
R4年度厚生労働省「ひとり親家庭等子どもの食事等支援事業」公募結果

助成総額： 23,367,000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５年２月２４日～令和５年３月３１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（5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（2回実施）を行うことができます。のべ
150人と80世帯に栄養価の高い食事や食料等を提供します。

300,000

北海道 こども食堂ちっち

ひとり親家庭等の子ども達、困窮する世帯に安定した食事支援を実施します。

284,000

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春休み中の昼食代
替支援として世帯人数×７食分の食材を無償提供します。

300,000

北海道 もとむろランチ

ひとり親などで経済的に困窮している家庭が増えており、それらの方々に援助の
手を届けたいと考えております。地域の方々に募金の訴えをして協力を得ており
ますが、事業実施を継続していくには、色々なところからの支援を必要としていま
す。

50,000

北海道 特定非営利活動法人陽向ぼっこ

一人親家庭を対象に、世帯数50世帯、人数にして121人分の食材を配布す
る計画としました。１世帯に配布する食材は、米5キロ、魚、肉、冷凍食品、お
菓子などを中心に１度で配布いたします。

300,000

青森県 社会福祉法人　白銀会

孤立しがちな子育て家庭等や要支援世帯の子ども達が少しでも食べる事や就
学する事の不安が軽減できるように実施したい。法人独自でもこれまでも事業
実施はしてきていますが、コロナの影響もあり収益が減少しているため、助成金
と合わせて新年度の準備等に活用できる物を提供したい。

300,000

福島県 一般社団法人あんだんて

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、生活困窮状態にあるこどもたちや要
支援世帯が増加している。特に、「ひとり親家庭」や「失業など経済的理由で
十分な食事を取ることができずに食料支援を必要としている家族」には早急な
支援が必要である。そのため、地域のボランティアと協力しながら、こども食堂活
動を通し、直接的に食料品を届け、事業を通じて安心して暮らせる地域づくり
を進めたいと考えている。

300,000

助成事業：86団体



福島県 任意団体　しおりっちこども食堂

新型コロナウイルス流行以前から、長期休み明けの新学期が始まると、痩せた
子供たちが目に付くと学校や幼稚園の保護者から聞いており、他にも親の帰り
が遅くなり、食事もままならず栄養が偏った子供たちの話に心を痛めておりまし
た。さらに原油高による物価高などが家庭を直撃し、困窮世帯の子供への支
援は急務と考えております。今回のプロジェクトでは、食育を通した教育支援を
行いたいと思います。

300,000

福島県 つばさ会

2020年、コロナ感染症拡大に伴い経済的に困窮家庭が急増したことから、市
営団地内のひとり親家庭では、子育ても大変な苦労だろうと、週に1回でも食
事を提供して子ども達の健全な成長を支援してきました。しかし今年2022年
度は、各種助成金を頂けなかったので、資金が不足し継続するのが厳しくなっ
ています。

111,000

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ひとり親家庭等の子どもを支援するため、食材配布活動及
び学用品配布活動を行います。令和４年度中に実施したひとり親家庭等子ど
もの食事等支援事業（３回実施）に対し、対象世帯から現在も問い合わせ
が続いている現状があるためです。

297,000

福島県 ほっこりキッチン宝っ子

ひとり親家庭、生活困窮家庭のこどもを中心にこどもたちからシニアのみなさんを
応援しながら、食事と居場所を提供し、みんなで集まって、みんなでご飯を食べ
て、みんなでお話しする地域拠点活動を行っていますが、助成金や寄付金のほ
か低額な会費を徴収しながら事業を運営し子ども食堂活動を継続しています
が、コロナ感染拡大により思うような活動ができず、現在コロナ感染予防として
弁当配布のため容器代等の負担増等、運営がとても大変な状況になってお
り、ひとり親家庭等の子どもたちに十分な支援品をふくしまこども食堂ネットワー
ク県南メンバーのしらかわ表郷こども食堂と連携したくさん届けたいため。

253,000

茨城県 特定非営利活動（NPO）法人 子ど
も食堂れん

本事業の目的は、困窮世帯に対してフードパントリーや子ども食堂の取り組み
によって、食に関する直接支援を実施することです。合わせて、そこで生まれるコ
ミュニケーションを活かして、子どもたちやその親御さんたちの安心できる居場所
づくりを進めたいと考えています。直接支援のための食材はボランティアや寄付な
どで賄っていますが、提供するお弁当の栄養バランスや包装容器なども考慮す
ると、適切な食材や消耗品の購入は避けられません。助成金の申請理由は、
このような食材購入費に充当するためです。

300,000

茨城県 特定非営利活動法人あっとホームたか
まつ

より厳しい状況に陥っている困窮世帯やひとり親世帯に対し、食材や学用品を
お渡しすることで新学年を迎える今だからこそ必要とされる支援を行います。この
活動を通して、その他のNPO団体のみならず、公的団体・企業などへ広げる連
携の礎となる事を目指します。今回の支援事業を活用する事で新たなご縁を
繋ぎ、今後の継続的支援へのきっかけとなることを目指します。団体としても食
材を集める努力をしているが、物価高騰の現実に対応げきていない現状があり
ます。この助成金を活用し、子ども達にや貧困家庭に必要とされる物資の購入
を行いたいです。

300,000

栃木県 NPO法人セイフティライフ

令和元年の国民生活基礎調査では７人に１人の子どもが貧困状態にあり、
ひとり親の貧困率は48.1％です。また、ひとり親家庭のパートや派遣などの不
定就労に従事する割合が高く、年収200万円以下の貧困層が増加傾向にあ
ります。現状として、洋服はかなり着古した物を着ている子や、冬でも裸足でこど
も食堂にに来ている子もいます。バランスの良い食事を取ることは子どもの成長
に大きく影響します。これらの状況下にいる子ども達を一人でも多く支援出来る
ことを目的としています。

261,000



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、子どもの貧困問題に寄与することを目
的としています。フードバンクを通じてご寄贈いただく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配付したいです。また、生活必
需品も応援したいと考えております。

300,000

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」

提供方法については、通常の３月のパントリーの日以外に緊急パントリーとして
機会を設けます。平日と土曜日の２日間開催し、申し込み時に希望日を選
択していただく形をとります。調味料類は重いものが多いことから、この日に提供
します。一方、通常のパントリーの日は、この助成事業とそれ以外の食品につい
てはエリアを分け、春休みに向け、子どもたちが喜ぶような食材を中心に提供し
ます。また、これまでの助成事業と同様、今後の活動につながるう、地元の商店
を活用するなど配慮します。

234,000

埼玉県 入間福祉会

主に困窮するひとり親家庭子ども等を含めた子育て世帯や支援を必要とされる
地域の方を対象にフードパントリーを継続的に実施するためです。

300,000

埼玉県 特定非営利活動法人　新座子育て
ネットワーク

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ま
す。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く存在します。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153世帯と1年で急増しています。本助成を活用し、春
休み中で学校給食がなくなる家庭への食品、新学期に備えた学用品を提供し
たいことから申請に至りました。 300,000

埼玉県 川口子育て応援フードパントリー戸塚

ひとり親世帯への食材、学用品、お弁当購入に係わる事業への助成金利用を
目的とします。光熱費、物価高騰により各世帯で食材に係わる費用を削るご
家庭が多く、食材の支援を必要とされるひとり親世帯の問合せが増えておりま
す。助成金を利用し、配布食材及び回数を増やすことが出来ることは現在の
状況を少し改善できることと期待します。

293000

埼玉県 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
いからです。コロナ感染拡大は人々の繋がりを断ち切るものであり、日本が大切
にする“絆”を失い多くの孤立を生み、特に子育て世帯の孤立は顕著と表れま
した。そこで、当団体は本事業を通して、虐待ゼロ・子育て世帯孤立ゼロを目
指し、“地域の繋がり”を創出したいと考えます。

300,000

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や食品の配布、学用品生活必需品の配
布を実施して、食品・食材の支援を行います。

300,000



東京都 あらかわ子ども応援ネットワーク

目的：新型コロナ感染症などの影響により、経済的に困難な状況にある子ど
もを抱えた世帯について、食料支援をすることで健全な生活に寄与することで
す。主たる対象世帯：食料を必要としている一人親世帯　※特に、必要とし
ている世帯として児童扶養手当受給者などを想定提供をする食糧は、すべて
寄付などにより実施しているため、今回の助成を申請します。

200,000

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。

300,000

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、今年度いっぱい給食がありません。
お弁当持参や申込制の有料弁当でますます困窮するひとり親家庭の子どもを
支援するため、本事業の利用により、春の食事支援として春行事『ひなまつり』
のちらし寿司と春休み中の食事支援に『ピザ』を配布し、子どもの健康と保護者
の負担軽減に繋げていくためです。

273,000

東京都 豊洲こども食堂

アフターコロナの2020年から開始したシングルマザー支援は、当初12件だった
支援家庭が現在21件に増加（子どもが成長し、卒業もあり入れ替わりもあ
り）。都営団地の建て替えに伴い他地区からの住民の流入があり、今後も支
援家庭は増加するものと見込んでいる。生活に困窮するシングルマザー家庭の
子どもたち、ひとりひとりに、また、お母さん達に「ひとりじゃない」「わたしたちがい
る」とメッセージを送る活動を続けてきました。「支援の灯りを小さくても燃やし続
ける」ために助成金のお願いをする次第です。数多くの中間団体から貴団体を
選ぶことにより、さらに「シングルマザー支援を中心に活動している」という世間か
らの認識が得られることを希望しています。

300,000

東京都 せたがやこどもフードパントリー実行委員
会

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、本助成金を申請します。

300,000

東京都 みんなのリビング

2022年度以降、世界的な政情不安による物価高騰などが子育て世帯の生
計を直撃しており、収入源などにより、当団体が実施しているフードパントリーで
は、利用家庭は増える傾向が続いています。一方、各団体等からの寄贈等に
より調達できる食品が防災備蓄品や長期保存の食品などに偏り、子どもの健
全な育成に必要な、野菜、肉、卵等の生鮮食品の提供が十分に行えない状
況があるため、本助成を活用することにより、良質な食材の提供を行いたいと考
えています。

300,000

東京都 新宿こども食堂たんすまち

春休み期間に突入すると給食がなくなります。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り、そんな春休みの食支援
ニーズに応えることを目的とします。

300000



東京都 高円寺・子ども食堂の会

ひとり親家庭及び困窮家庭を対象にお弁当とフードパントリーの配布をしていま
す。２０２３年になって利用者が急激に増加してきており早晩資金不足にな
ると思うので助成金を希望します。

300,000

東京都 世田谷・みっと

新型コロナウイルスの流行により子ども食堂の開催が難しいなか、さまざまな理
由で生活困窮したご家族へ食材セットを配送したところ、大変喜ばれたことか
ら、食材提供による支援の必要性を強く感じました。基本的な食材セットを継
続してお送りすることで、生活をサポートできればと思っています。

105,000

東京都 一般社団法人寺子屋いづみ

現在弁当配食を継続しているが、コロナ 禍が丸3年続いている状況の中で先
行きに見えない不安感や、テレワークなどの家庭内での仕事と家事の両立によ
り疲弊感が広がっています。昨年の3月からの本事業を継続して行っているが、
その活動を通じて行政ともつながることができ、近隣に住んでいたDV等で乳幼
児にミルクも与えられない状況の女性を法テラスの弁護士とも連携し支援する
ことなどのケースにも関与できました。また無料配布期間毎日取りに見える家庭
もあり、その中には自転車で５キロ以上の道のりをかけて来るひとり親のご家庭
等もあり、家庭の財政の逼迫状況は加速していることを痛感しました。前回は
子ども家庭支援センター、社会福祉協議会、近隣の子ども食堂、児童館、保
育園、区議会議員、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
要とする過程に届けられるようにしました。春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。

300,000

神奈川県 NPO法人宮ノマエストロ

いつものパントリー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ます。

300,000

神奈川県 駒岡　丘の上こども食堂

孤食、ひとり親家庭の食支援、近隣独居老人への食事支援、地域の居場所
づくりを目途として活動、昨今の物価高騰による食材等の調達費用の補填及
びこども食堂開店時に実施しているミニパントリーの食材購入費用として申請
致します。

55,000

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が継続している、フードパン
トリーによるひとり親家庭等の子どもの食支援のための活動のためです。

300,000



神奈川県 こども食堂　おしゃべりブロッコリー

主にひとり親家庭、多子世帯、生活困窮者に対して食を通じた子育て支援を
目的とします。コロナ禍における長期休暇で窮屈な思いをしている子どもや保護
者に通常より多めに食品の配布します。新学期を迎える子育て家庭に必要な
学用品や日用品の提供いたします。

300,000

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、本助成金を活用して昼食/軽食提
供に加え、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。

300,000

神奈川県 お福わけの会

コロナ禍から社会は以前の状況に戻りつつありますが、公共料金の値上げや止
まらない物価高騰で生活困窮世帯が増えていることが伺え、更に3月は春休み
などで給食がなく食費がかさむ時期となります。フードバンクからの提供品に加
え、普段あまり配布できない地元農家からの野菜や冷凍品、生活必需品の配
布と、新学期に向けての学用品も配布していきます。

300,000

神奈川県 伊勢原市ひとり親福祉協会

学校が春休みとなる期間、親が就労で家を空ける間の「食事」を支援したいで
す。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く、少しでも
多くの家庭に支援を届けたいと考えております。

300,000

神奈川県 ココロにたねまき

横浜市内を中心に、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
動を開催する団体等に協力を要請し、其々の活動日に支援対象家庭の子ど
も達に進級・進学を共に喜ぶ人達がいる事が伝わるようなメッセージと普段の生
活の中で毎日のように使うであろう食用油、そして食べる機会の少ない、旬に
採れた新鮮な果物を提供し、美味しい、嬉しいと喜びのベクトルに心を動かす
事で、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。

300,000

新潟県 フードバンクおぢや

物価高、エネルギーコストの増がひとり親世帯の家計負担を重いものにしていま
す。子どもの食事支援を行うことで健やかに成長し、また笑顔溢れる家庭で
育っていただくことを目的としています。

300,000

新潟県 フードバンクあが

長引く新型コロナウイルス感染症拡大や物価高騰の影響などで、社会的孤立
や経済的困難を抱えたひとり親家庭生活困窮世帯が急増した。また、時期的
に就学前準備や進級・進学支出で極めて家計が厳しい時期を迎えています。
当会では、その様な子育て世帯に対し、食糧品支援を拡充することで、経済
的負担を軽減するとともに、コロナストレスの緩和を図ります。

300,000



新潟県 フードバンクさんぽく

本事業は、困窮する家庭の子ども等への食支援を軸に、様々な体験活動の
支援を行うことを目的としています。そのための食品購入費や体験活動に伴う
諸費用として本補助金を使わせていただきたきます。

300,000

山梨県 特定非営利活動法人にじいろのわ

物価高騰化の折、食品のなかでもサラダ油、マヨネーズは、価格が高騰し困窮
家庭の家計を逼迫させております。特に野菜を摂取するのに必要なマヨネーズ、
サラダ油は必須アイテムです。

300,000

長野県 そら音

生活困窮者へのドパントリーを定期的に安定的に食料品にあてたいです。

300,000

長野県 特定非営利活動法人 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
食材の宅配を実施します。

300,000

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。 弊社では現在行っているひとり
親世帯へのお弁当の無償提供や子供食堂などの食支援活動において外部の
補助金や助成金を活用しておらず自主財源で行っているため、今回の助成金
に申請することで活動費及び情報発信のためのチラシ制作費の補助を得たいと
考えています。

85,000

静岡県 Einこぐま倶楽部

3月の明るいひな祭りの季節に子どもや親に、ちらし寿司を皆で食べていただ
き、食品や学用品を提供することで、家庭に小さな明かりを灯していただきたい
と思っています。「全国食支援活動協力会」様の企画は、そのことを実現するう
えでこの上ない企画であり申請させていただきました。また、フードパントリーに魅
力を感じています。今回は、子ども食堂に通う親子以外の困窮する親子にも呼
びかけていきたいと思っています。初めて取り組むフードパントリーですが、成功す
れば今後も取り組んでいきたい事業だと思っています。

277,000

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、常態化に加え、物価高等により、
食、生活の支援を要する外国人家族が増加をしています。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りますが、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、援助を行いたいで
す。

300,000



愛知県 スマイルプロジェクト

子育て中の生活困窮世帯などを対象としたフードパントリー事業の開催を定期
的または安定的に開催するために、不足している消耗品及び印刷製本費や、
食材購入費に使いたいです。

300000

愛知県 白鳥学区地域福祉推進協議会

春休み期間の「子どもの食」を支援し、心身共に健全な子どもの育成を図りま
す。春休み期間の「子どもでも暖かく食べられる食材の配布」を実施し、健康
で、明るい子どもを育成します。子どもの「居場所づくり」を開催、とかく遅れがち
な子どもの学習を支援する等により、将来の社会を支える人材を育成します。

100,000

愛知県 認定NPO法人葵風

食の困窮、虐待などの子ども達や他地域からも問題の多い家庭の子ども達が
多く通ってくるため児童相談所案件の子ども達が多く、年末には１２人のこども
たちが一度に保護となり、児童相談所からも、心配してもらえるこども食堂になっ
てきました。緊急保護引き上げ後の食支援など継続ケアの依頼やその他問題
があり保護できない家庭の相談などもあり、このような家庭にも対応するなど、ま
すます困窮家庭が日々の暮らしにも困る環境になってきている。今後もそのよう
な家庭、食材などの配布（宅食）と食を通じて心のサポートを続けていきたい
です。食材以外の弁当なども検討しています。

300,000

愛知県 常滑こども食堂

様々な環境下にある子どもたちに、安心・安全な食事と居場所を定期的に提
供することで、少年少女の健全な心身の育成に貢献します。子ども達に「たべ
る」ことを通して、十分な栄養とバランスの取れた食習慣の重要性を理解しても
らい、かつ地域コミュニティの中で安心できる「居場所」を提供します。こどもの成
長の速さや日々の変化を考えると食習慣の定着、居場所づくりのためには最低
週い会の頻度で開催することは重要であると考えています。

300,000

愛知県 はぐくみ

コロナ禍で収入が減少等で困窮しているこどもをもつひとり親家庭等及びこども
を支援する。コロナ禍で思うように働けない、我慢することが増えている親に対し
て食料支援を行うことで生活にゆとりを作ってあげたいです。さらに、こどもの食事
を確保し提供することや、定期で行うこども食堂の利用につなげたいです。食料
支援活動を行い、本事業の利用により、3月のこども食堂実施回数を1回増や
し、30世帯を新たに支援するためです。

300,000

愛知県 子ども食堂　なかよしごはん

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とした食支援新年度を迎えるにつき、出費が増
える時期に食、生活消耗品、学習用具を提供し、子ども達を応援したいと思
い申請しました。

300,000

愛知県 ほんわか食堂

学校の長期休暇に伴う子どもの欠食に対する支援の実施やコロナ禍における
困窮家庭への食支援を行います。また、助成をいただくことにより、支援の対象
と回数を増やし、対象と回数の増加に伴う食材の確保と弁当配布実施を目
指します。

300,000



愛知県 つしま夢まちづくり食ラバーズ

コロナ禍で生活の厳しいひとり親家庭の食事支援を目的として今まで以上の支
援と継続を目指し,助成金の申請に至りました。

300,000

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します。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、宅配等により食糧支援を行いま
す。特に、ひとり親家庭においては、給食がない春休み期間中等においては、
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います。

300,000

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。

300,000

京都府 おかえり食堂

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に充てたいです。食事提供時の消耗
品や借用料等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。

170,000

京都府 特定非営利活動法人あふるる

ひとり親家庭や生活困窮者世帯等へ取りこぼしの無いように食支援を行いま
す。月１回程度の食品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います。利用登録者様が３００世帯を超えているこ
と、また最近の値上がり等が重くのしかかり今までは生活ができていたが、過度
な節約をする以外方法がない。との声を多く聞きます。他の助成金事業も申し
込んでいますが、食品・食材の購入が助成対象外のものが多く実情との乖離が
あります。「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、声を上げられないや上げにくいと感じている困窮者世帯
へも取りこぼしのないよう助成金を希望します。

300,000

大阪府 HOMEステーション

春休みになると、ひとり親家庭の子どもは孤立と孤食に陥るため、春休み対応と
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、物価高騰により食
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しま
す。

300,000

兵庫県 棚田LOVERS

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、食事や食品・食材の提供を行い、子どもの
貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的とします。助成金を申請
することで、食材費の購入、参加者の呼びかけなど、事業を広く効果的に実施
することができるためです。

300,000



兵庫県 へいなんこども食堂

コロナウイルスの感染拡大により、ひとり親家庭をはじめ、生活困窮家庭が益々
増え、孤立する家庭も少なくありません。そこで、そのような家庭へ、すぐに食で
サポートできる体制を整え、食を通じて寄り添い、人の繋がりの大切さを共に実
感できるような事業を行う。また春休み期間中に給食がなく食事を満足にとれ
ない家庭へも弁当・フードパントリー活動をして、緊急食料支援を行います。ま
た取りに来られない世帯に対しては宅配も行い、本事業によりフードパントリー
の回数を２回、お弁当配布を１回増やし、延べ300人に食材を支援できるよ
うにします。

299,000

兵庫県 みんなのごはん

長引くコロナ禍や物価高騰により社会・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、
給食が無い春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。

300,000

島根県 フ－ドバンクしまねあったか元気便

コロナ感染禍の長期化に加え、食品をはじめ諸物価の高騰の影響もあり、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４割を超える増
加になっていることや、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があげられます。また、給食のない長期休
校期間であり、保護者も仕事で不在が多く、子どもたちだけで、食事が準備で
きる素材を提供することが必要であるからです.このため対象世帯数増に伴い、
利用世帯数も約400世帯を見込んでいます。

300,000

広島県 一般社団法人UMEプロジェクトうらしま
みんなの食堂

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、春休みに施設長と連携し、職
員が同行し、春休み期間中、当団体が開催します。居場所に参加してもら
い、遊び・学び（学習支援）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、春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が目的です。

300,000

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します。食品配布をきっかけに、気軽に相談ができる関係
をつくり、必要なサービス、機関につないでいきます。外国にルーツを持つ子育て
家庭が市内にも増えている現状があり、集まる場、機会を創出することで、その
後の相談支援につながり、新たな繋がりが生まれることを期待しています。

300,000

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。また、周囲から孤立しがちなた
め、支援員や保育士も配置した相談や情報交換を行えるカフェを同時開催し
たい。不用品の交換会も行い、学校の制服の提供を行いたい。

300,000

香川県 四国ブロックフリースクール研究会

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) (15人)、②お弁当配布活動(20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(150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。助成金活用により、①子ども食堂開催を10回増やすことがで
き、②お弁当配布活動を 8回実施、③食材等配布を3回に分けて実施、のべ
150世帯に支援を届けられるようになります。

230,000



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半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。その希望に応えられるよう、フードドライブの啓蒙・拡充などを通
じて、フードロス食品を必要とする人に届く努力をしています。

300,000

高知県 子ども食堂虹の花

コロナ禍や、戦争で物価があがり、相対的貧困も増加している昨今、特に、夏
休みで給食の無い期間、一人親世帯や、貧困世帯をサポートするために、子ど
も食堂を入口として、より細やかなサポートを実現します。そのために、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います。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
品を届けます。

300,000

福岡県 長住団地自治会

春休み期間は、給食がなく子育て世帯を応援したいです。子ども1人1人に、
子どもでも食べられる物の詰め合わせを手渡します。『子ども勉強広場』も毎日
開催しているわけでもなく、全員参加しているわけでもないので、少しでも助けに
なるように対応したいです。

300,000

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。

300,000

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。

104,000

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
を行います。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しま
す。

300,000

佐賀県 子ども食堂ひみつきち

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。子ども食堂の維持費捻出のために申請させて頂きま
す。

108,000



大分県 ゆめカフェ・モンスターのがっこう

現在ひとり親世帯への食品提供を50世帯行っています。それと併せ、子育て
世帯への子供食堂開催を月に数回定期的に開催しています。物価が高騰す
る中、生活が大変という声を多く耳にしています。特にひとり親家庭は、子供が
病気になると仕事を休まなければならず、その分の収入が減ってしまいます。毎
日、仕事と子育てを一人でこなし、時間に追われ涙するお母さんたちも沢山い
ます。様々な悩みを抱えていると思いますが、その中の一つが食に関することで
あれば、私でも力になれると信じ、今まで活動をしてきました。

300,000

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ます。ひ
とり親家庭等に、食材・生活必需品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等に努めるとともに、３
月の行事ごとの多い時期に、卒業、進学、進級等、出費もかさむことが予想さ
れるため、生活必需品の支援も必要と考えます。

300,000

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％を超えます。主幹産業は農業
で、若者の人口流出も激しく、毎月５０人程度の人口減少が続いています。
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きます。行政も解
決策に苦慮しています。

113,000

大分県 NPO法人子育て応援レストラン

より困窮世帯へ支援をつなぐため、支援を取りに来れない何らかの事情がある
ひとり親・困窮子育て世帯に、子どもたちでも安心して食べられる食材・進級に
必要な学用品などひとり親・困窮世帯・子育て世帯が助かる支援を郵送で届
けたいと思います。物価高騰・コロナ禍の影響でより困窮経済状態を支えたいと
思います。また、生演奏を親子で聴きながら、親子の時間も大切に心地の良い
時間と同じ境遇のひとりおや　の交流の場も提供したいと思います。

300,000

鹿児島県 たわわタウン谷山子ども食堂

物価高騰等の理由で困窮するひとり親家庭等子どもへの食事や食料品、学
用品等を無料配布します。

300,000

鹿児島県 あさごはん食堂とみんなの居場所
shigetomi

前回、夏休み・冬休みと貴助成金をいただき、事業を継続することができまし
た。結果、長期的な支援を必要とする家庭に寄り添い、具体的な支援ができ
ていることを大変ありがたく感じています。食支援を継続すればするほど必要性
の高さを感じるが、行政の連携がなかなか難しく団体独自の活動となってしまっ
ているため資金難が続いています。しかし、長期休みで給食がなく体重減少す
る子どもたちに対してフードパントリーによる食支援をする取り組みは止めてはな
らないと考えます。

265,000

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、夏休み中の給食が休止する
間も子どもの栄養、食支援のため、無料弁当配布します。夏休み中の家庭学
習を支援するため、無料学習支援日と学習支援要員を増やし、子どもの学習
を支援します。そのための無料弁当購入費および居場所の食事提供食材費、
学習指導要員、子どもの居場所監督、食事作り要員の人件費が必要となる
ためです。

300,000



沖縄県 一般社団法人こどもの広場あがぺハウス

急激な物価上昇の影響によって家計が圧迫され、経済的に行き詰ってしまう
家庭（特にひとり親世帯）やこども達を支援する必要があり、春休み期間中
にお弁当、食材、生活用品、新学期に必要な学用品を届けたいです。

300,000

沖縄県 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。物価高騰によりもらうことが出来る食糧がないか問い
合わせも多くなっています。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し、必要なものを
お渡し出来ると思い申請しました。

300,000

沖縄県 一般社団法人宜野湾子どもゲンキ食

３月は春休みの期間もあり、その間給食もないため、ひとり親家庭では食事を
十分に取れていない子ども達に対して、健康面を可能な限り考慮した上で、食
事の支援をしていきます。

300,000

活動支援事業：127団体
食品提供総額：15,682,500円
活動地域

北海道
青森県
青森県
宮城県
福島県
福島県
福島県
福島県
福島県
茨城県
茨城県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
埼玉県
埼玉県

子どもおべんとう/子どものリビング
新学期応援プロジェクト2023
ジョイキッズキッチン
おおいずみっ子食堂
じおんじこども食堂
フードパントリー

地域・子ども文庫「カーロふくしまみんなの本棚」
子どもカフェたまご
ばんげ市民活動サポートセンター
こども食堂アンブレラ
よつ葉食堂/あぃなカフェ
地域で子育て！フードパントリー

団体名
むかわのこども食堂
ちょうじゃこども食堂
五所川原こども宅食おすそわけ便
いわぬま・こども食堂プラス
ふくしまキッズエコ食堂



埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
新潟県

世田谷子ども食堂・上馬

えんくる食堂（コミュニティスペースえんくる）
コミュニテイしんばし食堂
子どもの未来応援プロジェクト

須賀の寺子屋食堂
わにわに食堂＆フードバンク◇さくらの森
すみれ会交流会と食支援
キッズカフェ杉田
大口夢地域食堂
ArtLabOva横浜パラダイス会館こども食堂

おむすび子ども食堂
Studio Gorron（楽ちん堂）
まーぶるこども食堂
砧子ども食堂そら豆

あさがお
あさみぞみんなのコミュニティ

子ども食堂ウェーブ
どんぐり食堂八幡山
ぞんみょうじこども食堂
新宿ニコニコこどもひみつ基地
フロイデ～ふれあい食堂～
ピノッキオ　子ども食堂

ころころ食堂☆高井戸
きしょうこども食堂
こども食堂がるまる
子ども食堂☆くれよん
ぬくぬくの家
みんなのふくろう食堂　おもちゃ図書館

せたがや子どもバル・虹
みんなでごはん
ころころ食堂☆烏山
バラエティクラブ
こつな夜かふぇ

フードシェアしんふな
君津まちなか子ども食堂
特定非営利活動法人　ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY
フードバンク目黒　食品無料配布会
子ども食堂キッチンゆぎのや
さくらパントリー

つくしの家
みさと子育て応援フードパントリー
みさときっず食堂
ハピママメーカープロジェクト　フードパントリー
ニコニコフードパントリー三ケ島
きっちん・こすもす子ども食堂

槙の木食堂
羽生の杜「みんなの食堂」
ぽかぽか広場山口
みこちゃんこども食堂
すくすくのあそびひろば
フードパントリーふれんず



新潟県
石川県
福井県
山梨県
山梨県
長野県
長野県
長野県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県
京都府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県
奈良県
徳島県
徳島県
香川県
香川県
香川県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
熊本県

子ども食堂”絆”
みんなの居場所　ぽあんの樹　ぱんだハウス
くれかきっちん
わけっこマルシェ
ひのくにスマイル食堂

イマココ子ども食堂
ひとり親家庭支援センター
大原すまいるキッチン
特定非営利活動法人フードバンク福岡
みん食Minna
とくりきワクワク☆ドキドキ食堂

くらもと広場
てくてく子ども食堂
まんまる食堂
どきどき食堂つ☆な☆ごに
レスパスラボ
りこのキッチン、もものバー

ささっこ青空ひろば
まちなか食堂
あこう子ども食堂
みそらこども食堂
こども食堂いかるが
あゆみこども食堂

子ども食堂　もぐもぐ
キッズ・シルバーコミュニティー（ふうちゃん）食堂
きたっこキッチン
あるのん
団欒こども食堂
ここコミュこども食堂

東志賀こども食堂
もぐもぐ子ども食堂
にじいろ子ども応援団　子ども食堂
善西寺おてらおやつクラブ
一般社団法人宇治市連合母子会
やかみっこキッチン

周智子ども食堂　モリモリキッチン
新津子ども食堂
はまはっぴー家族食堂
ふらっとハウスポレポレこども食堂
コントレイル子ども食堂
子ども食堂　わ

アルプス学園
ちびチュウ食堂
もぐもぐキッチン・ララ・ランチ
信州こども食堂inこまがねSta.
親子で息抜きイタリアン＆繋ぐ食堂
竜洋こども食堂
かんがるー隊

おたがいさま食堂
子ども食堂とパントリー
越前にこにこ食堂



熊本県
大分県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県 NPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄

こども食堂ASU・あす
子ども食堂お助けマン
ほしがみね☆みんなの食堂
フードパントリーmam
女性を元気にする会
浦添グリーンハイツ放課後子ども支援塾

甲佐食堂「おかえり」
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