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ご挨拶

　子供の未来応援基金にご寄付をいただいた皆様に心より感謝を申し上げます。

　本基金は、平成 25 年 6 月の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の成立、平成
26 年 8 月の「子供の貧困対策に関する大綱」の決定を受け、こどもの貧困対策を官公民
の連携・協働プロジェクトとして推進する観点から、平成 27 年 10 月に創設されました。
本基金の創設以来、企業や個人の皆様から広く寄付を募り、貧困による困難を抱えるこ
どもたちを支える、草の根の団体への支援を継続しています。

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、こどもたちを取り巻く環境は一層厳しいも
のとなりました。感染症対策を講じるため、こども食堂では「共食」の機会に制限が生
じたり、学習支援活動では対面型に加えてオンライン型の活動を導入したりするなど、
支援活動の在り方に変化が生じました。こうした状況の下、令和 4 年 1 月に支援を決定
した事業についての本基金への応募は、前年に比べ約 1.6 倍の約 500 件に上り、本事業
へのニーズが拡大しています。

　また、令和 5 年 4 月には「こども家庭庁」が発足し、こどもの視点に立った必要な政
策に取り組もうとする中、厳しい状況にあるこども達の生活の安定や学びの継続に向け
て、社会全体で支援していくことは大変重要です。本基金ではこれまで、全国の団体の
皆様から、「支援を得ることで、行政や地域の信頼を得ることができ、団体の活動が大
きく前進しました」、「こどもたちの権利を守っていく上で、この事業は必要不可欠」と
いった声をお寄せいただきました。こうした声に接する中で、これからも、こどもたち
を支える環境を社会全体で支援していくための一助として、本基金の意義を改めて認識
しているところです。

　寄付者の皆様のご支援に改めて感謝申し上げますとともに、お預かりした寄付金の活
用成果について、本事業報告書をもってご報告いたします。　

　令和 4 年 10 月　子供の未来応援国民運動推進事務局
　［内閣府、文部科学省、厚生労働省、独立行政法人福祉医療機構］
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子供の未来応援基金について

■沿革
　平成 27 年 10 月、子供の未来応援基金は、こどもの貧困対策に係る官公民の連携・協働プロジェク
トとして創設されました。
　こどもの貧困については、放置することにより、こどもたちの将来が閉ざされてしまうだけでなく、
社会的損失にもつながることから、困難を抱えたこどもたちを支える民間の活動を支援するため、寄
付金を原資とした本基金を創設し、平成 28 年より「未来応援ネットワーク事業」として支援金の交付
を継続しています。
　支援金の使途については、①様々な学びを支援する事業、②居場所の提供・相談支援を行う事業、
③衣食住など生活の支援を行う事業、④児童又はその保護者の就労を支援する事業、⑤児童養護施設
等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業、⑥その他、貧困の連鎖の解消に資する事業とし、
外部有識者等で構成される審査委員会において申請内容を審査の上、支援先を決定しています。

平成 27 年４月 子供の未来応援国民運動　発起人集会
　 関係閣僚や経済界、教育・福祉関係者など様々な分野から発起人が集い、

民間資金による基金創設を検討することなどを決定しました。

平成 27 年 10 月 子供の未来応援基金を創設
　子供の未来応援基金の寄付を募る活動を始めました。

平成 28 年７月～ 未来応援ネットワーク事業の公募を開始
　年１回、支援先を全国から公募・決定。支援を受けた団体が活動しています。

■子供の未来応援基金の管理・運用体制
　子供の未来応援基金は、内閣府、文部科学省、厚生労働省、独立行政法人福祉医療機構により構成
する「子供の未来応援国民運動推進事務局」が管理・運用しています。
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企業・団体、個人
≪子供の未来応援国民運動推進事務局≫
※事務局の運営費用に基金は使用しない

子供の未来応援基金

基金事業審査委員会
基金による支援先を審査、
審査状況を公表することで、
透明性・公平性を確保する

福祉医療機構

内閣府・文部科学省・厚生労働省寄付金

支援金

NPO等が
公募に申請

事業報告
税制優遇

福祉医療機構と相互に協力し、
PR活動を実施、審査委員会を運営

子供の未来応援基金を
他の財産と分別して管理
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子供の未来応援基金について／令和3年度の活動

■子供の未来応援基金事業審査委員会
　子供の未来応援基金による支援については、支援先となる団体を公募し、その申請内容について「子
供の未来応援基金事業審査委員会」において審査の上、決定しています。本報告書に掲載の令和 3 年
度事業は、以下の委員に審査していただきました。

＜委員＞
　　小　川　晶　子　ライオンズクラブ国際協会日本ライオンズ大学校幹事
　　菊　池　まゆみ　藤里町社会福祉協議会会長
◎　草　間　吉　夫　茨城キリスト教大学非常勤講師
　　小　山　遊　子　株式会社イトーヨーカ堂経営企画室CSR・SDGs推進部総括マネジャー
　　本　田　和　彦　横浜市こども青少年局総務部長
　　西　田　　　進　一般財団法人アズビル山武財団専務理事 
　　宮　本　みち子　放送大学名誉教授・千葉大学名誉教授
　　室　田　信　一　東京都立大学人文社会学部人間社会学科准教授  
 （五十音順、敬称略。◎は委員長。役職は令和 2 年 12 月 4 日時点）

令和3年度の活動

令和3年4月
◦「令和3年度未来応援ネットワーク事業」支援団体の活動が始動。

令和3年8月
◦�子供の未来応援基金事業審査委員会において「令和4年度未来応援ネットワーク事業」の実施につい
て審議。
◦「令和4年度未来応援ネットワーク事業」による支援団体を公募。（募集期間：8月23日～10月4日）

令和3年12月
◦�子供の未来応援基金事業審査委員会において「令和4年度未来応援ネットワーク事業」による支援対
象を審査。（22日）

令和4年1月
◦「令和4年度未来応援ネットワーク事業」により支援を行う団体を公表。（18日）
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令和3年度未来応援ネットワーク事業実績報告

　令和 3 年度は、全国の 96 団体に対し支援を行いました。

■支援件数　計96件

様々な学びを支援する事業 27件

居場所の提供・相談支援を行う事業 38件

衣食住など生活の支援を行う事業 20件

児童又はその保護者の就労を支援する事業 4件

児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業 6件

その他、貧困の連鎖の解消につながる事業 1件

令和3年度活動の成果

　令和 3 年度の活動において、46,327名のこども・保護者に支援を届けました。

※助成団体からの報告を単純集計したもの。

■支援先団体の区分別内訳 ■支援先団体の所在地域別内訳

任意団体

5 10 15 20 25 30 35 40
（件）

38件

39件

16件

3件

NPO法人

一般法人

公益法人

5 10 15 20 25 30
（件）

北海道・東北

関　　　　東

中　　　　部

近　　　　畿

中国・四国

九州・沖縄

16件

24件

9件

23件

6件

18件

様々な学びの
支援

20,212名20,212名
居場所の提供・
相談支援

13,986名
衣食住など
生活支援

9,615名
児童、保護者の
就労支援

397名
児童養護施設等の
退所者等の支援

2,117名

令和3年度未来応援ネットワーク事業実績報告／令和3年度活動の
成果
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基金の財務状況

■寄付金収入� 令和3年度末時点（累計）

　17億1,153万1,172円

■ 企業・団体寄付　
■ 個人寄付

個人
39.7％

寄付金収入の割合

企業・団体
60.3％

■寄付金支出� 令和3年度末時点（累計）

　13億2,384万4,000円

⃝支援実績
事業年度 活動期間 支援実績（支援決定額）

平成 28・29 年度
未来応援ネットワーク事業

平成 28 年 10 月
～平成 29 年９月 86 団体 ３億 1,600 万円

平成 30 年度
未来応援ネットワーク事業

平成 30 年４月
～平成 31 年３月 79 団体 ２億 6,600 万円

平成 31 年度（令和元年度）
未来応援ネットワーク事業

平成 31 年４月
～令和２年３月 71 団体 ２億   800 万円

令和２年度
未来応援ネットワーク事業

令和２年４月
～令和３年３月 97 団体 １億 3,200 万円

令和２年度
新型コロナウイルス感染拡大への
対応に伴う緊急支援

令和２年７月
～令和３年３月 20 団体 　　5,300 万円

令和３年度
未来応援ネットワーク事業

令和３年４月
～令和４年３月 96 団体 １億 4,600 万円

令和４年度
未来応援ネットワーク事業

令和４年４月
～令和５年３月 133 団体 ２億 200 万円

基金の財務状況
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令和３年度未来応援ネットワーク事業活動レポート

学習を通して自信につなげる
　NPO法人「まんまるサポート」は、香川県高松市で、
不登校やひとり親世帯、放課後の居場所が無いなど、学
校や家庭以外の場所での支援が必要なこどもを対象に、
学習支援を行っています。
　サポートするのは大学生（有償ボランティア）や教師
OB。小学生には宿題や長期休暇の課題、中学生や高校
生には中間・期末テスト対策に加え、中学3年生には受
験に向けた入試対策など、参加するこどもの特性やニー
ズに合わせて、一律指導ではなく個別のサポートを行っ
ています。
　 
　令和3年度未来応援ネットワーク事業においては、新
型コロナウイルス感染防止のため、密にならないよう1
回あたりの参加人数を減らし、代わりに実施回数を週2
回から徐々に増やして週4回とし、1年間で合計154回
の学習支援を実施しました。
　継続した支援を行うことで、参加したこどもには、「学
習に対する集中力が向上した」、「登校への意欲が高まっ
た」、「これまで自分だけの力ではできなかった宿題をや
り遂げることができ、自信をもって登校できるように
なった」などの変化が見られました。その結果、高校を

受験した生徒は、志望校に合格し、進学の夢を叶えるこ
とができました。
　また、別のこどもたちや大学生と一緒に勉強したり、
ゲームをしたりしながら一緒に過ごすことで、コミュニ
ケーション能力が身に付き、他者に対して自分の意見を
言えるようになりました。
　学習支援の他に、進学・就労への意欲向上を目的に、
職業体験も実施しました。一時はコロナ禍の影響で開催
も危ぶまれましたが、地元企業や農家の協力により、ジャ
ンルの異なる3つの事業所にて職業体験を実現すること
ができました。
　また、生活スキルの習得を目的に、料理教室や裁縫教
室も実施しました。
　当NPO法人は、令和3年4月に現在の場所に拠点事務
所を開設しましたが、学校や行政、スクールソーシャル
ワーカーとの連絡体制を活用したり、近隣住民への声掛
けやチラシ配布、自治会や民生委員・児童委員へ協力を
要請したりすることにより、困難を抱えた世帯のニーズ
を把握し支援につなげることができました。地域の人達
からは、更なる協力の申し出も増えており、こどもたち
への関心を喚起することができたと感じています。

①様々な学びの支援

まんまるサポート（香川県）
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「わかる」を探求し、自分の将来を切り拓く
　NPO法人「子ども・教育と貧困問題を考える会」 は、
経済的な困難を抱えた家庭の中学生を対象に、山梨県内
の5か所の教室で無料の学習支援を実施しています。
　
　経済的に困窮している家庭のこどもたちに、貧困の連
鎖の解決のための道筋の1つとして、中学生の段階で基
礎学力を身に付け、将来の進路選択で自らの希望する道
を選択し、自立していくことが必要と考え、平成29年
に無料の学習支援を行う団体を立ち上げました。

　「無料塾」「タダゼミ」と呼ばれるこの学習支援塾は、
元教師、大学生、元塾講師、主婦など、約20名の多彩
な講師陣が、「『わかる』ことは楽しいです。『わかる』
ことを支援します。そしてみんなと一緒に『わかる』を
求めていきましょう。そして自分の将来を切り拓きま
しょう。」と呼び掛け、学習をきっかけに、こどもたち
が自分の進路に、より希望が持てる状態となることを目
標にサポートを行っています。
　
　令和3年度未来応援ネットワーク事業においては、コ

ロナの感染拡大のため活動を自粛した期間もありました
が、予定通り、年間35週開設し、1回につき3時間の学
習支援を、5か所において合計175回行いました。中学
3年生は希望の高校に進学することができ、自分の力で
道を切り拓く一歩を踏み出しました。
　
　こどもの居場所づくりとして予定していた夏の交流会
やクリスマス会などの交流イベント は、コロナの関係
で十分にできず、卒業となる中学3年生を招待した映画
上映会のみの実施となりましたが、地域のこども食堂と
連携し、昼食の配布などを通して共に学ぶ仲間との交流
を深めることができました。
　
　最近では、地元の新聞で生徒を募集したことも影響し、
参加の問い合わせが増えました。中でも、外国籍のこど
もの希望が増加しています。コロナ禍により、不安が増
大したと感じているこどもや保護者にとって、少しでも
安心できる材料が増えるよう、今後も地域での学習会を
継続していきます。

子ども・教育と貧困問題を考える会（山梨県）
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住民一丸となって親子を支える、地域のセーフティネット
　大阪府内各所で、生活困窮者等に対して就労支援や生
活支援を行う、一般社団法人「ヒューマンワークアソシ
エーション」は、直接は見えづらいこどもの貧困にも着
眼し、令和3年度未来応援ネットワーク事業において、
茨木市内でのこども食堂や居場所事業を実施しました。

　団地の子育て世帯を中心としたセーフティネット事業
として、困窮世帯のこどもを対象に、学校給食のない土
曜日に、小規模のこども食堂を開きました。その前後2
時間に学習支援やスポーツ活動を行うことで、こどもや
保護者のリフレッシュを図りました。活動により得た情
報は、地域の人権協議会で共有し、地域住民一丸となっ
て世帯のサポートに当たりました。コロナ禍の影響で、
こども食堂を開催することができなかった期間は、弁当
の宅配により、こどもたちの様子を確認しました。弁当
の宅配を実施したことで、各世帯の様子を知る機会が増
え、必要な援助につなげることもできました。こども食
堂には、一年間で延べ412名が参加し、世帯への介入は
32件行うことができました。
　また、団地に住むこどもたち向けには「やりたいこと
から始める学習支援」も行いました。困窮世帯の児童が
コロナ自粛明けに不登校状態となり、家庭内のストレス
が溜まっていたり、不登校などにより、日中はこどもが

一人で過ごしていたりする状況を受け、総じて低くなっ
ている自己肯定感を高めてもらうため、まずは自分がや
りたいことから始めてもらうアプローチを実施し、こど
もたちの自信につなげました。長期休み明けに不登校に
なる生徒が多く、延べ参加人数は172人、世帯への介入
は48件となりました。
　海外ルーツの生徒の割合が多い地域の高校において
は、相談への第一歩として、校内の一教室でカフェを運
営し、リラックスした雰囲気の中で気軽に話しながら、
必要に応じてサポートを行う事業を行いました。令和3
年度は112件の相談があり、保護者の支援にもつなげま
した。日本語が満足に話せず、行政からの複雑な日本語
による通知を理解することが出来ない保護者は、利用で
きる制度を利用することが出来ず、生活の困窮度が高く
なっているため、生徒を通じて 必要な社会資源へとつ
なぎました。
　フードバンク事業においては、企業や市民からの食材
の寄付が、目標の2倍となる612キロに達し、協力の輪
が広がっていることを実感しています。
　今後も、地域の協力を得ながら、団地連絡会、人権協
議会、学校やソーシャルワーカーなど関係者と協働し、
地域のセーフティネットとして親子を支えていきます。

②居場所の提供・相談支援

ヒューマンワークアソシエーション（大阪府）
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利用者みんながほっとできる場所に
　千葉県佐倉市を拠点とするNPO法人「せんなり村」は、
コロナ禍による外出自粛により、人と人との交流が減少
し、こどもの貧困問題や高齢者が直面する「孤食」「コミュ
ニケーション能力の低下」等の社会問題の解決策の一つ
として、月に一度、こども食堂「ふれあい食堂」を実施
しています。

　元々は、晩ごはんをみんなと一緒に食べる機会を提供
し、「同じ釜の飯を食べる」ことを通して、地域の人と
交流を図る予定でしたが、コロナの感染拡大により実施
が厳しくなり、ドライブスルー方式や外で食べるピク
ニック方式に変更しました。
　また「ふれあい食堂」の開催日には、こどもたちが店
員さんやお客さんになって、売る／買う楽しさを味わう
「村の駄菓子屋さん」も実施しました。参加した保護者
からは「自分で考えてお菓子を選んで、お友達と共有す
るということが、とても楽しいようです」「商業的な駄
菓子屋しか知らないので、アットホームな駄菓子屋の経
験が出来てありがたいです。店員さんが無表情じゃない
のが何より良いです」などのコメントが寄せられ、大好
評でした。
　長引くコロナ禍において、地域の人から「外で安心し

て過ごせる場所がない」との声が多く、こども食堂など
に対するニーズを感じていたため、感染症対策を講じな
がら、開催する方法を練りました。令和3年度未来応援
ネットワーク事業においては、「ふれあい食堂」には延
べ2,041人、「村の駄菓子屋さん」には延べ1,149名が参
加しました。このほか、子育て講演会「せんなりマルシェ」
（家族でふれる音楽と子育て）には289名が、こどもの
居場所づくり「村の習字教室」には全3回で延べ40名
がそれぞれ参加しました。 
　開催するにあたり、まずはスタッフ間でコロナ対策の
基礎知識を学び、共通理解を図りました。人が集まるこ
とによる感染リスクの懸念や、毎回の消毒作業により、
手間も増えましたが、コロナ禍でも活動を継続している
ことを知って新たに支援してくださる方や、ボランティ
アとしてお手伝いしてくださる団体も増えました。 

　いつもの馴染みの顔ぶれで、話しやすいスタッフがい
て、地域の人が気軽に訪れることができる場所、地域の
人に開放的な場所となり、せんなり村を訪れるすべての
人が、人と人とのつながりを大事だと感じられる地域の
拠点となることを目指して、これからも活動を続けます。　 

せんなり村（千葉県）
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支援につながりにくい対象へのアプローチ
　任意団体「ハピママメーカープロジェクト」は、埼玉
県川口市を活動拠点とし、いわゆる「夜の世界」で働く
シングルマザーを中心に支援を行っています。

　夜間の仕事のため、生活時間の違いや、周囲の偏見な
どから、問題を抱えていてもなかなか行政の支援情報や
支援団体につながりにくい人達を対象に、フードパント
リーをきっかけとして支援につなげています。
　令和3年度はフードパントリーを6回開催し、ひとり
親家庭179世帯を含む、のべ798人が参加しました。フー
ドパントリー事業では、食料の配布だけでなく、企業や
個人からのご寄付によるおむつや生理用品などの衛生用
品、また洗剤や化粧品などの生活用品の無償配布も行い
ました。
　フードパントリーの開催日に合わせて、親子で楽しめ
る七夕やハロウィンイベント等の季節の行事やミニ縁日
（お菓子のつかみ取り、カップラーメン積み、輪投げ、
駄菓子屋さんごっこ等）の交流事業も企画しました。
　コロナの影響により、予定していた交流事業の一つの

リサイクル市は、一部、内容の変更を余儀なくされまし
たが、こども服・ベビーカー・ランドセル等のリサイク
ルや化粧品セットの配布を実施しました。
　また、弁護士や社会福祉士、心理士、スクールカウン
セラーなどによる相談事業も年に5回行い、必要な支援
につなげました。
　これらの活動については、テレビや雑誌で取り上げら
れることもあり、注目の高さも感じました。
　支援を受けた方々からは、「食べ物などもこどもが喜
ぶものが多く、ありがたいです」という感謝の言葉の他
に、「私でお役に立てるならボランティアで是非参加さ
せてください」という声もあがり、実際に支援対象者が
ボランティアとして運営に関わることも増えています。

　事業の実施で構築された関連団体・機関との連携を生
かし、今後も保護者の就労の時間帯などにより、社会的
に孤立することがないよう、また、すべてのこどもたち
が健やかに成長できるよう支援を続けていきます。

③衣食住など生活の支援

ハピママメーカープロジェクト（埼玉県）


