
子供の未来応援基金
第４回未来応援ネットワーク事業

採択結果について

令和２年１月
子供の未来応援国民運動推進事務局



第４回未来応援ネットワーク事業について

１．支援対象事業の内容

２．対象団体

草の根で貧困の状況にある子供たちに寄り添った支援活動を行うNPO法人等を支援し、
社会全体で子供の貧困対策を進める環境、応援ネットワークを構築

① 公益法人（公益社団法人又は公益財団法人）
② 一般法人（一般社団法人又は一般財団法人）
③ NPO法人（特定非営利活動法人）
④ その他ボランティア団体、町内会など非営利かつ公益に資する活動を行う

法人又は任意団体

様々な困難を抱える子供たちに寄り添ったきめ細やかな支援を届ける

３．申請結果

令和元年８月５日～９月20日にて公募したところ、352件、総額約５億8480万円の
申請があった。

４．審査

子供の未来応援基金事業審査委員会を令和元年12月13日に開催。
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（参考）基金による支援対象事業等について

対象事業 期待する効果の例 審査の視点 支援対象経費等

ア．様々な学びの支援 進学率の向上や
退学率の低減等

①計画性
目的に沿った目
標の達成に向け
た計画が立てら
れているか

②連携
地域における多
様な関係者と連
携する工夫があ
るか

③広報
積極的な広報、
情報発信の工夫
があるか

④継続性
基金による支援
後の見通しがあ
るか

事業Ａ

新規又は拡充事業について活
動を支援し、団体の運営基盤
の強化を図る事業。
※これまでの支援事業と同様

支援額：上限300万円
支援回数：原則３回まで
※次回以降、Ｂ事業への申請は不可

イ．居場所の提供・相談支援 社会的孤立の解消等

ウ．衣食住など生活の支援 栄養ある食事の確保
や正しい生活習慣の
習得等

エ．児童又はその保護者の
就労の支援

就労率の向上や安定
した収入の確保等

事業Ｂ（少額支援枠）New

小規模での活動を行う団体に
対する支援として、以下の種
類の支援枠を新設。

支援額：30万円 or 100万円
支援回数：原則３回まで
※次回以降、事業Ａに移行する場合は
両事業を合わせて原則３回まで

※事業費が少額の団体に対する支援の強
化の観点から、これまで基金による支援
を受けたことがなく、設立後５年以内又
は新規事業・実施後間もない事業を行う
団体に限る

オ．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

児童養護施設退所者
の生活基盤の確立、
里親委託率の向上等

※ア～オのほか、「その他、貧困の連鎖の解消につながる事業」も
対象事業となる。
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子供の未来応援基金事業審査委員会

役割

構成員

次の事項について、審査を行う
・ 支援の対象とする事業の内容及び上限額その他の事項
・ NPO等への支援金の交付先を選考するための公募の方法及び選考基準
・ NPO等への支援金の交付先及び当該交付先へ交付する支援金の内容
・ その他委員会の審査が必要と認める事項

荒 木 正 株式会社NTTドコモCSR部部長

小 川 晶 子 ライオンズクラブ国際協会FWTチーフ

菊 池 まゆみ 藤里町社会福祉協議会会長

草 間 吉 夫 東北福祉大学特任教授

出 口 洋 一 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

松 村 淳 子 京都府健康福祉部長

宮 本 みち子 放送大学名誉教授・千葉大学名誉教授

委員 ８名
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第４回未来応援ネットワーク事業の採択結果について

⃝ 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、９７団体を採択することとなった。支援予定総額は約１億２,９００万円。

⃝ 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。

事業A
（300万円以下）

３０

事業B
（100万円以下）

６７

□支援金額別□事業類型別

様々な学びを支援する事業 ２５

居場所の提供・相談支援を行う事業 ３８

衣食住など生活の支援を行う事業 ２０

児童又はその保護者の就労を支援する事業 １

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

８

その他、貧困の連鎖の解消につながる事業 ５

□地域別 ※団体所在地で整理

北海道・東北 ８

関東 ２８

中部 １０

近畿 ２７

中国・四国 ９

九州・沖縄 １５

□団体種別

公益法人 ２

一般法人 １６

NPO法人 ４０

その他任意団体 ３９

□新規・継続別

新規 ７８

継続
（２回目・３回目）

１９
（14・5）
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団体名 所在地

Kacotam ★ 北海道

フードバンクイコロさっぽろ 北海道

ターサ・エデュケーション ★ 群馬県

フードバンクネット西埼玉 ★ 埼玉県

サンカクシャ 東京都

全国子どもの貧困・教育支援団体協議会 ★ 東京都

全国こども食堂支援センター・むすびえ ★ 東京都

豊島子どもWAKUWAKUネットワーク ★ 東京都

フードバンクTAMA  ★ 東京都

在日外国人教育生活相談センター・信愛塾 神奈川県

フェアスタートサポート ★ 神奈川県

フードバンクしばた 新潟県

ぎふ学習支援ネットワーク 岐阜県

教育・地域交流機構 岐阜県

「生」教育助産師グループ ＯＨＡＮＡ ★ 愛知県

こどもソーシャルワークセンター 滋賀県

京都わかくさねっと 京都府

第４回未来応援ネットワーク事業 採択団体一覧（事業Ａ）

団体名 所在地

大阪市よさみ人権協会 ★ 大阪府

釜ヶ崎支援機構 大阪府

チェンジングライフ ★ 大阪府

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

こども食堂 ネバーランド ★ 鳥取県

学校教育開発研究所 ★ 広島県

どりぃむスイッチ 広島県

フードバンク福岡 ★ 福岡県

心澄 ★ 長崎県

逢桜の里 ★ 熊本県

いこいスペース ∞ こあ まるちゃん家 ★ 熊本県

まど ★ 大分県

すず虫の会 宮崎県

※団体名末尾に「★」が付いている団体は、継続支援団体。
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団体名 所在地

光星学院 八戸学院大学
健康医療学部 人間健康学科
佐藤千恵子ゼミナール

青森県

子ども食堂すこやか
プロジェクト

青森県

おりざの家 宮城県

ワタママスマイル 宮城県

つなぐ舎 福島県

福島就労支援センター 福島県

Ｐｅａｃｅｆｕｌ Ｌｉｆｅ 茨城県

フードバンクとちぎ 栃木県

こども支援団体
みんなのおうえん団

群馬県

川口子育て応援
フードパントリー幸栄

埼玉県

ミナー 埼玉県

学習支援ソライロ 千葉県

とうかつ草の根フードバンク 千葉県

はこぶね 千葉県

光と風と夢 千葉県

あだち子ども支援ネット 東京都

あったかキッチン水元 東京都

アフォール 東京都

第４回未来応援ネットワーク事業 採択団体一覧（事業Ｂ）

団体名 所在地

きもの笑福 東京都

世界マザーサロン 東京都

日本福祉環境整備機構 東京都

フードバンク調布 東京都

あさみぞみんなの
コミュニティ

神奈川県

びーのびーの 神奈川県

フードバンク横浜 神奈川県

イノベーション7374  新潟県

親子関係支援センター
やまりす

福井県

おけまる食堂実行委員会 長野県

ふしみこども食堂 岐阜県

ブラスマ委員会
（はらぺこ食堂）

静岡県

「ふれあい子どもカレー食
堂」の会

静岡県

みんなの居場所
「こどもの隣」プロジェクト

三重県

滋賀県里親連合会 滋賀県

ＴａｋｅーＬｉａｉｓｏｎ 滋賀県

アガペー 京都府

アサヒキャンプ 大阪府

団体名 所在地

木の実キッズダイナー
高井田

大阪府

高槻つばめ学習会 大阪府

日本国際育成支援機構 大阪府

ほしぞら＆ふれあいハウス
鳴滝

大阪府

HOMEステーション 大阪府

みらいこども財団 大阪府

office ひと房の葡萄 兵庫県

神戸市職員有志 兵庫県

たからっ子食堂 兵庫県

あつあつごはんを食べる会 奈良県

大宮地区社会福祉協議会 奈良県

げんきスマイル ＯＦ ＡＬＬ 奈良県

せいじゅん たすけあい
こども食堂

奈良県

子どもの生活支援
ネットワークこ・はうす

和歌山県

さんくすすまいるTEAM
わかやま

和歌山県

はしっ子えがおサポート 和歌山県

フードバンクしまね
あったか元気便

島根県

マールこども食堂&寺子屋 広島県

団体名 所在地

地域に子どもの居場所を・
グループわいわい

徳島県

四つ葉 徳島県

Kodomo Saijo 愛媛県

ゆめ・スマイル 高知県

アイグループ 福岡県

コミュニティシンクタンク
北九州

福岡県

みんなの学び館 福岡県

わたしと僕の夢 福岡県

こどもキッチンブルービー 熊本県

OneField 熊本県

一緒に歩こう会
居場所サロンわかばハウス

大分県

キャリアサポート 大分県

かごしまこども食堂・
地域食堂ネットワーク

鹿児島県
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