
1 ア 学校法人愛育学園　ひがし幼稚園
ひがし幼稚園子育て支援あっぷる「親子ふれあい」事
業

128,000 奥州市

2 ア 岩手ふるさと農業協同組合 ＪＡ岩手ふるさと子育て支援事業 140,000 奥州市

3 ア 横屋建設㈱指揮会社　ナドダーノ部門 わくわく子育て体験プログラム 440,000 下閉伊郡岩泉町

4 ア 子育てサークル　きっぴんきっず バス遠足でリフレッシュ！ 217,000 大船渡市

5 ア・イ
（一社）胆江地区勤労者福祉サービスセン
ター

野外活動スキルアップ講習会 223,000 奥州市

6 ア 胆江ゆめネットワーク実行委員会 子どもたちに楽しいお芝居を届けよう！ 350,000 奥州市

7 ア ｍusicグループ「虹」 「虹」の音楽出前講座 98,000 釜石市

8 ア NPO法人一関のなかなか遺産を考える会 達古袋なかなか大学校 500,000 一関市

9 ア 社会福祉法人花泉福祉会　花泉保育園 はなっこ世代間ふれあい事業 116,000 一関市

10 ア 図書館まつり東和実行委員会 「図書館で遊ぼう！わくわく体験!!」事業 250,000 花巻市

11 ア
認定NPO法人アムダ
アムダ大槌健康サポートセンター

子ども支援・子育てネットワーク強化事業 197,000 上閉伊郡大槌町

12 ア・イ ひがしやま未来にかける橋の会 東山の青少年活動指導者養成事業 485,000 一関市

13 ア 公益社団法人　水沢青年会議所 サマーキャンプ2015 500,000 奥州市

14 ア 花巻てらこや 青少年育成・復興支援事業（まなびの夏休み） 500,000 花巻市

15 ア かまめっちょの会 森とえほんフェスティバル 500,000 釜石市

16 ア 建部清庵文化顕彰会･青少年育成部会 自然体験「摘み草学習」事業 400,000 一関市

17 ア 和賀西小学校PTA いきいき「わにっ子」育成事業 78,000 北上市

18 ア 北上機械鉄工業協同組合 エコ･ものづくり体験まつり沿岸版 485,000 北上市

19 ア 心輝く造形あそびプロジェクト　からふる
子どもの心を輝かせる造形あそびとふれあいあそび
事業

450,000 盛岡市

20 ア・イ 認定NPO法人　いわて子育てネット 子育て中のママの潜在能力活用支援事業 75,000 盛岡市

21 ア NPO法人　七時雨いきいきネットワーク 農業体験を通じた食育体験事業 401,000 八幡平市

22 ア NPO法人　レスパイトハウス・ハンズ 自閉症美術館「子育てアート活動」 322,000 一関市

23 ア 和賀地区自治協議会 いきいき元気な和賀の子育成事業 209,000 北上市

24 ア NPO法人　インクルいわて ひとり親家族の親子のためのサロン事業 131,000 盛岡市

38 ア・オ NPO法人Hahato・co
発達障がい児におけるタブレットを使用した学習支援
事業

365,000 盛岡市

26 ア
地域総合スポーツ＆カルチャー
NPO法人オヴェンセ

第３回とおの子供駅伝大会＆ちびっ子チャレンジミニ
マラソン大会

400,000 遠野市

27 ア よりゃんせ金田一 げっぱそりレース大会 500,000 二戸市

28 ア 岩手子育て親育て実行委員会 子育て力向上教室 207,000 奥州市

29 ア NPO法人「ゆう・もあ・ねっと」 紫波町のここがすばらしい！ 70,000 紫波郡紫波町

30 ア NPO法人盛岡ユースセンター 不登校支援事業 500,000 盛岡市

31 ア 学校法人龍徳学園　姉体幼稚園 子育て支援教室「おひさまランド」 66,000 奥州市

32 ア きたかみ子育てネット 手作りお菓子で敬老の日 72,000 北上市

33 ア 北上機械鉄工業協同組合 親子で楽しむ冬のものづくりと伝統行事 140,000 北上市

34 ア NPO法人　輝き 輝きふれあい教室　ピアノであそぼう 97,000 胆沢郡金ヶ崎町

9,612,000交付決定　合計　３４件

摘要

1.「地域子育て活動支援事業」

No. 事　　業　　名助　成　団　体 交付決定額
事業
内容
区分



1 ア 特定非営利活動法人日本地域振興ネット協会未婚男女の出会いの場創出と相談会事業 222,000 北上市

2 ア 衣川かぼちゃを楽しむ会 MURA．ｃｏｍ 300,000 奥州市

3 ア 滝沢市商工会青年部 滝沢市商工会青年部婚活事業「チャグ婚」 240,000 滝沢市

4 ア．エ いわて結婚支援センター 2015いわて結婚支援センター事業 300,000 盛岡市

5 ア 奥州商工会議所 奥州de愛＊婚活事業 300,000 奥州市

6 オ 結婚支援事業実行委員会 龍ちゃんFutureカップリング「花婿･花嫁養成塾」事業 300,000 下閉伊郡岩泉町

7 ア 奥州「あい」むすび隊 良縁支援パーティー事業 200,000 奥州市

8 ア いわて平泉農業協同組合青年部協議会  ｉ ・ 出会い応援事業 216,000 一関市

9 ア のだむら復興応援隊 出会い創出事業「塩の道を歩いて出会うのだ!!」 160,000 九戸郡野田村

10 ア Abbey　Tabi　Maker いいね！いわて出会いプロジェクト 175,000 盛岡市

11 ア 久慈商工会議所青年部 久慈地域出会い応援事業「マジ婚!!はじめました」 270,000 久慈市

12 ア 岩手江刺農業協同組合 婚活ツアー「江刺りんご収穫体験と交流会」 187,000 奥州市

13 ア 一戸町商工会青年部 いちのへバスコンinとうほくニュージーランド村 290,000 二戸郡一戸町

14 オ 一般社団法人日本結婚支援協会 親のお見合い「イトノワ交流会」事業 246,000 盛岡市

15 ア GOSHO－FUN実行委員会 繋コン 260,000 盛岡市

16 ア 雫石町後継者出会い応援事業実行委員会 雫石町後継者出会い応援事業 233,000 雫石町

17 ア 遠野商工会青年部 婚活事業「もえろ遠コン　遠野縁結び」 277,000 遠野市

4,176,000

13,788,000

摘要

交付決定　合計 17件　

※上記は、交付決定時の内容であり、事業によっては、その後一部の内容が変更になっている場合がございます。

2.「 i・出会い応援事業」　

No.
事業
内容
区分

助　成　団　体 事　　業　　名 交付決定額

地域子育て活動支援事業 　＋　i・出会い応援事業　　　　　合計　51件


