
子供の未来応援基金第5回未来応援ネットワ－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 北見ＮＰＯサポ－トセンタ－ 3460305000357
どんな苦境も親子で乗り越える力を身につけ
るハッピーチャレンジ事業

2 事業A 北海道 公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会 3430005001286 子ども・若者の居場所「いとこんち」事業

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

4 事業A 北海道 特定非営利活動法人 ゆめみ～る 1430005010272
子ども食堂における学習支援体制の整備と他
の子ども食堂への支援事業

5 事業A 宮城県 特定非営利活動法人 石巻復興支援ネットワ－ク 6370305000883
ママこども食堂を通じた親子の居場所つくりと
こころのケア事業

6 事業A 山形県 特定非営利活動法人 プチユナイテッドアスリ－トクラブ 4390005008483
コロナに負けるな！孤食をなくすひとり親家庭
等への配食等事業

7 事業A 福島県 特定非営利活動法人 ＮＥＸＴしらかわ 7380005012203
白河の未来を次世代へ！白河未来研究室事
業

8 事業A 東京都 特定非営利活動法人 ウイズアイ 8012705001363
養育困難家庭の子育て応援とシングル家庭
の親の就労を応援する事業

9 事業A 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事業

10 事業A 東京都 一般社団法人 子供プラス未来 7011005006933
移動する子ども食堂「こどみらフードキャラバ
ン２０２１」事業

11 事業A 東京都 特定非営利活動法人 サンカクシャ 5013305002952
義務教育終了後の孤立する若者に対しての
包括的伴走支援事業

12 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－・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
堂の地域防災拠点化事業

13 事業A 東京都 特定非営利活動法人 ＴＥＡＭ 7010005007966 ToTheWorld　プロジェクト事業

14 事業A 神奈川県 － ア－トスペ－ス「と」関内 -
コロナを乗切るデジタルシステムを活用した子
ども･家庭応援		事業

15 事業A 新潟県 － フ－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事
業

16 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

17 事業A 愛知県 特定非営利活動法人 なごやかサポ－トみらい 2180005015585
児童養護施設等を退所した進学者を対象とし
たアフターフォロー事業

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 公益財団法人 住吉隣保事業推進協会 5120005015324 地域でつくるこどもの包括ケアシステム事業

20 事業A 大阪府 一般社団法人 にぎわい夢創りプロジェクト 5120105008509
貧困や様々な事情を抱える子どもへの食事
提供・食材配布・体験活動事業

21 事業A 大阪府 一般社団法人 ヒュ－マンワ－クアソシエ－ション 5120005015547
コロナショックから子育て世帯を守るセーフ
ティーネット事業

22 事業A 奈良県 特定非営利活動法人 大宮地区社会福祉協議会 3150005009192 おかえりスタディー教室事業

23 事業A 奈良県 特定非営利活動法人 青少年の自立を支える奈良の会 7150005008133
家庭の崩壊や虐待をなかったことにせず前に
進める居場所と出番を事業
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24 事業A 和歌山県 特定非営利活動法人 フ－ドバンク和歌山 5170005006599
子供の光輝く未来のために、地域と共に持続
可能な復興を支援する事業

25 事業A 鳥取県 － 子ども食堂「ネバ－ランド」 -
宿泊機能を持つこども応援プロジェクト（こども
食堂・お弁当＆リモートコミュニケーション）事
業

26 事業A 広島県 特定非営利活動法人 どりぃむスイッチ 3240005013367
社会的養護経験者等のためのシェアハウス
運営の標準化と普及事業

27 事業A 香川県 特定非営利活動法人 まんまるサポ－ト 5470005006214
困難を抱える子どもたちを対象にした総合的
な学習・生活支援事業

28 事業A 福岡県 － あ－すちゃれんじゃ－ - ココプレイス　子育て支援事業

29 事業A 福岡県 特定非営利活動法人 フ－ドバンク福岡 5290005016529
コロナ禍でも負けない！子どもの未来を応援
するフードバンク拡大事業

30 事業A 長崎県 － バスタ－ミナル学習室 -
「子どもの貧困化」を起因とする学力格差を補
う取組事業

31 事業A 熊本県 －
いこいスペ－ス∞こあまるちゃん
家

-
子どもを真ん中にした地域共生の居場所づく
り事業

32 事業A 熊本県 一般社団法人 熊本私学教育支援事業団 4330005006666
熊本の地域に密着した子どもたちの学習・食
育・居場所支援事業

33 事業A 大分県 特定非営利活動法人 まど 3320005009068
持続可能な子どもたちの生涯学習と地域格差
解消活動に挑戦する事業

34 事業A 宮崎県 一般社団法人 みやざき公共・協働研究会 1350005004811
地域力を生かした貧困家庭の親と子どもの未
来を育むための伴走型支援事業

35 事業A 鹿児島県 特定非営利活動法人 親子ネットワ－クがじゅまるの家 6340005005087
こどもの居場所「子ども食堂」と「学習支援」事
業

36 事業B 北海道 一般社団法人 ｍ４Ｌａｂ 2430005013869 子ども食堂ならびに寺子屋事業

37 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事
業

38 事業B 青森県 一般社団法人 プラシア 1420005007575
みんなの居場所「わむすび」・みんなのおふろ
「わむすび」事業

39 事業B 岩手県 一般社団法人 ミンナソラノシタ 6400005008091
ひとり親世帯等居住確保が困難な方の支援
事業

40 事業B 山形県 － はなみずきの会 - みんなの広場事業

41 事業B 山形県 特定非営利活動法人 福祉サポ－トセンタ－山形 4390005005555
児童養護施設の子どもへのリモート＆リアル
学習支援事業

42 事業B 福島県 特定非営利活動法人 つなぐ舎 8380005012144
安心・安全な居場所としての子ども食堂の運
営事業

43 事業B 福島県 － 寺子屋キッズ２１・しゅくだいカフェ -
大人が見守る安全・安心な居場所でしゅくだ
いを頑張ろう！事業

44 事業B 福島県 特定非営利活動法人 福島就労支援センタ－ 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

45 事業B 栃木県 －
子ども食堂『みんなでごはん・Ｋｉｉｔ
ｏｓ』

-
子ども食堂・シングル世帯の子育て相談支
援・居場所事業

46 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

47 事業B 埼玉県 一般社団法人 カイロス 7030005020125 「ただいまの家」事業
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48 事業B 埼玉県 一般社団法人 すくすく広場 7030005018227
リモート学習と対面指導を両立する学習支援
事業

49 事業B 埼玉県 － 宮代町家庭教育支援チ－ム -
イエナプランを取り入れた無料学習サポート
事業

50 事業B 埼玉県 － みんなの食堂Ｆｌａｔ -
地域をつなぐ子ども食堂・フードパントリー事
業

51 事業B 埼玉県 － ｗａｋｋａ - こども相談所事業

52 事業B 千葉県 特定非営利活動法人 せんなり村 2040005020095
せんなり村　地域の人と人とのつながりや関
わりを大切にした、心と体を元気にする交流
拠点事業

53 事業B 東京都 一般社団法人 あだち子ども支援ネット 7011805002768 ほっとステーションプロジェクト事業

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

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

56 事業B 東京都 － 英会話同好会ｆｒｏｍＯＴＡ -
子ども食堂と連携した子ども向けオンライン学
習支援事業

57 事業B 東京都 － なないろ -
小学生と中高生の多様な成長・発達を支援す
る事業

58 事業B 東京都 － ハピママメ－カ－プロジェクト -
夜の世界で働くシングルマザーの孤立を防ぐ
支援活動事業

59 事業B 東京都 － フ－ドバンク調布 -
調布市内の生活困窮家庭および障がい児施
設の子ども達への食糧支援事業

60 事業B 神奈川県 － コガスク－ル - 子ども食堂の設立・無料弁当配布事業

61 事業B 神奈川県 － ＦＵＴＵＲＥＤＥＳＩＧＮ -
貧困連鎖をくいとめる街の学び場『コドモ農業
大学』事業

62 事業B 新潟県 － 子どもみらい食堂 - 子どもみらい食堂事業

63 事業B 山梨県 特定非営利活動法人
子ども・教育と貧困問題を考える
会

8090005007124
経済的困窮の家庭の中学生への学習支援事
業

64 事業B 長野県 － ダイバ－シティ信州 -
LGBTQユース及び関係者の居場所づくり事
業

65 事業B 岐阜県 － あしたの支援室 - 地域の子ども達のあしたを拓く支援事業

66 事業B 岐阜県 － みんなの未来をつくる会 -
誰もがホッとできる居場所～学びバ遊びバ＠
やすい～事業

67 事業B 愛知県 － とまと食堂 -
子どもの孤食対策及び経済格差による体験
活動の貧困への支援事業

68 事業B 滋賀県 特定非営利活動法人 Ｔａｋｅ－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

69 事業B 滋賀県 － ボランティアグル－プ「たんぽぽ」 - 夜の子どもの居場所「フリースペース」事業

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

71 事業B 大阪府 － ココまな -
経済的な困難を抱える子どもたちへの学習支
援事業
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72 事業B 大阪府 － こども食堂「にじっこ」 - こども食堂事業

73 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

74 事業B 大阪府 一般社団法人 ひとことつむぐ 5120005020415
寄ってこYosuga～誰でもおったらええやん～
事業

75 事業B 大阪府 一般社団法人 ＨＯＭＥステ－ション 7120005021015
多様な４つの居場所（MANA‐viva・ASO-viva・
KATA-riva・SODA‐tuva）【フードパスひらの】
事業

76 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 子ども達を支える居場所づくり事業

77 事業B 大阪府 特定非営利活動法人 ｙｕｃｏｃｏ 8120005018687
経済格差が生む教育格差・経験格差を縮める
よう支援する事業

78 事業B 兵庫県 － 神戸市職員有志 -
経済的事情や発達障害、不登校等の中学生
への無料学習支援事業

79 事業B 兵庫県 特定非営利活動法人 兵庫子ども支援団体 1140005023361
地域の子どもたちが夢を諦めることのない社
会を目指す事業

80 事業B 奈良県 － あつあつごはんを食べる会 - 宿題café事業

81 事業B 奈良県 特定非営利活動法人 せいじゅんたすけあいこども食堂 7150005009172
こどもの居場所づくり、子育て相談支援、様々
な学びを支援する事業

82 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－クこ・
はうす

9170005006752 子どもたちの夜の居場所新規開設事業

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

84 事業B 島根県 －
フ－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

85 事業B 岡山県 － わしがやらねば -
サポートを必要とする家庭の不登校児童生徒
の居場所提供事業

86 事業B 広島県 － 無料塾寺子屋「夢」 - 無料塾寺子屋「夢」事業

87 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 さわら子どもひろば 1290005017282 こども食堂・居場所作り事業

88 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 Ｓｍｉｌｅネットワ－ク北九州 5290805009244
コロナ禍で困難を抱える家庭や子ども達への
無料学習支援及び相談対応事業

89 事業B 福岡県 特定非営利活動法人 福岡教育サポ－ト 9290005016104
貧困世帯の子どもたちの学力と進路を保障す
るための学習支援事業

90 事業B 佐賀県 － さくらんぼル－ム -
経済力の弱い家庭の発達障害児童生徒への
療育支援事業

91 事業B 熊本県 一般社団法人 こどもキッチンブル－ビ－ 7330005009609
子どもが集う安心安全な第３の居場所づくり
事業

92 事業B 熊本県 － 山鹿こども食堂百華 - 経済的困難を抱える子どもの学習支援事業

93 事業B 熊本県 特定非営利活動法人 ＯｎｅＦｉｅｌｄ 8330005008832 未来へつなぐ体験、心の居場所作り事業

94 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しょうプロジェクト
事業

95 事業B 大分県 － きたく部 - きたく部事業

4



No. 区分 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

96 事業B 大分県 特定非営利活動法人 キャリアサポ－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
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