
■お問合せ先

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター
T E L ：０２６-２２６-１８８２ / F A X ：０２６-２２８-０１３０
E-mail：vcenter@nsyakyo.or.jp
ホームページ：http://www.nsyakyo.or.jp/news/2019/06/post-68.php

県内各地で活動をおこなう「信州こどもカフェ」の運営団体を支援する
助成を行いました。

〔信州こどもカフェって？〕

現在、全国では「こども食堂」等の名称で地域の実状に応じた様々な子どもの居場所の取組が
行われています。
こうした中、長野県は、県内で行われている様々な子どもの居場所の取組の中で、学習支援、食
事提供、悩み相談、学用品等のリユースなど複数の機能を提供し、月1回以上計画的に開催されて
いるものを「信州こどもカフェ」という愛称で呼ぶこととし、その設置を推進しています。

本助成は、テクノホーム長野株式会社様から長野県にいただいた寄付を活用させていただいて実施しています。



1 両久保 子どもカフェ 茅野市
2 子ども里山広場を開催する会 岡谷市
3 (株)我が家 岡谷市
4 てんぐカフェ 飯綱町
5 とよのスマイル幸腹食堂 長野市
6 NPO法人 子ども・若者サポート はみんぐ 長野市
7 おけまる食堂実行委員会 上田市
8 こどもカフェ３ 白馬村
9 佐久子育てわくわく団 佐久市

10 あちサポートネットワーク 阿智村
11 豊殿ふれあいサロン hinata boccoとよさと 上田市
12 みあさの森 大町市
13 実家の茶の間 池田町
14 NPO法人飯綱高原よっこらしょ 長野市
15 古里こどもカフェ 長野市
16 東和田寺子屋カフェ推進委員会 長野市
17 NPO法人 長野県PSふくしネットセンター やさしなの 長野市
18 フリースクールプルーム 長野市
19 「風の子の里」実行委員会 立科町
20 夢かなえ食堂 飯田市
21 飯田市ひとり親家庭福祉会 飯田市
22 特定非営利活動法人みんなの手 飯田市
23 ハッピーハウスすみちゃん家 飯田市
24 グリュックの会 上田市
25 特定非営利活動法人長野県NPOセンター 千曲市
26 YandS 駒ヶ根市
27 おぶせっこ応援隊 小布施町
28 こどもの未来をかんがえる会 富士見町
29 繋inc. 諏訪市
30 反貧困セーフティネットアルプス 松本市

31
信州こども食堂ネットワーク
信州こども食堂・たかぎ ふれあい食堂

喬木村

32 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会 東御市
33 ワンチエケール 長野市
34 わくわくおたり 小谷村
35 ＮＰＯ法人 ホットラインながの 長野市
36 武石えん結び 上田市
37 この指と∼まれ♪ in 東春近 伊那市
38 ＯＤＥＮ 富士見町
39 きりんの会 大町市
40 ばぁばの台所 喬木村
41 岡谷で子ども食堂を真剣に考える会 岡谷市

地域で子どもを育むプロジェクト～信州こどもカフェ運営支援助成～
助成決定団体

№ 団体名称 市町村



№ 団体名称

1 信州子どもカフェ推進長野地域プラットフォーム

2 木曽こどもカフェネットワーク

3 佐久地域こども応援プラットフォーム

4 諏訪圏域子ども応援プラットフォーム

5 松本地域子ども応援プラットフォーム

6 上伊那地域子ども応援プラットフォーム

地域で子どもを育むプロジェクト　～地域連携組織（地域プラットフォーム）支援助成～
助成決定団体一覧
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参加申し込みは必要ありません。 

当日午前１１時に直接、町民会館へお越しください。 

アレルギーのある方は、当日、受け付けで教えてください。 

◆◆◆ 問合せ：飯綱町社会福祉協議会ボランティアセンター ◆◆◆ 
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地域で子どもを育むプロジェクト 

～信州こどもカフェ運営支援助成～ 

2019 年度 募集要項 

趣  旨 

県内の子どもが地域の多様な人との関わりを通じて、様々な困難を乗り越え成長
する力を育むことを目的として、信州こどもカフェ（以下「こどもカフェ」という。）
の運営を支援します。 

※本助成は、テクノホーム長野株式会社様から長野県にいただいた寄付を活用 
させていただいて実施しています。 

対象団体 

助成の対象となる団体は、以下の（１）から（７）までをすべて満たす地域住民
が主体となりボランティアで開設するこどもカフェを運営する社会福祉法人、
NPO 又は任意団体等とします。 
（１）県内で開設され、営利を目的としないもの。 
（２）計画的に開催され、同一地区内で月１回以上開催されるもの。 
（３）以下アからウのいずれかに該当する複数の取組を行うものであること。 

ア 学習支援と食事提供 
イ 学習支援とその他の取組（悩み相談、学用品のリユース、高齢者との世代間 

交流等） 
ウ 食事提供とその他の取組（悩み相談、学用品のリユース、高齢者との世代間 

交流等） 
（４）年間の助成対象経費が 37 万５千円未満であること。 

※ただし、長野県で実施する地域発元気づくり支援金により信州こどもカフェに係る 

助成を３か年受けたものについては、この限りではありません。 

（５）こどもカフェの開設時に、現場を統括するリーダー及び子どもに対して適切 
な支援ができるボランティア等のスタッフが配置されていること。 

（６）食事提供にあたっては、無料又は低額（実費相当程度）の料金とされている 
こと。また、保健所の指導に従い衛生管理が十分配慮されていること。 

（７）活動内容が公序良俗に反しないこと。 

対象経費 

こどもカフェの活動に要する経費 
（食材費、賃借料、謝金、旅費、印刷費、消耗品費、燃料費 等） 

※領収書またはレシート等の明細のあるものに限ります。 

対象期間 平成 31 年（2019 年）４月１日から令和２年（2020 年）２月 28 日までに行う事業 

限 度 額 

活動を行うこどもカフェの開設時期により助成限度額は、以下（１）（２）のと
おりです。 

（１）昨年度より継続して活動を行っている場合 

１か所あたり ３万円以内 

（２）平成 31 年４月から令和元年 12 月の間に開設する場合 

１か所あたり ５万円以内 

※実際の助成額は、申請の状況等をみて決定します。 

※申請多数の場合は、取組内容、活動状況、他の助成金活用状況等により助成対象
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を決定します。採択されない場合もありますのでご了承ください。 

※交付が決定した団体の次年度以降の助成限度額は１か所あたり３万円以内とし、
助成金の受取は３か年を限度とします。 

応募方法 

助成申請書（様式１－１）を記入の上、関係書類を添付して、こどもカフェを開
設する管内の市町村社会福祉協議会にご提出ください。ご提出いただいた申請書は
市町村社会福祉協議会を通じて本会へ回送されます。 

助成申請書は本会ホームページからダウンロードすることができます。 
【募集期間】令和元年（2019 年）6 月５日（水）～７月５日（金） 

※助成総額が予算の上限に達しなかった場合、追加募集を行います。 

決定まで 

の流れ 

（１）助成の決定 
   市町村社会福祉協議会に提出された助成申請書をもとに本会において審査 

後、本会から各団体にお知らせします。（７月中旬頃） 
（２）助成金の送金 

助成決定後、指定口座に送金します。（8 月上旬頃） 
（３）実施報告書の提出 

事業実施後に実施報告書を提出してください。 
（４）信州こどもカフェ応援講座の開催 
   活動の充実を図ることを目的に、必要な企画の立て方や活動の留意事項等に 

関する講座を開催します。可能な範囲でご参加ください。 
【中南信会場】令和元年７月 22 日（月）＠松本勤労者福祉センター 
【東北信会場】令和元年 7 月 29 日（月）＠佐久平交流センター 

（５）活動報告会 
   助成決定した団体同士の交流を兼ねた活動報告会（３月頃開催）を開催し、 

活動を共有します。（別途ご案内いたします。） 

助成に関する 

問合せ先 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター 
〒380-0928 長野市若里 7－1－7 長野県社会福祉総合センター４階 

TEL：026-226-1882 / FAX：026-228-0130 
E-mail：vcenter@nsyakyo.or.jp / URL：http://www.nsyakyo.or.jp/ 

申請書提出先 

こどもカフェを開設する管内の市町村社会福祉協議会にご提出ください。 
ご提出いただいた申請書は市町村社会福祉協議会を通じて本会へ回送されます。 
【市町村社会福祉協議会の所在地・連絡先】 

URL：http://www.nsyakyo.or.jp/soumu/link.php 
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地域で子どもを育むプロジェクト  

～地域連携組織（地域プラットフォーム）支援助成～ 

2019 年度 募集要項 

趣  旨 

県内の子どもが地域の多様な人との関わりを通じて、様々な困難を乗り越え成長する
力を育むことを目的として、信州こどもカフェ（以下「こどもカフェ」という。）を推進
する地域連携組織の運営を支援します。 

※本助成は、テクノホーム長野株式会社様から長野県にいただいた寄付を活用 
させていただいて実施しています。 

対象団体等 

助成の対象となる地域連携組織は、以下の（１）から（５）までをすべて満たす信州
こどもカフェに係る開設の促進、活動の充実、人材の育成、情報共有又は連携促進等を
目的として県下 10 圏域毎に設置される、行政機関、ＮＰＯ、関係機関、支援団体、民間
企業及びボランティア等により構成される組織とします。 

（１）こどもカフェやこれからこどもカフェを開設する者に対し、必要な情報の提供や
助言等をすることによりこどもカフェの運営の発展、継続に繋げていく地域コー
ディネーターが配置されている、又は地域コーディネーターと同等の機能を担う
中心的組織が存在すること。 

（２）地域におけるこどもカフェの運営や支援の状況を把握し、情報共有や適切な助言
等を行うことにより、地域内の連携を推進すること。 

（３）こどもカフェを新しく開設する者に適切な助言等を行うこと。 

（４）年間の助成対象経費が 37 万５千円未満であること。 
（５）活動内容が公序良俗に反しないこと。 

対象経費 

こどもカフェに係る地域連携支援活動のための経費 

（賃借料、謝金、旅費、印刷費、消耗品費、燃料費、使用料 等） 

※領収書またはレシート等の明細のあるものに限ります。 

対象期間 平成 31 年（2019 年）４月１日から令和２年（2020 年）２月 28 日までにおこなう事業 

限 度 額 １地域連携組織あたり 12 万円以内 

申請方法 

助成申請書（様式 1-2）を記入の上、本会まで郵送または電子メールでご提出くださ
い。助成申請書は本会ホームページからダウンロードしてください。 
【締切】令和元年（2019 年）７月５日（金） 

問合せ 

提出先 

社会福祉法人長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター 
〒380-0928 長野市若里 7－1－7 長野県社会福祉総合センター４階 
TEL：026-226-1882 FAX：026-228-0130  
E-mail：（問合せ）vcenter@nsyakyo.or.jp 

（提出先）machivc-entry@nsyakyo.or.jp 
U R L：http://www.nsyakyo.or.jp/ 

 


