
子供の未来応援基金第3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 北見ＮＰＯサポートセンター 3460305000357 親子タッグで“稼ぐ力と学ぶ力”を強化、ハッピーチャレンジ事業

2 北海道 特定非営利活動法人
北海道自由が丘学園・ともに人間教育
をすすめる会

4430005003868 AI＝ｱｲネクスト/学びあい、創りあい、繋がりあい事業

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応援プロジェクト事業

4 宮城県 特定非営利活動法人 アスイク 4370005003247 経済的困難を抱える不登校・引きこもりの子どもたちの居場所事業

5 宮城県 特定非営利活動法人 STORIA 7370005008986 困窮家庭の子供の「生き抜く力」を育む地域連携支援型居場所事業

6 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

7 福島県 NPO法人 明日飛子ども自立の里 8380005004752 貧困連鎖を防止し、子供たちが夢を持ち働く為のトレーニング事業

8 福島県 特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島 3380005003800 子どもの未来は子供の手で！子どもの生きる力応援事業

9 茨城県 特定非営利活動法人 ひたちNPOセンター・with you 2050005007257 学習を通した居場所づくり事業―親子支援によるQOLの向上－事業

10 茨城県 特定非営利活動法人 リヴォルヴ学校教育研究所 4050005005218 無料塾における支援の質的向上を目指した研修講座等の実施事業

11 栃木県 特定非営利活動法人 だいじょうぶ 9060005002696 家庭生活が不安定な中高生の通学型チャレンジ合宿事業

12 群馬県 特定非営利活動法人 ターサ・エデュケーション 7070005009057 経済的な困難を抱える不登校の子どもへのフリースクール事業

13 群馬県 認定特定非営利活動法人ひこばえ 1070005004170 ひこばえ無料学習会（前橋会場）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子どもへの自立支援事業

15 埼玉県 NPO法人 フードバンクネット西埼玉 9030005018596 地域に役立つフードバンクの仕組みづくり事業

16 東京都 特定非営利活動法人 ウイズアイ 8012705001363 シングル家庭と虐待ハイリスク家庭の為の子育てレスキュー事業

17 東京都 特定非営利活動法人 女性のスペース結 8011205001238 学童・保育園後のひとり留守番を解消する居場所づくり事業

18 東京都 - すみだ食堂飲食店の会 - すみだ食堂事業

19 東京都 - 全国こども食堂支援センター・むすびえ - こども食堂の全国プラットフォーム構築事業

20 東京都 一般社団法人 全国フードバンク推進協議会 1012405004136 フードバンク団体への組織基盤強化事業

21 東京都 一般社団法人 東京子ども子育て応援団 5011605002160 桜台こども食堂に発する子育て家庭を包括的に支える地域作り事業

22 東京都 特定非営利活動法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 5013305002085 宿泊機能をもつWAKUWAKUホーム事業

23 東京都 特定非営利活動法人 パルシック 5010005005988 子どものための居場所：みんかふぇ事業

24 東京都 特定非営利活動法人 ワンダフルキッズ 6011405001824 朝から夜まで365日いつでも居場所と食事がある安心事業

25 東京都 特定非営利活動法人 Learning for All 3010005022770 葛飾区金町における貧困世帯の子どもへの学習支援事業

26
東京都

（宮城県）
特定非営利活動法人 キッズドア 7010005014434 低所得世帯の高校生世代を対象とした無料学習会と社会性養成事業

27
東京都

（熊本県）
特定非営利活動法人 ブリッジフォースマイル 2010005011493 佐賀県における自立支援、退所後支援事業立ち上げ事業

28 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事業

29 神奈川県 - ゆがわらっことつくる多世代の居場所 - 地域の子どもの学習支援・居場所創出モデル構築事業

30
神奈川県
（富山県）

特定非営利活動法人 教育研究所 5020005004865 児童養護施設内における出張カフェ相談事業
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31 富山県 特定非営利活動法人 えがおプロジェクト 6230005008720 ひとり親家庭ほっとサロン事業

32 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事業

33 石川県 - はぴすまサークル - 小学生、中学生のための無料学習支援室の拡充事業

34 長野県 特定非営利活動法人 フードバンク信州 8100005011801 こども応援キャンペーン事業

35 静岡県 - 中ノ町げんき食堂 - 子ども食堂事業および留学生との交流の多文化共生事業

36 愛知県 一般社団法人 あうずっと 6180005016860 困難を抱える子どもたちに食を通じた学びと居場所を提供する事業

37 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　テラハ事業

38 愛知県 特定非営利活動法人 こどもＮＰＯ 3180005005395 公営住宅の子どもへの居場所づくりと自立に向けた社会体験事業

39 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居場所（食事づくり含）＆自立相談事業

40 愛知県 - 「生」教育助産師グループ　ＯＨＡＮＡ - 児童養護施設での生きる力と心を育む助産師による教育・相談活動事業

41 愛知県 - 全国再非行防止ネットワーク協議会 - 帰住先がなく出院できない少年の社会復帰支援と官民連携推進事業

42 滋賀県 特定非営利活動法人 あめんど 7160005002432 貧困状態にある子どもたちへの心理、社会的健康を促進する学習室事業

43 滋賀県 特定非営利活動法人 わっか 3160005010513 子どもの夢中全力サポート事業

44 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！ヒーロー研究室事業

45 大阪府 一般社団法人 大阪市よさみ人権協会 1120005011608 地域で支えるチャイルド・プア０（ゼロ）事業

46 大阪府 一般社団法人 キャリアブリッジ 6120905004631 『定時制高校生の社会的自立を応援する』多機関連携事業

47 大阪府 一般社団法人 タウンスペースWAKWAK 9120905004703 ただいま～と言える子どもたちの居場所づくり事業

48 大阪府 特定非営利活動法人 ハートフレンド 2120005010088 地域の社会資源や学校との連携による地域まるごと子育て支援事業

49 大阪府 認定特定非営利活動法人ふーどばんくOSAKA 2120105007892 ふーどばんく食品を活用した2種類のセーフティーネット構築事業

50 大阪府 - 未来SS塾 - 豊中市立第一・第四中学校区における生徒への学習支援事業

51 兵庫県 NPO法人 eboard 8140005021532 ICTを活用した子どもの学びの場づくり支援事業

52 兵庫県 一般財団法人 こどもサポート財団 2140005023757 「子ども食堂」から『みんな食堂』、そして『地域みんなの家』へ事業

53 兵庫県 NPO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 母子家庭の子供たちの生き抜く力を育む居場所事業

54 兵庫県 認定特定非営利活動法人フードバンク関西 2140005004617 子ども元気ネットワーク事業（母子世帯への定期的食支援）

55 奈良県 特定非営利活動法人 おかえり 5150005003788 里親家庭や児童養護施設等を巣立った人の居場所づくりと啓発事業

56 奈良県 - げんきカレー - 知識、ふれあう気持ち、おなかがいっぱいになる学習支援食堂事業

57 奈良県 NPO法人 市民ひろばなら小草 3150005008938 経済的に困難を抱える家庭の子どもたちへの無料の学習支援事業

58 鳥取県 - こども食堂「ネバーランド」 - 地域子育て支援拠点環境改善事業（こども食堂運営）事業

59 岡山県 特定非営利活動法人 あかね 4260005010072 不登校や貧困などの困難を抱える親子の社会参加応援事業

60 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事業
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61 福岡県 NPO法人 いるかねっと 3290005014699 福岡市の教育格差を体系的に解消するこども学習支援拠点設立事業

62 福岡県 特定非営利活動法人 フードバンク福岡 5290005016529 未来を生きる子どもを応援するフードバンク活動の拡充事業

63 福岡県 特定非営利活動法人 抱樸 3290805004536 地域連携による高校中退防止及び社会からの孤立を防ぐ事業

64 長崎県 特定非営利活動法人 心澄 2310005002272 退学等予防のための校内居場所カフェ事業

65 長崎県 - まなびの部屋 - 「子どもの貧困化」を起因とする学力格差を補う取組事業

66 熊本県 - 逢桜の里 - 専門のボランティアを養成し安心できる子どもの未来をつくる事業

67 熊本県 - いこいスペース ∞ こあ　まるちゃん家 - 食堂を拠点に天草の子どもと親を地域で見守り自立支援する事業

68 熊本県 一般社団法人 スタディライフ熊本 6330005008561 児童養護施設等の退所者への自立支援事業

69 大分県 特定非営利活動法人 まど 3320005009068 制度の狭間で困難を有する者への学習支援と居場所づくり事業

70 宮崎県 一般社団法人 らしくサポート 4350005005609 多様な子供達を受け入れる為の教室の環境整備と親の就労の場創り事業

71 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 生活困窮及びひとり世帯の親子就・学一体支援ステップアップ事業

※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。


