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No. 都道府県名 市町村名 活動名称 「家庭教育支援チーム」の名称

1 北海道
白老郡
白老町

白老町家庭教育支援チーム ぴんぽーん

2 青森県
西津軽郡
鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢町子育てサポートセンター 鰺ヶ沢町家庭教育支援チーム

3 岩手県 宮古市 家庭教育支援活動 MIYAKO.Revolution21

4 宮城県 石巻市 石巻市家庭教育支援事業 スマイルエンジェル

5 秋田県 男鹿市 男鹿市家庭教育支援活動 男鹿市家庭教育支援チーム

6 山形県 酒田市 地域子育て支援事業 ＮＰＯ法人　にこっと

7 茨城県 高萩市 高萩市訪問型家庭教育支援事業 高萩市訪問型家庭教育支援チーム

8 栃木県
下都賀郡
壬生町

壬生町家庭教育支援事業「子育て・親育ち講座」 壬生町家庭教育支援チーム

9 群馬県
北群馬郡
榛東村

子育て家族応援イベント「しんとうママフェス」 榛東村家庭教育支援チーム

10 埼玉県 行田市 地域ぐるみの子育て支援活動 特定非営利活動法人子育てネット行田

11 東京都 三鷹市 三鷹市家庭教育支援事業 三鷹市家庭教育支援チームかきしぶ

12 神奈川県 三浦市 はっぴー子育て応援団 はっぴー子育て応援団

13 新潟県 南魚沼市 南魚沼市家庭教育支援チーム 南魚沼市家庭教育支援チーム「だんぼの部屋」

14 岐阜県 中津川市 家庭教育支援活動 すくすくわくわくまあるいこころ

15 静岡県 焼津市 家庭教育支援活動 焼津市家庭教育ネットワーカー

16 愛知県 一宮市 家庭教育支援活動
一宮市家庭教育支援チーム　子育てネットワーカー一
宮

17 滋賀県 長浜市 絵本シリーズ 家庭教育支援チーム「えがお」

18 大阪府 交野市 家庭教育学級 ポラリス（交野市子ども家庭サポーターの会）

19 和歌山県
有田郡
湯浅町

家庭教育支援活動 家庭教育支援チーム「とらいあんぐる」

20 広島県 尾道市 家庭教育支援活動 向東地区家庭教育支援チーム“親ぢから”

21 山口県 山口市 「湯田中学校ひろば」 山口ゆだ・かべり

22 徳島県
板野郡
上板町

上板町子ども若者相談支援センター『あい』 上板町子ども若者相談支援センター『あい』

23 愛媛県 大洲市 「保護者目線で身近な支援」 大洲子育てサポート“そよ風”

24 佐賀県 武雄市 総合的な家庭教育支援活動 武雄市子育て総合支援センター

25 鹿児島県
いちき
串木野市

いちき串木野市家庭教育支援チーム 「ほっとルーム」

平成２９年度「家庭教育支援チーム」の活動の推進に係る文部科学大臣表彰
被表彰活動一覧
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1 北海道
白老郡
白老町

白老町家庭教育支援チー
ム

ぴんぽーん

・聞き取り調査やアンケート調査を通して、家庭教育の実践や保護者の支援ニーズを把握した上で、身近な場所での来所による相談対
応や訪問型の相談活動、子育て講座の開催等の保護者に寄り添った、きめ細やかな支援を実施。
・学校からの要望による講演会や独自での講座開催、家庭教育支援だより「ぴんぽーん」の発行など家庭教育についての情報提供を行
うことにより、地域全体で幼児期からの家庭教育を支援する体制づくりを推進。

2 青森県
西津軽郡
鰺ヶ沢町

鰺ヶ沢町子育てサポートセ
ンター

鰺ヶ沢町家庭教育支援チーム

・公民館を拠点とし、子育てに関する講座や家庭教育相談、居場所づくり等の事業を町内の保育所、小・中学校及び高等学校と連携・協
働して実施。
・親同士の交流と仲間づくりを目的として、地域資源を活用した親子で参加できる様々な体験型プログラムなどを実施。スタッフが随時子
育てや家庭教育に関する相談に対応。
・子育て情報誌「ほっとタイム」にて、チームの取組の紹介、事業参加の呼びかけ、子育てに関する情報などを発信。

3 岩手県 宮古市 家庭教育支援活動 MIYAKO.Revolution21

・「岩手県子育てサポーター養成講座」の受講者有志により構成され、「地域の親子・子育てに関わるすべての人に、笑顔と元気を」という
理念のもと、ニーズの把握に努めながら家庭・親子に寄り添った活動を実施。
・就学前の子供とその保護者を対象とした交流会「ピヨンカフェ」の開催など、様々な活動を継続的に実施し、保護者間の情報交流の場と
なっている。また、より深い学び場の提供を目指し、外部講師による研修会を定期的に開催。

4 宮城県 石巻市 石巻市家庭教育支援事業 スマイルエンジェル

・公民館を拠点とし、就学前の子供とその親を対象にした「子育てサロン」を月２回実施。参加者は年々増加し、参加者同士の交流及び
心のケア、育児相談の場として定着している。
・就学前の子供を持つ親を対象にした「親の学び講座」や幼稚園・小学校での家庭教育講座において宮城県版親の学びプログラム「親の
みちしるべ」の実施や研修会での託児支援等幅広い活動を実施。講座受講後に家庭教育支援チームの一員となる母親が増加。

5 秋田県 男鹿市 男鹿市家庭教育支援活動 男鹿市家庭教育支援チーム

・保育園や幼稚園、小中学校等で開催される各種イベントにおいて、支援チームと保護者が気軽に談話できる箇所を設け、家庭教育や
子育てについて語り合う「お茶っこサロン」を開設し、相談体制の充実を図る。
・お茶っこサロンやアンケート結果で判明した保護者が抱えている課題に即した「子育て元気アップ講座」を実施し、子育てに関する悩み
や課題の解消に繋げる。
・働く保護者の育児・家庭教育への参加促進や、仕事と子育てを両立できる環境整備を目指して、市内の企業を訪問し、家庭教育に関す
る情報の提供や収集を行う。

6 山形県 酒田市 地域子育て支援事業 ＮＰＯ法人　にこっと

・酒田市と連携し、親子を対象にした多種多様な体験講座を企画運営し、親子の触れ合いや親同士、また子供同士の交流を深める機会
を提供。
・乳児と母親が市内の小中学校に訪問する「赤ちゃん登校日」を実施し、子供たちに命の大切さや子育てのやりがい、大変さを学ぶ機会
を提供。
・遊びの広場の提供や、相談員の配置、預かり・出張保育等、地域に根ざした子育て支援・家庭教育支援拠点活動を総合的に実施。ま
た、ひとり親を対象にした交流会や講座などの応援プロジェクトも実施。

7 茨城県 高萩市
高萩市訪問型家庭教育支

援事業

高萩市訪問型家庭教育支援

チーム

・学校だけでは支援が困難な家庭を対象とし、保護者及び児童生徒の話を傾聴し、寄り添いながら「学校と家庭をつなぐ役割」及び「課題
の早期発見・未然防止」・「専門機関への橋渡し」を目的とした活動を実施。
・中学校２校に支援員を配置し、学校から支援要請のあった家庭への訪問支援や小学校１年生を持つ家庭への全戸訪問を実施。
・不登校に悩む保護者のための相談・カウンセリングを定期的に実施。

平成２９年度「家庭教育支援チーム」の活動の推進に係る文部科学大臣表彰
被表彰活動一覧《概要》

概要活動名称No.
都道府県

名
市町村名 「家庭教育支援チーム」の名称
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概要活動名称No.
都道府県

名
市町村名 「家庭教育支援チーム」の名称

8 栃木県
下都賀郡
壬生町

壬生町家庭教育支援事業
「子育て・親育ち講座」

壬生町家庭教育支援チーム

・受講者アンケートの分析結果や家庭教育における今日的課題を踏まえ、地域の実情や参加者のニーズに応じた多様な講座「子育て・
親育ち講座」を毎年４０以上企画・運営。
・特に各小・中学校では、学校行事やＰＴＡ行事と併せて実施し、保護者同士の交流、家庭教育について学ぶ機会を多く提供している。各
学校の参加対象者数に対する参加率も非常に高く、保護者の子育てに関する悩みや不安の解消や家庭教育に関する学びの場として高
い効果をあげている。

9 群馬県
北群馬郡
榛東村

子育て家族応援イベント「し
んとうママフェス」

榛東村家庭教育支援チーム

・育児を楽しむためのヒントがつまった「しんとうママフェス」において、保護者を対象としたカウンセラーによる子育て講座や親子参加型体
験活動、保護者や小学生による出店ブースの開設などを実施。地域全体が幅広く交流する機会であるともに、家庭教育支援への関心が
広まる機会となっている。
・公民館や医院等を利用し、年間を通して家庭教育に係る講座や保護者同士の談話・交流の場・サロンなどを開催している。

10 埼玉県 行田市
地域ぐるみの子育て支援活
動

特定非営利活動法人子育てネッ
ト行田

・「子育てサロン」を年９回開催し、参加者同士で交流を図ることができる遊びの提供と、子育て相談を実施。
・教育委員会や社会福祉協議会と連携し、「子育てサポーター養成講座」を開催し、地域ぐるみで子育てを行っていくための人材を育成。
・市の受託事業として、「ブックスタート」の実施や、行田市子育て支援センター「きっずプラザあおい」の運営、「つどいの広場」の開催な
ど、総合的な子育て支援・家庭教育支援活動を実施。

11 東京都 三鷹市 三鷹市家庭教育支援事業
三鷹市家庭教育支援チームかき
しぶ

・みたか地域ＳＮＳ「ポキネット」に「小学生保護者のための家庭教育支援コミュニティかきしぶ」を開設し、家庭教育に関する情報交換・交
流ができる場（コミュニティサイト）を運営。また、交流会や、地域ならではのテーマについて学ぶ「かきしぶde学び会い講座」を開催。
・今年度からは、サービス見直しに伴いコミュニティを終了し、新たにブログによる情報発信を開始。インターネットを活用した特徴ある支
援活動を継続。

12 神奈川県 三浦市 はっぴー子育て応援団 はっぴー子育て応援団

・「人と地域がつながり親子が育つ」を活動のテーマとし、地域に根ざした、すべての家庭を対象とする子育て支援を実施。
・毎年、良い親子関係の構築、子供の力を引き出す事を目指して「前向き子育てプログラム（トリプルＰ）」講座を実施。
・毎月1回お茶を飲みながら子育て相談、仲間づくりができる「ママcafe」、季節ごとの「家族で収穫体験」「家族deパーティー」、子供たちが
世界に目を向ける「グローバルフレンズ」を開催。

13 新潟県 南魚沼市
南魚沼市家庭教育支援
チーム

南魚沼市家庭教育支援チーム
「だんぼの部屋」

・地域コーディネーター及び家庭教育支援員が、市内４小学校と総合支援学校を拠点に様々な活動を展開。
・保護者の子育ての悩みや思いをつぶやける「しゃべり場」サロンを実施し、孤立しがちな保護者を支援。
・親子料理教室やもの作り教室、保護者向けの学習会・交流会を開催し、保護者への学びの場の提供や地域の居場所づくりを実施。
・広報紙「だんぼずＲＯＯＭ（ルーム）」を年10回程度発行し、家庭教育に関する情報を発信。

14 岐阜県 中津川市 家庭教育支援活動 すくすくわくわくまあるいこころ

・中津川市子育てサポーター養成講座を修了した中津川市子育てサポーター認定者、岐阜県子育てマイスター認定者で構成。
・乳幼児学級・家庭教育講座等での集団託児、学級の企画・運営とサポート、講師としての活動、イベントの企画運営、子育て相談・サ
ポート等を実施。
・市内全域の乳幼児学級に携わり、サポートに力を入れている。継続的に関わることで強い信頼関係が生まれ、次なる子育てサポーター
に育つという人材育成の好循環につながっている。
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概要活動名称No.
都道府県

名
市町村名 「家庭教育支援チーム」の名称

15 静岡県 焼津市 家庭教育支援活動 焼津市家庭教育ネットワーカー

・公民館を拠点とした未就園児対象の子育てグループ（10団体）と連携し、活動に対するアドバイスや参加している保護者の相談対応を
実施。
・親子参加型の講座や就学時健診時等の保護者への子育て講演会等の企画・運営。
・保護者のニーズに合った子育て情報誌「種ＮＥＴ（たねっと）」を毎月作成し、小学校1年生がいる家庭に配布し情報提供を実施。
・おしゃべりサロンを年４回程度開催し、保護者の居場所作り及び仲間作りを実施。

16 愛知県 一宮市 家庭教育支援活動
一宮市家庭教育支援チーム
子育てネットワーカー一宮

・地域在住の子育て経験者が県や市の講座・研修を受け、「子育てネットワーカー」として地域に根ざした子育て支援・家庭教育支援活動
を20年以上にわたり実施。
・乳幼児を持つ親を対象に、子育てに役立つ話や、悩みや不安を気軽に相談・話し合いをする場所の提供など、親同士の心のつながりを
持てるように配慮した「フレッシュママ交流会」「フレママひろば」「ステップアップママひろば」「ぴよぴよらんど」などを定期的に実施。

17 滋賀県 長浜市 絵本シリーズ
家庭教育支援チーム
「えがお」

・まちづくりセンター等での講座や会報紙の発行による情報発信、チーム員の研修等の活動を積極的に実施。
・主要イベント「絵本シリーズ」は、絵本を親子で一緒に楽しみ、親子の絆を深めることを目的として実施。読み聞かせ講座、絵本作り講
座、ケーキ作りと作成した絵本の発表会の3回連続講座で構成され、地域の子育てサロンや、まちづくりセンターの講座等と連携して毎年
実施し、地域の母親間の交流、相談の場となっている。

18 大阪府 交野市  家庭教育学級
ポラリス（交野市子ども家庭サ
ポーターの会）

・小学校1年生から3年生の保護者を対象に、参加体験型ワークショップによる学びの機会、交流の場である親学習「家庭教育学級」を平
成18年から継続して実施。
・地域子育て支援拠点「子育て交流スペースぽらりすひろば（概ね０歳から３歳児の子供と保護者対象）」を受託運営。地域の方と交流を
深める場の提供と子育て相談を実施。

19 和歌山県
有田郡
湯浅町

家庭教育支援活動
家庭教育支援チーム
「とらいあんぐる」

・「つながろう　湯浅！」を合言葉に、孤立した家庭を作らない「人と人とがつながる家庭教育支援」を目指す。
・出生から義務教育終了までの子育て家庭を全戸訪問する。家庭教育情報誌「すまいる」を届けながら見守り支援を行い、問題の未然防
止、早期発見・早期対応を目指す。
・訪問の際に得た情報や相談内容を集約し、必要に応じて学校や関係機関と共有しながら課題解決に向けた役割分担や連携等、チーム
による支援を行う。

20 広島県 尾道市 家庭教育支援活動
向東地区家庭教育支援チーム
“親ぢから”

・連携・協働のパイプ役・コーディネーター役として家庭教育支援の取組を総合的に実施。
・「『親の力』を学びあう学習プログラム」を活用し、子育てサロン参加者、小・中学生保護者、子育て中の父親など幅広い層を対象に講座
を実施している。また、「ハーフ成人式」、「本物に触れよう！」体験など様々な学びや体験等を提供。
・課題を抱えている家庭・保護者を把握し寄り添い、関係機関との連携や見守り継続など、きめ細やかに対応。

21 山口県 山口市 「湯田中学校ひろば」 山口ゆだ・かべり

・週１回、湯田中学校の視聴覚室を活用した「湯田中学校ひろば」を開設。地域のみなさんと親同士の交流による子育て情報の共有や子
育て相談などを行うとともに、来室した生徒が乳幼児や母親と交流を図り、触れ合いの輪を広げている。また、月１回、参加した親子を対
象とした公開講座の実施により子育ての不安軽減や生涯学習の推進を図っている。
・地域子育て支援拠点「ちゃ☆ちゃ☆ちゃ☆」の活動場所を中学校へ広げることで、福祉と教育が協働した家庭教育支援を展開。



別　紙

概要活動名称No.
都道府県

名
市町村名 「家庭教育支援チーム」の名称

22 徳島県
板野郡
上板町

上板町子ども若者相談支
援センター
『あい』

上板町子ども若者相談支援セン
ター
『あい』

・家庭教育支援を行う人材の養成も兼ねた保護者へ学びの場の提供（年５回程度の子育て講演会）、パンフレットの町内全戸配布、町広
報誌への情報掲載を実施。
・子供の抱える様々な問題について、置かれている環境やその子の特徴を考えながら学校と連携のもと、直接家族とつながり、教育・医
療・福祉・雇用・矯正・更生保護など幅広いネットワークで継続的・総合的に相談・支援を行う。
・電話及び来所相談、訪問支援、相談会の開催。

23 愛媛県 大洲市
「保護者目線で身近な支
援」

大洲子育てサポート
“そよ風”

・気軽に参加しやすい様々な子育て講座や、情報誌「そよ風通信」の発行を通して、広域的な家庭教育支援事業を積極的に実施。
・電話相談や来所相談、家庭訪問等を実施し、保護者の身近な相談場所となっている。
・保護者が不安や悩みを抱え、孤立しないよう、地域の多様なメンバーによる家庭教育支援員（地域コーディネーター、臨床発達心理士、
元教員、元保育士、人権擁護委員、民生委員・児童委員、心の相談員等）が、関係機関等と連携し、きめ細やかに見守る体制を整備。

24 佐賀県 武雄市
総合的な家庭教育支援活
動

武雄市子育て総合支援センター

・市内３中学校で毎月１回程度、赤ちゃん登校日を開催。子育てサポーターとチームが関わり、乳幼児の親子と中学生が触れ合う場を提
供。
・年１回家庭科の授業において、市内５中学の中学３年生と１高校の高校１年生の約８００人が、市内の２０園約１０００人の園児と触れ合
う育ちあい講座を実施。遊びを通して異年齢で触れ合う場を提供。
・公民館ひろば、相談対応、家庭訪問、出前講座（楽つみ木）、三世代交流 などを実施。

25 鹿児島
いちき

串木野市
いちき串木野市家庭教育
支援チーム

「ほっとルーム」

・市内全小学校の１・２年生長子家庭訪問（１年生保護者は年３回、２年生保護者は年１回）、小学校・幼稚園等対象の出前サロン「おあし
す」による相談活動、「ほっとルーム」における電話・来室による相談活動を実施。
・家庭教育学級や母親学級等への訪問・取材活動、家庭教育関係の出前講座、「ほっとルーム」だよりの発行による広報活動や家庭教
育に関するアンケート調査、家庭教育支援連絡協議会の開催など、企業等とも連携し市内全域で支援活動を実施。


