
子どもの貧困対策の推進に関する法律 （平成25年6月26日法律第64号）
（令和元年６月19日改正(令和元年法律第41号)）

子どもの貧困対策を総合的に推進する枠組み
大綱に定める事項

基本的な方針

子どもの貧困に関する指標
子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、

生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率・大学等進学率 等

教育の支援 生活の安定に
資するための支援

保護者に対する職業
生活の安定と向上に資す
るための就労の支援

経済的支援

調査及び研究 検証及び評価その他の
施策の推進体制

《附則第２項》
政府は、この法律の施行後５年を目途として…必要であると認めるときは、新法の
規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

国

・「子どもの貧困対策に関する大綱」を策定（閣議決定）
※子どもの貧困対策会議（会長：内閣総理大臣）が案を作成
案の策定時に子どもや保護者等の意見を反映させるための措置を講ずる

・子どもの貧困の状況・子どもの貧困対策の実施状況の
公表（毎年１回）

都道府県 ・都道府県計画を策定（努力義務）※大綱を勘案

市町村 ・市町村計画を策定（努力義務）※大綱及び都道府県計画を勘案

・子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないようにする
・全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができる
ようにする
・子どもの貧困の解消に向けて、児童権利条約の精神に則り、子どもの貧困対策を総合的に推進する

・社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること
・子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずること
・背景に様々な社会的な要因があることを踏まえること
・国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行うこと

目的

基本
理念

（注）赤字は令和元年改正による主な変更部分
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現在から将来にわたり、全ての子供たちが夢や希望を持てる社会を目指す
子育てや貧困を家庭のみの責任とせず、子供を第一に考えた支援を包括的・早期に実施

① 親の妊娠・出産期から子供の社会的自立までの切れ目のない支援 子供のライフステージに応じて早期の課題把握
② 支援が届かない又は届きにくい子供・家庭への配慮 声を上げられない子供や家庭の早期発見と支援の多様化
③ 地方公共団体による取組の充実 計画策定や取組の充実、市町村等が保有する情報の活用促進

ひとり親の正規雇用割合、食料又は衣服が買えない経験等を追加 （指標数 25→39）

子供の貧困対策に関する大綱のポイント（令和元年11月29日閣議決定）

○学力保障、高校中退予防、中退後支援の観点を含む教育支援体制の整備
少人数指導や習熟度別指導、補習等のための教職員等の指導体制の充実、教育相談体制の充実、高校中退者への学習支援・情報提供等

○真に支援が必要な低所得者世帯の子供たちに対する大学等の授業料減免や給付型奨学金を実施

○ひとり親への就労支援 資格取得や学び直しの支援、ショートステイ（児童養護施設等で一時的に子供を預かる事業）等の両立支援

○児童扶養手当制度の着実な実施 支払回数を年３回から６回に見直し（令和元年11月支給分～）
○養育費の確保の推進 養育費の取決め支援、民事執行法の改正による財産開示手続の実効性の向上

○地方公共団体の計画策定等支援
○子供の未来応援国民運動の推進 子供の未来応援基金等の活用

指標の改善に向けた重点施策（主なもの）

指標

基本的
方針

目的

○妊娠・出産期からの切れ目ない支援、困難を抱えた女性への支援
子育て世代包括支援センターの全国展開、若年妊婦等へのアウトリーチ、SNSを活用した相談支援、ひとり親支援に係る地方公共団体窓口のワンストップ化・民間団体の活用等

○生活困窮家庭の親の自立支援 生活困窮者に対する自立相談、就労準備、家計改善の一体的な支援の実施を推進

施策の推進体制等

１．教育の支援

２．生活の安定に資するための支援

３．保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援

４．経済的支援

子供の貧困対策に関する大綱
〇 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年成立、議員立法)に基づき策定
〇 今般の大綱改定は、
①前大綱（平成26年8月閣議決定）において、５年を目途に見直しを検討するとされていたこと、及び②議員立法による法律改正（令和元年６月）を踏まえて実施。

〇 平成30年11月の子どもの貧困対策会議（会長：内閣総理大臣）において、令和元年度中に新たな大綱を策定することとされた。



子供の貧困対策についての市町村計画の策定について 

 

令和元年６月の子供の貧困対策法改正により、市町村に対し、子供の貧困対策計

画の策定の努力義務が課されました。 

 現在計画を策定していない市町村におかれましては、計画策定をご検討くださいま

すよう、お願いします。 

 

【計画の形式・構成】 

 

・ 計画は、単独の計画でも、次世代育成推進法に基づく行動計画や子ども・子育て

計画と一体のものでも、どちらでも結構です。 

 

・ 計画の構成や内容については、大綱や都道府県の計画のほか、他市町村の計

画も参考にしたうえでご検討ください。 

（他市町村の計画→参考：計画策定市町村一覧 

内閣府 HP において計画本文を参照できます。 

（https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/keikaku/sakutei_city.html） 

 

【計画策定の手続き】 

 

・ 法改正時の国会附帯決議において、計画策定時に、子供やその保護者、学識経

験者、民間団体等の意見を反映させるよう努めることとされていることにご留意願

います。 

 

【計画策定の費用】 

 

・ 上記の関係者の意見反映も含め、計画策定の費用は、「地域子供の未来応援交

付金」の申請が可能です。 

 



145市町村（特別区を含む）　○：政令市
（令和元年６月12日現在）

都道府県名 市町村名 計画名称
北海道 ○札幌市 札幌市子どもの貧困対策計画

泊村 北海道泊村子どもの未来応援プラン（泊村子どもの貧困対策計画）
洞爺湖町 洞爺湖町子ども未来応援計画
芽室町 第５期芽室町総合計画 *

岩手県 盛岡市 盛岡市子どもの未来応援プラン（盛岡市子どもの貧困対策実行計画）
陸前高田市 陸前高田市子どもの貧困対策基本指針

宮城県 ○仙台市 つなぐ・つながる仙台幨ども応援プラン
柴田町 柴田町子どもの未来応援プラン～子どもの貧困対策整備計画～

秋田県 秋田市 秋田市子どもの未来応援計画
能代市 能代市子どもの未来応援計画
横手市 横手市子どもの貧困対策推進計画
大館市 大館市子ども未来応援計画
男鹿市 男鹿市子どもの貧困に関する支援計画
湯沢市 湯沢市子どもの未来応援計画
鹿角市 鹿角市未来へつなぐ子ども計画

由利本荘市 由利本荘市子どもの生活応援計画
潟上市 潟上市子どもの貧困対策整備計画
大仙市 大仙市子どもの貧困対策に関する推進計画
にかほ市 にかほ市子どもの貧困対策推進計画
仙北市 仙北市子どもの貧困対策推進計画
小坂町 小坂町子どもの未来応援地域計画
三種町 三種町子どもの貧困対策に関する整備計画
五城目町 五城目町子どもの貧困対策に関する整備計画
羽後町 羽後町子どもの貧困対策整備計画

福島県 福島市 福島市子ども・子育て支援事業計画 *
矢吹町 矢吹町の未来を担う子ども応援計画

茨城県 つくば市 つくば市こども未来プラン *
栃木県 栃木市 栃木市子どもの貧困対策推進計画

小山市 小山市子どもの貧困撲滅5か年計画　※小山市子ども子育て支援事業計画の一部 *
那須塩原市 那須塩原市子ども・子育て未来プラン *
那須烏山市 子ども・子育て支援事業計画 *

埼玉県 ○さいたま市 さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン *
富士見市 夢つなぐ富士見プロジェクト＋（プラス）～富士見市子どもの貧困対策整備計画～
坂戸市 坂戸市子ども健やか未来応援プラン～子どもの貧困対策推進計画～
吉川市 であう・きづく・つなぐ・つながる未来応援プロジェクト－吉川市子どもの貧困対策推進計画－

ふじみ野市 ふじみ野市子どもの未来応援プラン～子どもの生きる力、子どもの未来をはぐくむまち　ふじみ野～
小川町 小川町子どもの貧困対策推進計画
鳩山町 子ども・子育て支援事業計画 *

千葉県 ○千葉市 千葉市こども未来応援プラン～幨どもの貧困対策推進計画～
柏市 柏市子どもの貧困対策推進計画
松戸市 松戸市子どもの未来応援プラン（松戸市子どもの貧困対策計画）
いすみ市 いすみ市子どもの未来応援事業計画

東京都 品川区 品川区子ども・若者計画 *
大田区 おおた　子どもの生活応援プラン
杉並区 杉並区保健福祉計画 *
豊島区 豊島区子どもプラン *
北区 北区子どもの未来応援プラン
荒川区 荒川区子ども・子育て支援計画 *
板橋区 子ども・若者計画 *
足立区 未来へつなぐあだちプロジェクト
葛飾区 葛飾区幨ども・若者計画 *
三鷹市 子ども・子育て支援事業計画 *
府中市 府中市子どもの未来応援基本方針
町田市 町田市子育て支援ネットワーク連絡会レポート（子育て世帯の自立応援プロジェクト実施計画）
小平市 小平市子ども・若者計画 *
日野市 日野市子どもの貧困対策に関する基本方針
国立市 第３次国立市子ども総合計画 *
三宅村 三宅村子ども・子育て支援事業計画 *

神奈川県 ○横浜市 横浜市子どもの貧困対策に関する計画
○川崎市 川崎市子ども・若者の未来応援プラン

○相模原市 相模原市子ども・子育て支援事業計画 *
箱根町 箱根町子ども・子育て支援事業計画 *
平塚市 平塚市子ども・子育て支援事業計画（中間見直し版） *

新潟県 ○新潟市 新潟市幨どもの未来応援プラン－新潟市幨どもの貧困対策推進計画－
富山県 小矢部市 小矢部市子どもの未来応援計画

砺波市 砺波市子どもの貧困対策に関する計画
黒部市 黒部市子どもの貧困支援体制整備計画
射水市 射水市子どもの未来応援計画～射水市子どもの貧困対策推進計画～
氷見市 氷見市子どもの貧困対策計画 *
南砺市 南砺市子どもの貧困支援計画（単独）
魚津市 魚津市子どもの未来応援計画 *
高岡市 高岡市子どもの未来応援事業計画

市町村子どもの貧困対策計画の策定状況 （参考２）
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石川県 金沢市 金沢市子どもの貧困対策基本計画
福井県 越前市 越前市子ども未来応援計画
山梨県 中央市 中央市子どもの貧困対策推進計画
長野県 松本市 松本市子どもの未来応援指針
岐阜県 多治見市 第7次多治見市総合計画　2016-2023 *

飛騨市 第３期飛騨市地域福祉計画 *
静岡県 ○静岡市 静岡市幨ども・幨育て鸔援プラン

○浜松市 浜松市幨ども・若者鸔援プラン *
沼津市 沼津市子どもの貧困対策推進計画
島田市 島田市子どもの貧困対策推進計画
掛川市 掛川市子どもの貧困対策計画

愛知県 ○名古屋市 なごや幨ども・幨育てわくわくプラン2015 *
春日井市 春日井市総合計画（かすがいっ子未来プラン） *
新城市 新城市こどもの未来応援事業計画

三重県 名張市 ばりっ子すくすく計画（第4次） *
鳥羽市 鳥羽市子どもの貧困対策計画

滋賀県 彦根市 彦根市子どもの貧困対策計画
近江八幡市 近江八幡市子ども・子育て支援事業計画 *

京都府 ○京都市 京都市貧困家庭の幨ども・⻘少年対策に関する実施計画
大阪府 ○大阪市 槲阪市こどもの貧困対策推進計画

○堺市 堺市幨ども・幨育て鸔援事業計画 *
東大阪市 東大阪市子どもの未来応援プラン
豊中市 豊中市子どもの未来応援施策に関する基本的な考え方
八尾市 八尾市子どもの未来応援推進プラン
吹田市 吹田市子供の夢・未来応援施策基本方針
茨木市 未来は変えられる～子どもの貧困対策～
箕面市 第三次箕面市子どもプラン *
交野市 交野市子ども・子育て支援事業計画-子どもの貧困対策編-

兵庫県 ○神戸市 新・神艨っ幨すこやかプラン *
西宮市 西宮市子ども・子育て支援プラン *

奈良県 奈良市 奈良市子どもの豊かな未来応援プラン（奈良市子どもの貧困対策計画）
平群町 平群町子どもの未来応援計画

和歌山県 岩出市 岩出市子ども・子育て支援事業計画 *
鳥取県 鳥取市 鳥取市子どもの未来応援計画
島根県 美郷町 美郷町子どもの輝く未来応援計画

江津市 江津市子ども・子育て支援事業計画 *
松江市 松江市総合計画 *

岡山県 ○岡山市 岡薌市幨ども・幨育て鸔援プラン *
総社市 総社市子ども・子育て支援事業計画 *
赤磐市 赤磐市子育て家庭の支援に関する整備計画

広島県 ○広島市 広島市幨ども・幨育て鸔援事業計画 *
山口県 宇部市 宇部市子どもの貧困対策体制整備計画
香川県 高松市 高松市子どもの貧困対策推進計画

丸亀市 子どものひかり計画 *
三豊市 みとよ子ども未来応援計画
宇多津町 宇多津町子どもの未来応援事業計画
綾川町 綾川町子ども・子育て支援事業計画

福岡県 ○北九州市 元気発進︕⼦どもプラン（第２次計画） *
○福岡市 第４次福岡市幨ども総合計画 *
田川市 丷 川市幨どもの貧困対策推進計画
八女市 八女市子どもの貧困対策推進計画
宗像市 宗像市子どもの未来応援計画
古賀市 古賀市子どもの未来応援プラン
うきは市 うきは市子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業実施計画
みやま市 みやま市子どもの貧困対策推進計画

佐賀県 武雄市 武雄市子どもの未来応援計画
長崎県 対馬市 対馬市子ども・子育て支援事業計画 *
熊本県 ○熊本市 熊本市幨どもの未来応援アクションプラン
大分県 日田市 日田市子ども・子育て支援事業計画 *

杵築市 子どもの貧困対策推進計画（杵築市保健医療福祉総合計画）
宮崎県 都城市 みやこのじょう子どもの未来応援計画

延岡市 のべおか子どもの豊かな未来応援プラン
日南市 日南市子どもの未来応援プラン
小林市 小林市子どもの未来応援推進計画
日向市 日向市子どもの未来応援推進計画
串間市 串間市子どもの未来応援計画
西都市 西都市子どもの貧困対策整備計画
えびの市 えびの市子どもの貧困対策推進計画
三股町 三股町子どもの未来応援計画
高鍋町 高鍋町子どもの輝く未来応援計画

沖縄県 宜野湾市 宜野湾市子ども未来応援計画
うるま市 第２次うるま市総合計画（前期基本計画） *
与那原町 第５次与那原町総合計画 *
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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１，５００万※１）

・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
・貧困の状況にある子供支援マッチング事業

※１都道府県が全域圏で事業実施する場合

地域子供の未来応援交付金の概要
（令和元年度補正予算案２．６億円、令和２年度予算案１．５億円）

○実態調査・資源量の把握
（補助率：１／２

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：１／２
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。

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３００万円）
・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。

※以下は、令和元年
度の事業概要（令和２
年度の詳細は未定）

※ 本交付金は自治体の取組を支援するものですが、自治体を通じてＮＰＯ等の活動を支援することも可能です。

・ ＮＰＯの代表者等が連携体制整備の核となるコーディネーターとして活動する際の人件費

・ 子供等支援事業の実施をＮＰＯ等に委託する際の事業費



「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく計画策定
における「地域子供の未来応援交付金」の活用について

なお、交付金の交付決定日より前に事業を開始することはできません。

そのため、委託業者との契約日や旅費・謝金の生じる会議開催は交付決定日以降としてください。
ただし、入札や庁内打合せ等の支払義務が生じない準備行為についてはこの限りではありません。

令和元年６月、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が改正され、これまで都道府県に対してのみ
課されていた計画策定の努力義務が市町村に対しても課されることになりました（施行は９月７日）。

子どもの貧困対策だけの
単独計画として策定する
場合

「次世代育成支援対策推進法」に基づく行動計画や「子ども・子育て支援
法」に基づく子ども・子育て支援事業計画等、他の計画と一体のものとし
て策定する場合

交付金の申請に当たっては、子ども・子育て関係等、他の事業と経費
を区別する必要があり、子供の貧困対策に係る事業のみに係る証拠書
類（見積書等）が必要となります。業者に委託して、一体の計画を策定
する場合でも、他事業を含めた一括契約は行わず、子供の貧困対策に
係る事業のみに係る証拠書類（契約書等）を作成してもらってください。

計画の策定に当たっては、「地域子供の未来応援交付金」が活用できます。

臨時職員の人件費、委員会の開催経費、計画の印刷費等に活用できますので（詳細は資料４の３
ページ等を参照） 、ぜひ活用を御検討ください。

策定の経費について
交付金が活用できます。
申請に当たっては、証拠
書類（見積書等）が必要
となります。



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



子供の未来応援基金を
他の財産と分別して管理

子供の未来応援基金

基金事業審査委員会
基金の使途等を審査し、
審査状況を公表することで、
透明性・公平性を確保する

福祉医療機構と相互に協力し、
PR活動や使途等に関する案作成等

草の根で支援を行うNPO等の体制を強化・
育成し、支援の量的・質的な拡充を図る。

※事務局の運営費用に基金は使用しない

企業や個人
≪国民運動推進事務局≫

未来応援ネットワーク事業寄付金

①事業報告

②税制優遇

内閣府・文科省・厚労省

福祉医療機構

助成金

NPO等が
公募に申請

約１１億３９００万円
（令和元年12月31日現在額）

○ 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。
（※）300万円以下の事業A団体と、30万円または100万円の事業B団体の合計。

○ 支援予定総額は約１億２９００万円（事業類型別の整理は右
のとおり）。

子供の未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）

寄付総額

第４回支援

※第１回は86団体を採択（支援決定総額約３億1500万円）
第２回は79団体を採択（支援決定総額約２億6600万円）
第３回は71団体を採択（支援決定金額約２億800万円）

第４回未来応援ネットワーク事業
事業分類別 内訳 団体数 (件)

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



団体名 所在地

Kacotam 北海道

フードバンク岩手 岩手県

もりおかユースポート 岩手県

アスイク 宮城県

せんだいこども食堂 宮城県

鶴が丘一丁目町内会 宮城県

ロージーベル 宮城県

亘理いちごっこ 宮城県

STORIA 宮城県

ＴＥＤＩＣ 宮城県

KAKE COMI 福島県

ビーンズふくしま 福島県

ひたちNPOセンター・With 
You

茨城県

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

ヤング・アシスト 群馬県

青少年自助自立支援機構 埼玉県

生活困窮・ホームレス自立支
援ガンバの会

千葉県

ダイバーシティ工房 千葉県

葛飾区次世代育成支援団体
ハーフタイム

東京都

キッズドア 東京都

教育支援グローバル基金 東京都

第１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

くにたち地域コラボ 東京都

ここからプロジェクト 東京都

桜台こども食堂 東京都

セカンドハーベスト・ジャパン 東京都

全国子どもの貧困・教育支援
団体協議会

東京都

ソーシャル・アーティスト・ネッ
トワーク

東京都

育て上げネット 東京都

地域教育ネット 東京都

チャイルドライン支援センター 東京都

稲門寺子屋西東京 東京都

豊島子どもWAKUWAKUネッ
トワーク

東京都

ドリームタウン 東京都

ピアサポートネットしぶや 東京都

ブリッジフォースマイル 東京都

ほっこり家族 東京都

学び塾「猫の足あと」 東京都

鎌倉てらこや 神奈川県

全国てらこやネットワーク 神奈川県

小さな森の学校 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

六浦東・まち交流ステーショ
ン委員会

神奈川県

団体名 所在地

全国フードバンク推進協議会 山梨県

育みの会 山梨県

ＮＰＯホットライン信州 長野県

サステナブルネット 静岡県

ブリッジハートセンター東海 静岡県

ＰＯＰＯＬＯ 静岡県

子育て支援を考える会ＴＯＫ
ＯＴＯＫＯ

愛知県

こどもサポートネットあいち 愛知県

再非行防止サポートセンター
愛知

愛知県

全国こども福祉センター 愛知県

shining 三重県

Links 滋賀県

マキシマネットワーク 京都府

山科醍醐こどものひろば 京都府

あっとすくーる 大阪府

ｅトコ・プロジェクト 大阪府

大阪里親連合会岸和田支部
(どんぐり会)

大阪府

おおさか若者就労支援機構 大阪府

キャリアブリッジ 大阪府

子どもセンターぬっく 大阪府

子どもデザイン教室 大阪府

こどもの里 大阪府

多文化共生センター大阪 大阪府

団体名 所在地

トイボックス 大阪府

とよなかＥＳＤネットワーク 大阪府

西淀川子どもセンター 大阪府

認定NPO法人D×P 大阪府

寝屋川市民たすけあいの会 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

こどもサポートセンター 兵庫県

チャンス・フォー・チルドレン 兵庫県

YCスタジオ 島根県

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

エデュケーションエーキューブ 福岡県

長住団地自治会 福岡県

抱樸 福岡県

せかい卵 長崎県

らしくサポート 宮崎県

鹿児島ボランティアバンク 鹿児島県



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

※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。



団体名 所在地

北見ＮＰＯサポートセンター 北海道

北海道自由が丘学園・
ともに人間教育をすすめる会

北海道

フードバンク岩手 ★ 岩手県

アスイク ★ 宮城県

STORIA ★ 宮城県

秋田たすけあいネットあゆむ
★

秋田県

明日飛子ども自立の里 福島県

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・
福島

福島県

ひたちNPOセンター・with you
★

茨城県

リヴォルヴ学校教育研究所 茨城県

だいじょうぶ 栃木県

ターサ・エデュケーション 群馬県

ひこばえ 群馬県

さいたまユースサポートネット
★

埼玉県

フードバンクネット西埼玉 埼玉県

ウイズアイ ★ 東京都

女性のスペース結 東京都

すみだ食堂飲食店の会 東京都

第３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

全国こども食堂支援
センター・むすびえ

東京都

全国フードバンク推進
協議会 ★

東京都

東京子ども子育て応援団
★

東京都

豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク ★

東京都

パルシック 東京都

ワンダフルキッズ 東京都

Learning for All 東京都

キッズドア ★
東京都
（宮城県）

ブリッジフォースマイル ★
東京都
（熊本県）

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

教育研究所
神奈川県
（富山県）

えがおプロジェクト 富山県

ハッピーウーマン
プロジェクト ★

富山県

はぴすまサークル 石川県

フードバンク信州 長野県

中ノ町げんき食堂 静岡県

あうずっと 愛知県

団体名 所在地

アンビシャス・ネットワーク ★ 愛知県

こどもＮＰＯ 愛知県

こどもサポートネットあいち
★

愛知県

「生」教育助産師グループ
ＯＨＡＮＡ

愛知県

全国再非行防止
ネットワーク協議会

愛知県

あめんど 滋賀県

わっか 滋賀県

アートコミュニティ ★ 大阪府

大阪市よさみ人権協会 大阪府

キャリアブリッジ ★ 大阪府

タウンスペースWAKWAK 大阪府

ハートフレンド ★ 大阪府

ふーどばんくOSAKA ★ 大阪府

未来SS塾 大阪府

eboard 兵庫県

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

フードバンク関西 兵庫県

団体名 所在地

おかえり 奈良県

げんきカレー 奈良県

市民ひろばなら小草 奈良県

こども食堂「ネバーランド」 鳥取県

あかね 岡山県

山口せわやきネットワーク
★

山口県

いるかねっと 福岡県

フードバンク福岡 福岡県

抱樸 ★ 福岡県

心澄 長崎県

まなびの部屋 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

スタディライフ熊本 熊本県

まど 大分県

らしくサポート ★ 宮崎県

鹿児島ボランティアバンク
★

鹿児島県

※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。



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。



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

AGAPE HOUSE  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



子供たちを草の根で支援する団体や、子供の貧困対策に取り組む企業、自治体など、子供の貧困
対策に関わる様々な主体が情報を共有し、ネットワークを構築することを後押しすることを目指
し、全国4か所で開催。各会場ともフォーラム終了後に、登壇者と来場者による自由交流を実施。

子供の未来応援フォーラム

政府からの現状説明（R1鳥取）

活動発表と質疑（R1富山） 自由交流会（R1東京）

有識者による講演（R1徳島）



企業、NPO等の団体、市民、自治体等が、地域の実情を踏まえて、支援に向けた一歩を踏み出していただけるよう、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マッチング（交流）の場づくりとして、開催。

平成28年度は横浜市、札幌市、京都市で、平成29年度は、８つの自治体（さいたま市、新潟市、姫路市、高松市、仙台市、長
野市、福岡市、柏市）で、平成30年度は４つの自治体（東京、盛岡市、周南市、名古屋市）でマッチングフォーラムを開催。

令和元年度は、「子供の未来応援フォーラム」に改称し、全国４か所（東京、富山市、鳥取市、徳島市）で開催。

子供の未来応援フォーラム

富山市

東京（12/18）

徳島市（12/4）

鳥取市（11/14）

平成28～30年度開催県

令和元年度開催県

（12/10）




