
活動名称 活動概要 助成額

1
(福)鹿沼市社会福祉協

議会
栃木県鹿沼市 組子を作ってコロナに勝つぞ！

ストレスが溜まりがちなステイホーム期間を、地元の文化に触れなが

ら楽しく過ごせるよう、鹿沼の伝統工芸「組子」の体験キットを頒布

し、家族を応援する事業

    100,000

2
(福)下野市社会福祉協

議会
栃木県下野市

子どもがいる生活困窮世帯に食

料等を給付する事業
子どもがいる生活困窮世帯に対し、一時的な食料を給付する事業       20,000

3
特定非営利活動法人

プロジェクト宙
栃木県鹿沼市

学童保育児童と行き場のない児

童の受入れに伴う昼食・おやつ

の提供と学習支援・体験活動

学童保育への児童受入れに伴う昼食・おやつの提供と学習支援・体験

活動の場の提供・児童や保護者の相談を受ける事業
    100,000

4
特定非営利活動法人

笑光
栃木県小山市

給食のない子供達への弁当の配

布

地域の大人とのつながりを意識できるよう、休校に伴い給食が無く

なった子どもたちに、見た目に楽しいお弁当を配布する事業
    100,000

5
子ども食堂ネットワー

クかぬま
栃木県鹿沼市

ひとり親家庭・ケアが必要な家

庭へのお弁当配食支援事業

ひとり親家庭や、ケアが必要な家庭へ鹿沼市内４カ所の子ども食堂が

連携してお弁当配食支援事業
    100,000

6

ボランティアグループ

まなびば

（栃木県県央地区ＢＢ

Ｓ会）

栃木県宇都宮市
Ｗｅｂを通じた不登校児等への

学習支援
オンラインによる不登校児への学習支援環境の整備事業     100,000

7
特定非営利活動法人

ま・わ・た
栃木県真岡市

コロナ禍における困窮者への支

援活動
困窮者への食品配布会の準備と実施     100,000

8

特定非営利活動法人

チャイルドラインとち

ぎ

栃木県宇都宮市

子どもの不安に寄り添うチャイ

ルドラインの相談を知ってもら

う活動

子どもの不安に寄り添うオンライン相談環境の周知啓発     100,000

9
特定非営利活動法人

シェアハッピーエール
栃木県宇都宮市

経済的ハンディキャップをかか

える子ども達のコロナ禍におけ

る学習支援事業

経済的ハンディキャップをかかえる子ども達のコロナ禍における学習

支援事業
    100,000
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10

認定特定非営利活動法

人

ウィメンズハウスとち

ぎ

栃木県宇都宮市
ＤＶ被害者母子自立時の家電家

財等提供事業
ＤＶ被害者母子自立時の家電家財等提供事業     100,000

11
特定非営利活動法人

プロジェクト宙
栃木県鹿沼市

学童保育児童へのコロナウイル

ス感染拡大防止策と夏休みの昼

食提供

学童保育児童へのコロナウイルス感染拡大防止策と夏休みの昼食提供     100,000

12

特定非営利活動法人

いちかい子育てネット

羽ばたき

栃木県芳賀郡市
つながることを、あきらめない

学習支援
学習機会の確保が難しい家庭のお子さん等への学習支援事業     100,000

13

ちゅんちゅんこども食

堂

すずめのす

栃木県宇都宮市

ちゅんちゅんこども食堂すずめ

のすに通ってくる生活困窮世帯

の子どもと親、孤食状態にある

子ども達への食事と体験機会の

提供、また、来れない世帯への

配食事業

生活困窮世帯の子どもと親、孤食状態の子ども達への食事と体験機会

の提供及び来所が難しい家庭への配食事業
    100,000

14
特定非営利活動法人

野うさぎくらぶ
栃木県那須烏山市 心から～

ひとり親の悩みや不安をオンラインにより聴き取り、孤立を防止する

活動
    100,000

15

社会福祉法人

大田原市社会福祉協議

会

栃木県大田原市
「藍にふれ、黒羽藍染めの手仕

事への意欲につなげよう」

地域の伝統工芸品を活用し、障がい児者が手仕事への興味関心をもつ

きっかけを創出する事業
    100,000

16
学びステーション鹿沼

にこにこ会
栃木県鹿沼市

ひとり暮らし高齢者のためのク

リスマス事業

鹿沼市北部地区の高齢者のストレス緩和と引きこもり防止を目的とし

た、ひとり暮らしの高齢者のためのクリスマス事業
    100,000

17

公益財団法人

栃木県ひとり親家庭福

祉連合会

栃木県宇都宮市
学習支援事業　ぷちとま・かぬ

ま「学び家」
ひとり親家庭の生徒、児童に対する無料の学習支援の実施     100,000

18
陽東地区まちづくり協

議会
栃木県宇都宮市

一人暮らし高齢者や一人親の子

供たちのための陽東おもいやり

食堂

引きこもり等の防止のための陽東おもいやり食堂での配食活動       30,000

19
特定非営利活動法人

ふれあい
栃木県さくら市 ご家族への手紙

感染症対策により家族と面会ができない障がい施設入所者が、写真や

手紙の送付を通じて家族と交流を行う事業
      50,000
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20
こども食堂キッチンも

ぐもぐ
栃木県宇都宮市

こども食堂キッチンもぐもぐに

通ってくる、地域の子ども及び

その保護者への配食事業

地域の子ども及びその保護者への配食事業     100,000

21

認定特定非営利活動法

人

ウイメンズハウスとち

ぎ

栃木県宇都宮市
DV下の子どものための生活支

援事業
コロナの長期化によるDV下の子どものための生活支援準備事業     100,000

22
特定非営利活動法人

みぶまち地域活性化21
栃木県下都賀郡

至宝・地域交流カフェに通って

くる子どもたちのための支援事

業

コロナ禍で減少した交流の場を提供する至宝・地域交流カフェと、そ

こに来る子どもたちのための支援事業
    100,000

23 キラキラママサークル 栃木県宇都宮市

コロナ禍だからこそ!!子連れマ

マや子育て中のママたちが集え

る居場所作り

コロナ禍で我慢や孤独等ストレス緩和のための、ママたちが集える居

場所作り
    100,000

24 ワンチーム落合 栃木県那須烏山市 サツマイモ掘りと炊き出し体験
感染症の影響により減少した多世代交流の機会を農作業を通じて創出

する事業
    100,000

25
特定非営利活動法人

野うさぎくらぶ
栃木県那須烏山市

『心から～』　～ひとり親応援

事業～
コロナ禍でのアンケートの結果を踏まえたひとり親応援事業     100,000

26 こども“夢”くらぶ 栃木県那須塩原市

地域の子どもの居場所づくり、

子ども食堂実施事業、学習支援

事業、

世代間交流を通じた子どもの成

長支援事業等

学習や遊び、食事を通じた世代間交流事業       50,000

27

特定非営利活動法人

とちぎ協働デザイン

リーグ

栃木県宇都宮市

NPOセミナー「改めて確認して

みよう、コロナ対策の給付金・

補助金」の開催

NPO向けのセミナーを開催することで、活動を続けるための支援を行

う事業
    100,000

28
特定非営利活動法人

プロジェクト宙
栃木県鹿沼市

学童保育の「新しい生活様式」

を身につけるためのおやつと昼

食提供

ひとり親家庭や保護者の負担を減らしつつ、学童保育を利用する児童

へおやつと昼食を提供する事業
    100,000

29

特定非営利活動法人

子どもの育ちを支える

会

さくらネット小山

栃木県小山市
虐待や貧困のリスクが高い要支

援児童家庭への配食事業
虐待や貧困のリスクが高い要支援児童家庭への配食事業     100,000
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30

特定非営利活動法人

宇都宮まちづくり市民

工房

栃木県宇都宮市
コロナ禍における市民活動を巡

る実態調査
コロナ禍における市民活動を巡る実態調査     100,000

31

ちゅんちゅんこども食

堂

すずめのす

栃木県宇都宮市

ちゅんちゅんこども食堂すずめ

のすに通ってくる生活困窮世帯

の子どもと親、

孤食状態にある子ども達への食

事と体験機会の提供、また来れ

ない世帯への配食事業

生活困窮世帯や孤食状態にある子ども達への食事と体験機会の提供や

配食事業
    100,000

32

特定非営利活動法人

いちかい子育てネット

羽ばたき

栃木県芳賀郡市
つながることを、あきらめない

学習支援
地域の企業と連携した、つながることを、あきらめない学習支援     100,000

33
社会福祉法人　芳賀町

社会福祉協議会
栃木県芳賀郡

要保護児童及び世帯に対する見

守りのための配食事業
要保護児童及び世帯に対する見守りのための配食事業 50,000      

34
陽東地区まちづくり協

議会
栃木県宇都宮市

一人暮らし高齢者や一人親の子

供たちのための陽東思いやり食

堂

引きこもり防止のための一人暮らし高齢者や一人親の子供たちのため

の陽東思いやり食堂（配食）
30,000      

35
スマイルきくさわ第２

層協議体
栃木県鹿沼市

高齢者を対象とした移送サービ

ス「きくさわスマイル号」の運

行事業

高齢者を対象とした移送サービス「きくさわスマイル号」の運行事業 100,000    

36

特定非営利活動法人

フードバンクうつのみ

や

栃木県宇都宮市

新型コロナウイルス感染症の影

響で困窮した方への、生活相談

に繋がるための案内を同封した

無償食品宅配事業

新型コロナウイルス感染症の影響で困窮した方への、生活相談に繋が

るための案内を同封した無償食品宅配事業
100,000    

37

特定非営利活動法人

みぶまち地域活性化２

１

栃木県下都賀郡
コロナ禍で居場所を失ったひと

り親家庭等のための支援事業
コロナ禍で居場所を失ったひとり親家庭等のための食材支給支援事業 100,000    

38
一般社団法人　えんが

お
栃木県大田原市

独居高齢者宅への若者との訪問

及び地域サロンの継続

孤立解消のための独居高齢者宅への若者との訪問及び地域サロンの継

続
100,000    

39
子ども食堂　『みんな

でごはん・Kiitos』
栃木県宇都宮市

不登校や困窮世帯の親と子の安

心安全な居場所事業・相談支援

事業・子ども食堂Kiitosによる

食事の提供事業

不登校や困窮世帯の親と子の安心安全な居場所事業・相談支援事業・

子ども食堂Kiitosによる食事の提供事業
100,000    

40

認定特定非営利活動法

人　ウイメンズハウス

とちぎ

栃木県宇都宮市
「DV下の母子のための生活支

援事業」
DV下の母子のための生活支援事業 100,000    

41

特定非営利活動法人

宇都宮まちづくり市民

工房

栃木県宇都宮市

オンラインを活用した情報発信

動画配信の実践的プログラム開

発

オンラインを活用した情報発信動画配信の実践的プログラム開発 100,000    
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42
特定非営利活動法人

ぱんだのしっぽ
栃木県宇都宮市

ひとり親家庭や生活が厳しい子

育て家庭に定期的に食品や日用

品を届けることをきっかけに野

中の家庭とつながり、見守り、

必要とする支援に繋げていくア

ウトリーチ事業及び専用ホット

ラインとSNS（LINE）を活用

した24時間相談窓口の事業

ひとり親家庭や生活が厳しい子育て家庭へのアウトリーチ事業及び専

用ホットラインとSNS（LINE）を活用した24時間相談窓口の事業
100,000    

43
特定非営利活動法人

プロジェクト宙
栃木県鹿沼市

コロナ禍における学童保育の感

染予防の強化と食事の提供
コロナ禍における学童保育の感染予防の強化と食事の提供 100,000    

44
一般社団法人　とちぎ

市民協働研究会
栃木県宇都宮市

コロナ禍でも地域の学びと活動

の循環を止めないための普及啓

発資料作成事業

コロナ禍でも地域の学びと活動の循環を止めないための普及啓発資料

作成事業
100,000    

45
特定非営利活動法人

野うさぎくらぶ
栃木県那須烏山市

『心から～』　～ひとり親応援

事業～
ネット教材を活用したひとり親家庭への学習支援事業 100,000    

46
特定非営利活動法人

シェアハッピーエール
栃木県宇都宮市

コロナに負けないひとり親世帯

高校受験対策学習支援
ネット教材を活用したひとり親世帯高校受験対策学習支援 100,000    

47
ちゅんちゅんこども食

堂　すずめのす

栃木県宇都宮市

ちゅんちゅんこども食堂すずめ

のすに通ってくる生活困窮世帯

の子どもと親、孤食状態にある

子ども達への食事と体験機会の

提供、また来れない世帯への配

食事業

生活困窮世帯の子どもと親、孤食状態にある子ども達への食事と体験

機会の提供と配食事業
100,000    


