通じたエンパワメント事業 NPO法人名古屋難民支援室 人権 名古屋市 100

26展 放置された山林の手入れにより自然の驚異から守る環境保全活動の実践 額田バイオマス火力発電所建設検討会 環境 岡崎市 80

26展 防災・減災カレッジ NPO法人レスキューストックヤード 災害 名古屋市 100

26展 外国につながる親子への応援プログラム　Ⅰ～Ⅲ NPO法人シェイクハンズ 子ども 犬山市 67

26展 米米映画クラブ～農村と都市の交流のための「米」をテーマにした短編映画製作ワークショップ～ 設楽映画学校 農山漁村 名古屋市 100

26展 ～受益地域と水源地域の交流イベント～愛知用水と水源の森 水土里ネット愛知用水（愛知用水土地改良区） 農山漁村 大府市 64

26展 ～障がい児・者の発語音楽療法～基礎・実践セミナー 一般社団法人発達支援協会 保健 名古屋市 100

26展 ＮＰＯ/ＮＧＯ政策提案力向上セミナー～選挙じゃない政治への関わり方～ 東大手の会 団体助言援助 名古屋市 100

26展 認知症を支える地域づくりは、子どもから！福祉ＮＰＯの現場力を活かした、認知症教育活動の開発と普及 NPO法人あいち福祉ネット 保健 大府市 100

26展
災害時、地域ボランティアセンターの運営を担うボランティアコーディネーターの養成。平常時、減災に係

る啓発事業を展開、地域防災力の向上に努める。
豊橋防災ボランティアコーディネーターの会 災害 豊橋市 84

26展
持続可能な社会の実現に向け、次世代を担う子どもたちへ野菜づくりの場を提供し「食」と「農」を結ぶ

「食農教育事業」を普及する
NPO法人おかざき農遊会 子ども 岡崎市 100

26展 KSI 多文化共生　国際ルームを活用した寺子屋活動（外国人と地域の人との防災活動） KSI 多文化共生 国際ルーム 人権 江南市 99

26展 愛知県の持続可能な社会システム構築とESDの普及事業推進と世界発信 あいち環境研究会　社会システム分科会・ESD分科会 社会 名古屋市 100

26展 東海道二川宿・地域活動のプラットフォームづくり（東三河初の官民連携型地域活動モデルの構築・運営） NPO法人ふたがわをあそぶ会（仮）（NPO法人申請予定） まちづくり 豊橋市 100

26展 次世代を担う子供達の食文化と健康まちづくり 地域環境活性化協議会 まちづくり 尾張旭市 100

26展 こころひとつに「３．１１」支援継続を実行する会 NPO田原しみん震災支援ネット 災害 田原市 100

26展 フランチャイズ　フリースペース 一般社団法人若者支援事業団 子ども 名古屋市 86

26展 「お出かけ田んぼと畑のプロジェクト」～（小学校等へ）出張実施する食農体験、そのしくみ・手法の開発 NPO法人日進野菜塾 農山漁村 名古屋市 100

26展 水に親しもうＴ・Ｏ・Ｄ  障がい児・者水泳指導員育成事業 NPO法人にこり 保健 春日井市 47

26展 発達に偏りがあり気がかりな２歳児に対する発達支援保育事業（おうちほいくえん） NPO法人はんどるわっと 子ども 稲沢市 100

26展 ＤＶ被害女性のためのよりよい支援をめざして かけこみ女性センターあいち 人権 名古屋市 100

26展
地域金融機関職員によるプロボノ・プラットフォーム構築事業

～NPOの社会的価値を「見える化」するSROIの測定～
コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ 団体助言援助 名古屋市 100

26展 難病のこどもたちの遊び支援のための基盤固め事業 NPO法人ぷくぷくばるーん 子ども 名古屋市 75

26展 移動販売車による炊き出し支援事業 移動販売車炊き出し支援協議会（通称キッチンカーズミーティング） 災害 名古屋市 100

26展 とよた環境学習・ESD促進ガイドブック（仮称）作成事業  ～小学校で取り組む環境学習プログラム制作と支援体制づくり～ NPO法人とよたエコ人プロジェクト 環境 豊田市 100

26展 里山桑資源の循環と都市との交流  －エコロジーとエコノミーとの両立を目指して－ NPO法人マルベリークラブ中部 環境 名古屋市 100
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26展 家族介護者支援の常設拠点　介護者支援センターの設置・運営事業 NPO法人 てとりん 保健 春日井市 100

26展 生活保護に頼らないホームレス自立支援事業 のわみ相談所 社会 一宮市 100

26展 おいでん！福島っ子～2014　夏　in  東三河～ おいでん！福島っ子！運営委員会 災害 豊橋市 97

26大 高蔵寺ニュータウン「高齢者の居場所」・「見守り拠点」構築事業 NPO法人チームK・O・Z まちづくり 春日井市 500

26大 モリコロパークから東北被災地へのプレゼント  『樹木でよみがえれ被災地の緑と生き物』 NPO法人どんぐりモンゴリ 災害 長久手市 420

26大 めざせ、日本のお仕事人～外国人生徒教育事業 NPO法人フロンティアとよはし 国際 豊橋市 500

26大 認知症ケアラー支援のための拠点づくりおよび支援事業 公益社団法人認知症の人と家族の会愛知県支部 保健 東海市 500

26大 ちた型地域包括ケアのまちづくり！地域資源ネットワーク構築事業 NPO法人地域福祉サポートちた 保健 知多市 400

26大 医療分野における多文化共生の創造－医療英語運用能力開発教育 NPO法人先端医療推進機構 保健 名古屋市 500

26大 みんなでつくる夢の商店街 一般社団法人物々交換局 まちづくり 豊田市 482

26大 権利擁護のための人材育成・連携・運用モデル開発事業 NPO法人知多地域成年後見センター 保健 知多市 414

27初前 ザ・和みの散歩道祭 和みの散歩道の会 まちづくり 名古屋市 30

27初前 救命講習会実施事業 なごや応急手当を普及する会トライハートなごや 保健 名古屋市 30

27初前 創作童話「ばけたろう」の紙芝居とマスコット人形作りの親子教室＋親子カウンセリング 一般社団法人DoCanふれあいねっと 子ども 名古屋市 30

27初前 東高森台小学校余裕教室活用事業 東高森台小学校区町内会・自治会地域連絡会 まちづくり 春日井市 30

27初前 ＩＴインフラを利用した外国籍児童生徒への基礎教育事業 NPO法人プラス・エデュケート 子ども 豊明市 30

27初前 三河で子ども若者の居場所作り 三河SSC 子ども 豊田市 30

27初前 地域高齢者のいきいき役割　創出事業
地域の交流拠点事業 野並日本一の会 まちづくり 名古屋市 30

27初前 地域の子育て支援及び子育て母親交流事業 ママカフェ in 上名古屋 子ども 名古屋市 30

27初前 困難を抱える青少年の就労体験と交流事業 就労支援プロジェクトひまわり 子ども 名古屋市 30

27初前 再非行防止のパーソナルサポート事業 NPO法人再非行防止サポートセンター愛知 子ども 尾張旭市 30

27初前 地域密着型若者活性化プロジェクト JOYELL 職業 西尾市 30

27初前 はてな？のようちえん りとるらぼ 子ども 豊田市 30

27初前 まちなかメンタルサポーター養成事業 日本ネイチャーインテグレート協会 保健 名古屋市 30

27初前 生活保護世帯及び生活困窮者世帯等への学習支援事業、ひきこもり支援としての訪問支援専門員養成講座開設準備事業 一般社団法人愛知ＰＦＳ協会 子ども 名古屋市 30

27初前 郷土食の小冊子作成を通した、人と地域を紡ぐ（つむぐ）プロジェクト 養生キッチン　ふうど まちづくり 名古屋市 29

27初前 がん等の有病者のキャリア支援 仕事と治療の両立支援ネット　～ブリッジ～ 職業 名古屋市 30

27初前 小牧の名所・旧跡を英語でガイド 小牧通訳ボランティア会 国際 小牧市 12

27初前 「いのち賑わうみよしの谷戸水辺環境創出・保全活動」事業 NPO法人みよしの自然環境を守る会 環境 みよし市 30

27初前 大須にじいろ映画祭2015 大須にじいろ映画祭実行委員会 人権 名古屋市 30

27初前 「成年後見制度利用支援の為、市民向けセミナー及び相談会開催」事業 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部 保健 名古屋市 30
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27初前 素敵な幼児共育コレクションin東海2015 素敵な幼児共育コレクションin東海　実行委員会 子ども 春日井市 30

27初前 里山において農林体験を実施する「ひと・まち・これから探検隊」事業 NPO法人ひと・まち・これから 社会 名古屋市 30

27初前 親と子がともに学ぶ場の創出により目指す格差社会の打破 アップトゥーミー 子ども 大府市 30

27初前 ながくてピクニック トランジション長久手 まちづくり 長久手市 30

27初前 不登校や高校中退者の状況におかれている青少年の居場所作り・学習支援・社会参画の後押し NPO法人ユースサポートそよ風 子ども 一宮市 30

27初前 生き辛さを共に分かち合うパーソナル支援事業 生き辛さを共に分かち合う集い 科学 名古屋市 30

27初前 「相互援助」の確立～一歩通行の現状をかえる～地力向上プロジェクト≪子育支援者養成講座≫ NPO法人あいちかすがいっこ（NPO法人申請中） まちづくり 春日井市 30

27初前 地域防災力向上事業 NPO法人高齢者住まいる研究会 災害 一宮市 30

27初前 日本一長い野菜と長寿の町づくり 扶桑セイロン瓜プロジェクト まちづくり 扶桑町 30

27初前 大高川を中心とした環境改善 大高川を愛する会 環境 名古屋市 30

27初前 夢叶（むーと）　スピーカーズビューロー 一般社団法人しん 保健 名古屋市 30

27初前 愛知・名古屋キャリア形成カンファレンス事業 街コミュHONKI会 社会 名古屋市 30

27初前 西尾市民映画「オニシ」上映事業 西尾市映画製作実行委員会 学術 西尾市 30

27初前 岡崎市での外国人親子の幼稚園・保育園入園に向けた支援事業 NPO法人ホップステップグローバル 子ども 岡崎市 30

27初前 就職活動支援事業・求人活動支援事業 NPO法人就職・求人サポートセンターE－JO 職業 名古屋市 30

27初前 「宮重大根」栽培を通して自然環境を学び、子どもたちの生きる力を育て、地域との絆を広げる事業 はるひみんなのひろば育成会 子ども 清須市 30

27初前 『愛知妖怪事典』制作プロジェクト あいち妖怪保存会 学術 大府市 30

27初前 普通の女性の企業や地域における活躍推進事業 NPO法人ブルーバード 男女 豊田市 30

27初前
ホームページ開設にて、団体周知をし、非営利活動団体（NPO）と企業人とのマッチングを推進し、両者の

活動の活性化につなげる事業
NPO法人中部プロボノセンター 団体助言援助 名古屋市 30

27初前 ペレット推進の為のペレット普及活動全般 愛知ペレット推進実行委員会 環境 あま市 30

27初前 みんなで作ってみんなで食べる「笑顔デリバリープロジェクト事業」 国境なきピザ団 保健 一宮市 30

27初前 「まちの宝」DE愛プロジェクト NPO法人ユメココサポート（NPO法人申請中） 社会 名古屋市 30

27初前 市民の手による市民のための歴史講座　～市民一人一人が街のPR大使となることを目指して～ NPO法人名古屋国際観光推進協議会 社会 名古屋市 30

27初前 子供の健全育成のための親のメンタルケアと子供の心の自律育成促進活動 和心の会 子ども 稲沢市 30

27初前 里親さん候補を育成するためのプロジェクト事業 目指せ！殺処分ゼロ！里親さん養成講座プロジェクト 社会 名古屋市 30

27展 タイの貧村の学校に図書館を建設・寄贈する －青少年に自立を促し、世界に広く目を向けさせる－ 尾北国際交流クラブ・タイ支援の会 国際 江南市 100

27展 表浜BLUEWALK　2015　－ITE　MISSA　EST－ 虹のとびら 環境 豊橋市 100

27展 山崎川の在来種保護と川ガキ育成事業 山崎川グリーンマップ 環境 名古屋市 90

27展 外国につながる子どものための発展的プレスクールプロジェクト かにえ子ども日本語の会 子ども 蟹江町 100

27展 特別支援の輪を広げよう！～発達障がいの早期発見・支援にむけて～ NPO法人こどもサポートクラブ東海 子ども 犬山市 100
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27展 生活保護に頼らないホームレス自立支援事業 のわみ相談所 社会 一宮市 100

27展 故郷を知り故郷を愛する心を育てる「ふるさと講座」と3世代が取り組む「住んで良し　訪れて良し」の地域づくり あいち観光ボランティアガイドの会 まちづくり 名古屋市 100

27展 直接接触型アウトリーチ相談事業 NPO法人全国こども福祉センター 子ども 名古屋市 100

27展 外国籍の若者たちへの就労支援 夢育プロジェクト 職業 豊田市 80

27展 自殺防止のための啓発事業 NPO法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター 保健 春日井市 100

27展 精神障がい・発達障がいの当事者による就労情報発信事業 雇もれびの会 社会 名古屋市 53

27展 五条川再生計画 NPO法人 トンボと水辺環境研究所 環境 江南市 62

27展 就職困難者、社会的弱者の生活保護に頼らない自立支援事業 NPO法人のわみサポートセンター 職業 一宮市 100

27展 向こう10年間の実現可能な「県有地の活用プロジェクト」策定と実現のための行政とのパートナーシップ構築 高森台県有地の活用を提案する市民の会 まちづくり 春日井市 100

27展 ひとりではないを実感できる社会に　－「せと・おせっかいプロジェクト」 せと・おせっかいプロジェクト まちづくり 瀬戸市 100

27展 アル・アリ・プロジェクト セイブ・イラクチルドレン・名古屋 国際 名古屋市 100

27展 防災・減災カレッジ NPO法人レスキューストックヤード 災害 名古屋市 100

27展 戦後70年、若者が戦争を身近に感じて、平和を自らの問題として考えるのをたすける年間企画事業
NPO法人平和のための戦争メモリアルセンター設立準備会（戦争

と平和の資料館　ピースあいち）
人権 名古屋市 100

27展 別れて暮らす親と子が活用できる「面会交流広場」の提供 NPO法人あったかハウス 子ども 名古屋市 90

27展 フードバンク事業 NPOフードバンクかすがい 環境 春日井市 100

27展 児童養護施設内の暴力・虐待をなくするために ～安全委員会方式実践セミナー（仮） NPO法人ＣＡＰＮＡ 子ども 名古屋市 100

27展 NPO労働環境改善のための調査とセミナー開催事業 NPO法人浜松ＮＰＯネットワークセンター 団体助言援助 静岡県浜松市 100

27展 小幡緑地本園・市民参加でせせらぎ湿地内に観察路をつくろう 愛知守山自然の会 環境 名古屋市 26

27展 名古屋の夏は暑いの？8月、みんなで気温を測ろまい！ 2015名古屋気温測定調査実行委員会 環境 名古屋市 100

27展 むささびっ子の森くらぶ NPOチームばんどり 社会 名古屋市 100

27展 災害ボランティアリーダーの育成 NPO法人チームレスキュー 災害 瀬戸市 100

27展 ＤＶも含めた多様な暴力被害者への支援 かけこみ女性センターあいち 人権 名古屋市 100

27展 あなたの住む地域について知ろう！子育て情報編 ：Know Your Community！：Parenting Program フィリピン人移住者センター（Filipino Migrants Center） 子ども 名古屋市 80

27展 貰う存在ではなく、与える存在に ～マニラの路上の子どもたちの挑戦プロジェクト～ 認定NPO法人アジア日本相互交流センター・ＩＣＡＮ 国際 名古屋市 100

27展 外国人住民の困り事を解決する相談プロジェクト；多言語ワンストップ相談センターの形成にむけて 外国人ヘルプライン東海 人権 名古屋市 100

27展 動物園と協働しておこなう市民参加型事業 NPO法人東山動物園くらぶ 環境 名古屋市 91

27展 東海地域の難民へのアウトリーチと地域と連携した支援体制の構築 NPO法人名古屋難民支援室 人権 名古屋市 100

27展 愛・シンパシーワークショップ（共感をベースにした環境学習プログラム） NPO法人アスクネット 子ども 名古屋市 99

27展
～「ＥＳＤユネスコ世界会議 ｉｎ 名古屋」で高まった機運を活かして ～未来の「持続可能な社会づくり」

を実現する指導者（リーダー）育成プロジェクト
NPO法人名古屋ＮＧＯセンター 社会 名古屋市 100
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27展 地域金融機関を核としたNPO支援のプラットフォーム活用事業 コミュニティ・ユース・バンクｍｏｍｏ 団体助言援助 名古屋市 100

27展 体感型多様性理解教育プログラム「トランス・クエスト」 えた～なる・すまいる 社会 名古屋市 100

27展 マーブルタウン～大学生と小学生の協働型教育プログラム～ NPO法人コラボキャンパス三河 社会 岡崎市 100

27展 おいでん！福島っ子！～2015　夏　ｉｎ東三河～ おいでん！福島っ子！運営委員会 災害 豊橋市 100

27展 都市住民との交流人口の拡大によって、三河山間地の活性化を図る あいちの山里産直コンソーシアム 農山漁村 豊田市 93

27展 共助の社会システム構築を目指した、愛知型の地域貢献的な企業を認定（表彰）する制度の創設事業 一般社団法人ＣＳＲコミュニティ まちづくり 名古屋市 100

27大 外国人子ども日本語教室「ガリ勉クラブ」 一般財団法人名古屋ＹＷＣＡ 子ども 名古屋市 500

27大 2015年　第2回スペシャルオリンピックス日本・愛知　東海・北信越ブロック　夏季ブロック大会in愛知 公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・愛知 保健 名古屋市 400

27大 カンボジアにおける、乳幼児教育・保育の普及　及び、保育士の育成の為の研修 幸田町国際交流協会 国際 幸田町 290

27大 成年後見従事者へのスキルアッププログラムの構築及び専門家との連携・共育事業 NPO法人知多地域成年後見センター 保健 知多市 214

27大 地域ぐるみで取り組む「桑・蚕資源」の新しい循環の創出 －中山間地域における耕作放棄地の再利用に向けて－ NPO法人マルベリークラブ中部 農山漁村 名古屋市 500

27大 食でつなげる　高齢者コミュニティー支援事業 NPO法人セカンドハーベスト名古屋 保健 名古屋市 200

27大
学童保育におけるアレルギー対応の実態調査、および、アレルギー研修の開催と指導員対象「アレル

ギー対応の手引き」作成事業
認定ＮＰＯ法人アレルギー支援ネットワーク 保健 名古屋市 366

27大 本のリユース事業による、いじめを体験した無業・無職者の社会復帰プログラム 一般社団法人草の根ささえあいプロジェクト 保健 名古屋市 500

27大
リユース・リサイクルの仕組みを軸にした、障がい者就労支援・フードバンク・被災地支援に取り組

む非営利団体との協働創出事業
NPO法人中部リサイクル運動市民の会 環境 名古屋市 435

　　表；　助成件数の推移　（平成19年10月募集から平成26年10月募集まで）

以上、1,288件

19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 合計

初期 109 100 99 98 99 83 105 93 45 831

展開期・協働 ー 67 48 45 47 49 48 48 40 392

大規模 ー 8 8 8 7 8 9 8 9 65

109 175 155 151 153 140 162 149 94 1,288

区分

年度

合計
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