「子供の居場所」づくりに対する財政支援の一覧 【北海道・東北地方】（令和3年4月現在）

★は新規施策
＜北海道＞
施策名・予算額

支援対象（支援を受けられる方）

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業（福祉振興・介 市町村（指定都市及び中核市除く。）
護保険基盤整備事業））
(R3年度予算額 41.8億円の内数)

支援の概要（趣旨、補助率等）

担当課・連絡先（詳細はこちらへ）

地域づくり推進事業（福祉振興・介護保険基盤整備事業：補助率1/2）
(1)共生型地域福祉拠点整備・促進事業
高齢者、障害のある人、子どもなどが地域住民と共に集う地域のコミュニティ
活動の場において、支援を必要とする者等がお互いに支え、支えられながら
安心して地域で生活することができる共生型地域福祉拠点の整備及び設置
を促進する。
①共生型地域福祉拠点整備事業
②共生型地域福祉拠点促進支援・人材養成事業

北海道
保健福祉部福祉局地域福祉課
TEL 011-204-5267
保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支
援課
TEL 011-206-6328

(2)健全育成促進設備整備事業
児童の健全育成や子育て支援を推進するために必要な設備を整備する。

札幌市子ども食堂活動支援補助金
(R3年度予算額 3,500千円)

札幌市内で子ども食堂など子どもの居場所づくり活動に取り組む 子どもの居場所づくり活動を新たに開始する場合、又はこれまでの活動内容 札幌市
団体
の拡充や機能の強化を図って取り組む場合、活動にかかる経費の一部を補 子ども未来局子ども育成部子どものくらし支援
助。
担当課
・対象経費 物品購入費、会場使用料、普及啓発費、保険料などの経費
TEL 011-211-2947
・補助率 対象経費の2/3以内
・補助金額 1団体につき10万円以内
・補助対象期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

★子どもたちの居場所づくり運営委託業務
(R3年度予算額 1,381千円)

夕張市内で子どもの居場所づくり活動等に取り組む団体

★子どもの体験活動事業補助金
(R3年度予算額 500千円)

小学生から中学生までの子どもの健やかな育成のため､子どもと 活動場所を岩見沢市内の概ね中学校区とし､年間2回以上の活動､1回あたり 岩見沢市
教育委員会子ども課子育て支援係
その家庭を地域で支えることを目的として活動し､又は活動を予定 概ね2時間以上である事業に対し､上限10万円を交付｡
TEL 0126-35-5133
している3人以上で構成する団体及びグループ

★子どもの生活･学習支援事業補助金
(R3年度予算額 1,100千円)

①子どもの生活･学習支援事業の受託機関
②子ども食堂を運営する団体

沼ノ沢・紅葉山方面の小学生を対象に『あ・りーさだ』（旧緑陽中学校）を活用 夕張市
して児童が健やかに活動できる場所の提供を実施。保護者の就労に関係な 生活福祉課子ども･子育て支援係
く、学校の授業が終了した放課後に自主遊びや自主学習などが可能。
TEL 0123-57-7582

様々な困難や課題を抱える子どもの将来的な自立を促すことを目的とする｡
①主に中学生を対象に学習の習慣の定着や基礎的な学力向上等の支援を
行う。
②食事の提供を行う。
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恵庭市
子ども未来部子ども家庭課
TEL 0123-33-3131
(内線1234･1243)

石狩市子どもの居場所づくり推進事業交付金
(R3年度予算額 1,368千円)

次の①〜③の要件を全て満たす団体
①石狩市内に主な活動拠点を有すること｡
②団体が法人格を有しない場合は､団体の構成員が5人以上であ
り､構成員の過半数が石狩市に在住又は在勤していること｡
③組織の運営に関する規則等を備え､予算及び決算を的確に行
い､事業を適切に行う見込みがあると認められること｡

一定の条件を満たす子どもの居場所づくり(①又は②)を行う団体に交付金を 石狩市
交付する｡
保健福祉部子ども政策課
①食事の調理提供を行う子どもの居場所づくりの実施に要する経費
TEL 0133-72-3631
(1日につき7,000円､上限20万円)
②学習支援を行う子どもの居場所づくりに要する経費
(1日につき12,000円､上限40万円)

岩内町まちづくり活動支援補助金
(R3年度予算額 400千円)

町内に活動拠点を有する非営利活動団体で､5人以上の会員で組
織されている団体｡
(組織の運営に関する規約等を有し､政治活動又は宗教活動を行
う団体でないこと｡)

協働のまちづくりの理念による地域の活性化を図ることを目的とした事業に
対し､補助金を交付する｡
上限20万円(補助率2/3)
対象外経費 団体の運営経費､人件費､食糧費に相当する経費

★洞爺湖町地域食堂事業補助金
(R3年度予算額 4,500千円)

町内で地域食堂を運営する団体

子どもの貧困対策､ひとり親などの子育て世代の支援､高齢者の孤食対策､ 洞爺湖町
障がいのある人の交流の場の確保など､地域住民の共生拠点としての居場 総務部健康福祉課福祉･高齢者グループ
所づくりを図ることを目的として実施される地域食堂に係る経費の一部を予 TEL 0142-74-3001
算の範囲内において補助する｡

子どもの居場所づくり支援補助金
(R3年度予算額 469千円)

市内で子供食堂、学習支援、プレーパークの活動を実施する市民 子どもの居場所づくりの活動に伴う以下の費用を補助する｡
団体等
・会場使用料 上限額 3万円(補助率10/10)
・保険料 上限額 5万円(補助率10/10)

★子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金
(R3年度予算額 1,440千円)

市内で子供食堂、学習支援、プレーパークの活動を実施する市民 新型コロナウイルス感染症予防に努めながら、子どもの居場所づくりの活動 旭川市
団体等
を行う団体等に対し、以下の費用を補助する｡
子育て支援部子育て支援課
○賄材料費 ○運搬費 ○衛生費 ○消耗品費 ○宣伝費
TEL 0166-25-9128
月額上限額 4万円(補助率10/10)
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/
補助対象期間 R3.4.12〜R3.6.30まで
218/228/230/d059755.html

地域まちづくり推進事業補助金･負担金
｢子どもの居場所づくり事業｣
(R3年度予算額 1,050千円)

地域まちづくり推進協議会※(以下｢協議会｣という｡)の意見が反 学習支援や、学習支援を含む子どもの居場所づくりの活動に伴う費用を補
映された事業のうち､設立目的が異なる団体又はその構成員や住 助
民が複数で組織する団体､もしくは､協議会の委員を推薦している
団体又はその構成員のみで組織する団体
会場使用料、消耗品費、謝金等に対する補助
補助金上限額 20万円（補助率10/10）
※住民組織(町内会の連合的組織である地区市民委員会等)､福 負担金上限額 15万円（補助率10/10）
祉(地区社協、民生児童委員等)､経済団体(商工、農業等)､教育
関係(小中学校長､PTA等)など多様な地域の担い手で構成される ※負担金〜当該事業を立ち上げる際は、市との協働による負担金事業とし
組織(市の懇談会)で全市15地域に設置｡
て実施（最大2年まで立ち上げを支援）
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岩内町
経営企画部企画財政課企画調整係
TEL 0135-67-7094

旭川市
子育て支援部子育て支援課
TEL 0166-25-9128
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/
218/228/230/d059755.html

旭川市
市民生活部地域まちづくり課
TEL 0166-25-6357
子育て支援部子育て支援課
TEL 0166-25-9128

地域活性化応援事業補助金
(R3年度予算額 1,950千円)

5名以上で構成され､町内在住者が構成員の5割以上を占める団 補助対象団体が行う自主的な活動で､地域の活性化および地域における課 東神楽町
体
題の解決を目的とした事業。
まちづくり推進課
上限額 20万円(同一事業は3回を限度とする)
TEL 0166-83-2113

天塩町子どもの居場所づくり推進事業
(R3年度予算額 755千円)

公益法人､一般法人､NPO等で､地域支え合いサロンにおいて､学 天塩町地域支え合いサロンみらくるにて､週3日困難や課題を抱える子どもに 天塩町
習支援等の居場所づくりが運営できるもの
学習支援や食事の提供を行い､身近な場所での居場所をつくる(民間事業者 福祉課福祉係
へ委託して実施)｡
TEL 01632-2-1728

稚内市協働のまちづくり活動支援事業補助金
(R3年度予算額 600千円)

NPOや任意団体などで､市民と行政の協働によるまちづくりを推
進するための活動を行う団体

市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため､市民団体の自主的な活 稚内市
動に対して補助金を交付する｡
企画総務部企画調整課計画経営グループ
【補助対象事業】
TEL 0162-23-6187
地域の活性化または問題解決につながる事業･新たに取り組む事業または
既存の事業を拡充する事業･広く波及効果が期待される公益的な事業。
【補助率】
補助対象経費の2/3以内(上限30万円)

★網走市子どもの居場所づくり支援事業補助金
(R3年度予算額 425千円)

次に掲げる要件を全て満たす団体
①網走市内に活動拠点を有し､主に地域活動又は児童の支援に
資する福祉活動等(以下｢地域活動等｣という｡)を行う団体であるこ
と
②子どもの居場所づくりを継続して実施するための人的能力を有
すること
※地域活動等を行っているもの(民生委員･町内会等役員･PTA役
員など)を2名以上含む､5名以上で構成する団体
③暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと
④宗教的活動又は政治的活動を目的としている団体でないこと

子どもたちが､地域の人とのふれあいによって､安心して過ごすことができる 網走市
居場所づくりを進めることにより､子どもたちの育ちを支援することを目的とし 健康福祉部子育て支援課こども家庭係
て､地域の団体が行う多様な居場所づくりの取り組みに対する補助金を交付 TEL 0152-44-6111
する｡
・初度開設経費 上限額 3万円
・事業運営費 上限額 12万円

★清里町まちづくり地域活動推進事業交付金
(R3年度予算額 4,000千円)

町内の地域単位の自治会及び民間団体で､地域の特性を生かし､ 地域の特性を生かし､町民自らの参加と創意による個性的な地域活動の推
町民自らの参加と創意による個性的な地域活動の推進を図る団 進を図るため､活動に対して交付金を交付｡
体
【共創のまちづくり事業交付金】
清里町まちづくり運動推進協議会が必要と認めた地域活動に資する事業
事業費の2/3(特に必要と認める場合は10/10以内)
限度額 50万円

子ども食堂運営支援事業
(R3年度予算額 360千円)

町内の社会福祉法人及びボランティアグループ

子どもの居場所づくりを目的として子ども食堂の運営を開始する団体の給食 音更町
用備品の整備等を支援する(補助率10/10)。
保健福祉部子ども福祉課子育て支援係
TEL 0155-42-2111

★子ども食堂事業補助金
(R3年度予算額 240千円)

町内で子ども食堂を開設するボランティア団体､NPO法人

子ども食堂開設にかかる経費として準備費用20,000円及び開催回数×
10,000円を補助。
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清里町
企画政策課まちづくりグループ
TEL 0152-25-2135

新得町
保健福祉課福祉係
TEL 0156-64-0533

子どもの居場所づくり推進事業
(R3年度予算額 2,374千円)

町内で子どもの居場所づくりを実施する団体

主に子どもの居場所の提供､学習支援､食事の提供等を委託する｡
事業実施1回あたり42,495円(初回分のみ42,540円)

芽室町
子育て支援課子育て支援係
TEL 0155-62-9733

足寄町学習塾運営業務(指定管理料)
(R3年度予算額 36,830千円)

指定管理者制度による受託者

足寄高校生対象の無料の学習塾にて､個別指導を提供｡
※学習塾は公設民営(指定管理者制度)

足寄町
教育委員会教育総務室
TEL 0156-25-3188

★陸別町社会福祉協議会運営及び福祉活動事業補助金 陸別町社会福祉協議会
(こどもカフェ事業分 166千円)

陸別町社会福祉協議会運営及び福祉活動事業補助金の補助対象に｢こども 陸別町
カフェ事業｣を追加した｡補助率は定額(全額)。
保健福祉センター
TEL 0156-27-8001

子どもの居場所づくり推進事業補助金
(R3年度予算額 120千円)

町内団体

子どもの貧困対策(こども食堂の開催 1回/月)のための事業に必要な人件費 弟子屈町
を補助する｡
健康こども課こども支援係
TEL 015-482-2935

★栗山町高齢者居場所づくり活動推進補助金
(R3年度予算額 1,300千円)

社会福祉法人 栗山町社会福祉協議会

高齢者が主体的な担い手として活躍できる場所及び居場所を確保し､高齢者 栗山町
福祉課高齢者･介護･医療グループ
の社会的孤立感の解消を目的とする事業｡(補助率1/2､1,000千円上限)
TEL 0123-73-7507
①地域の高齢者等が主体的に行うカフェ等の居場所づくり事業
②社会福祉法人及びNPO法人が地域の高齢者ボランティアと協働して行う
カフェ等の居場所づくり事業
③その他町長が認める事業
※｢子どもの居場所づくり｣に特化した財政支援ではないが､地域食堂につい
ては高齢者に限定せず､子どもの利用も可｡

★べっかい協働のまちづくり補助金
(R3年度予算額 1,500千円）公募型

活動拠点が町内にあり､団体構成機関中､町民が3名以上含まれ 町民が主体となった､地域らしさの継承や新しい地域の創造を目指す取り組 別海町
ていること｡
みによっていて､活力ある地域づくりが見込まれる活動や､今後のまちづくり 総務部総合政策課まちづくり推進担当
の担い手となることが見込まれる活動｡
TEL 0153-75-2111
地域づくり補助金 上限額 50万円(補助率8/10以内)

004

<青森県>
施策名･予算額

支援対象(支援を受けられる方)

支援の概要(趣旨､補助率等)

弘前市地域共生社会実現サポート事業費補助金
(R3年度予算額 500千円)

一般財団法人みらいねっと弘前

こども食堂等を拠点とした多世代交流の居場所づくりを推進し､もって地域共 弘前市
生社会の実現のために､子ども居場所づくり支援ネットワーク事業を支援す 企画部企画課
る｡
TEL 0172-40-7021
補助率 9/10(上限500千円)

★令和3年度元気な十和田市づくり市民活動支援事業
(R3年度予算額 459千円)

十和田こども食堂実行委員会

市の元気につながる自主的で公益性の高い取組を支援する補助事業｡同一 十和田市
事業への補助は3回が限度。
まちづくり支援課
(補助金限度額)50万円以内
TEL 0176-51-6725
30万円以内は10/10
30万円を超える分は8/10
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担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

<岩手県>
施策名･予算額

支援対象(支援を受けられる方)

支援の概要(趣旨､補助率等)

岩手県子どもの居場所づくり推進事業費補助
(R3年度予算額 2,000千円)

市町村
※ 市町村の補助対象
子どもの居場所づくり事業を実施する社会福祉法人や特定非営
利活動法人等

市町村が､子どもの居場所の新規開設及び機能強化を行う団体等に対し､立 岩手県
ち上げ又は機能強化に要する経費を補助する場合に､その経費の一部を補 保健福祉部子ども子育て支援室
助する(県1/2､市町村1/2)。
TEL 019-629-5461
① 補助基準額(1か所につき1回限り)
新規開設 500千円
機能強化(現に実施している事業に加え､事業を追加して実施する場合) 300
千円
② 対象経費
設備改修費､調理器具購入費､教材･レクリエーション用具購入費､立ち上げ
アドバイザー謝金など

盛岡市子ども･子育て支援事業補助金
(盛岡市子ども未来基金)

市民､地域活動団体､企業

平成28年度に｢盛岡市子ども未来基金｣を設置し､基金を活用して子ども･子 盛岡市
育て支援の活動を応援｡推進部門は補助上限額300万円｡その他の事業は､ 子ども未来部子ども青少年課企画係
4/5補助で上限額50万円｡
TEL 019-613-8356
【R3年度推進部門】
①子どもの居場所づくりに係る活動
②子どもの貧困対策に資する活動

陸前高田市子ども･子育て支援活動補助金
(R3年度予算額 250千円)

社会福祉法人､ボランティア､NPO､自治会等地域住民(市内で実 対象事業
施される活動であること､営利を目的にしていない､公序良俗に反 ･食事の提供を行う事業を含む子どもの居場所づくり
･勉強･遊びの体験等子どもが安心して過ごせる居場所づくり
しないこと等の条件あり)
(おおむね月1回以上､1年以上継続して実施する見込みがある事業)
補助額
･新規開設 15万円(1回限り)
･独立支援 10万円(3年限度)

宮古市子ども達の暮らしを支えるこども食堂及び親の自
立支援事業
(R3年度予算額 5,000千円)

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会(業務委託)

生活環境に問題を抱える子どもの世帯に､食事の提供をきっかけとして､正し 宮古市
い食事習慣や生活習慣を身に着けるための相談や支援､指導を行い､養育 保健福祉部こども課
TEL 0193-68-9084
環境の改善を図るため､こども食堂を実施する｡

★一関市子どもの居場所づくり推進事業
(R3年度予算額 960千円)

社会福祉法人

子どもの居場所づくり事業の実施に向けたコーディネート業務を委託する｡

★奥州市子どもの居場所整備事業補助金
(R3年度予算額 500千円)

社会福祉法人､ボランティア･NPO活動等を行う組織又は団体､自 貧困等様々な課題を抱える子ども又はその保護者に対し､食事の提供と併 奥州市
治会等の地域の住民で組織する団体､その他市長が適当と認め せて学習支援､体験活動等を通じて子どもが生活習慣を身に着け､安心して 健康こども部こども家庭課
る団体
過ごせる環境を提供する｡
TEL 0197-34-1589
(おおむね月1回以上､1年以上継続して実施するもの)
新規開設 50万円
機能強化 30万円
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担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

陸前高田市
福祉部子ども未来課子ども家庭係
TEL 0192-54-2111
(内線252)

一関市
保健福祉部子育て支援課
TEL 0191-21-2172

金ケ崎町子育て支援活動補助金
(R3年度予算額 350千円)

子育て支援活動団体
未就学の子どもやその保護者を対象とした､子育て支援を活動目的とする団 金ケ崎町
(活動拠点が町内であること､営利を目的にしていないこと等の条 体に対して､次の補助を行う｡
子育て支援課
件あり)
①団体創設等に要する備品等の購入費用
TEL 0197-44-4611
(補助上限 10万円､交付限度 1回)
②団体の活動等に要する費用
(補助上限 5万円､交付限度 年1回､連続した3年)
③団体の広報活動支援

★金ケ崎町子ども食堂支援事業補助金
(R3年度予算額 360千円)

子ども食堂を実施する個人又は団体

子どもが健やかに成長できる環境づくりを推進するため「子ども食堂」に取り 金ケ崎町
組む団体に対し、予算の範囲内で開設費用等への補助金を交付する。
子育て支援課
【補助対象者】
TEL 0197-44-4611
子ども食堂実施者
【補助額】
①開設等経費
新規開設 500千円
機能強化（現に実施している事業に加え、事業を追加して実施する場合）300
千円
②運営経費
対象経費から寄付金等その他の収入を除いた額
（開催月数に3万円を乗じた額を上限とする。）
【対象経費】
①開設等経費 設備改修費、調理器具購入費、教材・レクリエーション用具
購入費、立ち上げアドバイザー謝金など
②運営経費 食材費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、教材費、保険料、
会場使用料など
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<宮城県>
施策名･予算額

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)

★子ども食堂立ち上げ支援事業
(R3年度予算額 1,500千円)

新規に子ども食堂を立ち上げようとする団体

新規に子ども食堂を立ち上げる場合の初期費用等を補助(補助率1/2、上限 宮城県
30万円)。
子育て社会推進課企画推進班
TEL 022-211-2528

子どもの貧困対策市町村支援事業
(R3年度予算額 3,000千円)

市町村

市町村が地域の実情に応じ取り組む子どもの貧困対策事業に対し、事業費 宮城県
の一部を補助するもの(補助率1/2、上限100万円)。
子育て社会推進課企画推進班
TEL 022-211-2528

子どもの居場所づくり支援事業
(R3年度予算額 7,760千円)

仙台市内で｢子ども食堂｣を実施する団体

｢子ども食堂｣の開設･運営を社会福祉法人仙台市社会福祉協議会を通じて 仙台市
支援する(子ども食堂助成金)｡
子供未来局子供育成部子供家庭支援課
(補助率)
TEL 022-214-8606
申請1〜2回目 対象経費の4/5
申請3〜4回目 対象経費の2/3
申請5回目 対象経費の1/2
(上限額)
新規運営団体 35万円
既存運営団体 25万円

石巻市地域子ども食堂支援事業補助金
(R3年度予算額 550千円)

地域において幅広い子ども等を対象に子ども食堂を開設及び運
営する団体

｢食｣の提供と｢見守り｣をとおし､安心して過ごせる子どもたちの居場所づくり
として｢子ども食堂｣の開設及び運営経費の一部を補助する｡
(補助率1/2､開設補助及び運営補助それぞれ上限あり)

石巻市移動型プレーパーク支援事業補助金
(R3年度予算額 600千円)

市内において｢移動型プレーパーク｣を開催する地域団体､NPO団 自由な遊びを通じた子どもの健やかな育成に寄与し､子どもを見守る地域コ 石巻市
体等
ミュニケーションの場として､地域で安心して過ごすことのできる子どもの居場 福祉部子育て支援課子育て支援グループ
所づくり促進のため､プレイワーカー活動費､消耗品費等事業に要する経費 TEL 0225-95-1111
の一部を補助する｡
(人件費等補助率3/4､その他補助率1/2､補助上限あり)

塩竈アフタースクール事業
｢塩竈市こどもほっとスペースづくり支援事業助成金｣
(R3年度予算額 2,000千円)

本市内で市内在住の小学生を中心に､放課後並びに休日､長期 こどもほっとスペースづくりを行う団体等に対し3年を限度に助成金を交付す 塩竈市
休業中の子どもの居場所づくり(こどもほっとスペースづくり)を行う る(補助率4/5)。上限額については､新規団体は40万円(初年度のみ)､継続団 健康福祉部子育て支援課
団体等
体は30万円。
TEL 022-353-7797

子ども食堂開設運営事業補助金
(R3年度予算額 150千円)

町内において子ども食堂を開設し､継続的に運営する任意団体ま
たは非営利団体
(社会福祉法人及び政治的活動または宗教活動をする団体は除
く)

石巻市
福祉部子育て支援課子育て支援グループ
TEL 0225-95-1111

地域で安心して過ごすことので出来る居場所の設置促進を図るため､子ども 大河原町
食堂を開設する団体に対し､補助金を交付する｡
子ども家庭課
開設備品購入補助 3万円(1回限り)
TEL 0224-53-2251
その他経費補助 12万円(3年間程度)
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柴田町子ども食堂開設運営費補助事業
(R3年度予算額 250千円)

子ども食堂を開設及び運営をする団体で以下の要件をすべて満
たす者｡
①3人以上の個人で構成されていること
②公序良俗に反する活動を行わないこと
③営利を目的とする団体でないこと
④特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のた
めの活動をする団体でないこと
⑤柴田町暴力団排除条例に規定する暴力団でない団体､暴力団
員が構成員となっていない団体又は暴力団と密接な関係を有しな
い団体であること

子どもの健やかな成長の促進及び居場所づくりの推進を図るため、子ども食 柴田町
堂を開設及び運営する団体に対し5年を限度に柴田町子ども食堂開設運営 子ども家庭課子育て支援班
費補助金を交付する。
TEL 0224-55-2115
(1)開設に要する経費（初年度のみ）
1点 10,000円以上の備品購入費で、事業の実施に最低限必要なものに限
る。補助金の額は上限が3万円とし、かつ当該備品購入費の合計の実支出
額と比較し、少ない方の額とする。
(2)運営に要する費用（5年のみ）
①子どもに提供する食費に要する経費
子どもに提供する食事1食につき200円以内（ただし、食事に要する経費の1
食あたりの単価から子供料金を除した額と200円を比較し、いずれか低い額）
で、1回あたり20食を限度とし、かつ上限 50,000円。
②①以外の経費
補助対象経費に掛かった費用の1/2以内で、かつ上限 50,000円。
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<秋田県>
施策名･予算額

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･子育て応援団体支援事業
(R3年度予算額 750千円)

子ども･子育て関係の任意団体

地域で自主的に子ども･子育て支援の取組を行う団体の活動に対して支援 能代市
する｡
子育て支援課
①市内の子ども･子育て団体等が子育て世代の交流の場を提供するなど､子 TEL 0185-89-2946
育てを応援する活動に事業費を支援｡
②活動が継続的･安定的に実施されていくことにより､支援される側と支援す
る側が結びついていくなど､地域の子育て環境と子育て力の向上を図る｡
(定期活動分 5万円以内/1団体､イベント分 5万円以内/1団体)

★子ども･若者育成支援事業
(R3年度予算額 8,955千円)

･NPO法人まることびおら
･NPO法人光希屋(家)

社会生活を営む上で困難を有する子ども･若者を総合的に支援する枠組み
を構築し､相談や助言等､解決に繋げるための支援をすることを目的として､
左記2法人に以下の業務を委託している｡

大仙市
社会福祉課
TEL 0187-63-1111

委託している主な業務は､以下のとおり｡
① 引きこもり者等の居場所の提供
② 子ども･若者の就学及び就業支援に関すること｡
③ 子ども･若者の相談の受付及び関係機関等の紹介その他必要な情報の
提供に関すること｡
④ 子ども･若者の社会参加の促進その他の活動の支援に関すること｡

子どもの未来支援事業
(R3年度予算額 3,022千円)

小坂町社会福祉協議会

子ども･若者育成支援事業
NPO法人長信田の森若者就労支援センター
(R3年度予算額 6,279千円)
※上記委託料は､子どもの居場所作り､学習支援､子ども･
若者総合相談センター運営､修学･就労支援等一式の額

小坂町社会福祉協議会に委託し下記の事業を実施｡
小坂町
①子供支援サポーターを配置し相談業務や子どもの居場所の運営支援等を 福祉課町民福祉班
する｡
TEL 0186-29-3925
②子供の貧困対策に関する協議会及び研修会の開催｡

不登校､ひきこもり､いじめ等､社会生活を円滑に営む上での困難を有する子 三種町
ども･若者に対する支援を効果的に行うため､左記NPO法人に以下の事業を 福祉課福祉係
委託。
TEL 0185-85-2190
･子ども･若者総合相談センターの運営(相談員2名配置)
･子ども･若者の総合相談事業
･学習支援(町内3カ所)･居場所づくり(町内1カ所) ほか
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<山形県>
施策名･予算額

支援対象(支援を受けられる方)

支援の概要(趣旨､補助率等)

子どもの居場所運営支援事業
(R3年度予算額 3,578千円)

県内で子どもの居場所づくりに取り組む個人･団体

子ども食堂や学習支援など､子どもの居場所づくりに取り組む者に対し､その 山形県
運営経費を支援する｡
しあわせ子育て応援部子ども家庭支援課
補助金の額 上限12万円
TEL 023-630-2263

★山形市子どもの居場所づくり支援事業費補助金
(R3年度予算額 1,000千円）

市内で子どもの居場所づくりに取り組む個人･団体

子どもの居場所づくりに取り組む者に対し｢子どもの居場所づくり｣の新規立
ち上げ､拡充･移転経費を支援する｡
補助金の額 所要経費額の2/3
ただし､年間上限50万円

新庄市子ども食堂開設支援事業費補助金
(R3年度予算額 150千円)

市内で子ども食堂を開設する団体

子どもの居場所づくりを目的として子ども食堂の運営を開始する団体に対し 新庄市
て､開設準備に必要な備品等の購入費を補助する｡(補助率1/2､上限15万円) 子育て推進課子育て企画室
TEL 0233-29-5811
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担当課･連絡先(詳細はこちらへ)

山形市
家庭支援課
TEL 023-641-1212
(内線579)

<福島県>
施策名･予算額

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)

★福島県地域で支える子育て推進事業
(R3年度予算額 20,500千円)

NPO 法人､一般社団法人､任意団体等の民間団体､市町村

地域の特性を活かした自主的な子育て支援や親支援の活動を促進し、地域 福島県
全体で子育てを支援する機運の向上を図るため、民間団体や市町村の取組 こども未来局こども･青少年政策課
を支援するもの。
TEL 024-521-7187
(1)民間団体
①親や家族の子育てに関する悩みや不安についての相談事業
②子育て支援者・親支援者のスキルアップ事業
③広く地域で子育て支援に取り組む機運を高めるための事業
④子どもの権利擁護、啓発等に関する事業
⑤子ども食堂を新たに開設する事業（運営を目的とする事業は除く）
⑥その他、地域の実情に応じた子育て支援・親支援事業として県が必要と認
めた事業
補助率4/5、上限額800千円
(2)市町村
市町村が創意工夫により実施する子育ち・子育て支援事業
補助率3/4、上限額750千円

子ども食堂に対する商品券の譲与事業
(支援企業等からの寄附による)

市内で子ども食堂を運営する団体

市内で子ども食堂を運営する団体への運営支援のため､市が支援企業等か 郡山市
ら寄附を受けた商品券を譲与する｡
こども部こども政策課
･子ども食堂開催1回あたり5,000円相当額(1年度上限200,000円相当額)
TEL 024-924-3801

伊達市子どもの居場所づくりスタートアップ事業
(R3年度予算額 900千円)

公益法人、一般法人、NPO又は任意団体で、次の各号に掲げる
要件のいずれにも該当する子どもの居場所づくり事業とする。

★本宮市児童福祉事業等補助金
(子ども食堂活動運営補助事業)
(R3年度予算額 720千円)

本宮市
公益法人､一般法人､NPO又は任意団体で､子供の貧困対策のた 子ども食堂開催のために必要な経費の一部を助成する｡
めの事業を行うもの
(子ども食堂1回の開催につき1万円を限度とし交付する｡ただし年間48万円を 保健福祉部子ども福祉課子育て支援係
TEL 0243-24-5375
限度とする。)

★西郷村子ども等の居場所づくり応援補助金
(R3年度予算額 480千円)

子ども食堂を運営する者

事業者が子どもの居場所を新たに設置する場合に必要な経費について交付 伊達市教育委員会
するものとし､その額は､対象経費のうち､30万円の範囲内において市長が定 こども部ネウボラ推進課
める額とする｡
TEL 024-573-5682
(1)礼金その他の子どもの居場所として借り上げる手続に要する費用(敷金､
(1)事業対象年度の4月1日以降に新たに開設するものであるこ
家賃､使用料等は除く｡)
と。
(2)主に18歳未満の子どもを対象に、無料又は低額で居場所を提 (2)施設若しくは設備の改修又は修繕にかかる費用
(3)居場所の開設のために必要な備品(10万円以上の物品)又は消耗品購入
供すること。
(3)子どもに対し、食事の提供、生活習慣の習得、学習支援、遊び 費
(4)広報にかかる経費
又は体験活動、相談支援等のサービスを提供すること。
(4)食事を提供する場合は、子どもたちの食物アレルギー対策に (5)その他の経費(居場所の開設に必要なスタッフの研修費又は営業許可申
十分留意し、必要に応じて、食品衛生法（昭和22年法律第233号） 請等にかかる事務経費等)
に基づく許可を受けるなどの措置をとること。
(5)最低限月1回以上開催し、1年以上は継続して事業を実施する
見込みがあること。
(6)利用する子どものうち、法人等の構成員の3親等以内の親族は
その半数以下であること。
(7)福祉的支援が必要な子ども及びその家庭については、連携を
とり、支援につなげること。
(8)営利活動、宗教的活動、政治的活動等は行わないこと。

子ども食堂を運営する者に対し､補助金を交付する｡補助金の額は､1か月あ 西郷村
たり2万円を上限とする｡
福祉課子ども給付係
TEL 0248-25-1509
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