
子供の未来応援基金 令和５年度未来応援ネットワ－ク事業 採択一覧
（令和５年１月20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 継続 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

4 事業A 継続 北海道 NPO法人 麻生キッチンりあん 8430005013806
季節の旬の食材を使った「おうちごはんを作
ろう」事業

5 事業A 継続 北海道 任意団体 ＮＰＯボラギャング -
こどもの困窮を支える食支援と孤立を支える
コミュニティづくり事業

6 事業A 新規 青森県 NPO法人 くろいし 4420005007787 ひとり親世帯への食材配布事業

7 事業A 新規 宮城県 一般社団法人 みちのさき 5370005010093
豊かな心を育む第３の居場所　元気いっぱい
こども図書館事業

8 事業A 新規 宮城県 任意団体 フードバンク仙台 -
困窮を解消する生活相談と食糧支援活動に
よる新しい世帯包括支援事業

9 事業A 継続 宮城県 認定NPO法人 ＳＴＯＲＩＡ 7370005008986
困難家庭の子どもの「生きる力」を育む訪問
型サードプレイス事業

10 事業A 継続 宮城県 NPO法人 ＴＥＤＩＣ 4370305001041
複合的困難下の子どもを支える「子どもソー
シャルワーク」の構築事業

11 事業A 継続 宮城県 NPO法人 やっぺす 6370305000883
地域の親子がつながりあえる居場所づくり事
業

12 事業A 新規 山形県 任意団体 かみのやまこども食堂『かえる家』 - 無料塾『かえる家』事業

13 事業A 新規 山形県 NPO法人 クローバーの会アットやまがた 3390005008955
コロナ禍の相対的貧困家庭に対する学習を
通じた居場所づくり事業

14 事業A 新規 福島県 一般社団法人 あんだんて 3380005010400 生きる力を育む第三の居場所づくり事業

15 事業A 継続 栃木県 NPO法人 風車 4060005009366
みんなが笑顔になれる居場所づくりとふれあ
い食堂事業

16 事業A 新規 栃木県 一般社団法人 とちぎ男女共同さんかくねっと 8060005009908
親と子の居場所（相談支援）＆子ども食堂事
業

17 事業A 新規 埼玉県 NPO法人 地域教育ネットワーク 6030005017816
ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩはっぴー、ＷＡＫＵ☆ＤＯＫＩパ
ントリー事業

18 事業A 新規 埼玉県 NPO法人 わわわ工房 2030005019023 子どもの居場所作り・学習支援事業

19 事業A 新規 千葉県 一般社団法人 ＣＯＣＯ　ＰＯＲＴＡ 1040005021524
音楽とアートで自己肯定感を高めるワーク
ショップ事業

20 事業A 新規 千葉県 NPO法人 ハイティーンズサポートちば 4040005020845
高等学校内居場所カフェの開設・運営及び食
料支援事業

21 事業A 新規 東京都 NPO法人 日向ぼっこ 2010005013886
生活に困窮する若者の自己決定・自己実現
促進のためのサポート事業

22 事業A 継続 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

23 事業A 新規 東京都 一般社団法人 チョイふる 8011805003047
困窮子育て家庭への先駆的アウトリーチ開発
事業

24 事業A 新規 東京都 NPO法人 芸術家と子どもたち 2013305001123
芸術文化による子供を中心とした包摂型コ
ミュニティづくり事業

25 事業A 継続 東京都 NPO法人 ３ｋｅｙｓ 5013305001756 「非交流型の10代の居場所」モデル化事業

26 事業A 新規 東京都 NPO法人 日本教育再興連盟 9010405006137
貧困状態のギフテッド傾向のある子どもとそ
の保護者の居場所支援事業

27 事業A 継続 東京都 任意団体 なにかし堂 -
商店街とバーチャルを基盤にした子どもの心
の貧困解消事業

28 事業A 継続 神奈川県 NPO法人 ユナイテッドかながわ 2020005002657 地域子ども支援プロジェクト２０２３事業
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29 事業A 新規 神奈川県 任意団体 ドリームセンター -
食事・食料品を無償提供及び子どもの居場所
の提供事業

30 事業A 新規 神奈川県 NPO法人 ＡＢＣジャパン 5020005005896
外国につながる子どもたちの学びと未来を支
える教育支援事業

31 事業A 継続 富山県 NPO法人 えがおプロジェクト 6230005008720 困難を抱えるひとり親家庭を支援する事業

32 事業A 新規 石川県 NPO法人 ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクト 1220005008172
シングルマザーと子どもの”えがお”応援プロ
ジェクト事業

33 事業A 新規 静岡県 認定NPO法人 はままつ子育てネットワークぴっぴ 2080405004017
ぴっぴドリカムプラン　ひとり親家庭自立応援
事業

34 事業A 継続 静岡県 NPO法人 ＰＯＰＯＬＯ 8080005006424
生き辛さに悩む高校生へのアウトリーチ及び
伴走支援事業

35 事業A 継続 愛知県 NPO法人 はぐくみ 4180005018982 やとみ地域食堂事業

36 事業A 新規 愛知県 NPO法人 陽和 4180005019163 困難を抱えた子ども達の自立支援事業

37 事業A 継続 三重県 NPO法人 ｓｈｉｎｉｎｇ 7190005010548
生活・体験・学び支援と地域協働で子どもの
基礎力まるごとUP！事業

38 事業A 継続 滋賀県 任意団体 滋賀県里親連合会 -
子育てを社会が支える未来～里（地域）親活
用プロジェクト事業

39 事業A 新規 京都府 認定NPO法人 セカンドハーベスト京都 9130005014791 こども支援プロジェクト事業

40 事業A 新規 大阪府 NPO法人 青少年自立支援施設　淡路プラッツ 8120005008325
不登校等の学生・若者と家族への無料の面
談・訪問・居場所支援事業

41 事業A 新規 大阪府 任意団体 ぴのこらーず - 子どもの苦しさを埋もれさせない事業

42 事業A 新規 大阪府 NPO法人 キリンこども応援団 2120105009468
貧困の連鎖を断ち切るために学習支援と体
験機会の創出する事業

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

44 事業A 新規 大阪府 NPO法人 いいねきーたん実行委員会 5120105009465
食の提供（子ども食堂）　子どもの居場所作り
（まちかど保健室）事業

45 事業A 新規 大阪府 一般社団法人 富田林市人権協議会 1120105009007 地域で紡ぐこども応援学習支援事業

46 事業A 新規 大阪府 任意団体 みんなのＩＢＡＳＹＯプロジェクト - みんなのIBASYOプロジェクト事業

47 事業A 継続 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 -
食材・食品の宅配を通した子育て世帯の見守
り事業

48 事業A 新規 兵庫県 任意団体 こどもサポートステーション・たねとしずく -
子ども達を孤立させないつながる伴走支援事
業

49 事業A 新規 兵庫県 一般社団法人 ピアサポート研究会 1140005025762
学習支援・居場所づくり・相談活動で子ども・
保護者を支える事業

50 事業A 新規 奈良県 一般社団法人 はなまる 5150005008845
子ども食堂入口に皆の居場所・共に育つアー
トなスタンドオープン事業

51 事業A 新規 奈良県 認定NPO法人 おてらおやつクラブ 3150005008888
地域内共助に資する地域の子どもを支援す
る団体等への後方支援事業

52 事業A 継続 和歌山県 NPO法人 フードバンク和歌山 5170005006599
子供の今を地域と共に支援し、未来を明るく
豊かにする事業

53 事業A 新規 岡山県 NPO法人 オレンジハート 1260005008846
ひとり親家庭の子どもたち等の為の学習支
援、フリースクール事業

54 事業A 継続 広島県 NPO法人 こどもステーション 8240005010566
貧困を連鎖させないためのひとり親と若年母
子支援事業

55 事業A 継続 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のための自分らしい社
会参加をめざす応援事業

56 事業A 新規 福岡県 NPO法人 チャイルドケアセンター 5290005006901
こども食堂運営ノウハウ共有会及び物資共有
会の実施事業

57 事業A 新規 福岡県 NPO法人 フードバンク北九州ライフアゲイン 9290805008663
笑顔いっぱい！子どもたちの未来を守り育て
る親子まるごと支援事業
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58 事業A 継続 福岡県 NPO法人 Ｓｍｉｌｅネットワーク北九州 5290805009244
地域格差解消と貧困連鎖を断ち切る為の、子
どもの生きる力を育む事業

59 事業A 新規 長崎県 NPO法人 フリースクール　クレイン・ハーバー 7310005001880
生活困窮世帯向け地域子育て支援情報配信
事業

60 事業A 継続 大分県 NPO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

61 事業A 新規 大分県 公益財団法人 すみれ学級 9320005009500
すみれ学級1組（敷戸教室）こどもの未来応援
事業

62 事業A 新規 沖縄県 任意団体 名護こども食堂 -
子ども達の学び困難　意思決定を促し学びを
拓く支援事業

63 事業B 新規 北海道 任意団体 かでるの会 - 子どもの貧困対策支援および学習支援事業

64 事業B 継続 北海道 任意団体 わたわた食堂 -
子ども食堂の運営と、子どもの生き抜く力を
育む事業

65 事業B 新規 北海道 NPO法人 くるくるネット 1430005010207
子ども食堂・食材無料配布・学生ボランティア
の学習支援の開催事業

66 事業B 新規 北海道 NPO法人 子どもの未来・にじ色プレイス 4430005013149
困難を抱えた子どもたちの居場所づくりと学
習支援事業

67 事業B 継続 秋田県 任意団体 幸せサポート　いろどり -
困窮子育て世帯へのストレス緩和の為のフー
ドパントリー事業

68 事業B 新規 福島県 任意団体 本宮自主夜間中学 -
中高生と若者などへ義務教育の学習を支援
する自主夜間中学の運営事業

69 事業B 新規 茨城県 NPO法人 子ども食堂　れん 5050005012849 非営利活動法人子ども食堂れん事業

70 事業B 新規 茨城県 任意団体 もりサポ塾 - もりサポ塾事業

71 事業B 新規 栃木県 NPO法人 すくすく子育てやぎハウス 4060005009291
子ども食堂、学習、子育て相談・居場所提供
事業

72 事業B 新規 栃木県 NPO法人 植野たすけあい 9060005009733
子どもの明るい未来を応援するこども食堂と
こども寺子屋事業

73 事業B 新規 群馬県 任意団体
虹色の会　地域の居場所「よっちゃん家井野

川」
-

生活困窮するひとり親家庭等へのフードパン
トリーと親子の居場所事業

74 事業B 新規 埼玉県 NPO法人 新座子育てネットワーク 3030005007118 にいざシングルファミリーサポート事業

75 事業B 新規 埼玉県 NPO法人 Ｇｌｏｃａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 4030005020549
はすだ寺子屋　〜地域一丸となり様々な学び
を子ども達へ提供〜事業

76 事業B 継続 埼玉県 任意団体 十文字学園女子大学生活環境研究所 -
「みんなの居場所」となる子育て支援フードパ
ントリー事業

77 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

78 事業B 継続 千葉県 NPO法人 せんなり村 2040005020095
人と人とのつながりや、心の関わりを大切にし
た地域交流拠点事業

79 事業B 新規 千葉県 一般社団法人 ＲＥＡＤＹ　ＢＯＸ 1040005021326
ひとり親家庭への「はじめての生理準備BOX
【READYBOX】」寄贈事業

80 事業B 新規 千葉県 任意団体 ＮＰＯ　ＢＲＩＧＨＴ - 千葉こども宅食プロジェクト事業

81 事業B 新規 千葉県 任意団体 ひだまりのたね -
学校や家庭以外の第３の居場所を目指して、
地域食堂を行う事業

82 事業B 新規 東京都 NPO法人 日本ピーススマイル協会 5011105008492
青少年心の居場所と無料学習支援及び育児
サポート事業

83 事業B 新規 東京都 NPO法人 テラコヤ 4013305003299 カフェ塾テラコヤ事業

84 事業B 継続 東京都 任意団体 あじさいの集い富士見 -
地域における生活困窮者、ひとり親等への子
ども、子育て支援事業

85 事業B 新規 東京都 任意団体 勉強お助け教室由木教室 - 勉強お助け教室由木教室事業

86 事業B 継続 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
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87 事業B 継続 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

88 事業B 新規
東京都

（神奈川県）
一般社団法人 ディーセントワールド 4012305001627 こども食堂スワン事業

89 事業B 新規 神奈川県 NPO法人 宮ノマエストロ 2020005013621
地域の生産者や高齢者と交流して地域で子
どもを見守る事業

90 事業B 新規 神奈川県 NPO法人 デジタルコンテンツ研究会 1021005003316 さがみはら　みらい塾事業

91 事業B 新規 神奈川県 任意団体 ニャトワンみんなの食堂 -
貧困家庭への支援及び地域の居場所作り事
業

92 事業B 新規 神奈川県 任意団体 子ども学習支援グループ須賀の寺子屋 - 須賀の寺子屋　子どもの学習と食支援事業

93 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・子ども体験学習事業

94 事業B 新規 神奈川県 任意団体 子どもフリースペースいらっしゃい運営委員会 -
生活に困窮する家庭の子ども達に食事や居
場所を提供する事業

95 事業B 継続 神奈川県 NPO法人 湘南まぜこぜ計画 5021005011397 子どもの居場所シェアハウス事業

96 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

97 事業B 新規 新潟県 NPO法人 いきいき健康家族オアシス 5110005016257
学習・児童自立生活支援所及びクローズ型子
ども食堂継続事業

98 事業B 新規 新潟県 NPO法人 フードバンクつばめ 1110005016723
燕市分水平日夕食パントリー＆フードドライブ
事業

99 事業B 新規 富山県 一般社団法人 ゆい社会福祉士共同事務所 7230005009016
SNS等と宅配ボックスを活用したリサイクル品
の分配事業

100 事業B 継続 石川県 任意団体 笑顔のこども食堂ネットワーク－ＧＯＨＡＮ－ -
子どもの居場所の確保と夢をあきらめない学
習事業

101 事業B 継続 石川県 任意団体 ＮＰＯ制服バンク石川 - 制服で困る子供達に制服の無償提供事業

102 事業B 新規 福井県 NPO法人 ＢＲＩＣＯＬＡＢ 5210005010035
外国ルーツの親を持つ子どもたちを含めた無
料の学習支援事業

103 事業B 継続 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こる子ども・若
者自立支援パート２事業

104 事業B 新規 長野県 一般社団法人 アキバコ 1100005012748 須高地域　小中学生不登校支援　事業

105 事業B 継続 岐阜県 任意団体 地域たすけあいの会 -
食を通じたこどもの居場所づくり・自立支援事
業

106 事業B 継続 愛知県 任意団体 愛知夜間中学を語る会 -
学習支援及び居場所支援のための自主夜間
中学事業

107 事業B 新規 愛知県 NPO法人 レインボー 1180305008769 「寺子屋×子ども食堂」事業

108 事業B 新規 三重県 NPO法人 学び場子ども食堂 7190005011645
無料学習塾運営及び無料子ども食堂運営事
業

109 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・朝ごは
ん応援プロジェクト事業

110 事業B 新規 滋賀県 任意団体 彦根子どもサポートネットワーク - あそび家くまくま事業

111 事業B 新規 京都府 任意団体 向日市さくらきっちん - 子ども食堂　アウトリーチ型含む事業

112 事業B 継続 京都府 任意団体 京都マザーグースの会 -
学習支援や体験活動を通じた子育て親子の
居場所づくり事業

113 事業B 継続 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・若者居場所プロジェクト事業

114 事業B 継続 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

115 事業B 新規 大阪府 NPO法人 ＷＡＩＫＩ 3120005022446 子ども食堂事業
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116 事業B 継続 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

117 事業B 継続 大阪府 任意団体 Ｊ－Ｌｏｖｅ　こども食堂 - こども食堂事業

118 事業B 継続 大阪府 一般社団法人 こもれび 8120005016732 新・子どもと社会架け橋事業

119 事業B 継続 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

120 事業B 新規 大阪府 任意団体 こども未来塾 -
不登校生徒への個別学習支援（無料塾）・居
場所支援事業

121 事業B 継続 大阪府 任意団体 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

122 事業B 新規 兵庫県 NPO法人 フードバンクはりま 6140005024545
生活困窮者や福祉施設等に食材を届ける
フードバンク事業

123 事業B 新規 奈良県 任意団体 おっは～こども食堂プロジェクト - おっは～こども食堂事業

124 事業B 新規 奈良県 任意団体 田園地区自治連合会婦人会 - ふれあいキッチン子ども食堂事業

125 事業B 継続 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

126 事業B 新規 広島県 NPO法人 フードバンク福山 2240005013285
貧困連鎖解消の為の子育て世帯及び子ども
食堂へ食糧支援する事業

127 事業B 新規 広島県 一般社団法人 ＫｉＴ 1240005015381
発達障害、不登校、経済困難な子どもなどへ
の学習支援事業

128 事業B 新規 山口県 任意団体 子ども食堂「にこにこ」 -
食の提供を通じた児童福祉、まちづくり、更生
支援に関する事業

129 事業B 継続 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

130 事業B 新規 徳島県 一般社団法人 つなぐＭｉｍａ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 5480005006832 人と未来をつなぐ学びの場づくり事業

131 事業B 新規 徳島県 NPO法人 スポーツ巡回ネットワーク 9480005006903
すべての子どもに質の高いスポーツ教育とス
マイルランチを届ける事業

132 事業B 新規 徳島県 任意団体 居場所　カラ・ふる -
第三のこどもの居場所を通してこどもの貧困
を考える事業

133 事業B 新規 香川県 任意団体 子ども食堂　まねきねこ -
食を通して貧困家庭のイベントと新学期支援
を提供事業

134 事業B 継続 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

135 事業B 新規 愛媛県 NPO法人 Ｇｕｍｉ 8500005008410
「つながりをつくる」子ども食堂・常設フードパ
ントリー事業

136 事業B 新規 高知県 任意団体 虹の花 -
子ども食堂・無料フードパントリー・子どもの居
場所事業

137 事業B 新規 福岡県 NPO法人 舞台アート工房・劇列車 3290005007158 パペットシアターPROJECT事業

138 事業B 新規 佐賀県 任意団体
佐賀県外国にルーツを持つ生徒交流を支援す

る会
-

外国にルーツを持つ子どものための学習支
援事業

139 事業B 継続 長崎県 任意団体 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

140 事業B 継続 長崎県 任意団体 長崎村 -
長崎の子どもを貧困から守る仕組みを強化・
定着させる事業

141 事業B 継続 熊本県 一般社団法人 シンママ熊本応援団 5330005010502
子どもの暮らしと笑顔を守るためのシングル
マザー世帯への応援事業

142 事業B 新規 熊本県 任意団体 ぬくもり食堂 - 地域・子ども食堂事業

143 事業B 新規 大分県 任意団体 パワフルシニア・宇佐（子ども食堂・ＡＳＵ） - 子どもの貧困対策等、子ども食堂拡充事業

144 事業B 継続 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（発展）事業
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145 事業B 新規 鹿児島県 一般社団法人 居場所づくり支援事業　Ｕｍ 5340005009353
貧困世帯の連鎖解消にむけた子どもたちの
自立支援事業

146 事業B 新規 沖縄県 一般社団法人 よなばーる 4360005006226
中高生・若者のための安心安全な第三の居
場所づくり事業


