
内閣府の施策について
（参考資料）

参考資料３

平成30年７月13日（金）
第７回 子供の貧困対策に関する有識者会議



○子供の未来応援国民運運動 ・・・１

○地域子供の未来応援交付金 ・・・６



子供の貧困対策大
綱

（抜粋）
（平成26年8月29日閣議決定）

子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、国、地方公共団体、民間の企業・団体等
によるネットワークを構築し、各種支援情報等の収集・提供や子供の貧困対策に関する
優れた取組等に対する表彰事業の実施、民間資金を活用した支援など官公民の連携・協
働プロジェクトを推進する。
また、このような取組や既存の制度・施策等について積極的に情報発信し、国民の幅

広い理解と協力の下に子供の貧困対策を国民運動として展開する。

○ 子供の未来応援国民運動
（27年4月の国民運動発起人集会で採択された趣意書に基づき、同年10月よりスタート)

➡大綱が掲げる官公民の連携・協働プロジェクトを具体化したもの

○ 子供の貧困対策に関する大綱

子供の未来応援国民運動

子供の未来応援基金

ＮＰＯ等とその活動を支援する
企業等とのマッチング事業

国民への広報・啓発活動
地域における交流・連携事業の展開

支援情報の一元的な
集約・情報提供
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国民運動におけるマッチング事業

○企業とNPO等団体の、顔の見える交流を行うもの。
（特徴）
・支援をする側と支援される側が直接会うことで、マッチングを促進

○全国的にネットワークを有する団体が当該団体に加盟する団体と企業とを
つなぐもの。
（特徴）
・比較的大規模な支援にも対応可能

○企業ができる協力内容と、NPO等のニーズの双方を掲載し、相互に検索できる
ようにしたもの。
（特徴）
・ホームページ上で実施するため全国的なマッチングが可能
・多様なニーズに対応可能

マッチングサイト

マッチングフォーラム

マッチングネットワーク推進協議会

https://www.kodomohinkon.go.jp/matching/

3 2



平成28年度は横浜市、札幌市、京都市でマッチングフォーラムを開催。
平成29年度は、下記８つの自治体でマッチングフォーラムを開催。

3

マッチングフォーラム

仙台市

さいたま市

柏市

新潟市

長野市

姫路市
高松市

福岡市

平成29年度開催県

平成28年度開催県



マッチングネットワーク推進協議会

企業・個人

内閣府

ＮＰＯ等団体

マッチングを推進していく組織として「マッチングネットワーク推進協議会」を創設。同協議会
を構成する３団体は、各々が「マッチングコンシェルジュ」として、企業やＮＰＯ等の相談を受け
ながら、マッチング実現に向け、積極的に活動。

マッチングネットワーク推進協議会

全国フードバンク
推進協議会

①寄付についての相談

マッチング
の推進

連携

②調整

④マッチングの成立

＜主な役割＞
（１）企業・個人からの相談の受付
（２）寄付される物資の配分調整
（３）マッチングの成功事例等の情報発信
（４）マッチングに係るノウハウ・課題の共有
（５）加盟団体のニーズの集約・発信

③調整結果の報告

＜マッチングコンシェルジュを通したマッチングの流れ＞
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マッチングネットワーク推進協議会
を活用したマッチングの事例について

全国フードバンク推進協議会に加盟する６つのフードバン
クが、各サッカークラブ提供のスタジアム内設置ブースにて、
フードドライブを実施。
※フードドライブ：一般家庭からの余剰食品を学校や企業、イベント会場で集
めて、フードバンク等に寄付する活動。寄付された食品は、フードバンク団体
を通して、児童養護福祉施設や子ども食堂、学習支援団体等の施設、団体に加
えて、食品の支援が必要な世帯に無償で配布される。

NTTドコモが、タブレット端末500台を、全国子どもの貧
困・教育支援団体協議会に加盟する全国26の団体に寄贈。そ
れぞれの団体の配分数について、同協議会が加盟団体間を調
整。

「子ども食堂にお米／野菜／etc. を寄付したいが、どの子ども食堂が良いのか分から
ない」という方に、内閣府がこども食堂ネットワークを紹介し、同団体とその方で寄付
先を調整（複数の実績あり。）。

（ヴァンフォーレ甲府×
フードバンク山梨のフード
ドライブ）

（平成29年３月30日に贈呈
式が行われました）
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○子供たちと「支援」を結びつけ
る事業・連携体制の整備
（補助率：１／２
補助基準額：最高３，０００万円）
・子供たちと「支援」を結びつける事
業の立ち上げ実施をする過程を
通じて、関係機関等による連携
を深化し、地域における総合的な
取組体制を確立

（事業例）
・コーディネーター事業（アウトリーチ支援等）
・学習支援等の居場所づくり（サポート）事業
・貧困の子供支援マッチング事業

地域子供の未来応援交付金の概要
（平成30年度予算 1.5億円、平成29年度補正予算 6.１億円）

○実態調査・資源量の把握
（補助率：３／４
補助基準額： ３００万円）
・貧困の状況にある子供等の実
態把握と支援ニーズの調査
・支援ニーズに応えるため、地域
において現存する資源量及び
今後必要となる資源量の把握

○支援体制の整備計画策定
（補助率：３／４
補助基準額： ３００万円）
※上記２事業を別々に実施する際で
も補助基準額は、合計で３００万円ま
でとする。

各地域において必要なネットワークの構築を推進するとともに、具体的な事業と一体的に実施すること
により連携体制を深化させ、地域における他の貧困対策事業への波及（実効性の向上）を推進

地方公共団体

内閣府

多様かつ複合的な困難を抱える子供たちに対しニーズに応じた支援を適切に行うため、子供たちと「支援」を実
際に結びつける事業を実施する過程を通じて、関係機関等による連携を深化し、地域における総合的な支援体
制を確立（地域ネットワーク形成）する地方公共団体の取組の立ち上げ期を支援する。

○地域ネットワーク形成研修
事業
（補助率：１／２
補助基準額：最高５００万円）
・都道府県及び市町村の子供の貧
困対策担当行政機関、子供の貧
困対策に関する支援活動従事者
等に対する地域ネットワーク形成
のための研修の実施

・コーディネー
ター事業等の
担い手の育成
・行政機関職員
の貧困対策の
理解促進

・子供たちと「支
援」を結びつけ
る事業の必要
性、有効性など
を把握する観点
から行う。
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これまでの交付金活用自治体（平成３０年５月３１日現在）

交付金活用市区町村数

交付金活用都道府県

2

14

21

1

1
12

2

1

4
札幌市、旭川市、弟子屈町、函館市、江別市、北広島市、石狩市、

泊村、上富良野町、中富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、広尾町、
幕別町、清里町、弘前市、おいらせ町、盛岡市、宮古市、一関市、

陸前高田市、紫波町、北上市、柴田町、利府町、大河原市、松島町、
白石市、美里町、石巻市、秋田市、男鹿市、鹿角市、由利本荘市、

横手市、潟上市、三種町、大館市、湯沢市、大仙市、小坂町、能代市、
五城目町、羽後町、福島市、矢吹町、伊達市、行方市、宇都宮市、

小山市、さいたま市、富士見市、小川町、草加市、ふじみ野市、坂戸市、
吉川市、川越市、秩父市、久喜市、川口市、戸田市、入間市、千葉市、
柏市、いすみ市、習志野市、松戸市、白井市、船橋市、足立区、北区、
町田市、日野市、板橋区、墨田区、八王子市、豊島区、世田谷区、

武蔵野市、府中市、狛江市、三鷹市、清瀬市、武蔵村山市、中央区、
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、横須賀市、秦野市、藤沢市、
新潟市、長岡市、湯沢町、高岡市、黒部市、砺波市、南砺市、
小矢部市、射水市、魚津市、氷見市、能美市、金沢市、越前市、
中央市、身延町、多治見市、瑞浪市、土岐市、本巣市、八百津町、
瑞穂市、岐阜市、高山市、関市、美濃加茂市、各務原市、山県市、

大野町、御嵩町、浜松市、静岡市、掛川市、沼津市、島田市、磐田市、
三島市、富士市、名古屋市、新城市、豊橋市、豊川市、小牧市、

瀬戸市、豊明市、名張市、鳥羽市、亀山市、彦根市、大津市、湖南市、
京都市、大阪市、堺市、寝屋川市、能勢町、枚方市、箕面市、八尾市、
東大阪市、茨木市、西宮市、宝塚市、尼崎市、加古川市、川西市、
三田市、加東市、姫路市、奈良市、平群町、王寺町、橋本市、

和歌山市、鳥取市、美郷町、美咲町、広島市、尾道市、呉市、福山市、
府中市、庄原市、安芸高田市、府中町、三原市、宇部市、周南市、
下関市、鳴門市、宇多津町、三豊市、高松市、福岡市、北九州市、
うきは市、八女市、宗像市、久留米市、田川市、みやま市、古賀市、
福津市、武雄市、嬉野市、佐賀市、玄海町、基山町、みやき町、
白石町、大村市、熊本市、大分市、宇佐市、日南市、日向市、
えびの市、高鍋町、都城市、串間市、宮崎市、延岡市、小林市、
西都市、高千穂町、三股町、鹿児島市、豊見城市、今帰仁村、
宜野湾市、久米島町

○市区町村：２２５（うち、政令指定都市１７）

○都道府県：２９

北海道、青森県、岩手県、山形県、福島県、

茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、山梨県、

長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、

大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、

山口県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、

熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

1

16

1
2

13

16

1 14
10

2
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平成３０年度 地域子供の未来応援交付金の決定状況

区分 件数 総事業費（億円） 交付金所要額（億円）

（１）実態調査・計画策定 １１０（注）
（６１）

３．１９
（２.２９）

２．１５
（１.４４）

（２）体制整備 ２３
（１２）

０．５０
（１.０７）

０．２５
（0.３７）

（３）モデル事業 ９
（６）

０．２５
（０.４３）

０．１３
（０.２０）

合計 １４２
（７９）

３．９６
（３.７８）

２．５３
（２.０１）

上段：平成29年度執行分
下段：平成28年度執行分

（注）実態調査・分析のみ ７０件 ≪７６件≫（８件）
支援体制の整備計画策定のみ １件 ≪２件≫（０件）
実態調査・分析＋支援体制の整備計画策定 ８件 ≪３２件≫（５３件）
※( )内は、平成28年度予算執行分、≪ ≫内は、平成29年度予算執行分
※平成３０年度から事業メニューの改正を行っているため、前年以前からの事業とは一致しない。

区分 件数 総事業費
（億円）

交付金所要額
（億円）

（１）実態調査・計画策定 ７９（注） ３．２７ １．９４

（２）子供支援事業体制整備 ２６ １．８５ ０．５３

（３）研修事業 ８ ０．１４ ０．０７

合計 １１３ ５．２６ ２．５４

（参考）平成28年度、平成29年度執行状況
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