名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2017年12月31日現在
所在地

主な活動分野

Ｄｒｅａｍ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ Ｆ
名古屋市千種区 子どもの健全育成
ｏｏｄ

ＯＮＴＡＫＥ

あったかハウス

名古屋市千種区 子どもの健全育成

この法人は将来を担う子どもたちのために、自然体験活動を通じて、自ら考え主体的に行動でき、よりよい判
断力を身に付け、生命の大切さや感謝の心を育み、また集団生活を通じて「仲間との友情」 「共に生きる」
「思いやりの心」を育むなどの「生きる力」を育成することを目的とする。

名古屋市千種区 子どもの健全育成

この法人は、離婚をめぐる紛争中の家庭の子どもたち、及びその親に対して情緒的ケア及び子どもたちへの学
習支援に関する事業を行い、子どもの育成に係る問題の改善や解決を図り、社会への適応能力の向上と情緒安
定の増進に寄与することを目的とする。

キャラハートケアスクー
ル

名古屋市千種区 子どもの健全育成

子ども＆まちネット

名古屋市千種区 子どもの健全育成

名古屋コダーイセンター 名古屋市千種区 子どもの健全育成

ハンプトンアカデミーオブ
名古屋市千種区 子どもの健全育成
イングリッシュ

教育スポーツ協議会

目的
この法人は、児童養護施設などに対して、教育、食育、遊びに関する事業を行い、児童の生活環境に係る問題
の改善や解決を図り、健康や教養の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市東区

子どもの健全育成

子育て支援体験センター 名古屋市東区

子どもの健全育成

子どもセンター「パオ」

名古屋市東区

子どもの健全育成

子育て支援のＮＰＯま
めっこ

名古屋市北区

子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は小・中・高校生に対して家族や友人また、高齢化社会「高齢者、身体の不自由な方」に対し、「人
を思いやる心」「優しい心」で接することの出来る心の学習を目指し人と関わる心構えの習得と、高齢者や身
体の不自由な方の理解を深め人の手を必要としている時に手助けをしてあげられる知識と技術を学び、身近な
場所で生かせる「心と行動」の育成に関わる教育事業を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的と
する。
この法人は、子どもが健やかに育つまちとは何か、何を備えるべきか、どのようにそれを育んでいけばよいか
を子ども、若者をはじめ地域に住む人々とともに考え、有効な手立てを構築していくことを目的とする。
この法人は、一つはハンガリーの作曲家、民俗学者、教育学者であったコダーイ・ゾルターン氏の理念を汲
み、日本の伝承音楽わらべうたから子どもの教育全般を、真の子どもの尊重と幸福のために見直し、その理
念・活動を生かし、合わせて子どもにとっての望ましい環境作りを含め広く一般に普及させていくこと、もう 2017年5月25日
一つは次世代を担う子どもと、子どもの育ちに関わる全ての人が誇りや楽しみを持ち、いきいきと社会の中で ～2022年5月24日
生活できるために、場所の提供や雇用を通して支援していき、それを通して世代間交流や地域活性化にも積極 (認定)
的に取り組んでいくことを目的とする。
この法人は、世界中の子ども達に対する学校建設や教材提供等を通じて、教育機会獲得のための支援を図ると
ともに、国内の子ども達に対しては、世界共通語としての英語教育及び海外におけるマナーの教授等を通じ
て、国際人としての素養を養成し、もって国内外における子どもの健全育成と国際交流の活性化に寄与するこ
とを目的とする。
この法人は、幼児・児童にスポーツを通じて人間教育の場を提供している個人及び団体に対して、教育スポー
ツの健全なる指導、助言活動に関する事業を行い、21世紀に生きる子どもたちの教育に寄与することを目的と
する。
子どもたちに対して、野外活動体験の場やスポーツ活動の場や保育所・学童保育の場を提供する事業等を行
い、子どもたちの健全な育成に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもの権利を守るため、広く一般市民を対象にして、いじめや体罰、虐待、不登校、少年非行
などの困難を抱える子どものためのシェルターの設置運営事業・法的支援を含む救済活動事業・自立支援事
業、子どもの問題についての講座の開催事業等を行い、これらの事業を通じて、社会の未来を担う子どもの福
祉と健全育成に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもの健全育成を図るとともに、伝統的な役割やジェンダーにとらわれない、男女共同参画社
会の実現を目指し、もって社会全体の利益に貢献することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2017年12月31日現在
所在地

こどもサポートネットあい
名古屋市北区
ち
志塾フリースクールそよ
名古屋市北区
風

主な活動分野
子どもの健全育成

子どもの健全育成

目的
この法人は、地域に暮らす親子に対して、発達支援に関する事業を行い、子育て不安に係る問題の改善や解決
を図り、保護者の子育てスキルの向上と子ども達の豊かな発達の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、現在の周囲の環境との間で困難を感じている子どもたち、またその保護者の方に対して、教育や
居場所つくりまたは相談に関する事業を行い、不登校やひきこもりに係る問題の改善や解決を図り、よりよい
家族関係及び子どもたちの自立の向上と社会全体の教育の振興に寄与することを目的とする。

名古屋市北区

子どもの健全育成

この法人は、主として愛知県在住の子育てを行う（行っていた）両親とその子どもあるいは家族に対して、子
どもの健全育成と現代社会における子育て（子どもの療育）に係る問題の改善や解決を図り、心身にわたる子
どもの成育環境の向上と、地域の健全な発展に寄与することを目的とする。

Ｇｒａｎ Ａｒｂｏｌスポーツク
名古屋市西区
ラブ

子どもの健全育成

特定非営利活動法人Ｇｒａｎ Ａｒｂｏｌスポーツクラブは、総合型地域スポーツクラブとして、地域住民の
自立的な社会活動を促進し、新しい公共の実現と地域の様々な分野の活性化に寄与することを目的とする。

なごやか親子ネット

ＷＥＢセーフボランティア 名古屋市西区

子どもの健全育成

柔道で育む心と身体

名古屋市西区

子どもの健全育成

ダンディライオン

名古屋市西区

子どもの健全育成

バウム カウンセリング
ルーム

名古屋市西区

子どもの健全育成

ボランティーチャー

名古屋市西区

マンナＭＡＮＮＡ子ども食
名古屋市西区
堂

名古屋市市民活動推進センター

子どもの健全育成

子どもの健全育成

認定期間

ＷＥＢサイトの信頼度の向上と、ボランティア団体がＷＥＢサイトで効率よく活動できる支援を行う。さらに
日本全国に散在している子どもの虐待などに関連する『子ども虐待、経済的困窮による要支援を必要としてい
る子ども、難病に苦しんでいる子ども、身体が不自由な子ども等』ボランティア団体のＷＥＢサイトを組織的
に構築することで閲覧者への利便性を高め、組織化によるボランティア団体同士間の情報交流効率を良くしボ
ランティア団体の活動を活発にし、子どもの虐待や貧困を減らす事を目的とする。
この法人は、ケガをしない、させない心身を育成する事業を行い、子供に対しては、その過程で培われた双方
向のコミュニケーションスキルとマインドを活用して、国内外でも広く長く活躍できる人材を育てることを目
的とし、中高年に対しては、柔道の身のこなしや受け身を通じて転倒防止につなげ健康寿命を延ばすことを目
的とする。
この法人は、将来の日本の創造性やモノづくりの担い手である子どもたちと、持続可能なライフ・スタイルを
模索するすべての市民に対し、芸術・文化・社会教育、テクノロジー振興のイベントや情報を提供し、地域コ
ミュニティの希薄化に係る諸問題の改善を図ることで、子どもたちの健全育成と、中小企業の交流および経済
活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、不登校や引きこもり・ニート及び精神障害・発達障害児・者に対して、生活力及び社会性を身に
付ける為の生活・自立支援寮の運営に関する事業を行い、又本法人の目的に賛同する個人・団体と協働して
ネットワークを構築し、悩みを抱える家族に対する勉強会及びカウンセリングの実施や、ボランティア活動な
どを通して地域の福祉増進に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもたちに対して、家庭教師、寺子屋などの教育サービス、環境保全・自然体験などの体験学
習に関する事業を行い、保護者に対して、各種教育問題の相談、講演等を行い、教育に係る問題の改善や解決
を図り、意欲ある子どもたちに対する教育の機会均等に寄与することを目的とする。
この法人は、地域の子どもたち及び地域の方々に対して、食事を提供し、地域の人たちと共に過ごせる場所と
して子ども食堂に関する事業を行い、特に、経済的な事情や家庭の事情などで食事が充分に取れていない子ど
もたち、一人で食事する孤食（寂しい食事）な子どもと大人の方々に係る問題の改善や解決を図り、少しでも
地域に用いられるために、地域コミュニティーの交わりの場を提供し、食を支えあうための向上と心身共に健
康で、安心安全な居場所づくりの増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
夢シート

2017年12月31日現在
所在地

名古屋市西区

主な活動分野
子どもの健全育成

目的
この法人は、施設の恵まれない子供達を含めた青少年に対して、プロスポーツの観戦、プロスポーツ選手によ
るスポーツ教室、音楽会、文化講演会に無料で招待する事業を行い、スポーツの楽しさ、心の豊かさ、努力の
大切さ、自己実現の可能性に関する教育に寄与することにより、社会全体の利益に貢献することを目的とす
る。
この法人は、全ての人に対して、サッカーを始めとしたスポーツ全般の普及・発展に関する事業を行い、主に
児童の運動能力や思考能力の低下に係る問題の改善や解決を図り、運動能力の向上を通して思考能力の向上と
スポーツを通して得た地域交流による地域活性化の増進、又、障害者と共にスポーツを行うことにより障害者
への知識・理解に寄与することを目的とする。

SOLEOスポーツクラブ

名古屋市中村区 子どもの健全育成

愛知教育支援センター

名古屋市中村区 子どもの健全育成

この法人は、長期欠席者（不登校者、入院加療者）及び高校中退者に対して、教育支援、社会復帰支援、広報
活動に関する事業等を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

アハライフ

名古屋市中村区 子どもの健全育成

この法人は、地域の幼児・児童とその保護者に対して、観劇・講演に関する事業を行い、子供の健全な育成に
係る問題の改善や解決を図り、地域文化の向上と地域交流の増進に寄与することを目的とする。

いのちをバトンタッチする
名古屋市中村区 子どもの健全育成
会

この法人は、子どもや社会に対して、いのちの大切さや家族の絆を教育・啓発する事業を行い、子どもの健全
育成・社会教育・人権の擁護・安全・医療や福祉に係る問題の改善や解決を図り、いのちを大切にする家庭・
地域・社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

親子支援センター ＣＲＡ
名古屋市中村区 子どもの健全育成
ＹＯＮＬＡＮＤ

この法人は、子育て中の親や家族に対して、これを支援するため、地域住民の助け合いの精神のもと、子ども
の健全育成を図るための様々なサービスに関する事業を行ない、子どもたちが健やかに育つ地域社会作りと福
祉の増進に寄与することを目的とする。

キャンヘルプタイランド

名古屋市中村区 子どもの健全育成

こころとまなびどっとこむ 名古屋市中村区 子どもの健全育成

スクスクスクール

名古屋市中村区 子どもの健全育成

全国こども福祉センター 名古屋市中村区 子どもの健全育成

ハモニコ

名古屋市中村区 子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、主としてタイの貧困地域の人々に対して、奨学金の授与や教育と生活環境の整備に関する事業を
行い、子どもたちに係る問題の改善や解決を図り、教育環境の向上と社会の健全な発展に寄与すると共に、タ
イでのこれらの事業への参加および現地との交流を通じ、日本の人々の国際理解の発展に寄与することを目的
とする。
この法人は、何らかの事由により本人が必要と考えている教育を修めていない青少年等に対して、進路相談に
応じ、教育機関の紹介、教育情報の提供に関する事業を行うとともに、フリースクールの運営及び遊びの学校
を行い、カウンセリングを必要とするものに対してはカウンセリング等をとおして心理支援をする事業を行
い、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもたちに対して、地域の特色を活かした環境・食育・職業体験などの自然環境体験教室の企
画運営に関する事業を行い、野外での体験学習を通して、子どもの自主性や協調性を育むとともに、自然・環
境・社会との交流を体験することで、子どもの健全な育成と自然環境の保護に貢献し、地域社会の利益に寄与
することを目的とする。
社会変動による道徳意識や社会能力の衰退が著しい現在にあって、次代を担う子ども達や大人も対象にした教
育・文化活動や交流事業を組織的に行い、以って地域力の底上げや社会福祉の増進に寄与することを目的とす
る。
この法人は人種･宗教･国境･文化の壁をつくらず、一人一人違う個性を持つ子供達の好奇心を膨らませ、可能
性を引き出す環境を提案し、将来の世界を担う子供達の健全な心の育成と幼児からの育児教育支援を日本国
内・海外に発信することで、子供を中心にした国内･国外にての人的交流と国際交流を促進し、身近にいる互
いの保護者同士、人間同士の文化交流と相互理解を推し進めることを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2017年12月31日現在
所在地

主な活動分野

ひだまりの丘

名古屋市中村区 子どもの健全育成

ブックサポートＯＮＥ

名古屋市中村区 子どもの健全育成

ＩＣＴグローバルリンク

ＭＵＳＵＢＩ

OMC

名古屋市中区

名古屋市中区

名古屋市中区

子どもの健全育成

子どもの健全育成

子どもの健全育成

Ｙｏｕ ｍｅ ｗｅｌｌ

名古屋市中区

子どもの健全育成

あいち・子どもNPOセン
ター

名古屋市中区

子どもの健全育成

子ども健康フォーラム

名古屋市中区

子どもの健全育成

スポーツ振興協議会

名古屋市中区

子どもの健全育成

ダガヤープロジェクト

名古屋市中区

子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

目的
私たちの暮らす日本では、少子高齢化が急速に進行し私たちの生活にも大きな問題を及ぼしています。そこで
この法人は、子どもをもつ保護者に対してベビーシッター等の育児支援活動を行い、また、児童・生徒に対し
て家庭教師やメンタルフレンド等の教育支援活動を行います。そして介護や生活支援が必要な障害者や高齢者
に対しては、居宅介護事業、居宅生活支援事業を行っていくことで、少子高齢化社会における育児・出産や教
育、介護に係る問題の改善や解決を図り、地域福祉の向上に貢献することを目的としています。

認定期間

この法人は、社会教育、主に児童の育成の推進のため書籍の寄付の事業を行う。昨今、町の書店が減少する傾
向にあり、人と本との出合いが薄れていく中で、児童書を始め書籍に触れ合うことで学術文化の向上、子供た
ちに書籍・絵本を通し健全なる心の育成・増進に寄与することを目的とする。
この法人は、開発途上国の恵まれない小・中・高等学校の児童及び生徒に対して情報通信技術教育を導入して
いく活動を通して、国際社会に貢献できる知恵と技術の備わった人材の育成と日本社会の国際協力活動の普及
及び推進に寄与することを目的とする。
この法人は、子ども及び父母に対して、有機野菜及び無農薬野菜を含む健康食品の提供に関する事業を行い、
子どもの食育に係る問題の改善や解決を図り、子どもが健全に育成される環境の向上と保健、医療又は福祉の
増進に寄与することを目的とする。
この法人は、日本人であると外国人であるとを問わず、両親の離婚や貧困あるいは子育て不全等による諸問題
を抱える児童、青少年及び成人を対象に、カウンセリング、保健衛生、社会教育及び奨学に関する事業を行
い、家庭内暴力、ひきこもり、不登校、自殺願望及び薬物中毒等に係る諸問題の改善や解決を図り、青少年等
の自立心、向学心、倫理観及び社会性の向上ならびに健全な社会の育成・発展に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもたちに夢と希望を与え、その健全な成長を願いつつ、特に被災地をはじめとした地域間交
流を図り、社会貢献活動に理解のある人々の交流により、地域の発展をめざすため、被災地へのさくらの植樹
事業、交流イベント開催事業、子どもの教育育成事業などを行い、社会教育と地域の発展に寄与することを目
的とする。
この法人は、子どもと子どもの育ちに関わる人々や団体と子どもの育ちを支え、子どもと大人がともに育ちあ
う地域社会の創造と、その地域社会を超えて子どもと大人が豊かに生きる社会の実現を目指すことを目的とす
る。
この法人は、子どもに対して、子どもの健康が医療、保健、福祉、教育、遊び、空間、自然と文化といった多
種多様な環境から成り立っているという視点に立ち、家族、地域、社会のありかたに関する事業を行い、子ど
もの健康に寄与することを目的とする。
この法人は、幼児・児童及び成人・高齢者や障害者に対して、スポーツ振興を図りながら青少年健全育成、生
活習慣病予防、介護予防に寄与し、地域社会のより良い環境づくり、スポーツ文化の発展に貢献することを目
的とする。
この法人は、名古屋の将来を担う子どもたちに対して、身近な周りの人や物に愛着やもったいないなどの感謝
の気持ちを感じていただく事業を行い、故郷を愛する気持ちの希薄化に係る問題の改善や解決を図り、また、
イベントの内容に名古屋の名産品や観光地の紹介を盛り込むことで愛郷心と倫理道徳観の向上、健全な教育の
増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2017年12月31日現在
所在地

主な活動分野

タッチ・ザ・ハート・ジャパ
名古屋市中区
ン

子どもの健全育成

目的
この法人は、青少年に対して、支援及び講演活動に関する事業を行い、今後、日本を支えていく若者が、自分
たちの健全なアイデンティティーをつかみ、希望ある将来を信じて力強く向かっていくことのできる環境づく
りをサポートすることを目的とする。

名古屋おやこセンター

名古屋市中区

子どもの健全育成

この会は、子どもに対して、文化活動、社会活動の機会の拡充と振興を図る事業を行い、よって子どもの豊か
な成長に寄与することにより社会全体の利益に貢献することを目的とする。

日本総合スポーツ＆セ
キュリティー支援協会

名古屋市中区

子どもの健全育成

この法人は、スポーツの振興と防犯活動を通じて青少年の健全育成を図ることを目的とする。

Ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃ Ｒｅｓｔａｕｒａ
名古屋市昭和区 子どもの健全育成
ｎｔ
あいち子育て支援プログ
名古屋市昭和区 子どもの健全育成
ラム研究会

この法人は、児童福祉施設等で暮らす子どもに対して、職場体験の開催などの事業を行い、児童福祉施設等で
暮らす子どもに寄与することを目的とする。
この法人は、子育て、児童養育に関わる人に対して、子育て支援プログラムの普及、啓蒙に関する事業を行
い、子どもの健全育成に寄与することを目的とする。

名古屋市昭和区 子どもの健全育成

この法人は、小学校高学年から高校生までの子どもたちに対して、その健やかな成長に資する教育や地域活動
に関する事業を行い、安心できる居場所づくりに係る問題の改善や解決を図り、子どもの個性や感性、資質の
向上と心の安定の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市昭和区 子どもの健全育成

この法人は、問題を抱えている子ども達やその保護者に対してメンタルケアを含めた教育やスポーツの振興を
し、その楽しさを教え、交流の機会をつくることによって、子ども達の精神的に豊かで自分らしい成長を支援
し、社会教育の推進や子どもの健全育成の増進に寄与することを目的とする。

わが家流子育て応援団
名古屋市昭和区 子どもの健全育成
ふりあん

この法人は、子どもに関わる団体、個人に対して、子育てに関する知識の普及及び啓発を行い、また子どもの
健全育成の推進の分野における団体の運営に関する支援をし、協力関係を促進するための事業を行い、地域に
根づいた、わが家流の子育てができる環境づくりの促進を目的とする。

伊勝みんなのひろば

ヒューマン・ライジング

認定期間

ＮＰＯ食と健康

名古屋市瑞穂区 子どもの健全育成

School Life Support

名古屋市瑞穂区 子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、本邦に居住する者に対して、食と健康に関する情報の提供に係る事業を行い、うち成人に対して
は食による健康被害などを講演会事業等で啓発し改善を示唆することに努め、正しい食生活による健康増進が
ひいては医療費抑制推進となるよう運動を進める。並びに未成年のための食育活動においては食によるところ
のバランスのとれた人間形成へその成長を支援するとともに社会全体の利益に貢献することを目的とする。ま
た他のＮＧＯ・ＮＰＯと協力し広く国際的にそれら地域固有の環境（自然、社会・経済、文化等）に根ざした
「食・栄養・健康」への取り組みを一人ひとりの栄養改善に留まらず、人々の、地域の、持続可能な＜生きる
力＞を育む「食・栄養・健康の保健分野での国際協力」活動に携わっていくよう社会貢献活動をめざすことを
目的とする。
この法人は、児童・生徒及びその保護者に対して、教育支援に関する事業を行い、学習、進路、発達等に係る
問題の改善や解決を図り、社会生活の向上と心身の健全な発達の促進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
名古屋学童ほいくセン
ター

2017年12月31日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市瑞穂区 子どもの健全育成

あいち少年少女センター 名古屋市熱田区 子どもの健全育成

アサヒキャンプ名古屋

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

学童保育指導員協会

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

子ども支援室カシオペア 名古屋市熱田区 子どもの健全育成

なごやっこ

ポトスの部屋

よさこい塾・龍馬隊

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

ラマモンソレイユ

名古屋市熱田区 子どもの健全育成

みなと子育て いるか
ねっと

名古屋市港区

名古屋市市民活動推進センター

子どもの健全育成

目的
この法人は、子どもの成長・発達をはかる事業を行う。また、ひとりぼっちの子育てをなくすと共に保護者が
安心して継続的に働くことのできることと、子どもの健全育成及び地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、地域の異年齢集団の活動や子ども組織を育てる活動に関わる人たちに対し、その活動を支援する
事業を行うとともに、そうした活動の意義を県民に啓発するための事業を行うことを通して、地域に子どもた
ちの自主的で民主的な集団をひろげ、子ども・青年・大人の協力関係をつくり、お互いが成長していくことに
より、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
この法人は、多様なニーズのあるさまざまな人を対象に、野外活動を主として、人とふれあい育ち合う体験の
機会を提供し、その人たちの成長に役立つこと、またその活動を創る人たちの成長を支援することを目的とす
る。
この法人は、学童保育の指導員等（以下「学童保育指導員」という。）に対して総合的な教育課程を有する資
格制度に関する事業を行い、学童保育指導員の資質の維持・向上と相互の連携を図り、ひいては児童の豊かな
放課後に寄与することを目的とする。また、学童保育指導員が働き続けられるために、学童保育が円滑に運営
できることを目的とする。
この法人は、特別支援教育の対象となる人に対して、学校生活や社会生活を充実させることに関する事業を行
い、特別支援教育に係る問題の改善や解決を図り、特別支援教育の発展と、当事者、支援者など、関わる人々
の生活の質の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもの成長・発達をはかる事業を行う。また、ひとりぼっちの子育てをなくすと共に保護者が
安心して継続的に働くことのできることと、子どもの健全育成及び地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、子ども・若者・高齢者がお互いに手をつなぎ支えあう社会を目指し、健康で文化的な生活を人々
が享受し、その能力に応じて等しく教育を受ける権利が確保され、とりわけ子どもらが社会において個人とし
て生活するため十分な準備が整えられると共に、子どもらに最善の利益が考慮されることを目的とする。
この法人は、こどもたちが大好きで、彼らの瞳が輝くための活動に尽力した故萩原剛の意志を継ぎ、家庭や学
校に居場所のないこどもたち、ひきこもりにより他者と関わることができないこどもたち、心身の発達に障害
を持つこどもたちと、よさこいを踊る喜びを共有する事業を行い、こどもたちの心身の健全な育成をはかり、
また老人ホームなどの慰問事業でよさこいを踊ることにより高齢者に元気を与え、またよさこい踊りの振興と
よさこい踊りによる地域の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、主に子どもやその親、また障害を持った方たちに対して、地域と生活に根ざした文化・芸術に関
するイベント等の企画・運営や、芸術療法によるチャイルドケア等の事業を通じて、子どもの心と感性を育成
すると共に、世代を超えて触れ合い、支えあう機会を提供することで、人々が心豊かに生活できるノーマライ
ゼーション社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、主に区内在住の未就園児とその保護者に対して、子育て支援に関する事業を行い、地域の育児環
境整備と、将来を担うべく人材の健全育成に寄与すること、更に、育児中の主婦層を中心とした女性の社会進
出を手助けすることを目的とする
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

Amazing Grace

2017年12月31日現在
所在地

名古屋市南区

主な活動分野

子どもの健全育成

目的
この法人は、名古屋市民に対して、保育・育児・食育・防災に関する事業を行い、①保育園・幼稚園等への通
園環境、及び待機児童に係る問題の改善や解決を図り、生活の向上に寄与すること②食生活における正しい知
識と実践が出来るよう食診断や食事内容を踏まえた食生活指導及び相談・啓発活動を行い、食育の推進に寄与
すること③幅広い防災啓発活動を実施するとともに、平時における地域防災力の向上と、災害時おける支援活
動に取り組む防災士や防災士の活動に賛同する市民等への支援を通じて、安全で安心な社会の実現に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、学習障害児及び障害者等が健全に育ち、豊かな思春期青年期を過ごし、その人らしく社会で生活
できるために、学習障害など発達と学習に困難を抱える子どもや障害等困難を抱える青年たちの教育と自立の
支援を行なうことで、社会全体の利益に貢献することを目的とする。

学習障害児・者の教育と
自立の保障をすすめる 名古屋市南区
会

子どもの健全育成

子育ち・子育て支援ＮＰ
Ｏたんぽぽ

名古屋市南区

子どもの健全育成

子育てなごや

名古屋市南区

子どもの健全育成

こどもＮＰＯ南の星

名古屋市南区

子どもの健全育成

たけの子

名古屋市南区

子どもの健全育成

この法人は、子どもに対して、児童健全育成に関する事業を行い、いじめや自己中心的な行動に係る問題の改
善や解決を図り、協調性の向上と仲間同士の絆の大切さの増進に寄与し、明るく楽しい男女共同参画社会の実
現を目的とする。
この法人は、地域や家庭における子育て支援事業を行ない、豊かな生活・あそび・人との関わりを保障して、
子どもの健全育成を図るとともに、地域で子育て家庭の孤立化を防ぐとともに、地域で見守っていける環境づ
くりに寄与することを目的とする。

チャイルドラインあいち

名古屋市南区

子どもの健全育成

この法人は、子どもがかける電話「チャイルドライン」を開設し、子どもたちの声を受けとめ、自立を援け、
子どもの健全な成長のための社会基盤づくりに寄与することを目的とする。

こどもたちのアジア連合 名古屋市守山区 子どもの健全育成

この法人は、アジア地域で暮す青少年を対象とした国際理解教育活動を通じて、持続可能なアジア地域の構築
に寄与することを目的とする。

おひさま保育園

名古屋市緑区

子どもの健全育成

かたひらかたろう

名古屋市緑区

子どもの健全育成

健康推進プラネット

名古屋市緑区

名古屋市市民活動推進センター

子どもの健全育成

認定期間

この法人は、すべての人が、その人らしく生き、人と人が支え合い、育ち合う社会の実現を目的とする。
この法人は、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ、地域の人々の温かいまなざしと支えの中で、心豊かに
育成される地域社会の形成に寄与することを目的とする。

この法人は、一般市民に対して、さくらさくらんぼ保育に学び、子どもの全面発達を保障する保育に関する事
業を行い、地域の生活文化と芸術環境の向上に努めることで、人と自然の公正で調和のとれた笑顔あふれる社
会づくりを目的とする。
この法人は、名古屋市緑区及びその周辺の住民に対して、赤ちゃんからお年寄りまで障がいのある人もない人
も誰もが安心して暮らせるまちづくりに関する事業を行い、地域生活からの孤立に係る問題の改善や解決を図
り、多世代交流を通じて生まれる地域でのつながりの向上と暮らしやすさの増進に寄与することを目的とす
る。
この法人は、養護教諭に対して、研修・学習の場を提供して資質向上及び健康推進支援に関する事業を行い、
児童生徒及びその保護者の学校生活に係る問題の改善や解決を図り、健康で安全な生活の向上と心身の健全な
発達の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2017年12月31日現在

名古屋市緑区

子どもの健全育成

目的
この法人は、子どもの生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利を基盤とし、子どもが社会参画す
る場や機会をつくり、子どもとおとなが共に持続可能な社会を実現することを目的とする。

名古屋教育支援センター 名古屋市緑区

子どもの健全育成

この法人は、不登校者、高校中退者に対して、教育支援、社会復帰支援、広報活動に関する事業を行い、公益
の増進に寄与することを目的とする。

子どもの健全育成

この法人は、子供及び子供を育てるすべての人々に対して、子供の健全な育成に関する事業を行い、子育てを
する親の孤立化や子供の育ちに関する不安の改善や解決を図り、子供の、互いに育ちあう社会性の向上とその
親が自信を持って、安心して子育てをすることのできる社会作りの増進に寄与することを目的とする。

こどもＮＰＯ

所在地

主な活動分野

葡萄の木

名古屋市緑区

アジア・フォーラム

名古屋市名東区 子どもの健全育成

ウィーキャン(WE CAN）

名古屋市名東区 子どもの健全育成

この法人は、フィリピンの恵まれない子どもたちの健全育成を図り、劣悪な環境の整備改善や環境保全を図
り、国際協力に寄与することを目的とする。
この法人は、外国人及び帰国子女等に対して地域で母国語及び日本語、日本文化を学ぶことができるよう援助
しまた国際交流を推進するための事業を行い、社会に貢献できる健全な子供を育成する教育の実現に寄与する
ことを目的とする。

うめの森ヴァルドルフ子
名古屋市名東区 子どもの健全育成
ども園

この法人は、ルドルフ・シュタイナーが提唱する普遍的な教育を実践・発展させることにより、21世紀の地球
に生きる子どもたちを育てることを目的とする。そのために、この法人に関わる大人が、子どもたちの精神・
心・身体が健全に育つことができるように努めること、またそれにふさわしい地域に貢献する共同体を築くこ
とにより、社会の成長・発展に寄与することを目指すものとする。

協育NPO母里ん子

名古屋市名東区 子どもの健全育成

この法人は、子ども及び子を持つ親に対して、子育て及びまちづくりに関する事業を行い、子育てに係る問題
の改善や解決及び健全なまちづくりを推進し、子どもの健全育成に寄与することを目的とする。

青少年育成活人武道
成人館

名古屋市名東区 子どもの健全育成

この法人は、武道の普及、振興、武道による国際文化交流、武道による青少年育成に関わる事業を行い、武道
を通じて子供の健全育成を図る事を目的とする。

名古屋市名東区 子どもの健全育成

この法人は、地域の様々な社会課題に対し、地域企業の持ち得る事業資産、情報資産、経済資産、人的資産の
企業資産を以って継続的に地域課題解決へ挑む「CSV」を、地域企業に推進、提案し、市民団体、行政および
地域企業と共に地域課題解決に取り組むことを目的とする。

日本CSV

発達サポートNAGOYA

名古屋市名東区 子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、保育・教育の現場において、特別なニーズを必要とする子どもたちへの個別の対応と支援がより
一層求められるようになってきた現代社会において、とりわけ発達障がいを抱える子どもとその保護者への支
援がより一層充実することを目指し、カウンセリング事業、相談支援に関する事業及び直接的な療育の場を支
援する事業を心理的支援・社会的支援として行う。そして特別なニーズを必要とする子どもたちや発達障がい
を抱える子どもの未来が、自分の特性を活かして社会で伸び伸びと笑顔で暮らせるための療育支援を推進す
る。今後、すべての人が、インクルージョンの視点を持ち、障がいの有無に関わらず互いの個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現を目指すことが社会全体の公の利益に繋がると考え、広く公益に寄与することを目
的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
ＮＡＧＯＹＡおもいやり実
行委員会

2017年12月31日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市天白区 子どもの健全育成

目的
本会は、不測の事態におちいり安心して教育が受けられない子どもたちを支援するため、多くの市民がおもい
やりの心を形にできるようチャリティーに関わる事業を実施し、集まった参加費等から子どもの育成を目的と
する助成を行うことで、将来を担う子どもたちが希望を持って自立して生きていけ、また「おもいやりの心」
を育む社会をつくることを目的とする。

あいちこども自然学校

名古屋市天白区 子どもの健全育成

この法人は、学びの場を必要とする児童や生徒に対して、自然体験や文化体験などの社会教育に関する事業を
行い、様々な背景を持った人々との交流機会を創出することで、現代化･都市化に伴う子どもの成長に係る問
題の改善を図り、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

子どもの国

名古屋市天白区 子どもの健全育成

この法人は、現在進行しつつある日本社会の国際化に向けて、主に青少年に対して、多文化共生を支援する事
業を行い、国際社会に貢献できる人材を育成するとともに、青少年の人権擁護に寄与することを目的とする。

つながる子育てにじいろ 名古屋市天白区 子どもの健全育成

日本家庭教育再生機構 名古屋市天白区 子どもの健全育成

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、地域で子育て中の親子に対して、地域での親子のつながりを促進し、一緒に助け合い、一緒に学
び合い、一緒に支え合えるような子育て支援に関する事業を行うことにより、もっと、地域で子どもが子ども
らしく育ち、親が心地よく子育てができることに寄与することを目的とする。
この法人は、不登校、ひきこもり、非行など、子どもの問題を抱える親の意識改革を図ることで、子どもの問
題をできる限り少なくするための事業を行なう。そのために、意識改革したことによって我が子を問題から立
ち直らせて社会や学校へ戻した親や、実際に問題から立ち直って社会や学校に適応している子ども達が中心と
なって活動する。同じ問題から立ち直った豊富な経験を持つ親子の支援は、きっと悩んでいる親子にとって、
だれにも真似のできない力強い意識改革になるはずである。それは、助けられる側の問題を持つ親子にとって
は無論のこと、助ける側である問題から立ち直った親子にとっても、素晴らしい成長につながることになるだ
ろう。こういった助け合いのネットワークを広めて、行き着くところ学校カウンセラーと教師と問題の親子の
関係を支援する事業を行なっていく。よって、親の意識改革を国全体で推進し、子どもをとりまく環境の改善
に寄与することを目的とする。
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