
都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区）

1 北海道 岩見沢市 岩見沢市家庭教育支援チーム　（　家庭教育なんでも相談「さぁ来る」　）

2 北海道 釧路市 釧路市家庭教育支援チーム

3 北海道 砂川市 砂川市家庭教育支援チーム

4 北海道 白老町 白老町家庭教育支援チーム　（　ぴんぽーん　）

5 北海道 壮瞥町 壮瞥町家庭教育支援チーム　（　壮瞥町「親力」つむぎ検討チーム　）

6 北海道 小樽市 小樽市家庭教育支援チーム　（　小樽わくわく共育ネットワーク　）

7 北海道 東川町 東川町家庭教育支援チーム

8 北海道 遠別町 遠別町家庭教育支援チーム　（　アート＆クリエイト　）

9 北海道 七飯町 七飯町家庭教育支援チーム　（　ななえズンバサークルmorizum ）

10 北海道 音更町 音更町家庭教育支援チーム　（　子育てサロン　おとぷけ通り　くるみ　）

11 北海道 倶知安町 倶知安町家庭教育支援チーム　（　くっちゃん子ども子育て応援し隊 Popke Lab　）

12 北海道 奥尻町 奥尻町家庭教育支援チーム　（　ままちるclub　）

13 北海道 北斗市 北斗市家庭教育支援チーム　（　北斗市エクササイズサークルWith C 　）

14 青森県 今別町 今別町家庭教育支援チーム

15 青森県 鯵ヶ沢町 鯵ヶ沢町家庭教育支援チーム　（　鯵ヶ沢町子育てサポートセンター　）

16 青森県 青森市 青森市家庭教育支援チーム　（　青森市家庭教育サポーター連絡会　）

17 青森県 横浜町 横浜町家庭教育支援チーム　（　子育て応援推進委員会　）

18 青森県 八戸市 八戸市家庭教育支援チーム　（　八戸市城北家庭教育支援チーム　）

19 青森県 つがる市 つがる市家庭教育支援チーム　（　つがる絆プロジェクト　）

20 青森県 おいらせ町 おいらせ町家庭教育支援チーム　（　しるくはぁと　）

21 青森県 五戸町 五戸町家庭教育支援チーム　（　五戸町家庭教育応援隊　）

22 岩手県 宮古市 宮古市家庭教育支援チーム　（　MIYAKO.Revolution21（エムレボ）　）

23 岩手県 花巻市（花巻市、北上市） 花巻市家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育て　）

24 宮城県 名取市 名取市家庭教育支援チーム　(　tocotoco (トコトコ)　　)

25 宮城県 亘理町 亘理町家庭教育支援チーム　（　ぶらんこ　）

26 宮城県 石巻市 石巻市家庭教育支援チーム　（　スマイルエンジェル　）

27 宮城県 岩沼市 岩沼市家庭教育支援チーム　（　iある子育ていわぬま　）

28 宮城県 柴田町 柴田町家庭教育支援チーム　（　柴田町子育てサポーター「すきっぷ」　）

29 宮城県 涌谷町 涌谷町家庭教育支援チーム

30 宮城県 大崎市 大崎市鹿島台家庭教育支援チーム　（　まあま　）

31 宮城県 白石市 白石市家庭教育支援チーム　（　しろいし家庭教育支援チーム「ペアレントらん」　）

32 宮城県 蔵王町 蔵王町家庭教育支援チーム　（　すまいるハート　）

33 宮城県 大和町 大和町家庭教育支援チーム　（　たいわ家庭教育サポートチーム　）

34 宮城県 栗原市 栗原市家庭教育支援チーム

令和4年5月11日現在

チーム名（呼称）

  「家庭教育支援チーム」　登録一覧表
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

35 宮城県 多賀城市 多賀城市家庭教育支援チーム　（　あんだんて　）

36 宮城県 大崎市 大崎市家庭教育支援チーム　（　チームおおさき　）

37 宮城県 宮城県（県内全域） 宮城県家庭教育支援チーム

38 宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜町家庭教育支援チーム　（　すまいる♡スマイル　）

39 宮城県 亘理郡 山元町 山元町家庭教育支援チーム　（　つばめ　）

40
宮城県
＜仙台市＞

仙台市 仙台市家庭教育支援チーム　（　杜の家せんだい　）

41 秋田県 男鹿市 男鹿市家庭教育支援チーム

42 秋田県 湯沢市 湯沢市家庭教育支援チーム　（　和輪人（わわっと）　）

43 秋田県 湯沢市 湯沢市家庭教育支援チーム　（　湯沢おやじの会　）

44 秋田県 能代市 能代市家庭教育支援チーム　（　あそびのひろば・ぱれっと　）

45 秋田県 横手市 横手市家庭教育支援チーム　（　どんぐりすのもり　）

46 秋田県 秋田市 秋田市家庭教育支援チーム　（　ふわＲＩＮ子育てセミナーあきた　）

47 山形県 酒田市 酒田市家庭教育支援チーム　（　ＳＲ（Support for Relation）会　（略称：ＳＲ会）　）

48 福島県 喜多方市 喜多方市家庭教育支援チーム　（　喜多方市家庭教育支援チーム“もも”　）

49 福島県 郡山市 郡山市家庭教育支援チーム　（　のびのび子育てサポーター　）

50 福島県 耶麻郡 西会津町 西会津町家庭教育支援チーム　（　こころのオアシス　）

51 福島県 会津若松市
会津若松市会津地区家庭教育支援チーム
　（　福島県家庭教育インストラクター会津さざなみの会　）

52 茨城県 阿見町 阿見町家庭教育支援チーム　（　おはなしポシェットの会　）

53 茨城県 つくば市 つくば市家庭教育支援チーム　（　子育てほっとステーションオアシス　）

54 茨城県 つくば市 つくば市家庭教育支援チーム　（　子育て休憩室　）

55 茨城県 つくば市 つくば市家庭教育支援チーム　（　つくば遊ぼう広場の会　）

56 茨城県 つくば市 つくば市家庭教育支援チーム　（　すくすく子育て広場　）

57 茨城県 下妻市 下妻市家庭教育支援チーム

58 茨城県 坂東市 坂東市家庭教育支援チーム　（　坂東市訪問型家庭教育支援チーム　）

59 茨城県 坂東市 坂東市家庭教育支援チーム　（　スパンキーキッズ　）

60 茨城県 鹿嶋市 鹿嶋市家庭教育支援チーム　（　鹿嶋市訪問型家庭教育支援チーム　）

61 茨城県 稲敷郡 美浦村 美浦村家庭教育支援チーム　（　美浦村訪問型家庭教育支援チーム　）

62 茨城県 鉾田市 鉾田市家庭教育支援チーム　（　鉾田市訪問型家庭教育支援チーム　）

63 茨城県 守谷市（守谷市、つくば市） 守谷市家庭教育支援チーム　（　一般社団法人　子育てネットワーク　ままもり　）

64 茨城県 水戸市 水戸市家庭教育支援チーム　（　認定NPO法人　水戸こどもの劇場　）

65 茨城県 水戸市 水戸市家庭教育支援チーム　（　「きらrin子育て」　）

66 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか市家庭教育支援チーム　（　きらrin子育て　）

67 茨城県 大洗町 大洗町家庭教育支援チーム　（　「きらrin子育て」　）

68 茨城県 筑西市（筑西市、結城市） 筑西市家庭教育支援チーム　（　「きらrin子育て」　）

69 茨城県 筑西市 筑西市訪問型家庭教育支援チーム　（　筑西市訪問型家庭教育支援チーム　）

70 茨城県 稲敷市 稲敷市家庭教育支援チーム　（　ニコニコサポート　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

71 茨城県 取手市(取手市、つくばみらい市) 取手市家庭教育支援チーム　（　きらrin子育て　）

72 茨城県 猿島郡 五霞町 五霞町家庭教育支援チーム

73 茨城県 土浦市 土浦市家庭教育支援チーム　（　きらrin子育て　）

74 茨城県 石岡市 石岡市家庭教育支援チーム　（　石岡市訪問型家庭教育支援チーム　）

75 茨城県 桜川市 桜川市家庭教育支援チーム　（　桜川市訪問型家庭教育支援チーム　）

76 栃木県 壬生町 壬生町家庭教育支援チーム

77 栃木県 栃木市 栃木市岩舟家庭教育支援チーム　（　家庭教育オピニオンリーダー「かるがも岩舟」　）

78 栃木県 栃木市 栃木市家庭教育支援チーム（ 栃木市栃木家庭教育オピニオンリーダー会カルバ ）

79 栃木県 栃木市 栃木市家庭教育支援チーム （  西方家庭教育オピニオンリーダー「こーらす」 ）

80 栃木県 栃木市 栃木市都賀家庭教育支援チーム　（　らっこっこくらぶ　）

81 栃木県 小山市 小山市家庭教育支援チーム　（　かざぐるま　）

82 栃木県 さくら市 さくら市家庭教育支援チーム

83 栃木県 佐野市 佐野市家庭教育支援チーム　（　チームさの　）

84 栃木県 足利市 足利市家庭教育支援チーム

85 栃木県 栃木県（県内全市町村） 栃木県家庭教育支援チーム　（　栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会　）

86 栃木県
栃木県（真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、
那須烏山市、那珂川町全域） 栃木県芳賀家庭教育支援チーム　（　県東親育ちスマイルネット　）

87 栃木県 宇都宮市 宇都宮市家庭教育支援チーム　（　宇都宮市　家庭教育支援活動者　）

88 栃木県 下野市 下野市家庭教育支援チーム　（　ひばり　）

89 群馬県 榛東村 榛東村家庭教育支援チーム　（　ほっこりん　）

90 群馬県 沼田市 沼田市家庭教育支援チーム　（　利根サイエンスクラブ　）

91 群馬県 みどり市 みどり市家庭教育支援チーム　（　とまり木　）

92 群馬県 安中市 安中市家庭教育支援チーム　（　ビーイング　）

93 群馬県 安中市 安中市家庭教育支援チーム （ 子育てネットワークENTO！ ）

94 群馬県 前橋市 前橋市家庭教育支援チーム　（　子育てサロン・サマンサ　）

95 群馬県 太田市 太田市家庭教育支援チーム　（　子育てサロン　くらら　）

96 群馬県 太田市 太田市家庭教育支援チーム　（　Ota子育てのWA　）

97 群馬県 川場村 川場村家庭教育支援チーム　（　しゃべり場　）

98 埼玉県 行田市 行田市家庭教育支援チーム　（　特定非営利活動法人子育てネット行田　）

99 埼玉県 白岡市 白岡市家庭教育支援チーム　（　「町ぐるみん白岡」　）

100 埼玉県 蓮田市 蓮田市家庭教育支援チーム　（　蓮田家庭教育支援チーム　）

101 埼玉県 狭山市 狭山市家庭教育支援チーム　（　埼玉県家庭教育アドバイザーin狭山　）

102 埼玉県 羽生市 羽生市家庭教育支援チーム　（　羽生家庭教育サポートネット「キャロット」　）

103 埼玉県 加須市 加須市家庭教育支援チーム　（　家庭教育アドバイザーかぞ　「ｔｅとｔｅ」　）

104 埼玉県 桶川市（桶川市、鴻巣市） 桶川市家庭教育支援チーム　（　「たまrin子育て」　）

105 埼玉県 草加市（草加市、八潮市） 草加市家庭教育支援チーム　（　「たまrin子育て」　）

106 埼玉県
熊谷市
(熊谷市、深谷市、秩父市、小鹿野町、皆野町、行田市、横瀬町、長

瀞町)

熊谷市家庭教育支援チーム　（　たまrin子育て☆熊谷・秩父　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

107 埼玉県
秩父市
(秩父市、小鹿野町、皆野町、行田市、横瀬町、長瀞町、熊谷市、深

谷市)

秩父市家庭教育支援チーム　（　秩父市たまrin子育て　）

108 埼玉県 宮代町 宮代町家庭教育支援チーム

109 埼玉県 戸田市 戸田市家庭教育支援チーム　（　ゆるぷらっとフォーム.Well-being - らぼ　）

110
埼玉県
＜さいたま市＞

さいたま市 さいたま中央家庭教育支援チーム　（　たまrin子育て　）

111 千葉県 大網白里市 大網白里市家庭教育支援チーム　（　umu（ウム）　）

112 千葉県 大網白里市 大網白里市家庭教育支援チーム　（　大網白里子育て支援ネットワーク協議会　）

113 千葉県 大網白里市 大網白里市家庭教育支援チーム　（　大網白里市　エコパーク大網白里子ども村　）

114 千葉県 大網白里市 大網白里市家庭教育支援チーム　（　　児童館　ぬく森くらぶ　　）

115 千葉県 松戸市 松戸市家庭教育支援チーム　（　特定非営利活動法人子どもっとまつど　）

116 千葉県 松戸市 松戸市家庭教育支援チーム　（　NPO法人子どもの環境を守る会 J ワールド　　）

117 千葉県 安房郡 鋸南町 鋸南町家庭教育支援チーム

118 千葉県 市川市 市川市家庭教育支援チーム （ ふわRIN 子育て ）

119
千葉県
＜千葉市＞

千葉市 千葉市家庭教育支援チーム　（　こもんず　）

120
千葉県
＜千葉市＞

千葉市 千葉市家庭教育支援チーム　（　すまいる　）

121
千葉県
＜千葉市＞

千葉市 千葉市家庭教育支援チーム　（　フレッシュ　）

122
千葉県
＜千葉市＞

千葉市 千葉市家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育て　）

123 東京都 新宿区 新宿区家庭教育支援チーム　（　新宿子育てメッセ実行委員会　）

124 東京都 新宿区 新宿区家庭教育支援チーム　（　ママ解放区プロジェクト　）

125 東京都 品川区 品川区家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育て品川区　）

126 東京都 江戸川区 江戸川区家庭教育支援チーム　（　江戸川区家庭教育サークル連絡会　）

127 東京都 江戸川区 江戸川区家庭教育支援チーム　（　江戸川もっく　）

128 東京都 江東区 江東区家庭教育支援チーム　（　江東もっく　）

129 東京都 練馬区 練馬区家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育てねりま　）

130 東京都 青梅市 青梅市家庭教育支援チーム　（　特定非営利活動法人青梅こども未来　）

131 東京都 青梅市 青梅市家庭教育支援チーム　（　子どもと文化のNPO子ども劇場西多摩　）

132 東京都 国分寺市 国分寺市家庭教育支援チーム　（　「プレイセンター・ピカソ」　）

133 東京都 国分寺市 国分寺市家庭教育支援チーム　（　「子育て支援の場小さな森Ⅰ」　）

134 東京都 八王子市 八王子市家庭教育支援チーム　（　星とおひさまFika(フィーカ)キャラバン　）

135 神奈川県 三浦市 三浦市家庭教育支援チーム　（　はっぴー子育て応援団　）

136 神奈川県 横須賀市 横須賀市家庭教育支援チーム　（　「ふわRIN子育て」　）

137
神奈川県
＜横浜市＞

横浜市 横浜市家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育て　）

138
神奈川県
＜相模原市＞

相模原市 相模原市家庭教育支援チーム　（　ふわRIN♪子育て　）

139
神奈川県
＜相模原市＞

相模原市 相模原市家庭教育支援チーム　（　オールウェイズ中央っこ　）

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

141 新潟県 柏崎市 柏崎市家庭教育支援チーム　（　よろんごの木　）

142 新潟県 十日町市 十日町市家庭教育支援チーム　（　なかよしランド　）
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＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

143 新潟県 十日町市 十日町市家庭教育支援チーム　（　すこやかランド　）

144 新潟県 燕市 燕市家庭教育支援チーム　（　サークルきらら　）

145 新潟県 村上市
村上市家庭教育支援チーム（with～NPO法人村上ohanaネット、NPO法人おたすけさんぽく、NPO法人ここスタ、フ
リースクール水野谷塾、ふくちゃ部、放課後等デイサービスおひさま 合同チーム～）

146 新潟県 上越市 上越市家庭教育支援チーム　（　認定NPO法人　マミーズ・ネット　）

147 新潟県 上越市 上越市家庭教育支援チーム　（　すまいる桜援団（おうえんだん）　）

148 新潟県 上越市 上越市家庭教育支援チーム　（　上越おやこ劇場　）

149 新潟県 魚沼市 魚沼市家庭教育支援チーム　（　魚沼の子育ちを考える会　）

150 新潟県 燕市 燕市家庭教育支援チーム　（　ふわりん子育てセミナー　）

151 新潟県 佐渡市 佐渡市家庭教育支援チーム　（　ぱられるわーるど かふぇ　）

152 新潟県 長岡市 長岡市家庭教育支援チーム　（　いきいき子育て　）

153
新潟県
＜新潟市＞

新潟市 新潟市家庭教育支援チーム　（　いき！いき！子育て　）

154 石川県 金沢市 金沢市家庭教育支援チーム　（　劇団「棒読み座」　）

155 福井県 あわら市 あわら市家庭教育支援チーム　（　「子育て支援センター」　）

156 福井県 越前市 越前市家庭教育支援チーム　（　オレンジサポーターズ　）

157 福井県 小浜市 小浜市家庭教育支援チーム　（　ほっとサポーターズ　）

158 福井県 坂井市 坂井市家庭教育支援チーム　（　ほやほや　）

159 福井県 敦賀市 敦賀市家庭教育支援チーム　（　親教育プロセス　）

160 山梨県 都留市 山梨県都留市家庭教育支援チーム　（　ラ・ペジブル　）

161 山梨県 甲州市（甲州市、山梨市） 峡東家庭教育支援チーム　（　特定非営利活動法人すてっぷ・あっぷる　）

162 長野県 佐久市 佐久市家庭教育支援チーム　（　ふわRIN子育てSaku　）

163 岐阜県 中津川市 中津川市家庭教育支援チーム　（　すくすくわくわくまあるいこころ　）

164 岐阜県 海津市 海津市家庭教育支援チーム　（　海津市家庭教育推進協議会　）

165 岐阜県 下呂市 下呂市家庭教育支援チーム

166 岐阜県 垂井町 不破郡垂井町家庭教育支援チーム　（　垂井町家庭教育支援チーム連絡会　）

167 岐阜県 大垣市 大垣市家庭教育支援チーム　（　大垣市家庭教育支援スタッフ　）

168 岐阜県 大垣市 大垣市家庭教育支援チーム　（　おがっきい子育てふわりん　）

169 岐阜県 御嵩町 御嵩町家庭教育支援チーム

170 岐阜県 山県市 山県市家庭教育支援チーム　（　山県っ子応援隊　きっずなっちょる・山県市子育て支援ネットワーク協議会　）

171 静岡県 三島市 三島市家庭教育支援チーム

172 静岡県 周智郡 森町 森町家庭教育支援チーム

173 静岡県 沼津市 沼津市家庭教育支援チーム　（　「たのしい子育て応援隊」　）

174 静岡県 島田市 島田市家庭教育支援チーム　（　島田市家庭教育サポートチーム　）

175 静岡県 島田市 島田市家庭教育支援チーム　（　島田市ペアレントサポーター　子育て広場チーム　）

176 静岡県 島田市 島田市家庭教育支援チーム　（　島田市ペアレントサポーター　読書推進チーム　）

177
静岡県
＜浜松市＞

浜松市（浜松市、磐田市） 浜松市・磐田市家庭教育支援チーム　（　親ネットほたる　）

178
静岡県
＜浜松市＞

浜松市 浜松市家庭教育支援チーム　（　浜松市「ふわRIN子育て」　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

179 愛知県 一宮市 一宮市家庭教育支援チーム　（　子育てネットワーカー一宮　）

180 愛知県 稲沢市 稲沢市家庭教育支援チーム　（　稲沢子育てサポートネット　）

181 愛知県 稲沢市 稲沢市家庭教育支援チーム　（　「ふぁみりぃ・らぼ」　）

182 愛知県 清須市 清須市家庭教育支援チーム　（　MOMO　）

183 愛知県 愛知県（県内全域） 愛知県家庭教育支援チーム

184 愛知県
豊橋市（豊橋市、豊川市、田原市、新
城市　等）

豊橋市家庭教育支援チーム　（　NPO法人らるご子ども教育研究所　「らるご」　）

185 愛知県 豊橋市（豊橋市、豊川市） 豊橋市家庭教育支援チーム　（　ピュアりん子育て　）

186 愛知県 豊橋市（東三河全域） 東三河家庭教育支援チーム　（　東三河セーフティネット　）

187 愛知県 武豊町（知多半島全域） 知多地区家庭教育支援チーム　（　SmileyDream　）

188 愛知県 知多市（知多半島５市５町） 知多市家庭教育支援チーム　（　日本家庭教育学会　知多支部　）

189 愛知県 知多市 知多市家庭教育支援チーム　（　悩めるママの一歩を応援プロジェクト「なやっぽ」　）

190 愛知県 北名古屋市 北名古屋市家庭教育支援チーム　（　まあるいごえん　～親子の笑顔を育み隊～　）

191
愛知県
＜名古屋市＞

名古屋市 名古屋市家庭教育支援チーム　（　子育てサポート　なかよし　）

192 三重県 桑名市 桑名市家庭教育支援チーム　（　地域交流の広場ネットワーク　）

193 三重県 桑名市 桑名市家庭教育支援チーム　（　子ども応援ネットワークinくわな（略称：ＣＣＮ）　）

194 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市家庭教育支援チーム　（　一般社団法人家庭教育研究センターFACE（ふぁす）　）

195 三重県 津市 津市家庭教育支援チーム　（　津家庭教育研究会　）

196 滋賀県 湖南市 菩提寺小家庭教育支援チーム　（　ほっとルーム　）

197 滋賀県 湖南市 菩提寺北小家庭教育支援チーム　（　あすなろカフェ　）

198 滋賀県 湖南市 湖南市三雲小家庭教育支援チーム　（　みくもっ子支援委員会　）

199 滋賀県 長浜市 長浜市家庭教育支援チーム　（　えがお　）

200 滋賀県 草津市 草津市家庭教育支援チーム　（　認定ＮＰＯ法人くさつ未来プロジェクト　）

201 京都府 京丹後市

202 京都府 京丹後市

203 京都府 京丹後市

204 京都府 京丹後市

205 京都府 京丹後市

206 京都府 京丹後市

207 京都府 笠置町

208 京都府 宇治市 宇治市家庭教育支援チーム　（　はんなrin子育て　）

209 京都府 福知山市 福知山市家庭教育支援チーム　（　NPO法人おひさまと風の子サロン　）

210
京都府
＜京都市＞

京都市 京都市家庭教育支援チーム　（　はんなrin京都北子育てチーム　）

211
京都府
＜京都市＞

京都市 京都市家庭教育支援チーム　（　子育て支援団体「ママキラ☆プロジェクト」　）

212 大阪府 交野市 交野市家庭教育支援チーム　（　ポラリス（交野市子ども家庭サポーターの会）　）

213 大阪府 泉大津市 泉大津市家庭教育支援チーム　（　スマイルサポートチーム　）

214 大阪府 箕面市（箕面市、豊能町　等） 箕面市家庭教育支援チーム　（　親まなび♥でこぼこひょろりん　）

京丹後市弥栄地域家庭教育支援チーム  （　あいあい倶楽部やさか　）

京丹後市大宮地域家庭教育支援チーム　（　すこやか倶楽部おおみや　）

京丹後市網野地域家庭教育支援チーム　（　ほのぼの倶楽部あみの　）

京丹後市久美浜地域家庭教育支援チーム　（　久美浜おひさまクラブ　）

京丹後市峰山地域家庭教育支援チーム　（　のびのび倶楽部みねやま　）

京丹後市丹後地域家庭教育支援チーム　（　ほんわか倶楽部たんご　）

笠置地域学校協働本部家庭教育支援チーム　（　ほっとサロン　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

215 大阪府 茨木市 茨木市家庭教育支援チーム　（　育児サークル「アンファン広場」　）

216 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市家庭教育支援チーム　（　「狭山中・南中・第三中家庭教育支援チーム」　）

217 大阪府 寝屋川市 寝屋川市家庭教育支援チーム　（　寝屋川市家庭教育サポートチーム　）

218 大阪府 大東市 大東市家庭教育支援チーム　（　「つぼみ」　）

219 大阪府 豊能郡 能勢町 能勢町家庭教育支援チーム　（　ほっこり　）

220 大阪府 松原市 松原市家庭教育支援チーム　（　「地域の中で子どもと育つ“ほっとたいむ”」　）

221 大阪府 八尾市 八尾市家庭教育支援チーム　（　いきいき子育て　）

222 兵庫県 加古川市 加古川市家庭教育支援チーム　（　「ふわりん　子育て」　）

223 兵庫県 明石市 明石市家庭教育支援チーム　（　ふわりん子育て　）

224 奈良県 川西町 川西町家庭教育支援チーム　（　かわにしWAKU・WAKU＋１（通称：わくプラ）　）

225 奈良県 生駒市 生駒市家庭教育支援チーム　（　「たけのこ」　）

226 奈良県 高市郡 高取町 高取町家庭教育支援チーム　（　たかまち＊高取町ママたちのちから＊　）

227 奈良県 御所市 御所市家庭教育支援チーム　（　御所おはなしの会　）

228 奈良県 御所市 御所市家庭教育支援チーム　（　ひよこ教室　）

229 奈良県 御所市 御所市家庭教育支援チーム　（　ごせ駅前ふれあいセンター　）

230 奈良県 北葛城郡 広陵町 広陵町家庭教育支援チーム　（　「ＮＰＯ法人　家族・子育てを応援する会」　）

231 奈良県 大和高田市 大和高田市家庭教育支援チーム　　(　NPO法人マーマの里「子育てステーション」)

232 奈良県 香芝市 香芝市家庭教育支援チーム　(NPO法人T-seed)

233 奈良県 橿原市 橿原市家庭教育支援チーム　(子育て研究所tocotoco)

234 奈良県 田原本町 田原本町家庭教育支援チーム　（　ハッピースマイル　）

235 奈良県 田原本町 田原本町家庭教育支援チーム　（　田原本にこにこプロジェクト　）

236 奈良県 大和郡山市 大和郡山市家庭教育支援チーム　（　特定非営利活動法人　パパちから応援隊　）

237 奈良県 大和郡山市 大和郡山市家庭教育支援チーム　（ 特定非営利活動法人　せいじゅん　たすけあい　こども食堂 ）

238 奈良県 天理市 天理市家庭教育支援チーム　（　サロンドキッズチーム　）

239 和歌山県 橋本市 橋本市家庭教育支援チーム　（　ヘスティア　）

240 和歌山県 湯浅町 湯浅町家庭教育支援チーム　（　とらいあんぐる　）

241 和歌山県 印南町 印南町家庭教育支援チーム　（　いなみっ子応援隊　）

242 和歌山県 岩出市 岩出市家庭教育支援チーム　（　Ｈｕｇ育（ハグハグ）　）

243 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町家庭教育支援チーム ( 那智勝浦町家庭教育応援チーム「ほっとほーむ」 )

244 和歌山県 日高川町 日高川町家庭教育支援チーム　（　子育てサポート　いきいき・優・友　）

245 和歌山県 御坊市 御坊市家庭教育支援チーム　（　ハッピーママライフ「ＨＭＬ」　）

246 和歌山県 古座川町 古座川町家庭教育支援チーム　 (　さくらファイブ❀　)

247 和歌山県 九度山町 九度山町家庭教育支援チーム   (  きらら　）

248 鳥取県 鳥取市 鳥取市家庭教育支援チーム

249 鳥取県 米子市 米子市家庭教育支援チーム　（　とことこ・タムタム　）

250 鳥取県 八頭町 八頭町家庭教育支援チーム
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

251 鳥取県 八頭郡 智頭町 智頭町家庭教育支援チーム　（　すぎっこ応援隊　）

252 鳥取県 南部町 南部町家庭教育支援チーム　（　スマイルサポートなんぶ　）

253 岡山県 勝央町 勝央町家庭教育支援チーム　（　「あすなろ」　）

254 岡山県 真庭市 真庭市家庭教育支援チーム

255 岡山県 津山市 津山市家庭教育支援チーム　（　はぴまる　）

256 広島県 府中町 府中町家庭教育支援チーム　（　くすのき　）

257 広島県 尾道市

258 広島県 世羅町 世羅町家庭教育支援チーム　（　Pクラブせら　）

259 広島県 呉市 呉市家庭教育支援チーム　（　呉市『親プロ』ファシリテーションクラブ　）

260 広島県 三次市 三次市甲奴地区家庭教育支援チーム

261
広島県
＜広島市＞

広島市 広島市家庭教育支援チーム　（　ふわりん　子育て　）

262 山口県 下関市 下関市家庭教育支援チーム　（　ふくふくこころサポート　）

263 山口県 下関市 下関市家庭教育支援チーム　（　彦島中学校区家庭教育支援チーム「ひこしま」　）

264 山口県 下関市 下関市家庭教育支援チーム　（　玄洋中学校区家庭教育支援チーム「げんよう」　）

265 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム上宇部　）

266 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム藤山　）

267 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム黒石　）

268 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム東岐波　）

269 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム桃山　）

270 山口県 宇部市 宇部市家庭教育支援チーム　（　こどもえがおサポートチーム厚南　）

271 山口県 山口市 山口市家庭教育支援チーム　（　山口ゆだ・かべり　）

272 山口県 山口市 山口市家庭教育支援チーム

273 山口県 萩市 萩市家庭教育支援チーム　（　あそぼ編集チーム　）

274 山口県 萩市 萩市家庭教育支援チーム　（　萩東中学校区子育て支援チーム「ぎゅっと」　）

275 山口県 萩市 萩市家庭教育支援チーム　（　はぐくみ　）

276 山口県 防府市 防府市家庭教育支援チーム

277 山口県 下松市 下松市家庭教育支援チーム　（　子育て講座チーム　）

278 山口県 下松市 下松市家庭教育支援チーム　（　子育て相談・地域見守りチーム　）

279 山口県 下松市 下松市家庭教育支援チーム　（　くだまつ特別支援チーム「なかよし親の会」 　）

280 山口県 下松市 下松市家庭教育支援チーム　（　久保中学校子育て広場チーム　）

281 山口県 下松市 下松市家庭教育支援チーム　（ 　くだまつ愛励会　 ）

282 山口県 岩国市 岩国市家庭教育支援チーム　（　平田の子どもたち元気応援チーム　）

283 山口県 岩国市
岩国市家庭教育支援チーム
　（　川下中学校区家庭教育支援チーム「チームほっとちゃん」　）

284 山口県 光市 光市家庭教育支援チーム ( 島田小学校家庭教育支援チーム「しまりん　ふぁみりぃ」 )

285 山口県 光市 光市家庭教育支援チーム　 ( 岩田小学校家庭教育支援チーム「ファミリー　ふたば」 )

286 山口県 光市 光市家庭教育支援チーム　（　室積小学校家庭教育支援チーム「Family　ひとみ」　）

尾道市向東地区家庭教育支援チーム　（　“親ぢから”　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

287 山口県 長門市 長門市家庭教育支援チーム　（　家庭教育支援チーム「ふぁみ」　）

288 山口県 美祢市 美祢市家庭教育支援チーム　（　『寄り添い応援隊』　）

289 山口県 山陽小野田市
山陽小野田市家庭教育支援チーム
　（　山陽小野田市家庭教育支援チーム（山陽チーム）　）

290 山口県 山陽小野田市
山陽小野田市家庭教育支援チーム
　（　山陽小野田市家庭教育支援チーム（小野田チーム）　）

291 山口県 山陽小野田市
山陽小野田市家庭教育支援チーム
　（　山陽小野田市立小野田中学校区家庭教育支援チーム　）

292 山口県 和木町 和木町家庭教育支援チーム　（　はっちーず　）

293 山口県 上関町 上関町家庭教育支援チーム　（　子育て見守り応援隊　）

294 山口県 田布施町 田布施町家庭教育支援チーム　（　チームたのじ　）

295 山口県 平生町 平生町家庭教育支援チーム　（　ひらおカンガルー応援隊　）

296 山口県 阿武町 阿武町家庭教育支援チーム　（　あすなろの会　）

297 山口県 阿武町 阿武町家庭教育支援チーム　（　おひさま　）

298 徳島県 上板町 上板町家庭教育支援チーム　（　上板町子ども・若者相談支援センター『あい』　）

299 徳島県 徳島市 徳島市家庭教育支援チーム　（　あわrin子育て　）

300 香川県 高松市 高松市家庭教育支援チーム　（　ぴっぴ子育て　）

301 香川県 三豊市 三豊市家庭教育支援チーム　（　ぴっぴ子育て　）

302 香川県 丸亀市 丸亀市家庭教育支援チーム （  きっずコム  ）

303 香川県 三木町 三木町家庭教育支援チーム （  NPO法人メタセコイヤの家  ）

304 香川県 三木町 三木町家庭教育支援チーム （  NPO法人親の育ちサポートかがわ  ）

305 香川県 宇多津町 宇多津町家庭教育支援チーム　（　L’escpacelabo （レスパスラボ）　 ）

306 愛媛県 愛南町 愛南町家庭教育支援チーム　（　あいなん子育て応援グループ　）

307 愛媛県 伊予市 伊予市家庭教育支援チーム　（　伊予市家庭教育・子育てサポートグループ　）

308 愛媛県 宇和島市 宇和島市家庭教育支援チーム

309 愛媛県 大洲市 大洲市家庭教育支援チーム　（　大洲子育てサポート“そよ風”　）

310 愛媛県 久万高原町 久万高原町家庭教育支援チーム　（　久万高原Happyサポート　）

311 愛媛県 四国中央市 四国中央市家庭教育支援チーム　（　ふれ愛グル―プ　）

312 愛媛県 西予市 西予市家庭教育支援チーム　（　せいよ家庭教育・子育て応援グループ　）

313 愛媛県 伊予郡 砥部町 砥部町家庭教育支援チーム

314 愛媛県 松山市 松山市家庭教育支援チーム　（　ひめrin子育て　）

315 高知県 高知市 高知市家庭教育支援チーム　（ 　子育てふわＲＩＮ　とさ　）

316 福岡県 糟屋郡 粕屋町 粕屋町家庭教育支援チーム　（　かすや子育て研究会かぶとむし　）

317 福岡県 糟屋郡 新宮町

318 福岡県 久留米市 久留米市家庭教育支援チーム　（　前向き子育てふくおか　）

319 福岡県 久留米市（久留米市、八女市） 久留米市家庭教育支援チーム　（　「ふくrin子育て」　）

320 福岡県 豊前市（豊前市、吉富町、上毛町） 豊前市家庭教育支援チーム　（　「ふくrin子育て」　）

321 福岡県 古賀市 古賀市家庭教育支援チーム　（　「ふくrin子育て」　）

322 福岡県 柳川市 柳川市家庭教育支援チーム　（　「ふくrin子育て」　）

福岡県糟屋郡新宮町家庭教育支援チーム　　（　rainbow house　）
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都道府県
＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

323 福岡県 大牟田市 大牟田市家庭教育支援チーム　（　ふくｒｉｎ子育て　）

324 福岡県 田川郡 香春町 香春町家庭教育支援チーム　（　前向き子育て香春　）

325
福岡県
＜福岡市＞

福岡市 福岡市早良区家庭教育支援チーム　（　ママスタッフ隊　）

326
福岡県
＜北九州市＞

北九州市 北九州市家庭教育支援チーム　（　ふくrin子育て　）

327
福岡県
＜北九州市＞

北九州市 北九州市家庭教育支援チーム　（  ふくrin若松子育て　）

328 佐賀県 唐津市 唐津市家庭教育支援チーム　（　NPO法人　唐津市子育て支援情報センター　）

329 熊本県 八代市（八代市、八代郡、氷川町） 八代市家庭教育支援チーム　（　「くまRIN子育て」八代市　）

330 熊本県 荒尾市（荒尾市、長洲町） 荒尾市家庭教育支援チーム　（　「くまRIN子育てセミナー」　）

331 熊本県 水俣市（水俣市、津奈木町） 水俣市家庭教育支援チーム　（水俣市「くまRIN子育て」　）

332 熊本県 菊池市 菊池市家庭教育支援チーム　（　「くまRIN子育て」菊池市　）

333 熊本県 菊池市 菊池市家庭教育支援チーム　（　チーム菊池　）

334 熊本県 宇城市（宇城市、宇土市） 宇城市家庭教育支援チーム　（　「くまRIN子育て」　）

335 熊本県 合志市 合志市家庭教育支援チーム　（　チームこうし　）

336 熊本県 大津町 大津町家庭教育支援チーム　（　チームおおづ　）

337 熊本県 菊陽町 菊陽町家庭教育支援チーム　（　チーム菊陽　）

338 熊本県 氷川町 氷川町家庭教育支援チーム　（　チームひかわ　）

339
熊本県
＜熊本市＞

熊本市
熊本市家庭教育支援チーム
 （ “マスターズ熊本”（特定非営利活動法人教育支援プロジェクト・マスターズ熊本） )

　

340 大分県 由布市 由布市湯布院家庭教育支援チーム　（　ほのぼの広場　）

341 大分県 由布市 由布市はさま家庭教育支援チーム　（　はさま未来クラブ　）

342 大分県 佐伯市 佐伯市家庭教育支援チーム　（　佐伯市子パンダ支援チーム　）

343 大分県 別府市（別府市、杵築市） 別府市家庭教育支援チーム 　（　オーリンズ別府　）

344 大分県 津久見市 津久見市家庭教育支援チーム　（　オーリンズ津久見　）

345 宮崎県 美郷町 美郷町家庭教育支援チーム　（　みさと家庭教育10選〔実践〕ジッセンジャー　）

346 宮崎県 都城市（都城市、小林市） 都城市家庭教育支援チーム 　（　ふわRIN子育てセミナー　）

347 宮崎県 児湯郡 都農町 都農町家庭教育支援チーム　（　家庭教育応援団「さん・さん」　）

348 鹿児島県 いちき串木野市

349 鹿児島県 伊佐市 伊佐市家庭教育支援チーム

350 鹿児島県 大島郡 知名町 知名町家庭教育支援チーム　（　ゆいゆい　）

351 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN中央　）

352 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN鹿児島東　）

353 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN鹿児島北　）

354 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN鹿児島南　）

355 鹿児島県 姶良市 姶良市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN姶良　）

356 鹿児島県 日置市 日置市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRINひおき　）

357 鹿児島県
南さつま市（南さつま市、南九州市、
指宿市、枕崎市）

南さつま市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN南薩　）

358 鹿児島県 奄美市(奄美市、奄美大島、徳之島) 奄美市家庭教育支援チーム　（　子育てかごRIN奄美　）

いちき串木野市家庭教育支援チーム　　（　ほっとルーム　）
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＜政令市＞

申請市区町村（活動地区） チーム名（呼称）

359 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市家庭教育支援チーム　（　子育てかごＲＩＮ鹿屋　）

360 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市家庭教育支援チーム（子育てかごRIN薩摩川内）

361 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市家庭教育支援チーム（中央公民館子育てサロン）

362 鹿児島県 徳之島町 徳之島町家庭教育支援チーム（つむぎたい）

363 沖縄県 石垣市 石垣市家庭教育支援チーム　（　希・杜・南（きずな）　）

364 沖縄県 石垣市 石垣市家庭教育支援チーム  （  結RIN  ）

365 沖縄県 那覇市 那覇市家庭教育支援チーム　（　結RIN　）

366 沖縄県 八重山郡 与那国町 与那国町家庭教育支援チーム （ チームふがらっさ ）

367 沖縄県 沖縄市 沖縄市家庭教育支援チーム  （  結RIN（ゆいりん）  ）

368 沖縄県 豊見城市 豊見城市家庭教育支援チーム  （  結RIN  ）

369 沖縄県 糸満市 糸満市家庭教育支援チーム  （  結RIN  ）

（計 369 チーム）　※家庭教育支援に関する取組を行っているチームのうち、「家庭教育支援チーム」登録制度で登録したチームの一覧表です。

11


	登録チーム名一覧(R４.5.11) 

