
子供の未来応援基金第６回未来応援ネットワ－ク事業採択一覧
（令和４年１月18日現在）

No. 区分 継続/新規 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

1 事業A 継続 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

2 事業A 継続 北海道 ＮＰＯ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

3 事業A 新規 北海道 ＮＰＯ法人 麻生キッチンりあん 8430005013806
季節行事を生かした食育を中心としての青少
年育成事業

4 事業A 新規 北海道 ＮＰＯ法人 陽だまりの家 9430005013053
福祉と心理の専門職が子どもの安心と未来を
支える子どもの居場所事業

5 事業A 新規 宮城県 ＮＰＯ法人 ほっぷすてっぷ 3370005008882
親の支援を受けられない子ども・若者の自立
支援事業

6 事業A 継続 宮城県 一般社団法人 ワタママスマイル 2370305001027
困難を抱えた子どもたちへの食支援と学習支
援および相談ケア事業

7 事業A 継続 宮城県 ＮＰＯ法人 石巻復興支援ネットワーク 6370305000883
こども達が選択できる！安心な居場所と学び
の場プロジェクト事業

8 事業A 継続 宮城県 任意団体
鶴が丘一丁目町内会＆仙台白百

合学生応援隊
-

貧困解消のコミュニティ・チャレンジ「地域団
欒」事業

9 事業A 新規 秋田県 ＮＰＯ法人 ここはぐ 7410005006192 母子・父子のケアサポート事業

10 事業A 継続 秋田県 ＮＰＯ法人 秋田たすけあいネットあゆむ 5410005006021 子ども支援ワンストップ強化事業

11 事業A 新規 福島県 一般社団法人 Bridge for Fukushima 1380005010278 こども農園事業

12 事業A 新規 茨城県 認定ＮＰＯ法人 キドックス 2050005010863
アニマルセラピー効果を活用した子どもの安
心できる居場所づくり事業

13 事業A 新規 茨城県 認定ＮＰＯ法人 茨城YMCA 1050005005187 子ども子育て総合相談支援事業

14 事業A 新規 千葉県 ＮＰＯ法人 ウィーズ 8040005018992
貧困家庭の子供の生きる力を育む学びと体
験の機会を創出する事業

15 事業A 新規 千葉県 ＮＰＯ法人
子どもの環境を守る会 Jワー

ルド
5040005005829

子どもの将来と希望を発見し、自立した大人と
して社会に送り出す事業

16 事業A 新規 東京都 ＮＰＯ法人 3keys 5013305001756
安心安全な「手作り料理」の提供を通じた10代
の若者居場所支援事業

17 事業A 継続 東京都 ＮＰＯ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

18 事業A 新規 東京都 任意団体
コミュニティー・レストラン

「木々」
-

食と学びの場で、すべての子どもの健やかな
育ちを支援する事業

19 事業A 新規 東京都 任意団体 なにかし堂 -
商店街を基盤にした子どもの心の貧困及び体
験格差解消の場づくり事業

20 事業A 新規 東京都 ＮＰＯ法人 子どもへのまなざし 3013405000809
子どもが主人公の居場所「フリースペース」事
業

21 事業A 新規 神奈川県 ＮＰＯ法人 なんとかなる 2021005010699 帰住先のない子供の自立を支援する事業

22 事業A 新規 神奈川県 ＮＰＯ法人 ユナイテッドかながわ 2020005002657 地域こども支援プロジェクト事業

23 事業A 継続 新潟県 任意団体 フードバンクしばた -
フードバンクしばた　こどものいる家庭への包
括的支援事業

24 事業A 新規 山梨県 ＮＰＯ法人 bond place 5090005006913 ヤングケアラー支え合いネット強化事業



No. 区分 継続/新規 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

25 事業A 継続 長野県 ＮＰＯ法人 NPOホットライン信州 6100005011472
子どもと家庭への生活支援物資の受理～宅
配ネットワーク事業

26 事業A 新規 岐阜県 ＮＰＯ法人 みんなで子育てドロップス 1200005009593
田んぼと畑と台所を土台とした子育てフードパ
ントリー2022事業

27 事業A 継続 岐阜県 ＮＰＯ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

28 事業A 新規 大阪府 認定ＮＰＯ法人 CPAO 8120005018489 親子丸ごと子育ちサポート事業

29 事業A 継続 大阪府 ＮＰＯ法人 あっとすくーる 5120905004665
尼崎市南部地域で暮らす経済的困窮家庭の
中高生の居場所支援事業

30 事業A 新規 大阪府 一般社団法人 シンママ大阪応援団 5120005020084
コロナ禍で困窮したシングルマザーへのワー
クサポート事業

31 事業A 継続 大阪府 ＮＰＯ法人 とよなかESDネットワーク 9120905005362
生きるために必要なことを学ぶ「みんなのなり
わい塾」事業

32 事業A 新規 大阪府 ＮＰＯ法人 輝 8122005003388 ほっとな居場所でマナビング事業

33 事業A 新規 大阪府 任意団体 浪速地域・地域活動協議会 - 子どもの居場所づくり・子ども見守り支援事業

34 事業A 新規 兵庫県 ＮＰＯ法人 東灘地域助け合いネットワーク 1140005003702
互助・共助・公助でつながる子ども相談窓口
設置事業

35 事業A 継続 奈良県 ＮＰＯ法人
せいじゅん たすけあい こど

も食堂
7150005009172

連携と広報による地域アウトリーチ型の居場
所の提供と見守り相談支援事業

36 事業A 新規 岡山県 ＮＰＯ法人 CAPプロジェクトおかやま 7260005010945
コロナ禍におけるDVや虐待等により、住宅等
をなくした貧困家庭や心身に傷つきのある人
への支援事業

37 事業A 新規 広島県 ＮＰＯ法人 こどもステーション 8240005010566
ひとり親家庭の貧困を連鎖させないための子
どもと親の力を高める事業

38 事業A 新規 香川県 一般社団法人 もも 5470005006296
子ども若者が安心して力を発揮するための包
括的支援事業

39 事業A 継続 愛媛県 任意団体 Eince  子供応援隊 -
緊急対策「コロナ禍における子育て困窮世帯
の連携支援」事業

40 事業A 継続 福岡県 ＮＰＯ法人 Smileネットワーク北九州 5290805009244
貧困家庭に寄り添う無料学習塾と生理の貧困
対応の出張パントリー事業

41 事業A 継続 福岡県 任意団体 あーすちゃれんじゃー - ココプレイス　子育て支援事業

42 事業A 新規 福岡県 任意団体
ふくおかこども食堂ネットワー

ク
-

地域で子どもを守る！ふくおかこども食堂ネッ
トワークの基盤整備事業

43 事業A 新規 宮崎県 一般社団法人 LALASOCIAL 1350005006015
食を通した子どもたちの健全な成長サポート
（第3の居場所づくり）事業

44 事業A 継続 鹿児島県 ＮＰＯ法人
親子ネットワークがじゅまるの

家
6340005005087 こどもの居場所・アウトリーチ支援事業

45 事業B 新規 北海道 任意団体 とかちのイベントやさん - みんなで体験ワークショップ事業

46 事業B 新規 北海道 任意団体 わたわた食堂 - 子ども食堂ならびに学びの事業

47 事業B 新規 北海道 任意団体 NＰＯボラギャング -
親子の孤立と困窮を支える食と居場所の構築
事業

48 事業B 継続 宮城県 ＮＰＯ法人 おりざの家 9370005003770
手作りお弁当とフードパントリーによる生活困
窮世帯への支援事業

49 事業B 新規 秋田県 任意団体 幸せサポート いろどり -
家庭環境の差を縮める楽しい食と楽しい居場
所の支援事業



No. 区分 継続/新規 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

50 事業B 継続 福島県 ＮＰＯ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

51 事業B 新規 福島県 ＮＰＯ法人 ふるどの 4380005012370
感染予防に配慮した弁当の配布とオンライン
学習の場の提供事業

52 事業B 継続 福島県 任意団体
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

53 事業B 継続 福島県 ＮＰＯ法人 福島就労支援センター 1380005011499
コロナ禍の中で貧困を抱える子どもたちへの
学習支援事業

54 事業B 新規 栃木県 ＮＰＯ法人 風車 4060005009366
楽しく美味しく笑顔あふれるふれあい食堂事
業

55 事業B 継続 群馬県 任意団体
こども支援団体みんなのおうえ

ん団
- 小中学生向け食事支援、学習支援事業

56 事業B 継続 埼玉県 一般社団法人 カイロス 7030005020125 「ただいまの家」事業

57 事業B 新規 埼玉県 一般社団法人 つばきのわ 3030005019658 つばきのわの子ども弁当、お祝い支援事業

58 事業B 新規 埼玉県 任意団体
十文字学園女子大学生活環境研

究所
- 子育て応援フードパントリー事業

59 事業B 継続 千葉県 ＮＰＯ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

60 事業B 新規 東京都 任意団体 Aitie -
地域交流・多世代交流を活用した教育格差改
善事業

61 事業B 新規 東京都 一般社団法人 Kid's Garden 6013205001806 こども食堂「やずぴょんち」事業

62 事業B 新規 東京都 任意団体 あじさいの集い富士見 -
食や交流をとおして子どもの未来がひらける
ためのサポート活動事業

63 事業B 新規 東京都 一般社団法人 ウーマンライフパートナー 4011005008528
安心して充実した生活を送るための生きる力
を育むお金の講座事業

64 事業B 新規 東京都 任意団体 さくら彩 - 子どものミールプアケア事業

65 事業B 新規 東京都 任意団体
せたがやこどもフードパント

リー実行委員会
- 食を通じたアウトリーチ支援事業

66 事業B 継続 東京都 任意団体 フードバンク調布 -
調布市内の生活困窮家庭の子ども達への食
糧支援事業

67 事業B 新規 東京都 ＮＰＯ法人 ポセイドン＆チルドレン協会 8010805002843 大田区在住の貧困家庭への食糧支援事業

68 事業B 新規 東京都 ＮＰＯ法人 メタノイア 5011805003066
言葉の学びを核とした外国にルーツをもつ家
庭まるごと支援事業

69 事業B 継続 東京都 一般社団法人 英会話同好会 from OTA 1010805002882
学習と生きる力の支援により学習意欲を高め
進学を支援する事業

70 事業B 新規 東京都 ＮＰＯ法人 文化学習協同ネットワーク 1012405001711 三鷹中央学園地区勉強会事業

71 事業B 新規 神奈川県 一般社団法人 Omoshiro 1020005014967
精神疾患を抱える親と暮らすヤングケアラー
のこどもたちの居場所事業

72 事業B 継続 神奈川県 ＮＰＯ法人 まちのかぜ 9021005012094 子ども無料お弁当配布（思いやり弁当）事業

73 事業B 新規 神奈川県 ＮＰＯ法人 湘南まぜこぜ計画 5021005011397
子どもを笑顔に！未来食堂が届ける子ども弁
当＆学生による寺子屋事業

74 事業B 新規 新潟県 任意団体 フードバンクむらかみ -
生活に困窮する子育て家庭に食料品等を届
けて支援する事業



No. 区分 継続/新規 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

75 事業B 継続 新潟県 任意団体 子どもみらい食堂 - 子どもみらい食堂事業

76 事業B 新規 石川県 任意団体 NPO制服バンク石川 -
制服で困る子どもに「制服バンク」から無償提
供事業

77 事業B 新規 石川県 任意団体
笑顔のこども食堂ネットワーク

ーGOHANー
-

子どもの居場所の確保と夢をあきらめない学
習指導事業

78 事業B 新規 山梨県 任意団体 WakuWaku塾 - 山梨市に子どもを中心とした居場所づくり事業

79 事業B 新規 山梨県 任意団体
甲斐市ひとり親支援 コスモス

の会
-

地域でのひとり親や生活困窮世帯の支援事
業

80 事業B 新規 山梨県 任意団体
山梨の子どもたちを支援する会

ル・ブーケ
- 児童養護施設卒園生へ食品支援拡大事業

81 事業B 新規 長野県 任意団体 子ども・若者STEPハウス -
コロナ禍の家族の貧困下における子ども・若
者の自立支援事業

82 事業B 新規 長野県 任意団体
諏訪圏域子ども応援プラット

フォーム
-

寄付食材の分配・配布ネットワークシステムの
構築事業

83 事業B 新規 長野県 ＮＰＯ法人 末広プロジェクト 8100005012535
みんなの居場所（学習支援、食事支援、あそ
び支援）事業

84 事業B 新規 岐阜県 任意団体 地域たすけあいの会 - 食を通した地域の居場所づくり事業

85 事業B 新規 静岡県 任意団体
はつくら こども・つながり研

究所
-

Let's play＆study!！　駄菓子屋はつくらンド事
業

86 事業B 新規 愛知県 ＮＰＯ法人 はぐくみ 4180005018982 こども食堂/学習支援/食料支援事業

87 事業B 新規 愛知県 任意団体 愛知夜間中学を語る会 -
自主夜間中学の教室活動を通して貧困家庭
や外国籍の子どもたちの多様な学びに応える
事業

88 事業B 新規 愛知県 任意団体 小幡緑地冒険遊び場の会 -
つなしょでつながりを持ち、子ども時代を心豊
かに育ちあう事業

89 事業B 新規 愛知県 任意団体 町方ふれあい子ども食堂 - ひとり親家庭食材等宅配支援事業

90 事業B 継続 滋賀県 ＮＰＯ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

91 事業B 継続 滋賀県 任意団体
ボランティアグループ「たんぽ

ぽ」
- 夜の子どもの居場所「フリースペース」事業

92 事業B 新規 京都府 ＮＰＯ法人 お客様がいらっしゃいました. 8130005016269 生理の貧困解消に向けた事業

93 事業B 新規 京都府 任意団体 京都マザーグースの会 - 子育て親子の居場所づくり事業

94 事業B 新規 京都府 ＮＰＯ法人 京都丹波・丹後ネットワーク 9130005012168
子どものためのブックパントリー及び絵本のあ
る場づくり事業

95 事業B 新規 京都府 任意団体
子育て支援団体「ママキラ☆プ

ロジェクト」
- ヤングケアラー居場所プロジェクト事業

96 事業B 新規 大阪府 任意団体 JーLoveこども食堂 - こども食堂事業

97 事業B 新規 大阪府 任意団体 KADOMA中学生勉強会 -
門真の子どもたちがどんな環境に生まれても
学べる「居場所」を事業

98 事業B 新規 大阪府 任意団体 Orange House - 子ども・子育て支援事業

99 事業B 新規 大阪府 一般社団法人 TRANSIT 1120105009353 子ども農園＆子ども食堂事業
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100 事業B 新規 大阪府 任意団体 イコルバ！学生会 - 小・中・高生向けの学習支援事業

101 事業B 新規 大阪府 一般社団法人 こもれび 8120005016732 子どもと社会架け橋事業

102 事業B 新規 大阪府 ＮＰＯ法人 つながるいのち 2120905006004
食育を中心とした子供の居場所づくりー畑・調
理体験と自習室事業

103 事業B 新規 大阪府 ＮＰＯ法人 はっちぽっち 8120905002708
長期休み子ども居場所　いっしょに学ぼう☆
食べよう☆遊ぼう事業

104 事業B 新規 大阪府 任意団体 ひいらぎの花 - こども食堂事業

105 事業B 継続 大阪府 一般社団法人 ひとことつむぐ 5120005020415
～だれでもおったらええやん！～Yosugaで紡
ぐ縁事業

106 事業B 新規 大阪府 ＮＰＯ法人 子どもネットワーク ワルツ 2120005020434
食事の支援が必要な家庭の子どもたちのた
めの生鮮食材配布事業

107 事業B 新規 大阪府 任意団体 東深井つどいば食堂ふらっと -
こどもの学習支援/地域の集い場作りと子育
て親子の地域相談窓口事業

108 事業B 継続 兵庫県 任意団体 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

109 事業B 新規 兵庫県 任意団体
丹波篠山の子どもの食と健康を

考える会
-

応援を必要としている世帯への弁当お届け
2022事業

110 事業B 新規 奈良県 任意団体 ふしみい -
子育て世帯をメインに、地域の集いの場所を
提供する事業

111 事業B 継続 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

112 事業B 継続 和歌山県 ＮＰＯ法人
子どもの生活支援ネットワーク

こ・はうす
9170005006752 子どもたちの夜の居場所拡充事業

113 事業B 新規 岡山県 一般社団法人
子どもソーシャルワークセン

ターつばさ
1260005010166 小学生・中学生に対する朝食提供事業

114 事業B 継続 広島県 一般社団法人 マール村 6240005014949 マール寺子屋事業

115 事業B 新規 山口県 一般社団法人 キッズラップ 2250005008664
eスポーツを社会への扉に～子どもの未来を
拓くきっかけ作り～事業

116 事業B 新規 山口県 任意団体 異世代交流子育てサロン as is - 鹿野ふらっと食堂・フードパントリー・宅食事業

117 事業B 新規 山口県 任意団体 川中れんげホーム -
子どもの居場所を提供することを目的とする
事業

118 事業B 新規 香川県 任意団体 ひとり親パートナーズ -
ひとり親家庭やプレシングル家庭等　食品配
布・親育ち子育ち講座事業

119 事業B 新規 香川県 ＮＰＯ法人 メタセコイヤの家 3470005006315 メタセコイヤの家の活動事業

120 事業B 新規 香川県 一般社団法人 小豆島子ども・若者支援機構 3470005006109
持続可能な地域社会に向けた子ども若者とそ
の家族の社会参加応援事業

121 事業B 新規 高知県 任意団体 こども食堂かもだ実行委員会 -
こどもを養育する生活困難家庭に見守りを兼
ねた配食支援事業

122 事業B 新規 福岡県 一般社団法人 OMUTA BRIDGE 6290005018144
一人でも多くの子どもと繋がり対話する居場
所づくり事業

123 事業B 新規 福岡県 ＮＰＯ法人 子どもパートナーズHUGっこ 5290005017139 子どもの居場所「たまりんば」事業

124 事業B 新規 福岡県 任意団体 子ども食堂ネットワーク北九州 -
北九州・筑豊・京築地域子どもの居場所づくり
広域連携事業



No. 区分 継続/新規 都道府県 団体種別 団体名称 法人番号 事業名

125 事業B 新規 佐賀県 ＮＰＯ法人 ただいま 6300005006931 野外活動事業

126 事業B 新規 佐賀県 一般社団法人 基山こどもねっと 7300005007012
親子と地域の大人が一緒に学び・成長する
「無料の学習支援教室」事業

127 事業B 新規 長崎県 任意団体 地域密着型憩い場「おあしす」 - 地域の方々の憩い場、居場所事業

128 事業B 新規 長崎県 任意団体 長崎村 -
長崎の子どもの健やかな成長を持続的に支
援するための基盤整備事業

129 事業B 新規 熊本県 一般社団法人 あまりんぐ 4330005010338
もう要らないを必要な家庭に！衣類・育児用
品のリユース事業

130 事業B 新規 熊本県 任意団体 シンママ熊本応援団 -
子どもの心の解放と笑顔を守るためのシング
ルマザー世帯への応援事業

131 事業B 新規 熊本県 一般社団法人 なんかん未来創造とっぱ隊 4330005010148
南関町の子どもの未来を地域の大人で支える
人財育成事業

132 事業B 新規 宮崎県 任意団体 pocket - こばやしこども宅食事業

133 事業B 新規 鹿児島県 一般社団法人 collage 5340005009238
沖永良部島の子どもたちの未来が輝くキャリ
アアップ支援事業

134 事業B 新規 沖縄県 任意団体 ゆいまーるひろば - 子ども食堂・子どもの居場所支援事業


