秋田県子ども・子育て支援知事表彰の実績等について
◆概要
秋田県子ども・子育て支援条例第２０条に基づき、地域で積極的な子育て支援活動をしている団体、
及び仕事と子育て等の両立支援の取組を進めている企業等に対し、表彰を実施する。
子ども・子育て支援活動団体表彰
子ども・子育て支援活動計画を提出した団体で子ども・子育て支援に関し積極的な活動を
行っていると認められるもの

◆第１回目 平成２０年度

表彰式：８月２６日「子ども・子育て応援フォーラム」

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①特定非営利活動法人メリーゴーランド（能代市）
・誰でも利用できる施設とするために認可外保育施設として、休日・早朝・深夜などの柔軟な保育を
実施。
・空き店舗を活用したつどいの広場。親子の居場所や相談の場づくりを行うとともに、つどいの広場
内に「おもちゃ図書館」を開設。
・移動ひろば「きしゃぽっぽ」の開催、能代市のつどいの広場事業の受託。
②特定非営利活動法人子育て・高齢者介護サポートばっけの会（秋田市）
・子育てサポート事業として、親子で参加できるイベントや講習会を開催。
・託児サービス事業として、急用やリフレッシュ等のための個人の託児やイベント等における集団託
児など、需要に応じた託児事業を実施。
・まちづくり推進事業として、つどいの広場「ひよっこサロン」を開設し、親子の居場所や相談の場
を提供。
③かまくらキッズ （横手市）
・平成８年に子育て支援の必要性にいち早く着目し、子育て親子のサークルを立ち上げ、その後に設
立される同様のサークルにとって活動のモデルとなっている。
・季節に応じて、親子が一緒に楽しむことのできる屋内外の遊びを様々に企画、実施し、親子のきず
なを深めることを目指している。

◆第２回目 平成２１年度

表彰式：８月２１日（金）「お父さん育児参加応援フォーラム」

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①特定非営利活動法人 子育て応援Ｓｅｅｄ （秋田市）
・活動拠点となる「コミュニティサロン・クローバー」を開設し、県外出身者を対象にした hello ！
サロン、地元商店街の方を講師にした中通倶楽部など、子育て世帯が気軽に立ち寄れる多様な交流
機会を提供。
・フリーペーパー「Ｓｅｅｄ通信」を隔月で発行し、自らの活動のほか各種子育て支援情報を広く提
供。
・秋田市から「わんぱくキッズのおでかけプラン」を受託し、ブルーベリー摘みや農家との交流など、
親子連れで楽しめる遠足等の企画を提供。
②子育てサポーターの会 ミントといっしょ！ （大館市）
・集団託児や大館市のつどいの広場への支援など、地域における子育て支援活動を幅広くサポート。
・秋田内陸線など地域資源を活用した親子の交流の場「なかよしぽっぽ号」の実施を支援
・子育てサポーターのスキルアップや孫育て、食育など、子ども・子育て支援に関する多彩な講座を
実施（男女共同参画センターと共催）
・子育て中の親などが気軽に集える「しゃべり場」の開催や親育ち講座の開催など、家庭教育支援活
動をサポート
③のしろ日本語学習会 （能代市）
・海外から日本に嫁いだ女性やその子どもたちに日本語教室を開催しながら、保育園等の見学・体験

等により外国人親子が地域で生活していくための様々な支援を実施
・高校生等と協力して絵本の朗読テープを収録したり、絵本の読み聞かせ団体との連携により、読み
聞かせ習慣の少ない在日外国人に絵本を通じたコミュニケーションのすばらしさなどを学ぶ場を提
供。
・このような活動により、日本語教育の枠を超えた、日々の暮らしの困り事などの相談の場となるな
ど、外国人親子の心のよりどころとなっている。

◆第３回目 平成２２年度

表彰式：８月２１日（土）「お父さん育児参加応援フォーラム」

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①子育てカフェ・にこリーフ （男鹿市）
・県外から嫁いだ母親が、子育ての奮闘中に、あるコーヒーショップで飲んだコーヒーに癒され、こ
の想いを子育て中の親が共有できたらとの思いで平成１７年に設立した子育てサークル。
・お母さん講座や料理教室などの交流を月に１～２回程度開催、その他年２回程度フリーマーケット
と吹奏楽団ミニコンサートを実施している。
・ブログでの情報発信も行っているほか、今年度は子育て学び合い、お役立ち講座の開催を予定して
いる。
②ベルっこ♪まま （横手市）
・平成１３年に設立され、地域の子育て支援イベントでハンドベル演奏等を中心に活動している団体。
１６人の会員が、子どもと親がともに感動し、きずなを強める場を提供している。
・定期的に子育てサークルやイベント、幼稚園等で、手遊び歌や童謡、アニメソング等の演奏会を実
施している。
・演奏体験指導などにより、高齢者の会合へも参加し、お年寄りと子どもたち（ちびベル隊）との異
世代交流も推進している。
③横手おやこ劇場 （横手市）
・平成５年に設立され、親子を対象にした芸術鑑賞活動や体験活動を提供している会員数約１００人
の団体。
・音楽会、人形劇、舞台劇等の本格的な鑑賞会を年４回開催し、子供たちに夢を与え想像力を育てる
先駆的な試みを継続している。
・おはなし会、親子デイキャンプ、りんご農園体験、こどもまつり等活発な自主事業も開催し、親た
ちの情報交換や楽しい交流の場を提供している。

◆第４回目 平成２３年度

表彰式：８月５日（金）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①あそび体験活動ボランティア「この指とーまれ」 （北秋田市）
・平成１４年に設立され、「子どものあそびの原点を振り返る」という活動方針に基づき、四季、自
然を通じての手づくりのあそび体験といった世代間交流や親子のふれあいの場づくりに積極的に取
り組む会員数２１人の団体。
・地域活動スペース「まちなかストーブ」を拠点に小学生の冬休み工作指導などを通して、ものづく
りの大切さや地元素材の大切さを伝承し地域に根ざした活動に務めている。
・毎年恒例のイベントにおいて、過去に参加歴のある中学生がボランティアとして関わるなど地域活
動の人材育成にも貢献し先駆的に取り組んでいる。
②子育てサポート「かたがみぱぁく」 （潟上市）
・県や市の子育てサポーター受講修了者５人で託児業務を目的に平成１８年に設立された。市の地域
活動組織育成支援を受けながら地域住民対象の集いの場の提供、施設や学校等でのボランティア活
動等に取り組んでいる。
・地域の親子を対象とした会員手作りのクリスマス会開催、毎月第３火曜日に地域住民誰しもが参加
できる憩いの場の提供、行政などからの依頼による各種行事等での託児事業にも取り組んでいる。
・子育ては親世代のみだけでなく世代間を越えた交流や繋がりで支え合うことが大切と考え、地域の
人々が仲良く絆を深め交流しあえる地域づくりを目指している。
③本荘地区保育園連絡協議会 （由利本荘市）
・旧本荘市内１２の保育園で昭和５０年に設立し、職員の資質向上を目的に各園での事例を持ち寄り、

「子育てする者の気付き」を重点とした先駆的で実践的な研修会に積極的に取り組んでいる。
・行政、関係機関、地域住民と連携した地域全体の子どもや保護者のニーズに応じた活動として、平
成元年から毎年開催する来場者数３，５００人規模の「こどもフェスティバル」にも携わってきた。
・子ども、保護者の意見を通じて、年々変わりゆく社会環境を敏感に受け止め、多様化する家庭環境
や子育てに悩む保護者への温かい支援は、地域から高い信頼を得ている。

◆第５回目 平成２４年度

表彰式：８月３日（金）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①図書館ボランティア「たまてばこ」 （北秋田市）
・「子どもたちが本を好きになってくれることで想像力豊かに育ってほしい」との想いから、絵本、
紙芝居の読み聞かせやエプロンシアター、人形劇などの多彩な催し物「おはなしでてこい」を毎月
第３土曜日に開催。
・「出張版おはなしでてこい」では、北秋田市周辺の幼稚園、保育所、小学校へ訪問したり、北秋田
市保健センターが実施する育児相談会でのブックスタート事業などのボランティア活動にも取り組
んでいる。
②おらほの産科小児科を守る会 （能代市）
・医師不足が深刻となっている現在、能代山本地区の医療（特に産科・小児科）を守るため、市民の
側から地域医療について考え、意識改革を図りながら効果的な医療資源の活用を目指そうと設立。
・救急外来受診に安易に頼らず基礎知識を高めようと「乳幼児救急講習会」を開催
・毎月定例会では、地元病院の現状に関する学習会などでお互いの意識を高め合っている。
・乳幼児連れのお母さんでも楽しめる映画鑑賞会を開催するなどの活動を実施。
③大雄母親クラブ「はんどはんど」 （横手市）
・子育てに関する情報交換を通じて育児の悩みや不安感の軽減を図ろうと設立。
・現在は、交通安全の街頭指導や防犯パトロールなどの見守り活動、命の大切さを伝えるための小・
中学校、子育てサークルでの絵本、紙芝居の読み聞かせなどにも取り組む。

◆第６回目 平成２５年度

表彰式：８月２日（金）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①子育てサポートチャイルドママくらぶ （秋田市）
・イベント、コンサート等における集団託児のほか、保護者の冠婚葬祭やリフレッシュ等の際の個人
託児を合わせて年間１００回程度実施。なお、事前に保護者と面接し、アレルギーの有無や好きな
遊びを聞き取るなど、安全で質の高い託児サービスを提供。
・おもちゃ作りや料理教室など、各会員が得意とする分野を活動に生かし、様々な活動に取り組む。
②母乳育児サークルミルキーハグ （能代市）
・母乳育児への正しい理解と育児支援等を目的としており、県内では他に例を見ない活動を続ける。
・助産師や他の育児サークル等と協働して、乳がんに関することや災害時における栄養摂取等につい
て学ぶ研修会を実施。
・被災地に絵本やメッセージを送る活動を行うなど、活動内容は多岐に渡っている。
③八峰町八森愛育班 （八峰町）
・八峰町八森地区の子どもや子育て家庭への声かけや、家庭訪問による悩みの傾聴などを中心とした
活動を継続。
・行政と連携した子育て広場での託児や予防接種の啓発のほか、読み聞かせやお菓子作り講習会など
の自主的な活動に取り組む。

◆第７回目 平成２６年度

表彰式：８月６日（水）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①おおだてｄｅ子育て （大館市）
・大館地域の子育て情報を発信するホームページを開設し、子育てイベントのスケジュールや子連れ
で利用しやすい飲食店を紹介。
・親子で気軽に参加できる子育てサロン「わわわｄｅ子育て」を月１回開設し、地域の子育て家庭の
交流を促すとともに、保育園の入園等に関する相談を受け付けるなど、様々な活動に取り組む。
②能代おやこ劇場 （能代市）
・大人と子どもがともに育ちあうことを目的として、児童演劇等の観劇を中心とした活動を実施。
・未就園児への絵本の読み聞かせなどを行う「あそびのひろば・ぱれっと」や、工作や調理の体験を
通じた交流を行う「わいわいひろば」を月１回開催するなど、長年にわたり能代地域の子育て支援
に取り組む。
③特定非営利活動法人すこやかサポートにしせん （大仙市）
・世代間交流を積極的に進めることにより子育て家庭と住民の垣根を低くし、地域全体で子育てを支
えるための活動を実施。
・職業体験や異文化交流など、子どもに様々な体験や学習機会を提供するための行事を開催している
ほか、育児の負担感を軽減するための保護者向け研修会を開催するなど、その活動は多岐にわたる。

◆第８回目 平成２７年度

表彰式：８月６日（木）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①能代べらぼう太鼓 （能代市）
・「太鼓の音で町を元気にしたい」という思いから、各地域の活性化イベントでの演奏活動や福祉施
設の訪問を実施。小学校での太鼓クラブでの指導など、多方面での活動を行っている。
・会員は幼児から６０歳代までと幅広く、日々の練習を通じた世代間交流が図られるなど、地域にお
いて子育て支援団体としても幅広く認識される。
②子育てサポートグループ「まんま」 （由利本荘市）
・子育て中の保護者の不安に寄り添い、楽しんで子育てができるようサポートするため、気軽に集え
る子育てサロンを定期的に開設しているほか、地域の子育て家庭向けの講座を開催している。
・当日でも可能な限り対応する託児も行うなど、長年にわたり地域の子育て支援に取り組む。
③特定非営利活動法人大仙親と子の総合支援センターまるこのひろば （大仙市）
・地域の子育て支援センターを運営し、子育て中の親子が自由に交流できる場を提供。七夕や餅つき
など、季節に応じた行事を積極的に開催している。
・地域の老人クラブとの交流を行い、積極的に世代間交流を行うなど、地域全体で子育てを支えるこ
とができるよう取り組む。

◆第９回目 平成２８年度

表彰式：８月３日（水）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（５団体）
①おはなしピッコロ（北秋田市）
・子どもたちが心豊かに成長して欲しいという思いから、合川小学校における定期的な読み聞か
せや、公民館と協働で子育て世代が楽しめるイベントを開催するなど、長年にわたり地域での
子育て支援に取り組んでいる。
・世代間の交流を通じて、高齢化が進む地域の活力づくりにも貢献している。
②特定非営利活動法人秋田育さぽドリームエンジェル（秋田市）
・少子化や核家族化により地域とのつながりが希薄になっていることから、親子が気軽に集える
サロンを定期的に開設するとともに、様々な体験が出来る遠足を企画するなど、子育て家庭に
寄り添った取組を継続して行っている。
・育児アドバイザーによる子育て相談を実施しているほか、託児を行うなど、その活動は多岐に
わたっている。
③特定非営利活動法人Ａｋｉｔａコドモの森（秋田市）

・子どもの健康な発達や自然との共生を目標に掲げ、本県の豊かな自然を活用した自然体験や野
外活動に取り組んでいる。
・県産木材を活用した創作おもちゃづくりなどの木育に関する活動を行うなど、本県ならではの
地域に根ざした活動を継続的に実施している。
④子育てサポート「はっぴい・マム」（仙北市）
・気の子育て支援センターを運営し、子育て中の親子が自由に交流できる場を提供するとともに、
読み聞かせや体操など、親子で楽しめる講習会を定期的に開催している。
・休日や夜間などの保育園等が利用できない時間帯に託児を行うなど、地域の子育て家庭にとっ
て欠かせない団体となっている。
⑤パパ’Sサークル横手ピーターパン（横手市）
・横手市初の父親による子育てサークルとして設立され、子育ての悩みを共有し、気軽に情報交
換できる場として定期的な活動を行っている。
・バーベキューなどの野外活動の他、子育てイベントにおいて大規模な段ボール迷路を設置する
など、父親ならではの視点で子育て過程を楽しませる取組を行っている。

◆第１０回目

平成２９年度

表彰式：８月１０日（木）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（４団体）
①おはなしくれよん（鹿角市）
・幼稚園、保育園、小学校、子育てサークル等を訪問し定期的な読み聞かせを実施。通常の絵本
のほか、紙芝居、人形、音楽、楽器や手遊びなど、工夫した手法を用いて情操教育に尽力して
いる。
・依頼に応じて鹿角の民話や伝説を鹿角弁で読み聞かせたり、戦争に関する本を題材として扱っ
たりしている。このことにより、子どもたちが普段の生活の中では触れることが難しい、地域
や歴史のことを学ぶ機会を提供している。
②おはなしたんぽぽの会（由利本荘市）
・様々な形式の人形劇をとおして読み聞かせ活動などを行っている。人形劇で使用する人形、大
道具・小道具づくりから音響、演技、全てを会員自らの手で行っている。
・結成から３０年間の活動をとおして、子育て中の方や子育てに関わる方々に、地域の人たちと
のふれあいやつながりを持つ場を提供してきた。
③読み聞かせボランティア「ひまわりの会」（仙北市）
・読み聞かせや、大型紙芝居の作成・実演を行っている。さらに、祭りなど親子が集まるイベン
トに積極的に赴き、子どもコーナーを設け遊びを提供するとともに、託児などの子育て支援活
動も実施している。
・高齢者施設など、高齢者と子どもの交流する場に赴いての読み聞かせを行うことで、世代間交
流を図り、地域で子育てに取り組む気運を醸成している。
④横手の子育て応援誌 おもちゃばこ（横手市）
・地域の子育て情報を取りまとめた情報誌（フリーペーパー）８００部を、年３、４回発行し、
市内の公共施設や病院、商業施設などで配付。行政サービス紹介のほか、親子の健康やおすす
めスポット、イベント情報など、多岐にわたる内容であり、特に転入者など地域の風習等にな
じみのない子育て家庭に好評を得ている。

◆第１１回目

平成３０年度

表彰式：８月６日（月）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（５団体）
①ちびっこまなびっこ（鹿角市）
・鹿角地域の資源を最大限に活用し、子どもと一緒に様々な体験をしたり、ママ自身の知識を深
めたり、育児の悩みを共有したりする活動を企画し、学びながら子育てを思い切り楽しむ事が
できる環境を作っている。
・実際に地域に繰り出して活動していることから、活動が住民の目に触れる機会も多く、地域全
体で子育てを楽しもうという意識にもよい影響を与えている。

②大館冒険あそびプレーパーク（大館市）
・子ども達が自分の想像力で工夫して、自由に遊びを作り出すことのできる遊び場であるプレー
パークを、月１回程度市内の公園や河川敷にイベント形式で開設している。プレーパークでの
遊びにより、子ども達の自主性・創造性を刺激し、挑戦する意欲や豊かな想像力を育んでいる。
・地域の各種団体からも広く協力を得て運営するなど、地域に根ざした活動を展開することによ
り、地域の子育て機運を高めている。
③ゆりかごの会（由利本荘市）
・平成５年９月の結成から長年に渡り、読み聞かせを通して、地元の乳幼児・小学生の心の成長
を育むとともに、親子が集う場を提供してきた。会主催の「おはなし劇場」のほか、図書館主
催の行事や、保育園、小学校、乳幼児検診の場などに出向いて読み聞かせを行っている。
・活動内容は絵本の読み聞かせだけにとどまらず、大型の紙芝居や、パネルシアター、エプロン
シアター、ブラックシアターなどを用いた読み聞かせも行っている。
④国境なき話し手（由利本荘市）
・地域に住む外国人の母国語での読み聞かせを実施し、多種多様な文化に触れて楽しむ機会を作
っている。英語のほか、韓国、中国、ロシアなど、各国の言葉を母国語に持つ外国人が会員と
なり活動している。
・外国語による読み聞かせのほか、語学教室や、外国のお母さんの料理教室や交流事業など、親
子で交流できる子育て支援活動を多岐にわたって主催しており、言葉の壁に悩むお母さん達の
支えになっている。
⑤ほろっとキッズ（横手市）
・秘密基地づくりや、キャンプ、アウトドアクッキングなど、自然の中でのびのびと体を動かすプ
ログラム体験により、子ども達が自ら考え行動する力や、自然の恵みに感謝し、自然を大切にす
る気持ちを育んでいる。
・保護者の参加も受け入れる事により、保護者の自然体験に対する意識を高め、各家庭での自然と
ふれあう機会の増加に繋げている。また、参加家族を通した地域周辺での活動の活性化も図られ
ている。

◆第１２回目

令和元年度

表彰式：８月５日（月）「児童健全育成表彰式」と併せて実施

子ども・子育て支援活動団体表彰
（３団体）
①おはなしぼっくす（小坂町）
・小学校や図書館を拠点として、幼児から小学生の子どもたちを対象に、読み聞かせや工作遊び
等を行っている。見る、聞く、触るといった様々な感覚を活用する機会を提供し、地域の子ども
たちが感受性豊かに成長することに寄与している。
・生涯学習関係のイベント等にも出演し、子どもたちやその家族だけでなく、地域住民にも本や
読書の楽しさとともに喜びを伝え、様々な世代で交流する機会をつくっている。
②南が丘こども園 なかよしひろば（大館市）
・各種子育て支援事業のほか、園と連携した活動や定期的なイベントを実施することにより、在
宅で子育てをしている未就園児の親子が自由に遊び交流する機会を創出しており、「親子の遊び
場が欲しい」という地域のニーズに応えている。
・今後は、まちなかに新たな拠点を整備する予定であり、より多くのニーズに応えられる幅広い
事業展開が期待されている。
③子育てサポート ｈｕｇ組（潟上市）
・子育て家庭向けに定期的に交流サロンを開設し、悩みを打ち明けたり、情報交換をしたりする
場を提供している。こういった活動は、子育て中の親の不安の解消等につながり、孤立化を解消
するほか、コミュニティの育成に役立っており、そうした環境づくりを通して、地域に根ざした
子どもの健やかな成長を促進している。
・イベント会場等での託児活動のほか、メンバー各自が潟上市のファミリー・サポート・センタ
ーに登録し、日常的に託児を行っている。

