
＜福岡県＞

施策名 支援対象（支援を受けられる方） 支援の概要（趣旨、補助率等） 担当課・連絡先（詳細はこちらへ）

子ども食堂開設支援事業 6,597 千円 子ども食堂を新設する予定及び運営して
いる地域･NPO･任意団体等

①子ども食堂ネットワーク北九州の運営
民間を主体としたこども食堂の活動の支援のため、「子ども食堂ネットワーク
北九州」において、情報提供や意見交換、研修、寄付の関係など様々なサ
ポートを行う。
②子ども食堂コーディネーターの設置
子ども食堂の運営のノウハウを熟知した「コーディネーター」を設置し、地域や
学校、行政などと開設や運営に関する調整や相談、情報提供などきめ細かく
対応していく。
③北九州市子ども食堂開設等支援事業補助金

・新設又は既存の子ども食堂1団体につき､施設の修繕･改修費用､備品の購
入､開設に関する広告料や印刷料等を補助(申請は1団体1回のみ)
補助上限20万円､補助対象額の2/3を補助
・新設又は既存の子ども食堂1団体につき､子ども食堂の運営に係る経費等を
補助(申請は1団体3回のみ)
補助上限20万円､補助対象額の2/3を補助

北九州市
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
TEL 093-582-2473

子育て世帯臨時フードパントリー事業 3,000 千円 フードパントリーを実施する地域･NPO･任
意団体等

地域･NPO･任意団体等1団体につき､フードパントリーの運営費等を年間30万
円を上限に､補助対象額の10割補助

北九州市
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
TEL 093-582-2473

子どもの食と居場所づくり支援事業 6,120 千円 NPO､ボランティア団体等 食事の提供に加え、学習支援等の居場所づくり活動を行う取組みに要する経
費の一部を助成する｡補助対象経費の2/3または1/3以内(補助金交付回数に
よって異なる)で､上限額は以下のとおり｡
･事業開始に要する経費：上限額10万円(原則補助初年度のみ)
･事業実施に要する経費：上限額10万円～40万円/年(開催頻度によって異な
る)
・学習支援に要する経費：上限額3万円～12万円/年（開催頻度によって異な
る）
補助対象は､事業の実施に必要な食材費､会場費､印刷費、報償費等

福岡市
こども未来局こども部こども見守り支援課
TEL 092-711-4762

若者のぷらっとホームサポート事業
（フリースペースてぃ～んず)

2,531 千円 中高生を中心とした若者の非行防止･健
全育成を目的とするNPO法人等

若者の自律心や社会性の醸成と健全育成を推進するため、中高生を中心と
した若者が気軽に立ち寄り､自由に過ごすことができる居場所を開設し､運営
をNPO法人に委託｡

福岡市
こども未来局こども部こども健全育成課
TEL 092-711-4188

「子供の居場所」づくりに対する財政支援の一覧　【九州地方】（令和4年4月1日現在）

★は新規施策

令和4年度予算額
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若者のぷらっとホームサポート事業
(若者のぷらっとホームサポート事業補助金)

1,000 千円 中高生を中心とした若者の非行防止・健
全育成を目的とするNPO法人等

地域において居場所づくりを実践している団体(新たに開設を予定している団
体を含む)に対し､事業費補助による財政支援を行う｡
上限額30万円/年
(開設頻度によって異なる)
補助対象は事業の実施に必要な､会場費や光熱水費､印刷費等

福岡市
こども未来局こども部こども健全育成課
TEL 092-711-4188

久留米市子ども食堂事業費補助金 3,384 千円 久留米市内において子ども食堂を実施す
る市民活動団体等

市民活動団体等が行う子ども食堂の運営や施設整備に要する費用に対し､
補助を行う｡運営費に対する補助は年間33万円まで､施設整備(1回のみ)は20
万円まで｡ただし、5年経過時に10万までの再補助が可能。

久留米市
子ども未来部子ども政策課
TEL 0942-30-9227

青少年学校外活動支援事業 10,350 千円 久留米市内の校区コミュニティ組織および
教育集会所

子どもの土曜日の居場所づくり､学力向上､生活体験､社会体験等生きる力を
育むための様々な活動を支援する｡(1校区コミュニティ組織205千円･1教育集
会所115千円)

久留米市
市民文化部生涯学習推進課
TEL 0942-30-7970

子どもの居場所づくり運営費補助金 455 千円 地域の住民等で組織する団体等 子どもが日常的に集まることのできる場所を活用して､子どもが放課後や休日
に立ち寄ることのできる居場所づくりを行う事業に対して､開催回数等に応じ
て補助金を交付する｡(定期開設…9千円～7万3千円､長期休業期間中開設
…1500円～1万1500円)

大牟田市
市民協働部生涯学習課次世代育成担当
TEL 0944-41-2864

子どもの居場所等連携事業費補助金 100 千円 大牟田市子どもの居場所等連絡協議会
構成団体:市内で子どもの居場所又はアン
ビシャス広場を開設する団体及びアンビ
シャス運動参加団体

･子どもの体験活動
･子どもの現状や課題を学ぶための研修会
･情報交換会
･その他子どもの居場所等に関する広報啓発活動
以上の事業に対して､10万円を上限とし､補助金を交付する｡

大牟田市
市民協働部生涯学習課次世代育成担当
TEL 0944-41-2864

飯塚市まちづくり協議会補助金 200 千円 飯塚東地区まちづくり協議会 地区内の通学前の小学生を対象に､朝ごはんを提供する｢ひがし食堂｣をまち
づくり協議会補助金の予算の範囲内で行う｡また､飯塚市ふるさと納税(返礼
品なし)返礼品相当額の寄附金による支援なども受けている｡

飯塚市
市民協働部まちづくり推進課
TEL 0948-22-5500

飯塚市まちづくり協議会補助金 200 千円 飯塚片島まちづくり協議会 地区内の小中学生を対象に､夏休み等の長期休暇時に､地元大学生に講師
を依頼し､学習支援を行い､また交流も図る｡まちづくり協議会の予算の範囲内
で行う｡

飯塚市
市民協働部まちづくり推進課
TEL 0948-22-5500

飯塚市まちづくり協議会補助金 300 千円 二瀬地区まちづくり協議会 地区内の中学校が実施する放課後の補充学習等に､九州工業大学情報工学
部の学生等を講師として派遣し､個別の支援を行う事で学力の向上を図る｡ま
ちづくり協議会の予算の範囲内で行う｡

飯塚市
市民協働部まちづくり推進課
TEL 0948-22-5500
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田川市子どもの居場所づくり事業費補助金 600 千円 子どもの居場所づくり事業を実施する団
体で、次の条件を満たすもの。
・市内において活動する5人以上で組織さ
れる団体
・規約、会則等を有していること
・社会福祉法人は、事業実施年度におい
て社会福祉充実残額がないことなど

子どもの貧困対策推進のため、子どもの居場所づくり事業（①子どもが集い
交流する場の提供及び交流の促進に関する事業、②学習指導及び相談・進
学相談等に関する事業、③食事を調理し提供する事業　等）を行う団体に対
して、運営費補助金として年間10万円まで、感染症予防対策費補助金として
年間2万円まで補助金を交付する。（1団体につき、総額60万円を限度とす
る。）
【補助対象】
運営費補助金：保険料、ボランティアに係る謝礼金及び交通費、食事の調理
提供に係る食材費等
感染症予防対策費補助金：新型コロナウイルス感染症予防対策の実施期間
に応じる。

田川市
市民生活部保健福祉課福祉政策係
TEL 0947-85-7118

小郡市市民提案型協働事業補助金)
(協働事業補助金)

1,800 千円 小郡市内に活動拠点を置く5名以上の団
体

･主に小郡市内または小郡市民を対象として実施する事業
･地域課題の解決につながると認められる事業
･行政と協働して実施することが妥当であると認められる事業
･市民活動団体の特性や専門性を生かした事業
･当該年度中に終了する事業
･補助金額:上限30万円(補助率 10/10一部経費を除く)

小郡市
コミュニティ推進課コミュニティ推進係
TEL 0942-72-2111
(内線462)

小郡市市民提案型協働事業補助金
(スタート応援補助金)

300 千円 小郡市内に活動拠点を置く5名以上の団
体

･主に小郡市内または小郡市民を対象として実施する事業
･地域課題の解決につながると認められる事業
･行政と協働して実施することが妥当であると認められる事業
･市民活動団体の特性や専門性を生かした事業
･当該年度中に終了する事業
･補助金額:上限10万円(補助率 10/10一部経費を除く)
※市民活動をこれから始めたい､団体を立ち上げたいと考えている人の新た
な取り組みのスタートを応援する補助事業｡

小郡市
コミュニティ推進課コミュニティ推進係
TEL 0942-72-2111
(内線462)

子どもの居場所づくり事業 20 千円 青少年健全育成団体等 市内で子どもの居場所づくり事業を展開している団体に対し､消耗品費の支
援を行う｡(上限1万円/年)

宗像市
教育子ども部子ども育成課
TEL 0940-36-1214

中高生世代の居場所づくり事業 4,735 千円 ＮＰＯ法人 志免町子どもの権利条例に基づき､中学生から18歳までの居場所として施設
を開放している｡運営はNPO法人に委託する｡

志免町
子育て支援課子育て支援係
TEL 092-935-1244

岡垣町こども食堂開設等支援事業補助金 400 千円 公益法人、一般法人、NPO又は任意団体
で、食事の提供や学習支援など子どもの
居場所づくりのための事業を行うもの

子ども食堂の開設及び運営に必要な経費の一部を補助する｡
①事業開始に要する経費 上限額100千円(原則初年度のみ)
②事業実施に要する経費 開催頻度に応じて100千円～400千円を上限に補
助(申請初年度から3年間に限る)
※①②ともに上記金額と対象経費の実支出額のいずれか低い金額を補助

岡垣町
子育てあんしん課家庭支援係
TEL 093-282-1211
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<佐賀県>

施策名 支援対象（支援を受けられる方） 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

｢子どもの居場所を支える地域の力」マッチング
強化事業

9,752 千円 県内で子どもの居場所づくりに関わる者､
今後関わろうとする者(市民団体(CSO等)､
民間企業､一般県民等)

地域の子どもたちの“とまり木"となる｢子どもの居場所｣の運営に必要な地域
資源(食材や物資､場所や体験機会など)を提供するマッチング支援を行うこと
により､継続的な運営を後押しし､子どもの貧困対策の推進を図る｡

佐賀県
こども家庭課家庭支援担当
TEL 0952-25-7056

子どもの居場所開設等補助金 200 千円 市内で子どもの居場所を開設又は拡充す
る予定のある団体

地域の子どもたちのために子どもの居場所を提供し､子どもたちを見守り､支
援しようとする団体･グループに対し､子どもの居場所の開設･拡充に必要な経
費の一部を補助する｡
補助率:補助対象経費の10/10(1団体につき上限10万円･1回のみ)

佐賀市
子育て総務課
TEL 0952-40-7293

令和4年度予算額
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<長崎県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

長与町母子保健推進員サロン活動補助金 40 千円 長与町母子保健推進員が運営する子育
てサロン活動団体

母子保健推進員が主催する子育てサロンに対して、活動補助金を交付する
(1団体年間1万円)。R4年度は4団体実施。

長与町
こども政策課母子保健係
TEL 095-801-5881

長崎市子ども食堂開設応援費 180 千円 長崎市内に子ども食堂の開設を検討して
いる個人又は団体

地域で子ども食堂の開設を検討している者を応援するため、その運営を熟知
した子ども食堂開設応援アドバイザーを派遣し、相談に応じ、助言、情報提供
等を行う。

長崎市
こども部こども政策課
TEL 095-829-1270

子どもの居場所づくり等サポート事業 33
(一般財源)

千円 子ども食堂を運営する団体 ひとり親等で生活に困窮している世帯及び家庭の事情等で学習塾へ通わせ
ることができない世帯の子どもに対する学習支援を、子ども食堂を運営する
団体に委託する。

西海市
保健福祉部こども家庭課
TEL 0959-37-0029

令和4年度予算額
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<熊本県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

子どもの貧困対策推進事業 4,000 千円 市町村 市町村における子どもの貧困対策を実施するための現状や課題等の把握､
関係機関による支援の検討や実施等に要する経費を補助
･定額(1市町村当たり500千円以内)

熊本県
健康福祉部子ども家庭福祉課ひとり親家庭福
祉班担当
TEL 096-333-2229

6480 千円

★天草市子どもはぐくみ応援事業 2,900 千円 地域において子どもや子育て家庭を応援
するため、以下のいずれかの事業を行う
団体等
（1）いきいき体験・交流事業
（2）子ども食堂事業
（3）フードパントリー事業

対象団体等に対し、以下のとおり開設費や事業費の補助を行う。

（1）いきいき体験・交流事業
　①子育て家庭と地域の子育て力向上を図ることを目的とした活動
　　　補助率：1/2（上限20万円まで）
　②様々な困難を抱える家庭の子育て負担の軽減や当該児童の社会性を育
むことを目的とした活動
　　　補助率：2/3（上限20万円まで）
（2）子ども食堂事業及び（3）フードパントリー事業
　●実施回数ごとの上限額
　　・年4回～12回　　5万円
　　・年13回～24回　　10万円
　　・年25回～36回　　15万円
　　・年37回以上　　20万円
　●3年以上活動を継続する場合の開設費（開設初年度に限る）
　　　上限額：10万円

天草市
健康福祉部子育て支援課
TEL 0969-27-5400

益城町子どもの貧困対策推進事業補助金 500 千円 子どもの貧困対策を推進するため、学習
支援を実施し、町内で活動する団体

本町における子どもの貧困対策を推進するため、町民等が組織する団体が
学習支援を実施し、活動を行うために要する経費に対して補助金の交付を行
う。
補助上限50万円（熊本県からの補助金を活用）
※国からの補助金・交付金は含まない。

益城町
こども未来課子育て支援係
TEL 096-286-3117

(団体への補助金
6,110千円、内、子
ども食堂分4,310千
円)

熊本市子どもの未来応援基金助成
※当該助成は､子どもの居場所づくりに限らず､
広く子育て支援活動に対しても､助成している
が､H31年度より子ども食堂への助成を拡大｡

以下の活動を実施する団体
①食事の提供を通し全ての子どもが気軽
に立ち寄れる子どもの居場所づくりを行う
活動
②①の子どもの居場所づくりに加え、学習
等様々な学びの支援を行う活動

子ども食堂の立ち上げ・拡充に係る経費や、子ども食堂の開催回数に応じた
運営費の助成を行う。

【開設・拡充枠】
・左記①の活動を申請年度内に開始することが確定した団体、または左記②
の活動拡充することが確定した団体
・助成額単年度上限5万円 ※1団体1回のみ申請可能。下記《運営補助枠》と
重ねて交付も可能。

【運営補助枠】
・左記①の活動を行っている団体
・助成額　実施回数に応じた次の額を単年度の上限とする。
年4～12回　5万円
年13～18回 7万円
年19～24回　10万円
年25回以上　15万円
　

熊本市
健康福祉局子ども未来部子ども政策課
TEL 096-328-2156

令和4年度予算額
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嘉島町子どもの貧困対策推進事業費補助金 500 千円 本庁内で地域の学習教室を主宰する個人
および団体

ひとり親家庭等を対象とした学習教室の運営を支援する。
補助上限50万円（熊本県からの補助金を活用）

嘉島町
役場福祉課福祉係
TEL 096-237-2576
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<大分県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

子どもの居場所づくり推進事業費補助金 2,000 千円 市町村 市町村が､子ども食堂等の新規開設や既存の子ども食堂等のうち新たに学習
支援等の機能強化を行う民間団体等に対して､開設や機能強化に要する経
費を補助した場合に交付する｡
【補助基準額】立ち上げ経費の助成　補助率1/2　限度額20万円
　　　　　　　　　機能強化に要する経費の助成　補助率1/2　限度額　10万円

大分県
こども･家庭支援課家庭支援班
TEL 097-506-2703

子どもの居場所づくりネットワーク推進事業補助
金

6,160 千円 子ども食堂等を運営する社会福祉法人､
NPO団体､自治会､ボランティア団体等で
あって､市が掲げる要件をすべて満たすも
の

食事の提供と学習支援等を行う子ども食堂等を新規に開設する場合や､食事
の提供以外の学習支援やレクリエーション等機能強化､運営に要する経費等
についての助成を行う｡
①新規開設 20万円(上限)
②機能強化 10万円(上限)
③運営費  月1回開催の場合　月1万円(上限)
       　　　 月2回以上開催の場合　月2万円(上限)
               保険料　年3万円(上限)
①及び②については､1カ所につき1回限りの補助とする｡

大分市
子ども企画課企画調整担当班
TEL 097-574-6516

子どもの居場所づくり事業補助金 400 千円 社会福祉法人､ボランティア･NPO活動等
を行う組織･団体､自治会等の地域住民団
体その他市長が適当と認める者

子ども食堂等の新規開設や既存の子ども食堂等のうち新たに学習支援等の
機能強化を行う左記の団体等に対して､開設や機能強化に要する補助対象
経費の1/2を補助する｡
(1)新規開設 20万円
(2)機能強化 10万円を補助金額の上限とし､1回限りの補助とする｡

別府市
子育て支援課こども家庭室
TEL 0977-21-1427

子どもの居場所づくり事業費補助金 400 千円 子どもの居場所の開設･運営に意欲のあ
る民間団体等

子どもの居場所づくりの場を開設し､その運営を行う取組に対し､事業の実施
に要する経費の助成を行う｡
①事業開始に要する経費 200千円
②機能強化に要する経費 100千円
※どちらも補助対象経費の2/3以下とする｡
※どちらも1事業主1回限りの助成とする｡

中津市
子育て支援課子ども家庭係
TEL 0979-22-1141

子どもの居場所づくり補助金交付事業 600 千円 社会福祉法人､ボランティア･NPO活動等
を行う組織･団体､自治会等の地域住民団
体､その他市長が適当と認める者

子ども食堂等の新規開設や既存の子ども食堂等のうち新たに学習支援等の
機能強化を行う左記の団体等に対して､開設や機能強化に要する経費の助
成を行う｡
･新規開設 20万円(上限) ･機能強化 10万円(上限)
(補助金の交付は､いずれも1回限り)

日田市
こども家庭相談室こども家庭相談係
TEL 0973-22-8292

令和4年度予算額
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子ども居場所づくり事業 400 千円 (1)社会福祉法人
(2)ボランティア･NPO活動等を行う組織･団
体
(3)自治会等の地域住民団体
(4)その他市長が適当と認める者

子ども食堂等の新規開設や既存の子ども食堂等のうち新たに学習支援等の
機能強化を行う民間団体等に対して､開設や機能強化に要する経費の助成を
行う｡
【補助基準額】新規開設20万円､機能強化10万円
【補助率】県1/2 市1/2

佐伯市
こども福祉課家庭児童相談係
TEL 0972-33-3976

ふれあい食堂運営事業補助金 1,780 千円 ふれあい食堂を運営する任意団体 高齢者･子育て支援とが連動した幅広い世代間交流を促すことを目的とした
配食サービスを運営する団体に対して､助成を行うもの
【補助率】10/10

豊後高田市
社会福祉課(子育て支援課)
TEL 0978-22-3100(1307)

子どもの居場所づくり推進事業 60 千円 社会福祉法人､ボランティア､NPO活動等
を行う組織･団体､自治会等の地域住民団
体､その他市長が適当と認める者

子ども食堂等の新規開設や､既存の子ども食堂等のうち新たに機能強化を行
う団体に対し､開設や機能強化に必要となる経費を補助金として交付する｡
①新規開設:20万円 ②機能強化:10万円
補助金の交付は､各団体ごとに上記①②のいずれかを1回とする｡

宇佐市
子育て支援課子育て支援係
TEL 0978-27-8143

日出町子どもの居場所づくり推進事業 200 千円 社会福祉法人､特定非営利活動法人その
他の団体又は個人であって日出町内で子
ども食堂等の開設及び運営を実施するも
の

子どもの居場所の開設や運営に要する費用に対して補助金を交付する｡
･開設準備費20万円(上限)･機能強化費10万円(上限)
･事業運営費10万円(上限)

日出町
子育て支援課子育て支援係
TEL 0977-73-3177
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<宮崎県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

子どもの貧困対策活動支援事業 2,500 千円 地域の住民等で組織する団体等 子どもの貧困対策に取り組む団体の活動に要する経費の一部を助成し､当該
団体の活動の充実を図る｡

次の区分に応じて運営経費を補助
･始業支援枠(スタートアップ):上限20万円(1団体につき1回のみ)
･拡充支援枠(ステップアップ):上限10万円(当該年度に1回､1団体につき3回ま
で)
･持続支援枠(サスティナブル):上限5万円(1団体につき当該年度に1回)

宮崎市
子ども未来部子育て支援課子ども政策係
TEL 0985-21-1765

地域寺子屋事業 900 千円 自治会､自治公民館､子ども会､青少協､
PTA､社会福祉協議会､自主ボランティア
グループなどの地域の団体

地域の子どもを対象に自治公民館等で地域住民のボランティアによる学習支
援及び交流体験活動等を行うことで､子どもの健全育成､住民の生涯学習機
会の充実､地域の教育力の向上を図るとともに､子どもの居場所を提供する｡
(補助額 1団体 上限50千円)

延岡市
教育委員会社会教育課
TEL 0982-22-7032

子どもの居場所づくり事業委託 900 千円 子ども食堂、社会福祉法人、民間支援団
体等

生活困窮者支援子どもの学習･生活支援事業、学習支援利用児童生徒等を
対象に､民間支援団体等に委託して､3中学校区において子どもの居場所｢ま
なびスペース｣を設置し､地域における居場所の形成と身近な大人との交流を
実施｡(委託料 1ヶ所300千円)

日向市
福祉部福祉課 保護第1･2係
TEL 0982-66-1020

｢高鍋町サポート＆スタディ 社協塾｣ 700 千円 高鍋町社会福祉協議会 小学5年生から中学2年生までを対象に､教員退職者等が一人ひとりの個別
指導により学習支援を実施(無料)。

社会福祉法人 高鍋町社会福祉協議会
TEL 0983-22-4076

令和4年度予算額
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<鹿児島県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

子ども食堂立上げ応援プロジェクト 2,080 千円 県内で子ども食堂を実施する団体等 子ども食堂のさらなる普及を図るため、新規開設に要する経費の一部を助
成。
･子ども食堂新規開設支援事業(子ども食堂の立上げ経費の一部を補助｡上
限13万円)

鹿児島県
くらし保健福祉部子育て支援課
TEL 099-286-2466(直通)

★子ども食堂サロン運営支援事業 3,588 千円 子ども食堂を始めたい方や支援したい方 子ども食堂への支援や新規開設等に関する相談機能を担う「かごしま子ども
食堂サロン」を運営する団体に対し、助成を行う。

補助対象経費：子ども食堂サロン運営経費
補助率：9/10

鹿児島市
こども未来局こども福祉課
TEL 099-216-1260(直通)

令和4年度予算額
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<沖縄県>

施策名 支援対象(支援を受けられる方) 支援の概要(趣旨､補助率等) 担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

沖縄県子どもの貧困対策推進交付金 300,000 千円 市町村 市町村の行う子どもの貧困対策に関する事業を支援する｡
(補助率1/2)

沖縄県
子ども生活福祉部子ども未来政策課
TEL 098-866-2100

宜野湾市地域づくり事業 2,000 千円 (1)これから市内で活動を始めようとする
団体｡
(2)市内で活動を始めている団体｡
※ただし､以下に該当する個人又は団体
は応募することができない｡
(政治､宗教又は営利を目的とした団体や
暴力団若しくはその構成員等｡)

○「自ら考え自ら行う市民に誇れる地域づくり事業」として、以下の人材育成
事業と地域文化振興事業等を補助対象事業とする。
(1)人材育成事業
ア 本市の地域づくりに関する講演会、ワークショップ、勉強会等の開催に関
する事業。
イ 本市の地域特性を活用した人材育成事業
(2)地域文化振興事業
ア 本市の伝統芸能の保存、継承及び発展に関する事業
イ 本市の地域特性を活用したまちづくり振興事業
※ただし、以下に該当する事業は対象としない。
(1)特定の個人や団体のみが利益を受ける事業、
(2)地区住民の交流会やその他の親睦的な事業、
(3）公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある事業
○助成額
(1)助成額は、1事業あたり上限50万円。
(2)助成対象となるかは、書類および公開プレゼンでの審査があり、公益性・
具体性・継続性・事業効果の観点を審査する。

宜野湾市
市民経済部市民協働課
TEL 098-893-4411
(内線2223)

石垣市子どもの居場所づくりスタートアップ事業 2,400 千円 石垣市内に本拠地のある非営利団体･町
内会等のグループが対象となります｡法人
格の有無は問わないが､個人での申請は
不可｡

(1)事業内容
本制度の趣旨に合致し､以下のいずれかの内容の事業を対象とします｡
①食事を提供する事業を含む子どもの居場所づくり
②学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のために､自主学習を支援する事
業を含む子どもの居場所づくり
③生活体験､社会体験その他子どもの自己肯定感を高めることにつながる体
験活動事業を含む子どもの居場所づくり
④その他､子どもへの生活支援の取り組みなど､趣旨に合致する事業を含む
子どもの居場所づくりとして石垣市が認めるもの

対象経費:60万円を上限 10/10

石垣市
福祉部こども未来局こども家庭課福祉係
TEL 0980-87-9064

名護市子どもの家事業委託 4,594 千円 名護市と委託契約を締結した任意団体 放課後や週末等に､公民館や学校施設を活用した子どもたち(主に市内小学
生)の安全･安心な活動拠点を確保し､勉強やスポーツ･文化活動､地域住民と
の交流活動等を提供することを目的とする名護市子どもの家事業を委託実施
する｡予算の範囲内で当該事業運営に要する経費を委託費として支出する｡

名護市
地域力推進課 地域人材育成係
TEL 0980-53-5429

沖縄市不登校児童生徒生活体験活動支援事業 11,129 千円 不登校児童生徒に対し学習支援や登校
支援活動等を行う団体

不登校児童生徒に自立心及び社会性を身につけさせ､学校への登校支援､適
応指導を委託実施する｡予算の範囲内で当該事業に要する経費(諸謝金､費
用弁償､消耗品費､印刷製本費､通信運搬費､保険料､教材費等)を委託料とし
て支出する｡

沖縄市
教育委員会指導部指導課
TEL 098-939-7976

令和4年度予算額
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豊見城市市民団体活動支援事業補助金 1,500 千円 NPO法人及び市民団体等(別途要綱にて､
詳細な補助対象条件あり)

NPO法人及び市民団体等が自主的､主体的に企画及び実施する事業に対し､
事業費の一部を補助する｡
補助対象経費総額の9/10以内
※1団体につき､上限20万円または30万円｡
(地域の子どもを集め､読み聞かせを行う団体へ補助した実績あり｡)

豊見城市
市民部協働のまち推進課
TEL 098-850-0159

自治会等まちづくり支援補助金(活動活性化支
援)

1,000 千円 市長と事務委託契約を締結している自治
会または市内子ども会(別途要綱にて､詳
細な補助対象条件あり)

自治会または市内子ども会が自主的に企画提案し､継続的に実施する事業
に対し､事業費の一部を補助する｡
毎年度予算の範囲内で1団体につき､上限10万円｡(地域の子どもを集めて行
う事業等も補助対象｡)

豊見城市
市民部協働のまち推進課
TEL 098-850-0159
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