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第２回支援団体公募への支援申請状況
○申請総数 352件

１．金額
○申請総額 約11億3426万円（平均額：約322万円）

100万円未満 36件
200万円未満 42件
300万円未満 61件
400万円未満 90件
500万円未満 63件
500万 60件

２．事業類型別
○申請書に記載の事業類型を基に分類

様々な学びを支援する事業 99件
居場所の提供・相談支援を行う事業 93件
衣食住など生活の支援を行う事業 69件
児童養護施設等の退所者を支援する事業 15件
児童又はその保護者の就労を支援する事業 20件
里親又は特別養子縁組の斡旋を実施又は支援する事業 6件
その他、貧困の連鎖の解消につながる事業 50件 １

２．新規・継続
○前回支援を受けているか否かで分類

新規 290件

継続
（前回支援団体 86件）

62件
（前回比 72％）



３．団体種別

○NPOによる申請が最も多い。任意団体には町内会、自治会、商店街、協同組合や、NPO
認定申請中の団体等が含まれる。

公益法人 6件

一般法人 43件

NPO 196件

その他任意団体等 107件

４．地域別

北海道 東北 関東 中部 近畿 中四国 九州・沖縄

北海道 9 青森 1 茨城 3 新潟 6 三重 3 鳥取 3 福岡 12

岩手 6 栃木 5 富山 2 滋賀 6 島根 1 佐賀 1

宮城 15 群馬 6 石川 1 京都 3 岡山 6 長崎 4

秋田 1 埼玉 10 福井 0 大阪 33 広島 4 熊本 2

山形 4 千葉 13 山梨 5 兵庫 5 山口 3 大分 3

福島 12 東京 58 長野 12 奈良 6 徳島 1 宮崎 7

神奈川 30 岐阜 2 和歌山 5 香川 1 鹿児島 6

静岡 6 愛媛 4 沖縄 8

愛知 17 高知 1

9 39 125 51 61 24 43 ２



第２回未来応援ネットワーク事業の採択結果について

３

⃝ ３５２団体から申請のあった事業の中から、①計画性、②連携とその効果、③戦略的な広報、④継続性
の観点等から審査を行い、７９団体を採択することとなった。支援予定総額は約２億７０００万円（１団体
当たり平均約３４０万円）。

⃝ 事業類型別、団体種別、新規・継続別、支援金額別、地域別の採択数は以下のとおり。

100万円未満 0
200万円未満 9
300万円未満 16
400万円未満 33
500万円未満 14
500万円 7

□支援金額別□事業類型別

様々な学びを支援する事業 20

居場所の提供・相談支援を行う事業 14

衣食住など生活の支援を行う事業 15

児童養護施設等の退所者を支援する事業 5

児童又はその保護者の就労を支援する事業 8

里親又は特別養子縁組の斡旋を実施又は支援する事業 1

その他、貧困の連鎖の解消につながる事業 16
□地域別

北海道・東北 11

関東 26

中部 10

近畿 19

中国・四国 5

九州・沖縄 8

□団体種別

公益法人 3

一般法人 7

NPO 55

その他任意団体 14

□新規・継続別

新規 40

継続 39



団体名 所在地

北海道NPOサポートセンター 北海道

はちのへ未来ネット 青森県

フードバンク岩手 ★ 岩手県

インクルいわて 岩手県

アスイク ★ 宮城県

ロージーベル ★ 宮城県

まきばフリースクール 宮城県

ユースソーシャルワーク
みやぎ

宮城県

秋田たすけあいネット
あゆむ

秋田県

ぷらっとほーむ 山形県

栃木県若年者支援機構 ★ 栃木県

とちぎボランティア
ネットワーク ★

栃木県

上三川のいえ 栃木県

さいたまユースサポートネット 埼玉県

くにたち地域コラボ ★ 東京都

桜台こども食堂 ★ 東京都

全国子どもの貧困・教育支援
団体協議会 ★

東京都

全国フードバンク推進協議会
★

東京都

チャイルドライン支援センター
★

東京都

ドリームタウン ★ 東京都

第２回未来応援ネットワーク事業 採択団体一覧

団体名 所在地

ハーフタイム ★ 東京都

ウイズアイ 東京都

青少年の居場所Ｋｉｉｔｏｓ 東京都

誕生学協会 東京都

ＰＩＥＣＥＳ 東京都

フードバンクＴＡＭＡ 東京都

ユースコミュニティー 東京都

リトルワンズ 東京都

キッズドア ★ 東京都
（宮城県）

セカンドハーベスト・ジャパン
★

東京都
（神奈川県）

ブリッジフォースマイル ★ 東京都
（佐賀県）

全国てらこやネットワーク ★ 神奈川県

パノラマ ★ 神奈川県

フェアスタートサポート ★ 神奈川県

川﨑寺子屋食堂 神奈川県

サードプレイス 神奈川県

ゆがわらっことつくる多世代
の居場所

神奈川県

よこはまユース 神奈川県

ハッピーウーマンプロジェクト 富山県

ＮＰＯホットライン信州 ★ 長野県

団体名 所在地

反貧困セーフティネット・アル
プス

長野県

サステナブルネット ★ 静岡県

ＰＯＰＯＬＯ ★ 静岡県

子育て支援を考える会
ＴＯＫＯＴＯＫＯ ★

愛知県

こどもサポートネットあいち ★ 愛知県

アンビシャス・ネットワーク 愛知県

いまから 愛知県

楽笑 愛知県

Ｓｈｉｎｉｎｇ ★ 三重県

Ｌｉｎｋｓ ★ 滋賀県

よのなか塾 京都府

キャリアブリッジ ★ 大阪府

子どもデザイン教室 ★ 大阪府

D×P ★ 大阪府

トイボックス ★ 大阪府

ハートフレンド ★ 大阪府

ヒューマンワークアソシエー
ション ★

大阪府

アートコミュニティ 大阪府

大阪里親連合会 大阪府

志塾フリースクールラシーナ 大阪府

団体名 所在地

チェンジングライフ 大阪府

西成チャイルド・ケア・セン
ター 大阪府

西淀川インターナショナル
コミュニティー 大阪府

ふーどばんくOSAKA 大阪府

こどもサポート財団 兵庫県

女性と子ども支援センター
ウィメンズネット・こうべ

兵庫県

フードバンク和歌山 和歌山県

学校教育開発研究所 ★ 広島県

食べて語ろう会 ★ 広島県

山口せわやきネットワーク ★ 山口県

フェロージョブステーション 愛媛県

Eince 子供応援隊 愛媛県

エデュケーション
エーキューブ ★

福岡県

抱樸 ★ 福岡県

長住団地自治会 ★ 福岡県

らしくサポート ★ 宮崎県

Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙ 宮崎県

みやざき公共・協働研究会 宮崎県

鹿児島ボランティアバンク ★ 鹿児島県

４
※団体名末尾に「★」が付いている団体は、継続支援団体。
※団体所在地が主たる活動地と異なる団体については、括弧内に主たる活動地を記載。



第１回、第２回募集における採択団体に関する取組

▶ 第１回未来応援ネットワーク事業報告書を作成

▶ マッチング・フォーラムで活動を紹介
子供の貧困対策に係る情報提供や、支援を必要とする団
体と支援を行う企業等との交流の場づくりとしてマッチ
ング・フォーラムを開催（2017年度に全国８ヵ所）。
採択団体の協力のもとパネルディスカッションや企業等
との連携事例の紹介などを実施。

【平成30年2月15日 姫路市】
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン
理事能島裕介氏が「子供の貧困の現実」を
テーマに基調講演。また、一般社団法人こど
もサポートセンター小谷 公仁子 氏がパネリ
ストとして登壇。

【平成30年2月28日 仙台市】
２団体がパネリストとして登壇。

・NPO法人アスイク
・せんだいこども食堂

２団体が活動紹介を含むショートプレゼ
ンテーションを実施。

・NPO法人キッズドア
・NPO法人TEDIC

５

【平成30年3月16日 福岡市】
NPO法人エデュケーションエーキューブ
代表理事 草場 勇一 氏がパネリストとし
て登壇。
その後、フォーラムをきっかけにギャッ
プジャパン株式会社福岡店舗の方々と
NPO法人エデュケーションエーキューブ
がコラボし、チャリティ・フリーマー
ケットの開催が実現。

第１回未来応援ネットワーク支援
事業について、事業報告書を作成。

学習支援・居場所づくり・衣食住
の支援・児童養護施設退所者等の
支援など活動分野の異なる７団体
の活動内容・実績、子供たちの声
などを紹介している。

【平成30年3月12日 長野市】
NPO法人ホットライン信州専務理事 青木
正照 氏が、団体の活動を紹介、パネル
ディスカッションに参加。

【平成30年2月1日 さいたま市】
NPO法人さいたまユースサポートネット
代表 青砥 恭 氏が、団体の活動を紹介、
パネルディスカッションに参加。



第２回募集における採択団体に関する取組

▶ 国民運動公式Facebookページにおいて
活動報告をシェア

採択団体がFacebookやHP上に投稿している基金の
支援による活動の報告を、国民運動公式Facebook
ページでシェア。

▶ 内閣府HP・国民運動公式HPで紹介
内閣府HPと国民運動公式HPにおいて、全ての採択団体の概要を掲載。

ページ「いいね！」数
合計18,159人
※平成29年９月21日時点

＊内閣府HP ＊国民運動HP

６



第２回募集における採択団体事例

空き家をリノベーション！eラーニングを活用した学びの場に。

NPO法人 エデュケーションエーキューブ［福岡県］ ※継続

経済格差がもたらす教育格差の是正を目指して、経済的に厳しい環境にいる小学生から高校生までの
子供たちも気軽に利用できるeラーニングをベースとした自立型学習拠点「スタディプレイス」を開校。
学校に登校できない子供たちや経済的な理由で高校進学を断念する子供たちをサポートするフリース
クール事業も開始し、教育委員会の承認を受け、フリースクールの出席が学校と同様の出席扱いとなっ
ています。

＜２９年度の報告＞
空き物件をリノベーションし、子供たちが長時間滞在したくなるカフェのような学習拠点「スタディプレイス」事業を開始。
小学生から中学生の子供たちが在籍し、うち、ひとり親世帯など８名の子供たちが、奨学制度を利用しています。

NPO法人フードバンク和歌山［和歌山県］

地域の人々の協力に支えられ、子供たちの「食」を支える
「家庭で食べきれない」「キズや規格外などで販売できない」などの理由で廃棄されてしまう食

料品をはじめ、日用品、衣類、文具、書籍などを無料で提供していただくフードドライブを和歌山
県内６市町村で実施。生活困窮世帯と、その支援にあたる団体や社会福祉協議会、行政、子供食堂、
社会福祉施設などに配布することにより、和歌山県内で食の支援を必要とする子供たちの生活環境
を改善することを目指しています。
＜３０年度の計画＞
食の支援を必要とする子供たちの生活環境を改善するため、以下を目標に活動します。
・ フードドライブを県内６市町村で年間各２回計１２回実施します。
・ 個人５０名以上、団体３０団体以上から寄贈食品などを年間２０トン以上を回収します。
・ 生活困窮世帯は３０世帯以上、団体は３５団体以上に毎月２回以上、寄贈食品などを配布します。

２．衣食住など生活の支援

１．学びの支援

＜３０年度の計画＞
学習塾（中学生）・フリースクール（小・中・高校生）に加え、新たに小学生向けアフタースクールを実施予定。
企業と連携してプログラミングやＩＴ教育、マネー教育、ディスカッションなど多様な学びの機会の提供を目指しています。

７



NPO法人アスイク［宮城県］ ※継続

３．居場所の提供・相談支援

宮城県は震災後に不登校率が全国ワースト１に（平成２８年度）。仙台市も不登校児童数が震災前の
１. ５倍となり、貧困を背景にした不登校も増えています。経済的な負担なく利用でき、必要に応じて
家庭支援も行うフリースクールを運営し、子供たちが社会とつながり、人と関わる中で、自己肯定感を
高め、自己実現をサポートしています。

「自分らしくいられる」居場所を大切に、希望に向かう支援を

４．児童養護施設退所者などの支援
ＮＰＯ法人 いまから［愛知県］

「児童養護施設に入所中に高校を中退して退所せざるをえなくなった」「就職のために退所したが
仕事を辞めて居場所がなくなった」などの若者を対象に、相談所・居場所・宿泊所を提供して、精神
的な安定と生活の不安軽減を目指しています。生活意欲や就労意欲を高めて、高卒認定や働く体験を
通じて自立できる基礎を作る支援もしていきます。

＜３０年度の計画＞
・ 関係団体（児童養護施設・児童相談所・保健所・市町村関係部署など）への相談会、意見交換会を各３回開催します。
・ 児童養護施設などの入居困難者、退所後の生活困難者１０名に、居場所（週５日）、宿泊（毎日実施）、学習支援（週３回）・

就労支援（職場体験を含む／週３回）、相談（本人支援者を含む／週５日）を実施します。
・ 利用人数の目標を、居場所利用８名、宿泊利用４名、学習及び就労支援（職場体験を含む）１０名、相談（本人支援者を含む）

５０名とします。

児童養護施設の退所者に相談所・居場所・宿泊所を提供

＜２９年度の報告＞
不登校の小中学生（生活保護、児童扶養手当受給、就学援助等に該当）を対象に、学習支援、進路相談のほか、フリーマーケットへの出店、
ボランティア活動などを２４８回開催し、２２名が利用しました。仙台市教育委員会・在籍校と連携し、指導要録上は出席扱いとなっていま
す。高校中退予防、中退後の支援は、仙台市との協働事業に発展し、利用者が４０名に増加して、１４９回行いました。
＜３０年度の計画＞
利用者数30名を目標に、「居場所」を１２０回開催し、社会とのつながりをつくります。保護者のピアカウンセリングの場づくり（隔月計
３回）も行い、保護者の精神的負担を軽減し、子供への関わり方の改善を目指します。

８



５．児童またはその保護者の就労の支援
NPO法人フェロージョブステーション［愛媛県］

生活保護、ひとり親などの事情から、将来の目標となる出会いや体験、多様な職業を知る機会が少ない
子供たちがいます。実際にプロの技術や仕事にふれることのできる職業体験の機会を提供し、自立につな
がる職業観・人生観を培い、将来に向けて夢を見つけ、実現するための行動を始めるきっかけをつくって
います。

＜３０年度の計画＞
生活保護や親がいない（ひとり親含む）児童１０名に対し、企業体験を１週間行います。
・ 受け入れ企業は、愛媛経営研究会や中小企業家同友会などの経営者団体に所属する企業６社に依頼します。
・ 参加する児童は、児童相談所や相談支援事業所と連携をとって募集します。
この事業をきっかけに、将来は、企業と相談支援事業所とのつながりをつくり、継続的な実習受入と実習受入企業数の増加を図り、
若手人材と企業とのホットラインを作っていきたいと考えています。

企業で現場実習、自立につながる職業観・人生観を培う

６．里親または特別養子縁組の斡旋を実施・支援
大阪府里親会（旧称：大阪里親連合会）［大阪府］

児童虐待に関する相談が年々増加する中、８割の児童が施設で生活しており、里親家庭で暮らす児童は２
割しかいません。社会的養護の現状や里親制度を広く一般に伝える啓発活動を行うとともに、養育に悩む里
親家庭への支援や研修、家庭相談、さらに特別養子縁組や里親委託を増やす活動などに取り組んでいます。

＜３０年度の計画＞
・ シンポジウムを府内６支部で年１回以上実施し、社会的養護の現状、里親制度について広く理解を広めます。
・ 相談会、里親啓発マラソン、大学や地域団体への出前講座、一日里親体験、施設児童の里親体験を実施します。
・ 新規登録者の増加と現在の里親の資質能力の向上を図る研修、新規の里親への研修を実施します。
・ 相談支援による里親の不安解消、研修旅行やレクリエーション、お祝い会、里親サロンなどで親睦を図ります。
・ 里親と協力して、委託措置解除後の児童の就労先の斡旋など自立を促します。
・ 里親委託推進事業として、初期の面接から審査までの里親認定に係る事務、児童を受託する里親の認定、マッチング、

個別支援プログラムの作成、里親家庭への訪問面接を実施します。

里親を増やし、すべての子供たちに家庭を

９



７．その他の支援
全国フードバンク推進協議会［山梨県］ ※継続

子供の貧困問題の解決のためには、「地域の力」が必要です。子供たちのために何かしたいと考
えている関心の高い地域住民、企業、学校、NPO、自治会などが力を合わせて取り組むプラット
フォーム「子どもの貧困撃退円卓会議」を形成。地方都市における子供の貧困対策推進のモデルと
なることを目指します。

＜２９年度の報告＞
・ 子供食堂を開設し、７０６人が利用。フードバンク事業では倉庫を拡充し、子供食堂や施設との連携を強化しました。
・ チャリティイベントを実施。ＮＰＯなど８団体、約３００人が参加。約４００万円の寄付を集めました。
・ 奨学米プロジェクト ２２世帯１３８回配達しました。

地域で、子供の貧困対策のプラットフォームの形成へ

＜３０年度の報告＞
・ プロボノ（仕事の知識や経験を活かしたボランティア）やファンドレイザー養成講座を社会人を対象に２回開催します。
・ 円卓会議（３０人・団体の参画を目指す）では、大田原市における「子供の貧困に関する実態調査」を実施します。
・ 円卓会議後、子供食堂２カ所、学習支援活動２カ所、居場所２カ所を創出、計８０人の利用者増を目指します。

そのために、個別団体支援や、活動を支えるためのファンドレイズ活動を具体的に行います。
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