
子供の未来応援基金第２回未来応援ネットワーク事業採択一覧

No. 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

1 北海道 特定非営利活動法人 北海道NPOサポートセンター 6430005003098 道内の子どもの居場所づくりを促進するための調査・協働・基盤整備事業

2 青森県 特定非営利活動法人 はちのへ未来ネット 4420005006649 こどものかがやく未来のために～つながりの場所づくり事業～

3 岩手県 特定非営利活動法人 フードバンク岩手 6400005005840 フードバンク子ども支援プロジェクト

4 岩手県 特定非営利活動法人 インクルいわて 1400005005242
企業、大学との連携による社会体験提供と生活課題の解決のための子ども支援

の場づくり事業

5 宮城県 特定非営利活動法人 アスイク 4370005003247 経済的困難を抱えた子どもたちのためのフリースクール事業

6 宮城県 特定非営利活動法人 まきばフリースクール 9370205001863
子どもたちの貧困防止や将来における安定した自立生活のための、就労支援等

事業

7 宮城県 ー ユースソーシャルワークみやぎ 4700150085675 団体協働型ユースソーシャルワーカー育成事業

8 宮城県 特定非営利活動法人 ロージーベル 6370005002684 貧困や非行の問題を抱える少年の立ち直りと社会復帰を支援する事業

9 秋田県 特定非営利活動法人 秋田たすけあいネット　あゆむ 5410005006021 子どもの命をつなぐ食糧宅配と居場所づくり事業

10 山形県 ー ぷらっとほーむ - 困難を抱える親子のための支援への多様な入り口づくり

11 栃木県 一般社団法人 栃木県若年者支援機構 8060005007309
栃木県、こども食堂サポートセンターと学習支援サポートセンター活動を通じ

た、県内のこども支援強化事業

12 栃木県 認定特定非営利活動法人 とちぎボランティアネットワーク 3060005001200
人口10万人以下の地方都市のモデルに。地域の総力で子どもの貧困を撃退す

る、地域円卓会議の実施（大田原市）

13 栃木県 ー 上三川のいえ - 今の私ができる月３万円ビジネス創発事業

14 埼玉県 特定非営利活動法人 さいたまユースサポートネット 5030005005532
地域の中で孤立傾向にある生活困窮世帯の中高生などに対する多様な連携を活

用した自立支援事業

15 東京都 特定非営利活動法人 フードバンクＴＡＭＡ 9010105001883 東京多摩地域の子どもの食支援プロジェクト推進事業

16 東京都 特定非営利活動法人 リトルワンズ 7011305001733 未就学児を対象とした就学支援事業

17
東京都

(宮城県)
特定非営利活動法人 キッズドア 7010005014434

子どもの機会格差解決のための学習支援事業（高校受験対策講座「タダゼ

ミ」・大学受験対策講座「ガチゼミ」）

18
東京都

(神奈川県)
特定非営利活動法人 セカンドハーベスト・ジャパン 8010505001419 神奈川県内における子どもおよび子育て世帯へのフードセーフティネット強化

19
東京都

(佐賀県)
特定非営利活動法人 ブリッジフォースマイル 2010005011493

佐賀県の自立支援事業・退所後支援事業の拡大継続・改善　及び　九州他県へ

の自立支援事業の拡大

20 東京都 ー くにたち地域コラボ - 「わかるをふやす」学びの支援事業Ⅱ

21 東京都 ー 全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 - 教育支援団体全国ネットワーク構築・連携推進事業

22 東京都 特定非営利活動法人 青少年の居場所Ｋｉｉｔｏｓ 8012405002711 調布市近隣の青少年の居場所　事業

23 東京都 特定非営利活動法人 ウイズアイ 8012705001363 低所得の子育て家庭と虐待ハイリスク層の親の為の虐待予防事業

24 東京都 ー 桜台こども食堂 - 桜台こども食堂

25 東京都 特定非営利活動法人 ハーフタイム 1011805002666
生きづらさを抱えた子どもたちに家でも学校でもない第三の居場所を提供する

事業

26 東京都 特定非営利活動法人 PIECES 7011005006818 「10代のママと子ども」サポート事業

27 東京都 特定非営利活動法人 ドリームタウン 3011405001554
こどもの居場所「おうちごはん」＆「おかえりごはん」による、地域で子育て

シェア事業

28 東京都 特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター 1011105003530 貧困問題について子どもの声から考え社会に伝えるプロジェクト



子供の未来応援基金第２回未来応援ネットワーク事業採択一覧

No. 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

29 東京都 公益社団法人 誕生学協会 1011005001865
若年出産を予防し、未来の貧困連鎖を防ぐ〈学校への無償授業実施〉プロジェ

クト

30 東京都 特定非営利活動法人 ユースコミュニティー 5010805002210 高卒認定を目指すサポート校事業

31 東京都 ー 全国フードバンク推進協議会 - フードバンク団体への組織基盤強化事業

32 神奈川県 特定非営利活動法人 全国てらこやネットワーク 1021005005444 地域の子供たちの居場所作り事業　～地域のプラットホーム～

33 神奈川県 特定非営利活動法人 フェアスタートサポート 2020005010718
関東圏全域における児童養護施設等と地元企業とのコーディネートによる就労

支援事業

34 神奈川県 特定非営利活動法人 川崎寺子屋食堂 6020005013205 川崎市の子どもの貧困と空腹に立ち向かう寺子屋食堂

35 神奈川県 特定非営利活動法人 サードプレイス 5020005012983 こどもの困難に寄り添う支援＆セーフティネットづくり

36 神奈川県 ー ゆがわらっことつくる多世代の居場所 - 生活困窮世帯の子どもの学習支援・居場所創出事業

37 神奈川県 公益財団法人 よこはまユース 4020005009659 高校内交流相談カフェによる高校生キャリア支援事業

38 神奈川県 特定非営利活動法人 パノラマ 3020005012003 有給職業体験バイターン

39 富山県 特定非営利活動法人 ハッピーウーマンプロジェクト 1230005003098 児童養護施設児童の自立支援

40 長野県 特定非営利活動法人 ＮＰＯホットライン信州 6100005011472 居場所づくり信州こども食堂ネットワーク事業の推進

41 長野県 ー 反貧困セーフティネット・アルプス - 無料こどもじゅく事業（無料学習支援事業）

42 静岡県 特定非営利活動法人 サステナブルネット 8080405004309 持続可能な静岡県西部子ども食堂ネットワークの構築Ver2

43 静岡県 特定非営利活動法人 ＰＯＰＯＬＯ 8080005006424 地域丸ごと子ども応援プロジェクト！

44 愛知県 特定非営利活動法人 こどもサポートネットあいち 2180005007211 社会的養護等退所者への居場所＆自立相談事業

45 愛知県 特定非営利活動法人 子育て支援を考える会TOKOTOKO 7180005012784
乳幼児期から学童期までつながる親と子が心の貧困状態に陥らない予防的な地

域の学習活動事業

46 愛知県 特定非営利活動法人 楽笑 1180305004289 地域力の向上及び貧困状態にある子どもを対象とした総合力向上事業

47 愛知県 一般社団法人 アンビシャス・ネットワーク 1180005016403 第二の家事業　テラハ

48 愛知県 特定非営利活動法人 いまから 2180305004296 児童養護施設等の退所者を支援する事業

49 三重県 特定非営利活動法人 shining 7190005010548 子ども食堂を基盤とした子育て応援の輪を地域に広める事業

50 滋賀県 特定非営利活動法人 Links -
彦根市および近隣町における学習や食を通じた子どもの居場所づくりと子ども

支援強化・環境整備事業

51 京都府 特定非営利活動法人 よのなか塾 5130005013797 持続可能な貧困対策事業のノウハウを提供し、活動を広めていく事業

52 大阪府 特定非営利活動法人 ハートフレンド 2120005010088 地域まるごと子育て包括支援拠点事業

53 大阪府 特定非営利活動法人 アートコミュニティ 9120105005683 輝け未来！ヒーロー研究室

54 大阪府 特定非営利活動法人 志塾フリースクールラシーナ 4120105008468
学力に不安のある（主に、塾等に通えない生活困窮世帯の）小中学生向け学習

支援事業

55 大阪府 一般社団法人 ヒューマンワークアソシエーション 5120005015547 「食」の支援を通じた子育て世帯の未来をつくる居場所・相談支援事業

56 大阪府 特定非営利活動法人 チェンジングライフ 1122005003246 社会的居場所を喪失した元非行少年の夢追いサポート応援事業
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57 大阪府 特定非営利活動法人 子どもデザイン教室 5120005012115
子ども、とりわけ親と暮らせない子どもの「自己肯定感を育てるデザイン教

育」の開発・実践事業

58 大阪府 ー 西淀川インターナショナルコミュニティー - 外国にルーツをもつ子供への学習支援地域ネットワーク事業

59 大阪府 ー 大阪里親連合会 - 大阪府里親支援機関事業

60 大阪府 特定非営利活動法人 西成チャイルド・ケア・センター 4120005019895 子育ち支援・家庭寄り添い応援事業

61 大阪府 認定特定非営利活動法人 ふーどばんくOSAKA 2120105007892
「ふーどばんくOSAKAこども食堂ネットワーク形成」と「おすそわけ食デリバ

リー」事業

62 大阪府 一般社団法人 キャリアブリッジ 6120905004631
『定時制高校生の安定就労・社会的自立を応援する』学校・地域・民間連携事

業

63 大阪府 特定非営利活動法人 トイボックス 4120005008618
地域コミュニティ単位での、負の社会的相続に直面する子供たちへの学習・生

活サポート拠点の展開事業

64 大阪府 認定特定非営利活動法人 D×P 6120005015562 定時制高校の高校生の「はたらく」を支援する新事業立ち上げプロジェクト

65 兵庫県 一般財団法人 こどもサポート財団 2140005023757
子ども食堂ネクストステージ　～さらに深く、さらに息長く、さらにみんなで

～

66 兵庫県 特定非営利活動法人
女性と子ども支援センターウィメンズネッ

ト・こうべ
1140005004650 母子家庭の子どもに学びと相談支援の居場所及び体験活動等を提供する事業

67 和歌山県 特定非営利活動法人 フードバンク和歌山 5170005006599 和歌山県内におけるフードバンク普及事業

68 広島県 特定非営利活動法人 食べて語ろう会 2240005013970 食事の提供による青少年の非行及び再非行防止事業

69 広島県 公益社団法人 学校教育開発研究所 3240005013796
経済的困難による課題を抱える子ども及び家族の心と学びの支援及びその効果

検証

70 山口県 特定非営利活動法人 山口せわやきネットワーク 5250005001113
こども明日花プロジェクト～どんな環境に生まれ育っても、子どもたちが明日

に希望を持てる社会を～

71 愛媛県 ー Ｅｉｎｃｅ　子供応援隊 - 地方における「子どもの能力育成＆生きる力」基盤構築事業

72 愛媛県 特定非営利活動法人 フェロージョブステーション 3500005005668 子供たちに職業体験の機会を提供し夢を創る事業

73 福岡県 ー 長住団地自治会 - 子ども勉強広場

74 福岡県 特定非営利活動法人 抱樸 3290805004536
学校、企業、地域との連携による高校進学支援、高校中退防止及び社会からの

孤立を防ぐ事業

75 福岡県 特定非営利活動法人 エデュケーションエーキューブ 3290005014625
経済的な理由に関わらず、子ども達が気軽に利用できるeラーニングをベースと

した自立型学習拠点「スタディプレイス」事業

76 宮崎県 ー Swing-By - 学校等のケース会議を起点としたアウトリーチによる伴走型学習支援事業

77 宮崎県 一般社団法人 みやざき公共・協働研究会 1350005004811 地域力を生かした子どもの「将来の夢」を育むための支援事業

78 宮崎県 一般社団法人 らしくサポート 4350005005609 教育・生活支援、組織・地域体制の整備事業

79 鹿児島県 特定非営利活動法人 鹿児島ボランティアバンク 5340005003216 生活困窮世帯及びひとり親家庭の親子就・学一体支援

※団体所在地が主たる活動地と異なる団体については、括弧内に主たる活動地を記載。


