
助成事業：９６団体
助成総額：117,489,000円

活動地域 活動団体名 事業計画概要 助成金額

北海道 特定非営利活動法人くるくるネット

令和４年７月１日～令和４年９月３０日まで、北海道室蘭地域のひとり親家庭等へのこども食堂の支援
および食品の配布を行います。コロナ禍において、ひとり親家庭における支援を行い、生活を安定させ
ることでさまざまな生活支援を目的とします。団体予算で細々と子ども食堂を行っていますが、申請す
ることで、子ども食堂を毎週実施（6回）するほか、コロナ禍で生活に困っているひとり親家庭にフー
ドパントリー（３回実施）を行うことができます。のべ60人と80世帯に栄養価の高い食事や食料等を提
供します

697,000

北海道 特定非営利法人陽向ぼっこ

生活困窮家庭で育っている子ども達は皆粗末な食生活をされているのではと推察します。その為にこの
機会に少しでも贅沢な食事を食堂で配膳して喜ばせてやりたいと願っています。また食材も日を替えて
一人でも多くの生活苦家庭の子供に配りたいと念じています。我が町白糠町は人口7300人の高齢化と過
疎化が進んでいる町で、貧富の差が激しい街です。その為、生活困窮者の家庭が多いと考えます。この
機会に夢をみて頂きたいと思い是非共おいしい食を提供したいと願い、これが申請理由です。

1,540,000

北海道 ゆめみ～る

ひとり親世帯等の困窮世帯の子どもに給食が食べられない夏休み中の昼食代替支援として世帯人数×１
０食分の食材を無償提供する。
大量の食材の準備及び宅配便による食材個別配送を実施するための原資として助成金をお願いします。

1,706,000

宮城県
特定非営利活動法人ふうどばんく東北
AGAIN

今回短い期間ではあるが、子どもたちの長期休みの期間が含まれていることもあり、より手厚く支援す
ることを目的として申請する。夏休みの間、この暑さでも電気代を安くするために冷房を使わないで生
活している世帯や、１日二食にして生活する世帯もある中、少しでも栄養面での充実が図れるよう、ま
た夏休み中の親子に楽しみを与えられるようにしたい。

1,748,000

福島県 一般社団法人あんだんて

緊急を要する家庭にいち早く食事や食品を届けたいが、これまでの当法人で実施している講座参加者の
低額な会費だけではこども食堂の運営費の確保が難しいうえに、令和２年度以降の事業予定がコロナ感
染拡大により思うような活動ができておらず、法人としての資金も思うように確保できない状況であ
る。
新型コロナウイルス感染予防の為、細々と弁当配布を実施しているが、食材費の高騰、弁当容器、消毒
液予防品等負担増の為、運営がとても大変な状況になっている。貧困家庭と地元事業所双方の益となる
ような事業展開を考えている。そのための資金源として本助成金を活用させていただきたい。

1,750,000

福島県 特定非営利活動法人ＮＥＸＴしらかわ

コロナ禍で困窮する世帯の多いひとり親家庭等の子どもを支援するため、食材配布活動を行う。また、
取りに来ることが難しい世帯には配送も行う。
活動の幅を広げる事で、今まで手が届かなかった世帯に気付いてもらい、新たに支援を届けられるよう
になるため。目標として新規で５０世帯と繋がりを持つ。フードパントリー時はただ渡して終わるので
はなく、ボランティアスタッフと一緒にお米を詰める、子どものお楽しみ要素を入れるなど人と人とが
関わるようにイベント要素を持たせる。

1,118,000

群馬県 NPO法人　スマイルネットありがとう

コロナ禍はやや下火になり、雇用状況は改善の兆しを見せているが、外国人労働者の雇用実態は依然と
して悪い。彼等の大半は正規の就労ビザを持ち、納税義務を果して来た人達である。しかしこのような
助成金の情報は届きにくい。我々は、彼等外国人との橋渡し役として助成金を申請し、困窮家庭の子ど
も達と家族を助けたい。

1,732,000

長野県 NPOホットライン信州

長期化するコロナ禍と急激な物価高の影響により、困窮するひとり親家庭等の子どもと家族を支援する
ため、各地域で信州こども食堂を開催と支援物資や食材の宅配を実施する。

1,726,000

令和4年度 厚⽣労働省「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」公募結果



埼玉県
特定非営利活動法人こどもの居場所づくり
in かわぐち

生活困窮・一人親子育て世帯等の乳幼児に向けて離乳食やオムツ等の赤ちゃん用品を配付・配達するこ
とで、子育て世帯の孤立・虐待防止を展開したいからである。現代の小中学生の孤立や虐待の原因の一
つには乳児期からの育った生活環境が大きく左右していると考える。そこで、このような状況を打破し
たいと考える当団体は、本事業を通して、子育てに不安を抱える世帯と繋がり、子育て世帯が孤立しな
い、“地域の繋がり”を創出したいと考える。

735,000

埼玉県 幸町陽気こども食堂

コロナも落ち着きましたが、状況に応じて、一同に会しての飲食とお弁当配布を行う夏休み期間でもあ
るので、科学実験教室、学習指導教室、千葉県館山市への一泊二日も海旅行等企画しております。
今回の助成でお弁当配布の際にいつもより豪華な食材購入をしてお弁当配布と市内飲食店のお弁当購入
をして配布を計画します。

544,000

埼玉県 川口子育て応援フードパントリー連絡会

今回の助成にてお米、野菜、お弁当、学用品を各家庭または各人分の購入を申請しようと思います。
食材では、大変喜ばれるお米と野菜に加え、こども達が毎日使うノートや筆記具などの学用品の購入も
検討いたしました。他に、食材提供だけでなく暖かいお弁当を提供することで、毎日働きずくめのひと
り親の方へのほっとした時間を提供したいという要望も出ました。

1,319,000

埼玉県
ところざわフードパントリーくらし応援
「とこパン」

新型コロナウィルス感染症の流行も少し落ち着きをみせ、子どもたちにも日常が戻りつつある。本事業
では、日常の食に目を向けるとともに非日常である災害時の食も日常の延長線にあることを伝える機会
とし、それに必要な食を中心とした支援を行いたい。７～９月の３回の取り組みに対しては、利用者の
負担を考え通常のパントリーと同時に行うが、各月ごとのテーマを設け、特別企画として実施する。

1,088,000

埼玉県 なかよし食堂

夏休みの長期期間中における子どもの居場所づくり活動として
「クールオアシスいるま」を実施したい、同場所においては、冷房 環境・昼食の提供を中心として、お
盆期間中には宿泊（こども預か り・希望者）を行い、保護者の自己時間の提供と、子ども達の体験 の
場づくりを進めたいと考えており、その活動場所の確保や運営資 金の確保のために助成金を活用したい
と思います。

703,000

埼玉県 せんげん台こども食堂

パントリー利用家庭は、生活保護を受けられるが受けずに頑張っている支援の狭間の家庭が多い。さら
に、給食のなくなる長期休みの夏休みは、ひとり親家庭にとっては、食費がかさみ経済的に苦しい時期
となる。その時期に、通常のパントリーでは配付できない食品（特に高価な肉類等のタンパク資源）普
段なかなか食べられない美味しいものを配付し、お子さんに栄養をつけ、お母さん、お父さんと一緒に
楽しく食べて元気になって欲しい。

1,638,000

埼玉県
特定非営利活動法人　新座子育てネット
ワーク

埼玉県新座市内の困難な状況にあるひとり親世帯への食支援を目的とする。
当NPOの自主事業として開始したひとり親家庭を対象としたフードパントリーは、財源の手当がないこ
とから、提供品の多くをフードバンク等に依存している。そのため提供品の多くが賞味期間が短く、周
知・提供期間が短期になりがちで、量や品においても課題が多い。しかしながら、支援を必要とするひ
とり親家庭は新座市内に730世帯以上あり、登録世帯数も立ち上げ当初の16世帯から、現在の112世帯と
1年足らずで急増している。本助成を活用し、夏休みに食費の負担が増える家庭へ十分な量の食品、子
どもに必要な学用品を提供したいことから申請に至った。

824,000

埼玉県 NPO法人きっちん・こすもす

収益事業を行っている団体でありながら、その収益で行えるのはこの物価高の折、通常の子ども食堂と
フードパントリーがせいぜいで、昨年3月から継続したいと願っていた「お弁当配付事業」はコロナ罹
患世帯にしか枠をあげられませんでした。困っている家庭にはもっと何とかしてあげたい。夏休みにお
昼ご飯を食べられない子どもがいます。もっと多くの子どもたちに栄養豊かなお弁当と家計をサポート
できる支援（文防具を含む）をと願い、申請しました。

1,050,000

埼玉県 川口子育て応援フードパントリー戸塚

夏休みの長期休暇中におけるひとり親家庭への食材、学用品配布及び当パントリー運営に係わる事業へ
の助成金利用を目的とします。特に、定期的に配布している食材はレトルトや防災食品が多く、子ども
の栄養や身体を考え、普段提供出来ないものを配布したく食材は主食であるお米、高騰している生鮮食
品又は冷凍食品、また、お母さんの炊事時間軽減のため、温かいお弁当購入し配布したく存じます。ま
た、兼ねてより子育て講座の開催を希望しており、この度の助成金にて利用対象世帯への無料講座を通
して、日頃の子育てにおいての情報を共有することでひとり親世帯のワンオペ育児の負担軽減につなげ
ることを目的としています。

816,000



埼玉県　
草加子育て応援フードパントリー　ひろっ
ぱ

フードパントリー（食糧支援）を通して、子供の貧困問題に寄与することを目的とする。
フードバンク等を通じてご寄贈いただき食品では補えない栄養面や子どもでも調理しやすい利便性のあ
る食品を夏休み期間に配布したい。生活必需品も応援したい。

500,000

東京都 みつばちマーヤ子ども食堂

体力を消耗する猛暑に栄養補給と元気が出る多くの食材を育ち盛りの子供たちに購入、配布するため。

756,000

東京都 特定非営利活動法人おたすけ隊

全ての人の食の不安を無くし、更にはフードロスも無くすことが目的であるが、コロナの影響から子ど
も食堂・フードパントリーを必要としている家庭が急増しているのが実情。それに伴い、フードバンク
などから提供してもらえる食品の種類・量が増えているのかというと逆に減少しているのも実情。配布
食品の偏りも見受けられる。その問題点を少しでも解決することが申請理由。また、子ども達の未来の
為に栄養価のある食品などの配布も申請理由。

1,631,000

東京都 板橋たすけあいネットワーク

ひとり親世帯の食の不安を無くし、併せてフードロスも無くすことが目的です。現在は終息の見えない
コロナ禍や食品や物価の高騰の為に、フードパントリーを必要としている家庭が急増しているのが実
情。それに伴い、需要と供給のバランスが崩れてフードバンクなどから提供してもらえる食品の種類・
量が減少している現状があります。この度の助成金を活用して必要な食品の購入に充て、育ち盛りの子
ども達の為にお腹がいっぱいになる食品などの配布をしたいということが申請の理由です。

595,000

東京都 みんなのリビング

夏休み期間にはひとり親世帯や困窮状態の子育て世帯への生計負荷が高まりやすいことを受けて、また
新型コロナウイルス感染症の感染が再拡大傾向にあることも踏まえて収入減少なども見込まれることか
ら、これまでの当団体実施のお弁当配布・共食活動をさらに拡張する形で、地域のお店から仕入れたお
弁当や食材等を配布する活動を実施したいと考えた。また、地域のお店から仕入れることで、新型コロ
ナウイルス感染症により打撃を受けている地域経済への貢献にもつなげたいと思い、本事業の実施を計
画している。

1,455,000

東京都 砧子ども食堂そら豆

昨年１１月よりこども料金を無料にしたら親の分は頼まず子どもだけ参加したいとおいう家庭が６～７
世帯増えた。夏休み期間だけでも子供も母も無料で食事をしてもらいたい。

636,000

東京都 一般社団法人寺子屋いづみ

前回は子ども家庭支援センター、社会福祉協人会、近隣の子ども食堂、児童館、保育園、区議会義員、
まちづくりセンターなどにチラシを配布して本当に支援を必要とする家庭に届けられるようにした。夏
休みはさらに給食もなくひとり親などの支援を必要とする家庭においてはさらに負担感が増しているこ
とから食の支援を行うにあたりその費用を賄うために助成金を申請します。

1,729,000

東京都 クロモンこども食堂

コロナ禍にいより特に生活が困窮していると思われるひとり親家庭に対し、最低限の食の提供と清潔な
暮らしを維持するための生活秘術品を用意するため。夏休みの長期休暇の間もしっかりと見守り、社会
とのつながりうを途切れさすことがないよう活動するために申請いたします。

1,698,000

東京都
せたがやこどもフードパントリー実行委員
会

給食がない夏休みや家庭の教育費負担が高くなる進級・進学時期に、生活困窮世帯の子どもの食を保障
すると同時に、食を通じて生活困窮世帯を必要な支援につなげることを目的に、本助成金を申請する。

1,281,000



東京都 新宿こども食堂たんすまち

夏休み期間に突入すると給食がなくなる。現在の利用家庭のほとんどが給食費を減免されている状態
で、夏休みは昼食分の支出が純増する上に、こどもの課外活動や部活等で支出が増える時期でもある。
そんな夏休み中の食支援ニーズに応えることを目的とする。7月上旬に実施した利用者アンケートで
は、「夏休みに暮らし向きが悪くなる」と答えた世帯は61％で、電気代やこどもの課外活動や部活の費
用、こどもの学習費用増えるため、食費が不足すると答えた家庭は88％にのぼる。子どもたちの健やか
な成長のためには、夏休み対応としてパントリーの増強と宅食が必要と判断した。

999,000

東京都 一般社団法人ピノッキオ

長引くコロナ禍・消費税増税･物価高等により困窮者が急増して おり、子育て家庭、特にひとり親家庭
への支援が緊急に必要となっ ている。子ども食堂だけでは対応しきれないため、このような助成 金を
切望していた。

1,750,000

東京都 一般社団法人笑喜あいあい

地域の小学校が給食室改修工事に伴い、2学期から今年度いっぱい(9月より翌3月まで)で給食がなくな
り、お弁当持参になります。夏休み以降も給食がなくなることによって、食事作りの負担が増えたり栄
養状態も困窮するひとり親家庭等の子どもを支援するため、お弁当配布活動を行います。本事業の利用
により毎年懸念されている夏休みと夏休み明けの子どもの栄養状態が悪くなる食事事情に対して支援を
増やし、お米の配布延べ150世帯とお弁当配布の活動延べ1,600食を届けられるようになるため。

1,710,000

神奈川県 NPO法人宮ノマエストロ

7月から対面での子ども食堂を再開予定ですが、コロナ禍でどれだけの子どもが戻ってきてくれるのか
思案していました。学習支援も再開させて文房具なども支援できれば、より多くの困窮した家庭に届け
られると思います。また多世代との交流が持てなくなっている今、自分が口にする食べ物が地域の人た
ちによって作られ、売られていることを知って地域を身近に感じてもらいたいと思います。それが地域
の生産物に興味を持ち他世代の人に感謝をする「食育」にもつなげることを目的とします。また既存の
助成事業では対応できない十分な量の支援ができ、ひとり親新規登録の増員となると思い申請します

1,745,000

神奈川県 特定非営利活動法人DV対策センター

前回に引き続き、当団体では、シェルターに避難中の方々への食支援や、母子家庭を中心とした貧困世
帯への食支援を行ってまいりたいと考えております。現に、当団体の居場所にくる子ども達の8割は、
年収200万円以下の世帯の子ども達です。我々は何としても、収入の差が食生活の差となり、子ども達
の発育に大きな悪影響となることを、防いでいきたいのです。冷凍食品やお弁当など、簡単に栄養を摂
ることのできる食事を多くのお子さんに提供してまいりたいと考えております。前回に引き続き、シェ
ルターに避難中のご家族には毎日の食品提供(日により調理も含む)を行い、直接受け取りに来られる方
には、当日のお弁当に加え、翌日の食品も提供させていただきます。

1,666,000

神奈川県 ココロにたねまき

横浜市内の、ひとり親世帯・生活困窮者が利用するフードパントリー活動、困窮世帯向け子ども食堂を
開催する団体等と協力し、其々の活動日に支援対象家庭の子ども達へ向けた夏休み支援食糧をお渡しす
ると共に、希望される世帯の子ども達を対象に下着や靴下等の生活必需品を一定額内で購入できる企画
を其々のパントリー毎に開催することで、ひとりでも多くの子どもの貧困や孤独・孤立に対する一助と
なるべく事業を実施致します。　本事業を実施するにあたり、ここに助成金を申請致します。

1,497,000

神奈川県 やまざくらの会

2020年のコロナ感染症の流行で、観光産業で働く家庭の収入が不安定となり、町内在住、在勤のひとり
親家庭や子育て家庭は、生活が苦しくなり、ロシアのウクライナ侵攻による、食料品、生活必需品、燃
料高騰で、
更に家計が厳しさを増し家計を維持する為に、節約しやすい食費が見直され、夏休みで給食がなく、更
に食費が家計が圧迫され、バランスのとれた食生活にするために、支援を行いたいと考えております。

1,302,000

神奈川県 小田原市母子寡婦福祉会

コロナ感染症拡大より非正規で働かざるを得ない母子家庭の家計はまだまだ火の車状態から抜け出すこ
とが出来ずにいる中で、急激な円安や世界情勢に伴う歯止めが利かない物価上昇に日々の生活が安定し
ません。猛暑の中、水道光熱費を多少節約は出来ても削るわけにはいかず、まずは食料費を見直す事し
かできませんので、夏休み中、家庭での食費が家計費を圧迫するので支援をしたいと思います。

1,750,000

神奈川県 特定非営利活動法人　なまむぎこども食堂

本年は、地域小学校での夏休み中は、登校日もなく、給食もない日々をこどもたちに強いることとな
り、日頃こどもたちの食に強い関心を持ちながら活動しているものとして、座視することはできないと
思い、別記の活動を企画しそれに伴う費用を助成していただきたく申請することとした

1,617,000



神奈川県 伊勢原市ひとり親福祉協会

・学校が長期の休みである夏、親が就労で家を空ける間の「食事」
を支援したい
・子ども自身が簡単に調理・食べることが出来る食品を提供したい
・少しでも多くの家庭に支援を届けたい

1,162,000

神奈川県 NPO法人街カフェ大倉山ミエル

横浜市港北区におけるコミニティカフェ大倉山ミエルと、港北区に立ち上がった子ども若者支援団体交
流会のつながりを生かし、フードパントリーや、子ども食堂によるひとり親家庭等の子どもの食事支援
のための活動。その食材費と運営人件費に充てるため。

1,742,000

神奈川県 開成町つくしの会

●コロナ及び、物価上昇の影響等により困窮するひとり親家庭の親子が、笑顔になる様な食品(菓子・果
物)・値上がりが続く食品や生活必需品を配ったり、お弁当の配布をしたりして、貧困や孤独・孤立感に
対する支援・様子見を目的とします。
●給食がなくなる夏休みの期間中に、子ども達がすぐに食べられる食品や、お弁当に使える冷凍食品、
水分補給品、菓子、除菌シート等をお配りしたく、申請いたしました。

731,000

神奈川県 アニーファンド

コロナ禍の長期化により困窮状態の継続、支援を要する世帯の増加は著しく、さらなる食料支援の必要
性は明白である。しかし、本会の財源は充分でないため、助成金の申請を行いたい。

1,610,000

神奈川県 特定非営利活動法人パノラマ

当法人は、校内居場所カフェの他にも、困難を抱えた若者やこどもの「居場所」を運営し、従来も軽食
を提供してきたが、本助成金を活用したフードパントリー事業(食材配布)を行うことで、昨今のコロナ
不況やインフレにより、更に困難な状況に陥った若者・こどもの家庭全体への直接的な支援が可能とな
る。また、当事者から食材のニーズを聞く過程で、家庭の様子が明らかにされ、更なるソーシャルワー
クの必要性が見える等、居場所支援の福祉的機能が強化される。

738,000

神奈川県
特定非営利活動法人フリースペースたまり
ば

地域で経済的困窮や孤立、多様な暮らしの課題を抱えながら、支援につながりにくい子ども、若者、親
たちが、安心して育ち、学び、暮らせるようになることを目指して地域食堂「えんくる食堂」及び「た
まりばフードパントリー」で食支援を実践することを目的とする。本事業ではこれまでの供給ができず
課題であった生鮮食品の購入・配布を行う。また、食支援を通じて作った信頼関係を元にさまざまな課
題を支える制度や地域資源にもつないでいく。必要に応じて、本法人の拠点である、川崎市子ども夢
パーク、川崎若者就労・生活自立支援センター「ブリュッケ」においても必要な利用者が受け取れるよ
う配慮する。

1,591,000

神奈川県 海老名市母子寡婦福祉美苗会

毎月一回第３土曜日に子ども食堂を実施しているが材料が少なく子どもの要求する肉など十分使えない
又夏休み学校が休みなので８月いっぱい５回ぐらい子ども食堂を実施したい　そのための支援をお願い
したい

100,000

神奈川県 よこすかなかながや

生活に困窮している子ども及びその家族に支援するためフードパントリーを実施する

536,000

千葉県
特定非営利活動法人ワーカーズコレクティ
ブういず

キッチンカーを活用してこども食堂を開催し、ひとり親家庭やコロナ禍で困窮している家庭の子ども達
に向けたお弁当の配布(宅配を含む)やフードパントリーを開催して、食品・食材の支援を行う。

1,750,000



う 一般社団法人子供プラス未来

2021年度に実施した市内の薬局で食品詰合せを受け取れる「こどみらフードパントリー」事業により、
児童扶養手当受給世帯やひとり親世帯を中心とした子育て世帯約400世帯を約半年にわたり支援した。
事業で繋がった子育て世帯を支援するため2022年より週1回のフードパントリー事業「こどみらマル
シェ」を開催しているが、繋がっているひとり親世帯全てを支援する事は出来ていない。そこで、今回
の助成事業により特に食支援の必要なひとり親等の子育て世帯 約300世帯(最大500世帯)を対象にフード
パントリー事業を行い家計の負担が増える8月・9月を乗り切れるための食品を提供するとともに、事業
を通じて地域の様々な企業・団体に子ども食堂の周知・支援依頼を行う。

1,388,000

静岡県 カサ　デ　アミーゴス

コロナ禍の長期化による生活困窮の継続、常態化により、食、生活の支援を要する外国人家族が増加を
している。このため、子どもを含めて家族へのさらなる食料支援が必要であるが、弊会財源規模では、
その支援、手立てが難しいことから、本助成事業により支援、援助を行いたい

1,750,000

静岡県 静岡県母子寡婦福祉連合会

ひとり親家庭では生活のために食費を切り詰め、健康状態が良くないケースや医療への掛かり控えなど
が見られるため、食支援により、生活の立て直しと健康状況の回復を支援するために小中学校の長期休
暇後半から終了後に食料品の配布を行います。
当団体資金では実施が難しいため本助成金を申請いたします。

1,747,000

滋賀県 社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会

本助成金を活用して食糧を購入し、新型コロナウイルス感染症の影響等に困窮するひとり親家庭を対象
として、フードパントリーを実施する。また、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となったた
め、フードパントリーの配布先まで受け取りに来ることができない方については、宅配により食糧支援
を行う。
　特に、ひとり親家庭においては、給食がない夏休み期間中においては、朝食と昼食が一緒になり、１
日２食になる子どもが多く発生するが、昨今の物価高騰の影響により、さらに子どもたちの食事情が悪
化していることが想定されるため、フードパントリーを実施することにより子どもの貧困への支援を行
う。 1,750,000

岐阜県 一般社団法人ヒガシミノ団地

ココモリプロジェクトでは弊社が運営するカフェにて、経済的困窮を抱える世帯に対し食支援活動を
ベースに小中生に、学習支援・子ども食堂を定期的に提供し、不定期でこどもたちが興味を持つような
イベントを多様な人（社会人・大学生・高校生）と提供することで、困窮世帯の課題解決とこどもたち
がなりたい自分になるきっかけを得られる居場所をつくります。

245,000

富山県 オタヤこども食堂

コロナ禍で収入が減少した、子どもの預け先がないなど困っているひとり親家庭等に対し、食料品配
付、文具配付による支援を行う。また、訪問時に児童や家庭の状況をチェックする。
これまで、子ども食堂事業を実施してきているが、コロナ禍により利用者が減少しており、感染状況に
よっては子ども食堂の実施そのものを中止していた。
本助成金を活用して食支援事業を行うことで、コロナ禍で活動が制限される中でもひとり親家庭等の支
援を継続することができる。

1,070,000

福井県 みんなの居場所withふくい

2022年3月より月2回のフードパントリーデリバリーを行ってきた。食品・生活必需品支援数は増加して
おり、回数を増やしてほしいとの声もある。新興住宅が多い地域において、これらの支援は必須の事業
であるものの、当法人以外行っている団体は近隣にない。
　家庭状況につらさを抱える世帯の夏休み前後の支援を手厚くし、夏休みの見守りを行っていきたい。

1,718,000

三重県 特定非営利活動法人三重はぐくみサポート

本事業では、夏休み後半からの子どもたちの昼食に役立つ食品の提供、並びに日常生活で必要な消耗品
を配布し、ひとり親家庭の学校長期休暇期間の金銭的負担を減らすことを目的とする。当団体が支援を
しているひとり親家庭の保護者は、そのほとんどが非正規雇用であり、子どもの病欠や長期休暇で仕事
の休みが増えると、その分収入が減ってしまう。また、長期休暇で仕事を休まなければならなかった
り、学童等の保育所に子どもを預けたりすることで、さらに金銭的負担がかかる。この影響は夏休み後
半から2学期以降にもたらされると推測される。

1,748,000

京都府 嵐山こども食堂

２０２０年４月より始まった新型コロナウイルスの流行下で嵐山こども食堂で何度か実施したアンケー
ト調査では、思うように稼げない、働けなくなったひとり親家庭が大幅に増え、全体的に困窮家庭もか
なり増えています。本事業の利用と実施により、夏休みに困る子供達や痩せる子供達、困窮するひとり
親家庭や生活困窮世帯を対象に、夏休み中に子供達に３度の食事を用意されるひとり親家庭や生活困窮
世帯の食に対する不安や負担を少しでも軽減し、延べ４８０世帯１３８０人に新たに食料支援やお弁当
の配布支援を実施します。

1,625,000



京都府 おかえり食堂

夏休み前後の給食の無い日に、子どもたちを中心にひとり親家庭等へのお弁当配布・食事提供・食材配
布を無料でさせて頂きたい思いから、お弁当・食事提供用の食材購入費、食材配布のための食材購入
費。食事提供時のコロナ対策・衛生管理備品の購入に今回の助成を頂けましたら、ひとり親家庭・子ど
もたちの喜ぶ笑顔につながると思い申請いたしました。

480,000

京都府
特定非営利活動法人総合スポーツ教室あふ
るる

ひとり親家庭や生活困窮世帯等へ取りこぼしの無いように食支援を行う。
コロナウイルス感染症の影響も終わりが見えない中、現在も食支援の無料配布を行っているが、ご利用
者様の増加と支援物資のバランスが崩れて来ています。
「支援物資が足りない、少ない」状況なので本当に必要とされる方々に届けるために、また夏休み明け
に一人でも多くの子どもが元気に登校できるように助成金を希望します

1,676,000

京都府 大山崎町三つ和母子会

生活必需品やフードパントリー等コロナで困窮の進むひとり親家庭の支援要請に応えていく。
上部組織の予算は「居場所」事業にのみ利用できるため、広くひとり親家庭への経済的支援を展開する
には他からの資金が必要である。

500,000

奈良県 田原本にこにこ食堂

依然終息の見えないコロナ禍でお困りの方に、前回申請が通り、頂いた助成金にて実施した事業を再度
展開し、この難局を乗り切るお手伝いをさせて頂きたいと思います。以前に行った同様の事業は皆様か
ら大変お喜びいただく事が出来ました。この事業は、通常事業資金では実施不可能です。今回のような
助成金がないと実施出来ません。更に今回は、学習支援でも配食事業を計画しております。

772,000

大阪府 特定非営利活動法人くるる

多子世帯やひとり親等の困窮家庭に対する食支援や居場所づくり活動を継続的に行っているが、毎月の
開催のなかで行える食支援には限りがある。夏休みの期間中、給食がないことで保護者の負担も増え、
食生活が偏ったり食べないこどもが増えている。
本助成金を活用し多子世帯やひとり親等の困窮世帯へお弁当配布やパントリー等を行い食支援を行いま
す。また、調理実習を行いこどもが料理に興味を持ち、自身で食事の確保ができるようサポートしま
す。

875,000

大阪府 ＨＯＭＥステーション

夏休みになると、ひとり親家庭の子どもは孤立と孤食に陥るため、夏休み対応として食堂開催日を増や
し子どもの居場所を確保する。また、長期休みの期間は学校給食が無いことや家庭に子どもいる時間が
増すことで食費負担が家計に重く圧し掛かる困窮世帯に対してフードパントリーを実施する。

1,677,000

大阪府 一般社団法人あのね

あのねに登録している56世帯の母子家庭の聞き取り調査によれば、「生活保護基準以下」が42世帯にも
のぼり、「基準とほぼ近い」家庭が７世帯、「生活保護受給中」が5世帯、「生活保護基準よりも収入
がある」家庭は２世帯のみである。さらに、コロナ禍で失業や減収した母親も多く、休園・休校や、本
人や子どもの感染によって、大きな打撃を受けている。
給食のない夏休み期間は、食費が圧迫されて十分な栄養を取ることが難しくなるうえ、暑さで体調を崩
しやすい時期に重なってしまう。今回の助成金を活用して、普段のフードパントリーでは十分に配布が
できないお肉や果物などの子どもの栄養を支える食品を配布することが、その一助となると考える。

1,395,000

大阪府
一般社団法人こどもの居場所サポートおお
さか

現在活動を行っているこども食堂の中には物資の保管場所がなく、関わりを持っている支援世帯に対し
て十分な食支援を行うことができない団体がある。またノウハウがないため食育活動の実施が難しい。
本助成を活用し、当団体で把握している登録団体が関わる困窮世帯に対して食材等物資を届けたり、各
団体へ出向き食育活動を行うことで、広域的に子育てを行っている生活困窮世帯に対して食支援を行い
ます。

1,718,000

大阪府 NPO法人Happymam

生活に不安があり孤立しやすいひとり親家庭とその子どもに、食材支援の世帯数を増やし 、食材支援を
きっかけに相談支援やコミュティや就労機会を与えることで、繋がりと自己実現へのステップを上げ
る。

595,000



大阪府 いづはまスマイル食堂

物価が上がる中で、賃金が低い世の中で最も苦しい生活を送る子育て中のひとり親世帯に食糧を届けた
いので本助成金に申請いたします。

180,000

和歌山県 こども食堂わかやま

新型コロナの感染が拡大した2020年3月以降、こども食堂を自粛する代わりに生活不安から食料を頼っ
てきたひとり親に対し、米などの食材を渡しながら生活相談を始めました。ほぼ毎月1週間ほど期間を
設けて百数十世帯と接してきており、現在は県内で300世帯ほどと繋がっています。
コロナが鎮静化した時期には子ども食堂も再開してきましたが、またコロナによる休校が増えてきて、
かつ物価上昇による家計の負担の声を聞くようになりました。夏休みで給食がなくなり食費がかさむ7
月～9月の間、食料支援を充実させてひとり親家庭をいっそう支えていきたいと思い、申請に至りまし
た。

1,400,000

兵庫県 みんなのごはん

新型コロナウイルス感染症の長期化により社会・家庭・学校の環境が変化し、こどもたちは様々な影響
で疲れ・困窮しています。日々の生活で「食べる」ことを通じて、給食が無い夏休み期間を乗り切り、
こどもたちの身体と心の健やかな成長が明日へと繋がることを目的として、実施する為に今回の助成金
を申請します。コロナも落ち着きましたが、状況に応じて、一同に会しての飲食とお弁当配布を行う。
夏休み期間でもあるので、科学実験教室、学習指導教室、千葉県館山市への一泊二日も海旅行等企画し
ております。

1,750,000

広島県 浦崎地区社会福祉協議会UMEプロジェクト

団体代表が、勤務する小学校が市内の拠点校として母子世帯の多い学区であり、特に母子生活支援セン
ターのこどもたちが、夏休みに施設長と連携し、職員が同行し、夏休み中のイベントとして、当団体が
開催する「お店屋さんごっこ」に参加してもらう事を計画しており、また、学校のある日には通いづら
い距離にある対象児童が、夏休み中であれば職員同行により遊び環境も整った当団体へ来る機会を増や
せ、より広範囲にわたる、ひとり親家庭のこどもたちを対象にこども食堂での食事提供支援を果たすこ
とを目的として申請させていただきます。

700,000

島根県 フ－ドバンクしまねあったか元気便

給食のない夏休み期間中の食品の提供。
理由：利用者の増加が著しく一昨年度の2倍強、昨年度比でもすでに3割増になっていること。とりわ
け、夏休み期間中は、7月、8月の2回にわたりパントリーを実施するため食品の確保数量及びフ－ドド
ライブ食品と利用者への提供食品のマッチングの調整が必要であり、どうしても補充する食品の購入が
必要となること。

840,000

山口県 こども食堂ジョイアスキッチン

食事支援、学習支援、居場所を提供し、コロナの影響を受けた、ひとり親家庭や要支援世帯の子供や親
たち等との交流を深め子供や家庭の困りごとを見つけ、直接支援、関係機関につなぐ。
コロナの状況も緩和してるので様々な体験も子供たちに提供していきたい。

218,000

山口県 遠石地区地域食堂実行委員会

子どものいるひとり親家庭や生活困窮家庭に食品を届け、子どもの栄養摂取と健全な成長の一助とす
る。食品配達をきっかけに、気軽に相談ができる関係をつくり、必要なサービス、機関につないでい
く。
いつも開催しているフードパントリーでは資金がなくて、必要な方全てに配布が困難であった。また取
りに来るのが難しく申込を躊躇していた方にも配送することで、新たな繋がりが生まれることを期待し
ている。

1,750,000

山口県 おすそわけこども食堂

こども食堂の活動を続けている中で、生活に困っていても、相談や支援を求めることができず、子ども
の貧困や孤独・孤立してしまっている世帯が潜在的に存在していると感じている。また、物価上昇が続
いている中で、さらにその状況が悪化することが想定されます。今回の助成金を活用し、より保護者負
担の無い宅食便で食品と共に、行政サービスやこども食堂の案内を届け、生活状況や必要な支援をお聞
きするアンケートも行い、今後の行政・民間にも気軽に相談できるキッカケづくり、継続的な支援にな
るこども食堂利用につなげます。光市内の４つのこども食堂、行政、社協等と一緒に取り組みます。

765,000

山口県 久米地区社会福祉協議会

こどもの居場所づくり事業を行う中で、ひとり親家庭や生活困窮家庭への支援の必要性を感じており、
食などの提供を行うことでを少しでも支えになりたい。
地域を限定せず、こども家庭支援センター等の関係機関紹介家庭にも提供すると提供数が多くなるため
助成金をいただきたい。

500,000



香川県 ヒューマン・ハーバー子どもカフェ

コロナ禍で困窮する世帯の多いひとり親家庭等の子どもを支援するため、①子ども食堂開催(学習支援も
含む) (20人)、②お弁当配布活動(30人、フリースクール「ヒューマン・ハーバー」)、③フードパント
リー(100世帯、フリースクール「ヒューマン・ハーバー」)を行います。また、取りに来られない世帯に
対しては配送も行います。生活困窮家庭には不登校の子どもも多く、フリースクールが主体となって、
子ども食堂開催を開催している活動事例は全国的にも少なく、先駆性が高く発展性も見込まれます。

778,000

愛媛県 宇摩たすけあいネット

四国中央市内には約３００世帯の困窮するひとり親家庭があると言われています。その全戸に対して支
援を行うことは当団体の現状では無理ですが、フードパントリー活動開始から一年となる中で口コミに
より利用希望世帯が毎月漸増しております。利用家族の子どもたちのために少しでも十分な食品配布を
して、ひとり親が食事にかけるべき経費を他に回して貰うことにもつなげてもらい、各家庭がこども達
のしっかりとした居場所となってくれることを願って、申請します。

220,000

愛媛県 特定非営利活動法人U.grandmaJapan

宇和島市には1638世帯のひとり親世帯がいます。当団体の公式LINEには1211世帯の子育て世帯が登録
していてその中にひとり親家庭が220世帯登録済み。毎月食材支援はしているが夏休みに入ると給食が
なくこの間の子供たちの様子が心配です。また現在愛媛の新型コロナの感染は子育て世帯の感染者が増
えていて過去最大の数字が出て大きな影響が出ているのが現状です。夏休みの食材の負担も大きいこと
と当団体もフードドライブによる食材の支援が少なくなり今回の応募に至たりました。

1,729,000

愛媛県 イマココ子育て支援

ひとり親家庭で働く親御さんの代わりに、昼食を提供する。近隣飲食店とのコラボで子供達に食べるこ
との楽しさ、社会とのつながり、また飲食店さんには子どもたちを気にかけていただく仕組み作りをし
ていきたい。助成金申請の理由は、これまで寄付などで夏休みの給食のない時期に提供してきたが、今
年度は登録家族数も増え、毎日提供できるということで応募した。

1,750,000

高知県 虹の花

助成金を活用し、コロナ禍で困窮するひとり親家庭等の子どもを支援するため、こども食堂を開催する
とともに、フードパントリーでの食材配布活動を行う。拠点にて配布するが、様々な理由で子ども食堂
にこれていなかった家庭には直接食料品を届ける。また、コロナ禍で出来ていなかった夏祭りのイベン
トを、子ども食堂開催時にすることで、楽しい居場所というイメージをもってもらい、貧困者がいくと
いうような子ども食堂のステイグマをはがし、子ども食堂の入口を広げ、その奥にある、要支援家庭の
支援につなげることができるため。

1,424,000

福岡県 長住団地自治会

夏休み期間は、給食がなく子育て世帯を応援したい。
春休み食料品配布で見えてきた、給食の無い長期休暇の平日昼食は
当地域90％超えの孤食率の子どもたちです。
保護者の要望は学用品も多く対応したい。

1,540,000

福岡県 NPO法人ネットワークぷらす北九州

生活困窮者支援を長く続けてきました。一人親世帯での生活困窮が増えてきています。少しでもお役立
てるように拠点を増やしたく応募しました。

579,000

福岡県 こころふくよか

夏休み中の子どもが少しでも飢えをしのぐことができるよう、ひとり親や子育て中の生活困窮家庭に食
事（お弁当）や食品を配布したい。

473,000

福岡県 NPO法人Smileネットワーク北九州

新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯の子ども等
を対象に、子ども食堂を実施し、食事や居場所の提供を行うとともに、フードパントリ―にて食品・食
材、学用品、生活必需品の提供を行う。また、子どもの貧困や 孤独・孤立等の相談対応及び、虐待や
DV等の発見時には関係各所へ繋ぐなど、緊急的な支援を行うことを目的とする。その為の活動及び事業
資金確保のため、助成金申請をする。

1,750,000



福岡県 こども食堂パープル

従来実施しているこども食堂及びフードパントリー事業とは別に夏休み期間中を含み、本補助事業を活
用して2022年8月１日～8月３１日までの期間に4回、フードパントリーを行う。特にコロナの環境下に
おいて、当団体のこども食堂やフードパントリー活動に参加する多子世帯、ひとり親家庭等の増加が顕
著になっている。高まるこども食堂やフードパントリーに関するニーズに対応するために必要な食材及
び消耗品の購入、活動費の一部について本事業を活用したい。

1,403,000

福岡県 特定非営利活動法人山王学舎

本助成金申請によって、地域に増大したコロナ禍にあって苦しむ家庭の食糧支援を実施します。これま
で実施してきたフードパントリーや子ども食堂では、団体予算規模から地域の限定的な区域と対象に留
まっていました。福岡県福岡市のひとり親家庭を含む支援が必要な方々が真に必要なサポートが何か
を、支援団体は知る必要があります。多くの人に届けるだけでなく、必要な方に必要な物資を届けるこ
とが大切だと考えます。既存の支援事業では、このような要支援者の動向調査はなく、本助成事業を活
用し実施いたします。

1,020,000

福岡県 NPO法人いるか

福岡県の概況として、9万を超える生活保護世帯と8万を超えるひとり親世帯が
あり、十分な食事をとることが出来ない家庭が多く存在している。弊法人は本事業を通じて、福岡県及
び近隣地域において、困窮状況にある子ども達に向けて食料・食事を提供する。また、子ども食堂活動
があまり行われていない地域を重点的に出張型のパントリー形式で支援活動を実施する。これに伴い、
広域的に事業を展開するにあたって活動資金が必要となるため、本助成金を申請する。

1,744,000

福岡県 Children First FUKUOKA

私たちが主に活動している福岡県筑豊地域は、人口比の児童虐待の相談件数が県内の児童相談所の中で
1番多い地域です。また所得が少ない地域、保護率が高い地域でもあります。そのような要因に加え、
コロナや物価高騰で厳しさを増しているひとり親世帯等の子育て世帯に対し食材・学用品を配布し支援
するために、今回、申請するものです。

1,502,000

佐賀県 子ども食堂ひみつきち

子どもの笑顔が大好きです。子どもの笑い声が大好きです。
私は遊漁船(釣り船)事業を生業としております。豊かな海のおかげで現在の私がいます。そのご恩返し
になればと思い、体力の続く限り無休で子ども食堂を開催することにしました。子どもたちの小さな思
い出にでもなってくれたら幸いです。

270,000

大分県 アイデナルボランティアサロン

物価の上昇とともに、ひとり親・要支援家庭のさらなる困窮が見込まれる。また、給食のない夏休み期
間中のひとり親・要支援家庭の子どもたちの食事の回数や栄養の偏り、孤食など食事状況の悪化が懸念
される。弁当宅配や食材BOXを配布することによって、困窮家
庭の子どもたちの食の確保、栄養バランスのとれた食の質の向上に努めたい。そのための経費の助成を
申請したい。

1,659,000

大分県 NPO法人子育て応援レストラン

食材物価高騰と、コロナ禍の収入減少で更に経済的に大変なひとり親世帯・困窮世帯へ夏休みの親子の
食を守る為、必要な食材を必要な分、支援配布したい為

1,400,000

大分県 こどもサポートおおいた

竹田市は人口約２万人で高齢化率４８％を超える。主幹産業は農業で、若者の人口流出も激しい。毎月
５０人程度の人口減少が続く。市の財政は厳しく、財政調整基金を切り崩す。少子高齢化の中、予算の
高齢者福祉が占める割合は増加傾向。小学校１１校、中学校６校は全て小規模校または過小規模校。片
親世帯、共働き世帯が多く、子どもの居場所や学習、食環境、高齢者の生活に関する悩みや不安の声を
聞く。行政も解決策に苦慮する。運営にはNPO法人いるかのサポートを受け、高品質で安定したサービ
スを提供する。

1,750,000

熊本県 いこいスペース∞こあ　まるちゃん家

7月～8月は子ども食堂を毎日開放し、退職教員（校長）が学習支援や相談対応、子ども食堂の活動も行
い、ひとり親家庭の伴走支援の継続化と自立支援を通じて、さらなる支援の充実を図ることを目的とす
る。なお、8月、9月は不登校児童も子ども食堂に立ち寄れるよう居場所も開放する予定であり、子ども
食堂の活動と合わせて週2日程度実施する予定である。

1,435,000



熊本県 はぐくみコミュ

新型コロナの感染が拡大した2020年3月以降、こども食堂を自粛する代わりに生活不安から食料を頼っ
てきたひとり親に対し、米などの食材を渡しながら生活相談を始めました。ほぼ毎月1週間ほど期間を
設けて百数十世帯と接してきており、現在は県内で300世帯ほどと繋がっています。
コロナが鎮静化した時期には子ども食堂も再開してきましたが、またコロナによる休校が増えてきて、
かつ物価上昇による家計の負担の声を聞くようになりました。夏休みで給食がなくなり食費がかさむ7
月～9月の間、食料支援を充実させてひとり親家庭をいっそう支えていきたいと思い、申請に至りまし
た。

1,736,000

鹿児島県 あさごはん食堂とみんなの居場所shigetomi

前回、貴団体より助成金をいただき、スタートアップとしてのフードパントリーの実施体制の構築がで
き、大変有意義でありがたく思っている。当事業にて認知度が高まったことにより、支援すべき家庭か
らの依頼も増え、食材の支援をしてくださる方や協力してくださる地域の方との関係性も強化され、よ
り困りごとの早期発見ができるような仕組みが構築できたと考えている。今回は毎年課題として挙げら
れる、「夏休み=給食がなく満足に食べることができない子どもたちが増
える」ということに重点を置いた、体重減少を食い止めるフードパントリー事業の実施を行うべく、申
請に至った。

1,107,000

沖縄県 女性を元気にする会

コロナ禍で食糧支援のSOSが増え寄附だけではまかなえない為、助成金の申請を行う事にしました。

945,000

沖縄県 一般社団法人3ピース58

夏休みに子ども食堂として居場所を開催するために、現在、ほかの助成金を受けていないため、お願い
したい。
また夏休みには子どもの利用が増える見込みと長時間の滞在になるため。月・水・金は児童館でも開催
します。

1,372,000

沖縄県 一般社団法人くじら寺子屋

支援が必要な子ども達の情報がある中、資金不足で出来なかった支援を充足するために申請しました。
手作りのお弁当の無料配布、世帯向けの食糧等の配布をします。普段は寄贈品中心の出来る範囲の支援
しか出来ませんでしたが、この事業では栄養面や量を考えたものを提供出来ると思い申請しました。

1,451,000

沖縄県 一般社団法人宜野湾子どもゲンキ食堂

7~9月は子ども達の夏休み期間でもあり、その間給食がないために、食事を充分にとれていない子ども
達をゲンキにし、健康面の支援をする。夏休みの為に、コミュニケーションが減少する子ども達を想定
し、子どもの居場所を作りいつでも子ども達が過ごせる場所を提供し、勉強やコミュニケーションの機
会をつくる。

1,260,000

沖縄県 一般社団法人ビクトリーチャーチ

経済的に困窮している家庭やひとり親家庭への、夏休み中お給食が休止される期間における子どもの健
康保持のため、食支援や無料弁当配布（子どもの宅食）を実施。コロナ禍での夏休み期間における子ど
もの学力低下を補うため及び家庭学習支援のため、学習支援日を増やし、また学習支援要員を増員し、
子どもの学習支援を実施。

1,349,000



活動支援事業：１０６団体
食品提供総額：67,737,200円

活動地域 団体名
北海道 もとむろランチ
北海道 一般社団法人 chiku.wa
青森県 社会福祉法人　白銀会
青森県 社会福祉法人五所川原市社会福祉協議会
青森県 ちょうじゃこども食堂
宮城県 一般社団法人復興支援士業ネットワーク
宮城県 こども食堂世話人会
宮城県 特定非営利活動法人　やっぺす
福島県 特定非営利活動法人チームふくしま
福島県 公益財団法人日本YWCA YWCA活動スペースカーロふくしま
茨城県 つくば子ども支援ネット
茨城県 NPO法人あっとホームたかまつ
栃木県 NPO法人セイフティライフ
群馬県 おおいずみっ子食堂
群馬県 JOYクラブ
群馬県 子どもワクワク食堂実行委員会
埼玉県 特定非営利活動法人羽生の杜
埼玉県 みさと子育て応援フードパントリー
埼玉県 コウノトリパントリー
埼玉県 越谷子育て応援フードパントリー越谷市場
埼玉県 じおんじこども食堂
埼玉県 一般社団法人すくすく広場
埼玉県 おせっかい倉庫フードパントリー浦和西
埼玉県 コミュニティサロンクリスタルマユ
埼玉県 つくしの家
埼玉県 特定非営利活動法人ニコニコ
千葉県 フードシェアしんふな
東京都 特定非営利活動法人フードバンクＴＡＭＡ
東京都 NPO法人キッズ未来プロジェクト
東京都 NPOさくら彩
東京都 がるまる
東京都 せたがや子どもバル虹
東京都 フードバンク目黒
東京都 ぬくぬくの家
東京都 ひまわり
東京都 ころころ食堂☆烏山
東京都 さくら通り子ども食堂アドシュガー
東京都 高円寺・子ども食堂の会
東京都 世田谷子ども食堂・みっと
東京都 子ども食堂・くれよん
東京都 株式会社トリプレット
東京都 あらかわ子ども応援ネットワーク
東京都 こつな夜かふぇ
東京都 みかん子供食堂　　
東京都 桜新町みんなの食堂
東京都 子ども食堂 ウェーブ
東京都 おしゃべりブロッコリー
東京都 ひいらぎ金曜食堂
東京都 ころころ食堂☆高井戸
東京都 どんぐり食堂 八幡山
東京都 世田谷子ども食堂・上馬
東京都 社会福祉法人　大洋社
東京都 キッチンゆぎのや
東京都 ぞんみょうじ子ども食堂
東京都 ろかめし
東京都 子ども食堂ごはん村
東京都 きしょう子ども食堂
東京都 みんなでごはん
東京都 まーぶる子ども食堂
東京都 NPO法人ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIPSOCIETY
神奈川県 子ども学習支援グループ須賀の寺子屋
神奈川県 特定非営利活動法人さくらの森・親子サポートネット
神奈川県 あさがお
神奈川県 駒岡　丘の上こども食堂
神奈川県 おむすびの会
神奈川県 コミュニティしんばし食堂
神奈川県 特定非営利活動法人　RCB大口夢
神奈川県 ArtLabOva
神奈川県 藤沢市母子寡婦福祉会



長野県 親子で息抜きイタリアン＆繋ぐ食堂
長野県 おけまる食堂実行委員会
静岡県 沼津市ひとり親会
静岡県 地域支援団体はまはっぴー
静岡県 特定非営利活動法人青少年就労支援ネットワーク静岡
愛知県 むらくも子ども食堂
愛知県 社会福祉法人サン・ビジョン　
三重県 善西寺おてらおやつクラブ
京都府 一般社団法人宇治市連合母子会
大阪府 キッズ・シルバーコミュニティー（ふうちゃん）食堂
大阪府 一般社団法人子どもの居場所まーる
大阪府 NPO法人子どもネットワークワルツ
大阪府 ボランティアグループやかみっこキッチン
大阪府 子ども食堂　きたっこキッチン
大阪府 団欒長屋プロジェクト
大阪府 佃子ども食堂
大阪府 子ども食堂ひまわり
兵庫県 丹波篠山の子どもの食と健康を考える会
兵庫県 東灘こどもカフェ
兵庫県 FigTreeこども食堂
奈良県 認定特定非営利活動法人おてらおやつクラブ
奈良県 歩味こども弁当プロジェクト
奈良県 こども食堂いかるが
徳島県 特定非営利活動法人フードバンクとくしま
徳島県 てくてく笑みの会
徳島県 くらもと広場
福岡県 特定非営利活動法人フ－ドバンク福岡
福岡県 大原すまいるキッチン
福岡県 福岡筑前ライオンズクラブ
福岡県 みん食Minna
福岡県 くれかきっちん　あひる隊　
福岡県 弥永西校区青少年育成連合会
福岡県 みんなの居場所　ぽあんの樹
長崎県 とまち子ども食堂
熊本県 一般社団法人ひのくにスマイルプロジェクト
熊本県 おかえり協力隊
大分県 ゆめカフェ・モンスターのがっこう
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