
子供の未来応援基金第4回未来応援ネットワーク事業採択一覧

No. 区分 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

1 事業A 北海道 特定非営利活動法人 Kacotam 5430005011861
児童養護施設等の子どもへの総合的な学習
機会の提供

2 事業A 北海道 特定非営利活動法人 フードバンクイコロさっぽろ 5430005013445 子ども応援プロジェクト

3 事業A 群馬県 特定非営利活動法人 ターサ・エデュケーション 7070005009057
ICTを活用した子ども個々の状況に最適化し
た学習支援の実施

4 事業A 埼玉県 特定非営利活動法人 フードバンクネット西埼玉 9030005018596
クラウドを活用しフードバンクを使いやすくする
システムの機能を充実する事業

5 事業A 東京都 特定非営利活動法人 サンカクシャ 5013305002952
地域で孤立する高校生年代を支える居場所
兼進路就職支援拠点事業

6 事業A 東京都 特定非営利活動法人
全国こども食堂支援センター・む
すびえ

1011005007945
地域ネットワーク団体支援を通じた、こども食
堂普及事業

7 事業A 東京都 一般社団法人
全国子どもの貧困・教育支援団体
協議会

8010005029786
学習支援事業の立ち上げ期にある団体の支
援事業

8 事業A 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

9 事業A 東京都 特定非営利活動法人 フードバンクTAMA 9010105001883
ひとり親貧困家庭へのフードパントリー事業及
び食料個別宅配事業

10 事業A 神奈川県 特定非営利活動法人
在日外国人教育生活相談セン
ター・信愛塾

7020005005184
「居場所」を利用した学習支援と伴走型教育生
活相談による「ともに生きる」プロジェクト

11 事業A 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
児童養護施設等の子ども達への就労支援精
度向上仕組み作り事業

12 事業A 新潟県 - フードバンクしばた - フードバンクしばた　こども支援プロジェクト

13 事業A 岐阜県 一般社団法人 ぎふ学習支援ネットワーク 9200005012284
制度外での学習支援活動を公的事業にして
いくための基盤整備事業

14 事業A 岐阜県 特定非営利活動法人 教育・地域交流機構 8200005012500
経済的困難世帯の子供の学習機会均等化事
業

15 事業A 愛知県 -
「生」教育助産師グループ　ＯＨＡ
ＮＡ

-
児童養護施設等で生きる力と心を育む助産師
による教育・相談活動

16 事業A 滋賀県 特定非営利活動法人 こどもソーシャルワークセンター 9160005010549 夜の子どもたちを支えるアウトリーチ事業

17 事業A 京都府 一般社団法人 京都わかくさねっと 3130005015473
少女の立ち直りを支えるわかくさよりそい応援
事業

18 事業A 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

19 事業A 大阪府 特定非営利活動法人 釜ヶ崎支援機構 4120005007347 こどもスマイルハブにしなり

20 事業A 大阪府 特定非営利活動法人 チェンジングライフ 1122005003246
個別処遇に適した要保護児童の「居場所」と
「出番」創出事業

21 事業A 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
様々な困難を抱える母子家庭の母と子の学び
と体験を応援する事業

22 事業A 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・みんな食堂）

23 事業A 広島県 公益社団法人 学校教育開発研究所 3240005013796
困難な背景を持つ子どもの「生きる力」育成事
業

24 事業A 広島県 特定非営利活動法人 どりぃむスイッチ 3240005013367
児童養護施設等の退所者のためのシェアハ
ウスを普及させる事業

25 事業A 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
動地域強化事業

26 事業A 長崎県 特定非営利活動法人 心澄 2310005002272
孤立や退学等予防のための校内居場所カ
フェ、及び、地域内居場所カフェ事業

事業A：新規又は拡充事業について活動を支援し、団体の運営基盤の強化を図る事業

事業B：小規模での活動を行う団体に対する支援事業
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27 事業A 熊本県 - 逢桜の里 -
質の高いサポーターを養成し子どもの未来を
継続して創造する事業

28 事業A 熊本県 -
いこいスペース ∞ こあ　まるちゃ
ん家

-
子どもの居場所を中心とした地域共生の地域
づくり事業

29 事業A 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びと居
場所とネットワーク

30 事業A 宮崎県 - すず虫の会 -
子供と地域が繋がる場　上米スペース運営事
業

31 事業B 青森県 -
光星学院　八戸学院大学健康医
療学部　人間健康学科　佐藤千
恵子ゼミナール

-
子ども食堂の周知拡大および離乳食教室で
の産後ケア事業の推進

32 事業B 青森県 - 子ども食堂すこやかプロジェクト - 無料の学習支援と食事提供の子ども食堂

33 事業B 宮城県 特定非営利活動法人 おりざの家 9370005003770 子ども食堂の運営「おりざの食卓」

34 事業B 宮城県 一般社団法人 ワタママスマイル 2370305001027
『地域子ども食堂』による子どもの居場所づく
りと学習支援事業

35 事業B 福島県 特定非営利活動法人 つなぐ舎 8380005012144 子ども食堂の運営事業

36 事業B 福島県 特定非営利活動法人 福島就労支援センター 1380005011499
貧困や児童養護施設など困難を抱える子ども
たちへの学習支援事業

37 事業B 茨城県 特定非営利活動法人 Ｐｅａｃｅｆｕｌ　Ｌｉｆｅ 1050005012563 未来の架け橋プロジェクト

38 事業B 栃木県 特定非営利活動法人 フードバンクとちぎ 2060005007768 フードバンク事業

39 事業B 群馬県 -
こども支援団体　みんなのおうえ
ん団

- 小中学生向け学習支援事業

40 事業B 埼玉県 -
川口子育て応援フードパントリー
幸栄

-
子育て中のひとり親家庭及び生活困窮者に対
する無料食料支援活動運営

41 事業B 埼玉県 一般社団法人 ミナー 1030005019040
海外にルーツを持つ子どもたちとその家庭へ
の支援事業

42 事業B 千葉県 - 学習支援ソライロ -
子どもたち自身が貧困の連鎖を抜け出す自立
力を育む学習支援

43 事業B 千葉県 - とうかつ草の根フードバンク - とうかつ草の根フードバンクの運営

44 事業B 千葉県 一般社団法人 はこぶね 6040005019522
児童養護施設及び自立援助ホーム等の退所
者に対するアフターケア事業

45 事業B 千葉県 特定非営利活動法人 光と風と夢 4040005019235
虐待を未然に防ぐための相談支援と交流の場
づくり事業

46 事業B 東京都 一般社団法人 あだち子ども支援ネット 7011805002768 子どもの居場所『ポルテひろば』と仲間たち

47 事業B 東京都 - あったかキッチン水元 -
子ども食堂「夏休み・冬休み・春休みお弁当プ
ロジェクト」事業

48 事業B 東京都 特定非営利活動法人 アフォール 5010405013657
子どもの居場所活動を継続的に運営するため
の基盤整備

49 事業B 東京都 特定非営利活動法人　 きもの笑福 4012405004348
児童養護施設で過ごした子供たちへ七五三・
成人振袖支援プロジェクト

50 事業B 東京都 一般社団法人 世界マザーサロン 6011105007080
食事力アップ！サポートプロジェクト～子ども
の自立支援事業 ～

51 事業B 東京都 一般社団法人 日本福祉環境整備機構 9010005029892
コミュニティカフェでの子どもの居場所づくり・
相談支援事業

52 事業B 東京都 - フードバンク調布 -
長期休み中の子どものいる貧困家庭への食
糧支援事業
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53 事業B 神奈川県 - あさみぞみんなのコミュニティ -
食を通じてのコミュニティにより、社会との共生
を学ぶための居場所

54 事業B 神奈川県 特定非営利活動法人 びーのびーの 7020005003849 「まちの食堂・まちの学校」

55 事業B 神奈川県 特定非営利活動法人 フードバンク横浜 2020005012895 eラーニング子ども未来塾

56 事業B 新潟県 - イノベーション7374 -
貧困・孤食・虐待などハイリスク世帯を対象と
した非公開による子どもの居場所「HOTここ
あ」

57 事業B 福井県 - 親子関係支援センターやまりす - 要保護家庭の親子支援事業

58 事業B 長野県 - おけまる食堂実行委員会 - 地域食堂『おけまる食堂』

59 事業B 岐阜県 - ふしみこども食堂 - 「食｝を通して地域の居場所づくり活動

60 事業B 静岡県 - ブラスマ委員会（はらぺこ食堂） - こども食堂の運営・多世代の居場所づくり事業

61 事業B 静岡県 -
「ふれあい子どもカレー食堂」の
会

- ふれあい子どもカレー食堂

62 事業B 三重県 -
みんなの居場所「こどもの隣」プロ
ジェクト

- こどもの見守り・育成・サポート事業

63 事業B 滋賀県 - 滋賀県里親連合会 -
子育てを社会が支える未来～里親活用プロ
ジェクト

64 事業B 滋賀県 特定非営利活動法人 ＴａｋｅーＬｉａｉｓｏｎ 4160005010735
子どもの貧困にかかわる生活学習支援と居場
所づくり事業

65 事業B 京都府 - アガペー -
「発達障害の子どもや不登校児童」の居場所
づくり事業

66 事業B 大阪府 特定非営利活動法人 アサヒキャンプ 7120005010348
朽木フレンドシップキャンプ（経済的困窮状態
の家庭への支援）

67 事業B 大阪府 - 木の実キッズダイナー高井田 -
木の実キッズダイナー（高井田）　　子ども食
堂及び学習支援教室

68 事業B 大阪府 - 高槻つばめ学習会 -
多世代ボランティアによる＜市民参加型＞学
習支援事業

69 事業B 大阪府 公益財団法人 日本国際育成支援機構 8120105008142
生活困窮世帯、ひとり親家庭、外国人世帯の
小学生の学習支援事業

70 事業B 大阪府 一般社団法人 HOMEステーション 7120005021015
多様な４つの居場所（MANA‐viva・ASO-viva・
KATA-riva・SODA‐tuva）事業

71 事業B 大阪府 特定非営利活動法人 ほしぞら＆ふれあいハウス鳴滝 5120105008285 ほしぞらただいま食堂と学習支援いっぽ

72 事業B 大阪府 一般財団法人 みらいこども財団 7120005017450
児童養護施設の子供達、職員の方々を助け
る事業

73 事業B 兵庫県 一般社団法人 office ひと房の葡萄 1140005023741
困難な状況にある子どもに居場所を提供し自
立までを支援する事業

74 事業B 兵庫県 - 神戸市職員有志 -
経済的な事情等で塾に通えぬ中学生への無
料学習支援事業

75 事業B 兵庫県 - たからっ子食堂 - 子ども食堂事業

76 事業B 奈良県 - あつあつごはんを食べる会 - 宿題Café事業

77 事業B 奈良県 - 大宮地区社会福祉協議会 - おかえりスタディー教室

78 事業B 奈良県 - げんきスマイル ＯＦ　ＡＬＬ -
地域で安心！子供達や子育てに悩む親の居
場所づくり支援事業
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79 事業B 奈良県 -
せいじゅん　たすけあい　こども食
堂

-
こどもの居場所づくり、学習支援及び貧困家
庭等への支援事業等

80 事業B 和歌山県 特定非営利活動法人
子どもの生活支援ネットワークこ・
はうす

9170005006752
夜の居場所拡充と利用促進のためのアウト
リーチ事業

81 事業B 和歌山県 特定非営利活動法人 さんくすすまいるTEAMわかやま 1170005006776
愛情の希薄な子供たちに対して、食をもって
笑顔にする事業

82 事業B 和歌山県 一般社団法人 はしっ子えがおサポート 6170005006747
子どもたちの自信を支え、夢や希望を応援す
る事業

83 事業B 島根県 -
フードバンクしまね　あったか元気
便

-
小・中学校の就学援助世帯を対象としたフ－ド
バンク事業

84 事業B 広島県 - マールこども食堂&寺子屋 - マール子ども食堂＆寺子屋事業

85 事業B 徳島県 -
地域に子どもの居場所を・グルー
プわいわい

-
地域における居場所作りを核としての様々な
事業を行う

86 事業B 徳島県 - 四つ葉 - "コドモ"も"オトナ"もみんなhappyプロジェクト

87 事業B 愛媛県 特定非営利活動法人 Kodomo Saijo 5500005007695
パクパクこども食堂　みんなの居場所・何でも
相談事業

88 事業B 高知県 - ゆめ・スマイル -
居場所の提供と、こども食堂を併設した「宿毛
ゆめ・スマイル事業」

89 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 アイグループ 1290005016458 ステップハウス事業

90 事業B 福岡県 一般社団法人 コミュニティシンクタンク北九州 2290805005502
北九州市子ども食堂学生応援プロジェクト事
業

91 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 みんなの学び館 7290005017112 「貧困世帯・引きこもりの子の学習支援」事業

92 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 わたしと僕の夢 9290005013968 高校生の居場所型学習支援事業

93 事業B 熊本県 一般社団法人 こどもキッチンブルービー 7330005009609 子どもが集う第３の居場所づくり事業

94 事業B 熊本県 特定非営利活動法人 OneField 8330005008832 子ども達が「今と未来」を生きる為の支援事業

95 事業B 大分県 -
一緒に歩こう会　居場所サロンわ
かばハウス

-
あなたの親戚の家、増やしませんかプロジェク
ト

96 事業B 大分県 特定非営利活動法人 キャリアサポート 3320005007971
育てよう、地域の未来を創る人（ひきこもりゼ
ロを目指して）事業

97 事業B 鹿児島県 -
かごしまこども食堂・地域食堂ネッ
トワーク

- 広がれ，子ども食堂の輪！鹿児島ツアー


