
活動地域 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
対象者：北海道室蘭地域でのひとり親世帯・⽣活困窮世帯の⼦どもと保護者
 実施内容： ①⼦ども⾷堂「クル」の開催 毎週⼟曜⽇開催。１１時〜１４時まで実施。定員１０名。（⼩学⽣〜⾼校⽣及びその保護者）②ひとり親家庭等への⾷品配布、主
に３⽉の毎週⼟曜⽇開催。保存⾷材、お菓⼦を中⼼に２０世帯に配布を⾏う。（のべ８０世帯を予定）
 実施回数：（計10回）
 ⼦ども⾷堂「クル」６回（実施予定⽇：2/19、2/26、3/4、3/11、3/18、3/25）
 フードパントリー ４回 （実施予定⽇：3/4、3/11、3/18、3/25）
 実施場所：クルハウス（室蘭市知利別町２−２２−３１）
  配布を計画している⾷品・⾷材：⻑期保存⾷全般、お菓⼦等

398,000

北海道 ゆめみ〜る ひとり親世帯を中⼼とした⽣活困窮世帯の⼦どもと保護者を対象に１⼈当たり14⾷分の⾷材を400⼈分⽤意し、希望世帯に宅配で無償提供する。提供希望の受付では世帯情
報、⼦どもの年齢、学年、⾷物アレルギーを登録してもらい、本施策以後も緊急時の継続⽀援やパントリーの利⽤を働きかける。現在、フードバンクの利⽤者システムに407
世帯、788⼈の⼦ども情報と世帯情報をデータベース化して運⽤中。データベース登録者に近隣の⼦ども⾷堂やパントリー開催情報をメール、ラインで提供中。
実施回数：⾷材の宅配便による発送1回
実施場所：室蘭市、登別市
配布を計画している⾷品・⾷材：⽩⽶、⽸詰、レトルト⾷材、パスタ、パスタソース、⿂⾁ソーセージ、インスタントみそ汁、菓⼦類

1,524,000

北海道 ⼀般社団法⼈はっぴー福祉会（こ
どもSOSほっかいどう）

対象者：ひとり親家庭の⼦ども、コロナの影響等でしんどい家庭、貧困、孤独、孤⽴、困窮の⼦ども・保護者、居場所を求めている⼦ども、（300⼈を想定）
０円⼦供カフェ （以下企画予定案）
実施回数：
⼦ども⾷堂：1回最⼤20⼈×10回＝約200⼈を想定
フードパントリー：10⼈×10回＝約100⼈を想定
配布を計画している⾷品・⾷材：果物やくり、⼲し芋、ほかほかごはん、パン、ケーキ、おしるこ、バｰベキュー等。コロナ感染拡⼤時には、お⼟産⽅式に変更。

640,000

宮城県 NPO法⼈ふうどばんく東北AGAIN 実施回数：8回開催
配布⾷材：お弁当、お⽶・パスタ・レトルト⾷品・⽸詰・お菓⼦・冷凍⾷品・果物・野菜など
ひとり親世帯に向けたフードパントリー活動の間⼝を60世帯から100世帯へ増やし開催する。

887,000

福島県 いわき⾃⽴⽣活センター 低所得世帯の児童⽣徒を対象に⼩中学校の春休み期に⼤規模な⾷料配布会を開催。いわき市内４か所で⾷料配布会を開催。告知チラシを、いわき市の後援をいただき、⼩中
学校を通して２４０００枚配布する。低所得世帯では⼿が回らないお菓⼦や果物を調達したい。

1,278,000

福島県 ⼀般社団法⼈あんだんて 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。案内チラシを⽩河市、⻄郷村に全⼾配布する。
らふみーるこども＆みんなの⾷堂、しらかわ⼤信こども⾷堂、しらかわ表郷こども⾷堂にてふくしまこども⾷堂ネットワーク県南団体メンバーのこども⾷堂に於いて、フー
ドパントリー、こども⾷堂お弁当配⾷を実施する。6回実施予定。
配布を計画している⾷品・⾷材：
お⽶３キロ・乾麺詰合せ・仙台麩1袋・菓⼦詰合せ・卵（10個⼊）１パック・果物等

2,500,000

福島県 ⽩河こども⾷堂⽀援センター 対象者：6０家族１８０名
実施内容：⾷材の提供による⽀援
実施回数： ２回
実施場所：⽩河こども⾷堂（⽩河市五番町川原25⽩河公設市場内）
配布を計画している⾷品・⾷材：精⽶、野菜、お菓⼦類）

348,000

栃⽊県 NPO法⼈セイフティライフ 対象者:ひとり親家庭(登録者のみ)14 家族 47 名
⾷材配布、⽉に1回
⽉ 1~2 回⾷材(⽶、⿂、ベーコン、菓⼦等)と⼿作り弁当、⼿作りカレー、⼿作りケーキの配布

241,000

群⾺県 虹⾊の会 地域の居場所「よっちゃ
ん家井野川」

⽀援内容は、フードパントリーとする
１）対象者
① 県内の准看護学校や2年課程の看護学校に通うひとり親世帯
② 県内の病院に勤務する⼀⼈親の看護師
③ 地域の⺟⼦寮などに住む対象者
④ ⼤学に通うひとり親世帯の学⽣
⑤ 地域の保育園のひとり親世帯
以上の内、150名程度を実施予定
配布を計画している⾷品・⾷材：⽶、乾麺、カップ麺、レトルト⾷品、菓⼦類等

1,160,000

埼⽟県 NPO法⼈きっちん・こすもす 対象者：ひとり親世帯、コロナにより困窮した世帯（コロナ禍によるダブルワーク等多忙で調理のないご家庭の⼦ども達に栄養のあるお弁当を毎⽇届ける）
実施内容：
⼿作りお弁当の配付とフードパントリーを実施
3⽉中（1⽇〜30⽇までの⽔、⽇を除く20回）のお弁当宅配
3⽉5⽇フードパントリーを開催
配布先は主に⼩、中の⼦どもとその家庭
実施回数：お弁当配付２０回
フードパントリーを１回
⼦ども⾷堂を1回
実施場所：久喜市鷲宮東コミュニティセンター
から各家庭に世帯分のお弁当を作って届ける
配布を計画している⾷品・⾷材：弁当に必要な⾷材
⽶、パン、卵、野菜、⾁、⿂、加⼯⾁類、⼩⻨粉、パン粉
調味料、乾物類
配付⽤⾷品：レトルト類、ミールキット、冷凍⾷品

700,000

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」

春休みに家族で過ごすある⼀⽇を想定し、地元の⾷材を積極的に活⽤した献⽴を作成、それに必要な⾷材を提供する。野菜類については、持ち帰りの負担が⼤きいこと、ま
た各家庭で⼦どもたちの好みや成⻑に合わせた⾷材を親御さんに⽤意してもらいたいことから提供はしないこととした。配布にあたっては、地産地消の⾷育、協⼒いただい
た企業・店舗や⾷材の紹介、今回の事業に取り組んだ想いなどを盛り込んだリーフレットを作成し、⾷材と⼀緒に配布する。

651,000

助成事業： ９０団体
助成総額： 122,245,000円

令和3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



埼⽟県 川⼝⼦育て応援フードパントリー
連絡会

⼦育て中のひとり親家庭及び多⼦世帯、⽣活に苦しむ世帯へ無料⾷材配布
 実施回数：８回 計２０７世帯 ５７７⼈
 実施場所：川⼝（幸栄、芝、安⾏、⼾塚、新郷）パントリー
 配布を計画している⾷品・⾷材：
 お⽶ 各家庭10Kg、野菜 各家庭 1000円分、お弁当 各個⼈1000円分

1,638,000

埼⽟県 幸町陽気こども⾷堂 いつもより豪華な⾷材購⼊をしての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。
対象者：ひとり親家庭、多⼦世帯及び⽣活にお困りのご家庭
実施内容：
2/23 お弁当配布（実施済み）
3/19 お弁当配布
3/27 市内飲⾷店弁当配布

実施回数：３回
配布を計画している⾷品・⾷材：野菜、⾁類、
実施に係る運営⼈数：20名

513,000

埼⽟県 草加⼦育て応援フードパントリー
ひろっぱ

対象者：⼦育て中の⽣活困窮世帯、主にひとり親世帯
フードパントリー利⽤者へ告知し60世帯へ配布
実施回数：1回 3⽉27⽇（⽇）
お⽶・パスタ・果物・レトルト品

300,000

千葉県 特定⾮営利活動法⼈アフタース
クール

千葉市内全15の⺠間学童で⼀⼈親家庭の児童を無償で保育を⾏い、更に必要な児童には１９時以降の延⻑保育も無償で受けられる環境を提供する。また、フードバンク船
橋、千葉、中央ライフサポートセンターと連携して⽶、冷凍⾷品などの⾷材の無償配布も⾏う。
実施回数：⾷材配布は⽉４回
延⻑保育付無償保育は令和３年３⽉１⽇〜３⽉３１⽇
この事業で⼀⼈親家庭の貧困解消にどの程度貢献できるかをアンケート、聞き取り調査で検証し、その必要性を広く社会に訴える。

1,635,000

千葉県 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やフードパントリーを開催して、⾷品・⾷材の
⽀援を⾏う。
実施内容：2⽉18⽇〜3⽉31⽇までの間にこども⾷堂やフードパントリーを開催し、こども⾷堂から延べ600⾷ ひとり親家庭の⼦ども延べ200⼈に⾷品や⾷材の配布を⾏う
 

1,520,000

東京都 みつばちマーヤこども⾷堂 育ち盛りの⼦供たちにより多くの⾷材を購⼊、配布するため。
（年度末に際し、卒園、卒業のお祝いの気持ちも込めて普段配布できない⾷材等購⼊予定）⽇頃⽀援いただいている⾷品提供会社より購⼊したものを配布する。
実施予定回数１回（⼜は２回）

1,700,000

東京都 特定⾮営利活動法⼈⽇向ぼっこ 対象者：シングルマザーのご家庭をはじめ、児童養護施設を退所した⼦どもたち等を中⼼とした、新型コロナウィルスの感染の影響により⽣活が困窮した⼦ども達。50世帯
へ⾷料を送付
実施回数：2回に分けて送付予定
配布を計画している⾷品・⾷材：⽶、パスタ、フルーツグラノーラ等の主⾷およびレトルトカレー、パスタソースなど

452,000

東京都 新宿こども⾷堂たんすまち 事業①【追加仕送り便】
実施内容：すでに宅⾷を利⽤している28世帯（うちひとり親24世帯、住⺠税⾮課税世帯3世帯、経済的DV1世帯）に加え、毎⽉平均2世帯から新規申込があるため30世帯を想
定。
⽶、野菜、くだもの、調味料、乾麺、レトルトなどの⾷品を1世帯あたり１万5千円分購⼊し、ボランティアで仕分けを⾏い、⺠間の宅配事業者を利⽤して各家庭に届ける。
実施回数：1回
事業②【7⽇連続⼣⾷⽀援】
対象者 ：18歳までのこどもを育てているひとり親家庭を中⼼とした経済的困窮家庭
現在の利⽤者80名（うち⼦ども49名）を対象として、⼣飯⽤のお弁当を3⽉25⽇〜31⽇の7⽇間、連⽇配布する。
実施回数：7回

1,131,000

東京都 ⼀般社団法⼈寺⼦屋いづみ 対象者：ひとり親家庭などの⽀援を必要とする家庭の保護者及び⼦ども
実施内容：3/1〜3/31までの期間の毎週⽕曜と⽊曜に弁当配⾷を⾏う
実施回数：9回
実施場所：寺⼦屋
配布を計画している⾷品・⾷材：旬の⾷材を使った弁当

1,042,000

東京都 せたがやこどもフードパントリー
実⾏委員会

給⾷がない春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。
対象者：東京都世⽥⾕区内に在住するひとり親家庭、多⼦世帯、⽣活保護・就学援助受給世帯、家計急変世帯等の⽣活困窮状況にある⼦ども（未就学から⾼校⽣世代）・保
護者（約230家庭）

実施内容：⾷材（⽶、レトルト⾷品、野菜・フルーツ、お菓⼦等）
※本助成で購⼊する⾷材以外に、寄付物資も提供
対象：約200世帯400⼈   実施回数：計4回

1,610,000

東京都 ⼀般社団法⼈北沢おせっかいクラ
ブ

対象者：世⽥⾕区北沢地域周辺に住む、シングルマザー世帯、コロナによって⽣活が困窮している⼦育て世帯
実施内容：①弁当の配布 ②⽣鮮、冷蔵⾷品の配布
配布世帯数 ３０（うちシングルマザー約１０世帯）
お弁当の配布、⽣鮮⾷品、冷蔵品等⾷品配布
実施回数：６
配布を計画している⾷品・⾷材：①弁当と果物 ②⽜乳、卵、ハム、野菜、果物等

474,000

東京都 あおぞらみんな⾷堂みんなカフェ 対象者:ひとり親家庭、⼦育て家庭 200世帯(予定)
3⽉22⽇~3⽉31⽇までの期間、⾷品の拠点配布と宅⾷を実施。
相談⽀援や⼦供⾷堂、⺠⽣委員、児童委員等コミュニティにつなげる事を⽬的として実施。
紙媒体での情報提供、連携団体を通した、⼝コミでの募集に⼒を⼊れる。⽀援の必要性が⾼い家庭へのアウトリーチを⾏う。
連携団体：株式会社ポラン オーガニックフーズ デリバリ(略称POD パッド)
特定⾮営利活動法⼈ポラン広場東京
実施場所:東京都多摩地域周辺(昭島市、⽴川市、⽇野市、福⽣市、⽻村市、瑞穂町、武蔵村⼭市、東⼤和市、東村⼭市、清瀬市、国分寺市、国⽴市、⻘梅市、⽇の出町、あき
る野市、桧原村)拠点配布が可能な場合は拠点配布を⾏います。
配布を計画している⾷品・⾷材:お⽶、野菜、レトルト⾷品等

2,500,000



東京都 特定⾮営利活動法⼈おたすけ隊 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で、それに対応する為に期間を限定して開催⽇を増加。また、栄養⾯なども考慮
し、いつもよりも豊富な⾷品を配布。更にコロナ禍の⻑期化を⾒据え、⻑期保存の可能な⾷品も配布。
 実施計画回数7回（利⽤者630⼈）

694,000

東京都 社会福祉法⼈⼋王⼦市社会福祉協
議会

対象者：現に市内に居住し、ひとり親家庭⼜は新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮する状況等にある家庭等で3⽉1⽇現在概ね18歳以下の⼦どもを現に監護してい
るものとする。
⾷事等の⽀給を受けようとする保護者(申請者)は、地域福祉を推進する活動を⾏っている団体を通じて期⽇までに、本会に申し出、申し出に基づき、⼀世帯につき1万円以
下、かつ、予算の範囲内において⽀援団体の職員等の意⾒を参考に購⼊した⾷事等を指定された住所に配送業者を通じて配布。200世帯前後を想定。
実施回数：１回

2,500,000

東京都 ⼀般社団法⼈笑喜あいあい せっかくの卒業進⼊学のこの時期に、ご家庭でお祝いをしてもらえるように、家事の負担なく安⼼してゆっくり⾷事をしながら家族団欒のひとときを過ごしていただき、今
後の⽣活に夢や希望
を持っていただきたいと思います。1春休み期間の昼⾷として栄養とボリュームのあるお弁当の配布と、卒業や進⼊学のお祝膳弁当の配布、2⾷材応援パックとして⾷材配
布、12の⾷事⽀援を通じて繋がり続けることで、ひとり親家庭や困窮世帯が孤⽴しないようセーフティネットを強固にし、事件事故を未然に防ぐことへも繋がるよう願って
活動をします。

973,000

神奈川県 神奈川フードバンク・プラス 対象者：ひとり親家庭、⼦ども⾷堂、コロナ禍による⽣活困窮世帯等に於ける⼦どものいる世帯を対象とする。(２８０世帯)
実施内容：
１．⽉初めに当⽉の配布計画を⽴てる
２.１家族当り５〜８Kg当りの⾷品をボランティアの⼿で袋詰め準備を⾏う
３．事前予約で指定⽇に事務所に来てもらう
４．ひとり親家庭の対象者に対しては希望により、市福祉課や⺟⼦福祉団体等を紹介する
５．ホームページ等を通して、⾷料⽀援のPRを⾏う
実施回数： 1回配布/⽉
配布を計画している⾷品・⾷材：⽩⽶、インスタント⾷品、菓⼦、⽸詰、飲料等

434,000

神奈川県 NPO法⼈街カフェ⼤倉⼭ミエル 港北区における⼤倉⼭ミエル（コミュニティカフェ）と港北区の⼦ども若者⽀援連絡会のつながりを⽣かしたフードパントリー等によるひとり親家庭等の⼦どもの⾷事等の
⽀援のための活動。
 対象者：横浜市港北区のひとり親家庭の⼦ども達
 実施内容： ⼤倉⼭ミエルでの３回のフードパントリーでの⾷料配布
 港北区の⾷⽀援団体（今回の⽀援事業の条件を満たしている団体）へ3⽉末までに1回のフードパントリー等⽤の⾷品の提供
 実施場所・回数：①⼤倉⼭ミエル：3回②港北区の⾷⽀援団体等へ：1回
 配布を計画している⾷品・⾷材：⽶、⽸詰、インスタント⾷品、菓⼦,
 レトルト⾷品、果物等

1,284,000

神奈川県 ココロにたねまき 対象者：ひとり親世帯等400世帯
実施内容：⽀援品の購⼊・保管
本事業名、主催者・中間⽀援団体名、メッセージ、ミールズオンウィールズのロゴ等が明記されたステッカーを作成、⽀援品に貼付する。
横浜市内でフードパントリーを開催している団体と共同で、ステッカーを貼った⽀援品を其々のパントリー開催場所で各団体のの⽀援品と共に、⽀援対象家庭へ配布。
実施回数：各会場１回
実施場所：各パントリー実施会場
配布を計画している⾷品・⾷材：果物・⾁・冷凍⾷品

1,750,000

神奈川県 DV対策センター ①⾷品配布（フードパントリー）
⺟⼦家庭及びDV・虐待被害者世帯35世帯100名に⾷品を配布する。
実施回数：７回（2⽉20,21,27⽇、3⽉20,21,25,31⽇）
配布を計画している⾷品・⾷材：⽶(1.5kg)、カップ麺レトルトカレー、鍋つゆ、お菓⼦類、⽸詰系、果物、葉物野菜、ピザ、冷凍⾷品
②「⼦どもとママへのお弁当⽀援」
約20名へ⼣⾷⽤のお弁当を⽤意する。1番多くの⼦どもが来ている英語教室を開催する⽔曜⽇で開催予定。
実施回数：4回（3⽉2⽇,9⽇,16⽇,23⽇）
⽀援対象者層：ひとり親世帯及びDV被害から避難中の⺟⼦
⽀援対象者⼈数⾒込み：80名(4⽇間延べ)
③春休み⼦ども⾷事⽀援
お昼12時頃〜、居場所に来る⼦ども達10名分⽤意する。
⼣⽅17時に、居場所に来る⼦どもとお⺟さん、兄弟分のお弁当を配布する。間は、居場所⽀援・学習⽀援など⾏う予定。
実施回数：4回（3/28,29,30,31）
⽀援対象者層：ひとり親世帯、DV避難中の家庭のお⼦さん
⽀援対象者⼈数⾒込み：120名(1⽇30名×4⽇間⾒込)
④「出張シェフ」
実施回数：42回（2⽉17⽇〜3⽉31⽇）
実施場所：当団体の⽀援シェルター2か所
実施に係る運営⼈数：2⼈(1拠点⼀⼈)
⽀援対象者層：当団体シェルターに避難中の⺟⼦
⽀援対象者⼈数⾒込み：8名

2,500,000

神奈川県 NPO法⼈宮ノマエストロ 伝統⽂化を取り⼊れた⾏事⾷（ひな祭り・卒業・彼岸）を配布。
地域の野菜 地域⼩売店の⾷材を配布。
地域のコロナ禍で収⼊減の店からもお弁当を購⼊して配布
実施回数３回

1,697,000

神奈川県 特定⾮営利活動法⼈なまむぎこど
も⾷堂

ひとり親家族・貧困家庭家族に寄り添った活動を志しているものとして、⽉2回の活動では⼗分満⾜のゆくものとは思えていなかった。
そこで、今回この助成⾦を得ることで、パントリー（⾷品頒布会）を、今まで以上の規模で開催したいと考えた。

1,058,000



神奈川県 報徳⾷品⽀援センター 報徳⾷品⽀援センター（以下「報徳」とする）が単独で⽀援している困窮家庭及び
 報徳が⾷品や冷凍⾷品類を預けている社協、町役場、教会関係から配っている困窮家庭の⼦ども達。
 （⺟⼦会、⼦ども⾷堂経由は対象外とする）
 
 実施内容：
 １，6000円相当の⾷品詰合せを対象者に配布
 ２，実施⽅法
 ①報徳で250⼈分の⾷品詰合せを準備
 ②30⼈分を直接配送する。 連携している役場福祉課、社会福祉協議会にそれぞれの数を運びこみ、そこから配布。
 ⼭北町福祉課、⼆宮町社協、箱根町社協、真鶴町社協、南⾜柄市社協。計200セット。
 ③「報徳」の姉妹格の愛川町「フードパントリーぶどうの⽊」に20セット配送し、そこから配布。
 実施回数：3⽉下旬に1回実施
 配布を計画している⾷品・⾷材：冷凍⾷品、チルド⾷品、⻘果物、菓⼦、調味料
 実施に係る運営⼈数：5名x6⽇

2,300,000

神奈川県 ⼩⽥原市⺟⼦寡婦福祉会 対象者：⺟⼦家庭世帯
実施内容：⼦ども対象⇒簡単に調理できる⼜はそのまま⾷事が出来る⾷品及び菓⼦、飲料を配布
世帯対象⇒⽇常的に使う調味料、めん類 根菜を配布
当会で把握している世帯に告知をして受け取り希望者を募る。交通⼿段がない等の家庭には配送をする。
実施回数：1回
実施場所：報徳⾷品⽀援センター
配布を計画している⾷品・⾷材：調味料 冷凍⾷品 冷蔵⾷品 根菜類 菓⼦   めん類 パン 飲料

2,145,000

神奈川県 認定NPO法⼈フリースペースたま
りば

対象者：ひとり親世帯等⽣活困窮世帯の⼦どもとその保護者
実施内容：⽣鮮⾷品を中⼼に⼦どもの健康な育ちに必要な⾷料品を購⼊し、それを元に、以下の３つを実施する。
１）多世代型地域⾷堂「えんくる⾷堂」5回（2⽉2回、3⽉3回）
２）常設フードパントリー「たまりばフードパントリー」：週4⽇開設のフードパントリー。⽉⽔⾦⼟10:30-18:00 計22⽇開設。フードバンク・企業等から提供される常温
保存可能な⾷料（⽶、乾麺、⽸詰、レトルト、飲料、菓⼦等）に加え、本事業費を活⽤して⽣鮮⾷品（野菜、⾁、⿂）を購⼊し、配布を⾏う。
３）新型コロナウイルス感染対策のための環境整備：上記２事業を⾏う実施場所の感染対策のため、換気を改善する。⽼朽化した換気扇の交換、網⼾の交換等を⾏い、感染
対策を強化する。

2,500,000

神奈川県 ユナイテッドかながわ ⽬的：地域⾃治会や⼦ども会と共に⾏い、地域の⼦ども達は地域が⾒る、⾒守り等のきっかけづくりと⼦ども達の健全育成。
⼤和市ハイム桜ケ丘県営住宅、⼤和市いちょう団地県営住宅等、対象児童総数300名の⼩中学校⽣に対し200⾷の計画を⾏う。
実施内容：
3⽉19⽇から3⽉31⽇までの（13⽇間）間お弁当の配布。４県営住宅、８⾃治会（対象⾃治会3000世帯内）で3か所に分けて⼦ども200⼈へ配布。

1,782,000

神奈川県 アニーファンド 対象者：⽀援を必要とする⼦どものいる外国籍世帯110世帯
(1) 神奈川県内を３地区に分けて個別訪問し配付する。
実施回数： 各地区並びに難⺠センターに⽉１回（２⽉３⽉）計８回
配布を計画している⾷品・⾷材：⽶、パスタ、オリーブ油、サラダ油、砂糖、トマトソース

1,200,000

神奈川県 開成町つくしの会(ひとり親家庭の
会）

コロナ感染症に備えて３⽇分の⾷品ストックをするように⾔われているが、余裕がなく備えが出来ない家庭に向けて、普段のフードパントリーでは補えない部分を助成⾦で
補填したい。
対象者：＊ ⺟⼦家庭 28世帯 ⼦ども58名 合計86名
 ●１⼈に対し、３⽇分のストック⾷品の配布と、⼦どもたちが喜ぶような菓⼦類、普段のフードパントリーにはない果物を配布する(86名分)。
 【ストック⾷品】【菓⼦・果物等】
●1世帯毎に、調味料を配布する。

780,000

⻑野県 信州こども⾷堂 対象者：主に⻑野市南部に居住するひとり親家庭、⽣活困窮家庭、⼦育て家庭など
企業と協働して⻑野市篠ノ井地区でフードパントリーを実施。
実施回数：3回
お弁当、おやき、⽜乳、お菓⼦、ウインナー、レトルト⾷品、⽣ジュースなど

2,223,000

富⼭県 オタヤこども⾷堂 看護師資格を持つ有償ボランティアに依頼し、弁当受け渡し時のやりとりを通じて児童や家庭の様⼦などをチェックする。
⽀援対象者 ：弁当宅配を必要とするひとり親家庭等の児童
提供予定数 ：１００⾷（５０世帯分）
実施回数  ：期間内に３回程度
予定時期  ：３⽉初旬（１回⽬）
提供内容  ：弁当の発注先は、コロナ禍で利⽤客・売上が減少している飲⾷店を予定している。

844,000

岐⾩県 ⼀般社団法⼈ヒガシミノ団地 対象者:中津川市内(中⼼市街地エリア)の⼩学⽣・中学⽣
実施内容:
①毎週⽉曜⽇にひとり親世帯への無料のお弁当提供
② ⽣活困窮世帯の保護者がメリットを感じる常設の⼦どもたちの居場所(学習⽀援及びこども⾷堂サービスの提供)
■ 実施回数:⼦供⾷堂などの⾷事を伴う企画は3⽉12⽇及び3⽉19⽇の全
2回、ひとり親世帯への無料のお弁当提供は3⽉の⽉曜⽇全4回
■ 実施場所:岐⾩県中津川市本町2丁⽬6-27 wellcafe  ※弊社運営のカフェにて

89,000

静岡県 カサ デ アミーゴス 対象者：⽀援を要する外国につながる⼦どもたちの世帯（220世帯を予定）
 実施内容：
 (1) ⾷品を箱詰めしたものを配付
 (2)⼦ども応援ランチの配付 (沼津地区を拠点)
 外国料理を作り要⽀援世帯の⼦どもに配付
 実施回数：配付会5回(拠点地3回、出張配付2回)、個別配付40回
 実施場所：拠点地(三島市⼤場倉庫他)、御殿場、富⼠、掛川など
 配布を計画している⾷品・⾷材：お⽶、スパゲッティー、レトルト品、ハム等⾁類、⽸詰、⽜乳、飲料、ゼリー、野菜類、果物など

2,500,000



静岡県 NPO法⼈森のようちえん太陽と緑
の⾵クラブ

対象者：ひとり親家庭・共働き家庭の⼦どもを含む全ての⼦ども（２０歳以下）
実施内容：地域の⾷品店、飲⾷店、パン屋、養鶏場にて⾷材を購⼊
オリジナルハンバーガーを作り、⼦どもに無料配布（1⼈２個まで）
１⽇に２拠点で開催。１拠点で５０⼈、１００個のハンバーガーを⼦ども達に⼿渡す。
実施回数：毎週⽕曜⽇・⾦曜⽇・⼟曜⽇・⽇曜⽇合計１１回開催予定

2,500,000

静岡県 みんなのえがお おたまちゃん⾷堂 対象者:三島市およびその近郊のひとり親家庭等の⼦どものいる家庭
・配布世帯数：本⾷堂に登録済みの28世帯及び40世帯とする。
・⻑泉町、及び三島市の事業者にお弁当の⼿配を依頼する。
・同じく市内の事業者からジュース、パン、菓⼦の⾷糧品、及びパン、野菜、果物、駄菓⼦の詰め合わせを準備する。
・3⽉2⽇(於 北上公⺠館)および3⽉15⽇(於 錦⽥公⺠館)のこども⾷堂開催の際に、対象世帯にそれらを配布する。

344,000

愛知県 特定⾮営利活動法⼈葵⾵ 対象者：⼀⼈親家庭 ⼦育て世代家族
実施内容：近隣が市営住宅約１５０世帯があり⼤半が⼀⼈親家庭。⽣活保護家庭あり。
「宅配・置き配」を⾏う。季節感、ひな祭りや端午の節句を感じさせられるような⾷材、その⾷材を使ったメニュー内容などを冊⼦にして梱包する。
お年寄りやひとり親家庭の⼈の⾃⽴⽀援サポートとして謝⾦や賃⾦を⽀払い今後の地域⼒につなげる。
⺠⽣委員、児童委員、保健所健康推進委員、学区福祉委員、福祉相談課 北部包括福祉センター、放課後等デイサービススタッフ、相談⽀援スタッフ、公認⼼理⼠スタッ
フ、岡崎市OKドライブスタッフの協⼒を得て情報共有し、⾏政⽀援やヤングケアラー、地域と繋がりにくい⼦どもたちの調査と継続的⽀援の橋渡しを⾏いながら今まで予算
が無くできなかったことができると考えています。
実施回数：20回から30回
⽜乳などの乳製品 卵 パン 和菓⼦、⻨茶、離乳⾷、菓⼦作り⾷材
カレーなどの調味料、油、冷凍⾷品 野菜ジュース 季節⾏事を連想できる⾷材とメニューなど
地域の飲⾷店での作成してある半調理⾷材、レトルト⾷材など

1,856,000

愛知県 特定⾮営利活動法⼈ながいく ①⼦ども⾷堂（昼⾷）開催
現在開催している昼⾷提供を、春休み中の親⼦及び⼦どもも対象とできるよう、提供数を増やす。6家庭12名程度を定員とする。
②⼦ども⾷堂（祝⽇）開催
祝⽇の⽇中に開催することで、今まで利⽤できなかった親⼦にも参加してもらう。15〜20家庭程度、50名を定員。
③弁当配布・フードパントリー
実施回数：①4回 ②１回 ③４回
配布を計画している⾷品・⾷材：
①味噌汁・おかず・ご飯など
②カレー・サラダ・デザート・飲み物等 ＋持ち帰り
③弁当100⾷×４⽇＋パックご飯・レトルト⾷品・野菜など

885,000

愛知県 ⿓の⼦ 対象者：ひとり親家庭を含む⽣活困窮家庭、不登校児を抱える家庭
実施内容：
① 2⽉18⽇、3⽉18⽇
・参加費無料の⼦ども⾷堂 お菓⼦作りと弁当配布
② 週１回の居場所作り 毎週⽕曜⽇全6回
・コミュニケーションや課題、お絵描きなど
③昼⾷配布
・春休み中の⼦どもたちの昼⾷を⽀援することで保護者の家事負担軽減や⼦どもの栄養バランスの偏りを防ぐことができる
実施回数：15回
配布を計画している⾷品・⾷材：弁当・飲み物・菓⼦・レトルト⾷品・⽣鮮⾷品・⾁加⼯品他

1,632,000

愛知県 ⼀般社団法⼈つなぐ⼦ども未来 対象者：ひとり親家庭・⾮課税世帯なども含んだ⼦育て中の家庭。
①        ⼦育て応援⼣⾷弁当の提供  500⾷：150世帯程
②        『カラダを作る⾷品を豊富に⼊れた』フードパントリー:400世帯
野菜や果物が⼊ったパントリーと、⾁のパントリーの特別な⾷材⽀援を⾏う。
市内の対象者に向けて告知をして申し込みを募る。
⾁は業者から直接配送、野菜は2,200円相当100セット準備。法⼈スタッフがパッキングをして配送を⾏う。
配送なく⾃ら指⽰した⽇程に引き取りに来る家庭は、3,300円のセットにする。

実施回数：お弁当：毎週⽉・⽊ ５回程
配布を計画している⾷品・⾷材：
野菜・果物詰め合わせセット：200セット
タンパク質詰め合わせセット：200セット（⽜⾁800g+加⼯⾁）

1,692,000

愛知県 ほんわか⾷堂 対象者：現在フードパントリーなどを利⽤する世帯 １２０世帯 ⼦ども 約２００名
実施内容：３⽉開催予定
・フードパントリー ２回（うち１回 弁当配布を同時開催）
・弁当配布     ３回（うち１回 ひな祭りイベント実施）
 弁当配布最終⽇にキッチンカーを依頼してイベントを開催
・⼦どもの進級・進学祝いイベント ケーキ配布 １回
・いちご狩り体験  １回
・学習⽀援     週１回定例開催

実施回数：のべ８回
配布を計画している⾷品・⾷材：弁当・ケーキ・⽶・パン・冷凍⾷品・加⼯⾷品、野菜類、調味料、飲料⽔

2,492,000

三重県 認定ＮＰＯ法⼈ときわ会藍ちゃん
の家

対象者:・社会福祉協議会が実施する学習⽀援事業を利⽤する⼦ども
・市内の⺟⼦寡婦会の会員
実施内容:学童保育や障害児放課後等⽀援事業の運営、またフードパントリー
実施回数:2回
配布を計画している⾷品・⾷材:真空冷凍のお惣菜(⼀⼈分=主菜×1・副菜×2)

850,000

三重県 特定⾮営利活動法⼈三重はぐくみ
サポート

対象者：18歳未満の⼦を持つひとり親家庭
出張パントリー開催×2回
出張⼦ども⾷堂（お弁当配布型）＆パントリー開催×2回

775,000



滋賀県 社会福祉法⼈滋賀県⺟⼦福祉のぞ
み会

実施内容：
 当会のホームページ、Facebook、インスタグラム、LINE等を通じて、フードパントリーの開催を告知し、参加者を募る。
 困窮するひとり親世帯を対象にフードパントリーを実施。
 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、受け取りに来ることができない⽅には宅配により⾷糧⽀援を⾏う。
 実施回数：２回
 実施場所：社会福祉法⼈滋賀県⺟⼦福祉のぞみ会本部事務局
 配布を計画している⾷品・⾷材：お⽶（5㎏）、レトルト⾷品、⽸詰、インスタント⾷品等

1,660,000

京都府 相楽連合むつみ会 対象者：ひとり親家庭の⼦育て世帯等でコロナで⽣活が困窮されている家庭
実施内容：⾷料品の配布 配布予定家庭数は80世帯
相楽地域の町村役場のホームページ等に掲載を依頼、保健所、社協へも案内。当団体に登録している家庭にメール等で知らせる。事前申し込みで配布家庭を把握。家族⼈数
に合わせた⾷品の数量に仕分け指定の場所へ指定期間に引き取りに来てもらう、または配達し⼿渡しする

実施回数：1回（配布期間を1週間程度に設定）
実施場所：京都府相楽郡精華町祝園⻑塚22-9
配布を計画している⾷品、⾷材：⽶、⻑期保存のパン、乾麺類、⽸詰、レトルト⾷品、調味料、乾物類、⻑期保存の菓⼦類等

833,000

京都府 ⼤崎町三つ和⺟⼦会（社団法⼈京
都府⺟⼦寡婦福祉連合会の⼀⽀
会）

対象者：ひとり親家庭の⼦ども達と⺟親
⼦ども宅⾷ 25⾷×4回
フードパントリー 登録45世帯
実施回数：6回
⽶、乾麺、⽸詰、菓⼦他

220,000

⼤阪府 あさひ⼦ども⾒守りネットワーク 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世帯のみであった。
今回の助成⾦を活⽤して、⺟⼦家庭の⼦どもたちが⾷べる機会の少ない⽣鮮⾷品や果物など「美味しい」と喜ばれる⾷品を配布することが、⼦どもやシングルマザーに活⼒
と希望を贈る⽀援となると考え、本助成⾦を申請します。
⾷品配布会（フードパントリー） 実施回数：4
宅⾷ 実施回数：４
外⾷の宅配を利⽤。⺟親が仕事や体調不良などで⾷事の準備がままならない、外⾷機会が少ない⼦どもにとって「体験」機会を提供

1,711,000

⼤阪府 特定⾮営利活動法⼈くるる 対象者：コロナ感染による収⼊減や後遺症に悩むご家庭や１８歳以下のお⼦さんがいるひとり親・困窮世帯

実施内容：２回のフードパントリーと直接ご⾃宅に配達する個別⽀援にわけて配布する。
 ①フードパントリー

各⽇30世帯を対象に開催⽇をSNSやスタッフによる連絡で告知を⾏い事前申し込みを受け付ける。
 ②個別⽀援（⾃宅への配達）

3/7〜3/31の期間中、本⼈からの相談や他のこども⽀援団体等からの紹介により、コロナ感染による⾃宅待機中などの理由で外出困難な家庭へ⾷料や⽇⽤品を配送する。
（期間中10世帯ほどを予定）
配布を計画している⾷品・⾷材：カップ麺やレトルト⾷品などこどもでも温め等の準備ができる⾷品やパン、果物などすぐに⾷べれる⾷品。

517,000

⼤阪府 ＨＯＭＥステーション 春休み対応として⾷堂開催⽇を増やすことで、⼦どもの居場所を確保する。春休み期間中は⽉曜から⾦曜までの昼を臨時開催する。
実施回数：9回

817,000

⼤阪府 マリリンの家りんのいえ 対象者：毎⽔曜⽇に実施している「ひとり親ファミリー情報交換会」の参加者
実施内容：すでに定例で⼦ども⾷堂での⾷材を流⽤しつつ、⼿作り⽤の⾷材の購⼊にて、ボランティアが調理し⾷事⽀援している。
今回の緊急⽀援⾦で独⾃の⾷材購⼊と共に、三⽉には「お花を⽣ける会」また障害を克服して頑張ってる学⽣のミニ講演会を実施し、ひとり親ファミリーが楽しみ、⾃信を
持てる交流会も実施したい
実施回数：合計7回の交流会
○定例会：3⽉2⽇、9⽇、16⽇、23⽇、30⽇
○学習講演会：3⽉中旬未定。仮題：挑戦は楽しい。
○⽣け花講習会：3⽉27⽇（⽇）、講師；花道みささぎ流師範

196,000

兵庫県 みんなのごはん 対象者：未就学児から⾼校⽣
実施内容：どもたちの⾷べることを繋ぐ」お弁当配布とフードパントリー（事情により宅⾷を配達する）を実施する。
実施回数：２５回
配布を計画している⾷品・⾷材：お弁当（市販）フードパントリー（お⽶・レトルト⾷品・お菓⼦・飲料・⽇⽤品等）

2,500,000

兵庫県 NPO法⼈棚⽥ＬＯＶＥＲʼｓ 対象者：ひとり親家庭等の⼦ども等（0歳〜12歳程度の⼩学⽣まで）各回約5世帯の10名⽬標
実施内容：ひとり親家庭をや要⽀援世帯の⼦ども等を対象に、⼦ども⾷堂の中で野菜・野草の収穫料理体験や⾃然体験を⾏う。
また、専⾨家を招いて、保育⼠やセラピストによる⼼理相談、ハープ演奏、ひょうごの遊び伝道師による外での遊び、絵本の読み聞かせも⾏い、孤独や孤⽴への⽀援として
活動を充実させる。
実施回数：14回
実施個所：1か所
実施場所：兵庫県神崎郡市川町上⽜尾801-3の古⺠家と周辺
配布を計画している⾷品・⾷材
⽶類/果物/乳製品加⼯品/乾物/塩・味噌等の調味料・乾物/パン/菓⼦・スイーツ類等を1,000円×10⼈分×14回分

2,500,000

奈良県 ⽥原本にこにこ⾷堂 対象者：ひとり親家庭・貧困家庭
実施内容：お弁当配布・フードパントリー
①3⽉19⽇（⼟）17時〜 ひとり親家庭対象のフードパントリー
1家庭3000円分の⾷材を50世帯に無料配布（対象となる家庭とは既にライン公式アカウントにて繋がっています）
②3⽉26⽇（⼟）17時〜 貧困家庭・⼦育て世帯対象のお弁当配⾷
1⾷500円のお弁当を300⾷無償で配布。
③3⽉28⽇（⽉）17時〜 貧困⼦育て家庭対象のフードパントリー
1家庭3000円分の⾷材を50世帯に無料配布（対象となる家庭とは既にライン公式アカウントにて繋がっています）

450,000



奈良県 社会福祉法⼈わたぼうしの会 たん
ぽぽ⼦ども⾷堂

対象者：六条⼩学校区・京⻄中学校区のご家庭（15件）
現在継続している毎週⾦曜⽇のお弁当と⾷材の配布を、春休み限定毎⽇⽀援とする。取りに来れる家庭には取りに来ていただき、配布できるところには配達し、⾒守り体制
の強化につなげる。
配布世帯数 １５件
実施回数：１４回
配布を計画している⾷品・⾷材：お弁当 レトルト⾷品 お⽶ 飲み物

1,142,000

広島県 浦崎地区社会福祉協議会UMEプロ
ジェクト うらしまみんなの⾷堂

特にひとり親家庭を始め、⽣活困窮の拡⼤により、主に⼦育て世帯を中⼼とする困窮家庭に対して、お弁当の配布回数を増やしたり、⽉1回開催している「こども⾷堂」を3
⽉は開催回数を増やしていきたい。
 こども⾷堂の回数を⽉1回から助成対象期間には、毎週開催し予定とする。計14回

734,000

島根県 フ−ドバンクしまね あったか元気
便

対象者：松江市内の⼩・中学校の「就学援助世帯」277世帯・家族975⼈
実施内容：お⽶、レトルト、インスタント、お菓⼦などの⾷品を中⼼に宅配と受け取りの2つの⽅法で届けています。3⼈以下の家族にはお⽶5㎏と他の⾷品5㎏の合計10㎏を
⽬安に、4⼈以上の家族には、お⽶10㎏と他の⾷品5㎏の合計15㎏を⽬安に届けています。
パッキングには、地域の⺠⽣児童委員、地区社会福祉協議会などの地域団体をはじめ、企業や⼤学⽣、⾼校⽣など毎回200⼈前後のボランティアが参加して⾏っています。
フ−ドドライブは、公⺠館、⺠⽣児童委員協議会、地区社会福祉協議会などの地域団体や企業、団体、個⼈などの協⼒を得ながらすすめています。
実施回数：春休みあったか元気便 277世帯、975⼈家族
     箱詰め作業や発送、⼿渡し作業を7回に分けて⾏います。
     宅配発送2回、⼿渡し（受け取り会場2箇所）
実施場所：⼤輪⼦どもたちハウス、いきいきプラザ体育館、授産センタア−体育館、ＪＡ津⽥⽀店。
配布を計画している⾷品・⾷材：お⽶、インスタント⾷品、レトルト⾷品、お菓⼦など。

519,000

⼭⼝県 こども⾷堂ジョイアスキッチン 対象者：幼児〜⼤学⽣ ひとり親家庭や要⽀援世帯の⼦供や親等
実施内容：2/17、2/18、2/19、2/20(中⾼⽣テスト期間)
2/23⼦ども⾷堂(遊び、居場所、幼児〜⼤学⽣)
3/9、3/23学習⽀援(居場所機能も含む 幼児〜⼤学⽣)
3/30⼦ども⾷堂(遊び、居場所、幼児〜⼤学⽣) 各回⼣⾷or昼⾷お菓⼦など提供

213,000

⼭⼝県 久⽶地区社会福祉協議会（みんな
の久⽶ハウス）

対象：久⽶地区およびその周辺の⼦育て中のひとり親家庭や⽣活困窮家庭
 児童家庭⽀援センター、周南市、周南市社会福祉協議会等が紹介するひとり親家庭や⽣活困窮家庭
 実施内容：⼣⾷⽤弁当配布を4回⾏う（市販品を購⼊配布、予約制で実施）
 ドライブスルー形式（＠久⽶市⺠センター駐⾞）で配布を基本とし、取りに来ることが難しい家庭には⺠⽣委員等の⽀援者が持参する
 また、関係機関の紹介家庭への配布は関係機関担当者に⼀任し、個⼈情報の確認は⾏わない

458,000

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等約500世帯
実施内容：周南市内、周南地域の4か所で期間を設定して⼀⻫に⾷品配布会（フードパントリー）を実施する。あわせて、配布場所での受け取りが困難な家庭に対して個別配
送、宅⾷便を⾏う。
実施回数：１回（⾷品配布会200世帯分、宅⾷便300世帯分）
配布を計画している⾷品・⾷材：カップ麺やレトルト⾷品、お菓⼦等の保存⾷

2,000,000

⾹川県 特定⾮営利活動法⼈ L'escpace
labo(レスパスラボ）

【ひとり親家庭（⽣活困窮家庭含む）へ対する⾷品提供事業】（フードパントリー） 実施回数 2回
①乳幼児に対する⽀援として粉ミルク・離乳⾷の⽀給を⾏う。宇多津町保健福祉課とも連携を図り実施する。必要に応じて配達しアウトリーチする。
②⼦どもの⾷事として⾷品を提供する。
【ひとり親家庭（⽣活困窮家庭含む）児童に対する、宅⾷事業】実施回数 5回
①引きこもり・不登校等の事情により家庭で過ごす⼦どもへの弁当宅⾷サービスを提供する。
②放課後児童クラブ・留守番家庭に対し昼⾷の弁当宅⾷サービスを提供する。
【ひとり親家庭（⽣活困窮家庭含む）に対する、⾷を通じた居場所作り事業】実施回数 2回
こども⾷堂マナー教室の開催。通常開催する⼦ども⾷堂とは別、⽂化とマナーの教室を実施する。

2,500,000

⾹川県 NPO法⼈ミュージックサポート
ネットワークぱぴぷぺぽ

実施内容：
休⽇や春休み中、⼗分な⾷事や学習に着⼿できない不安がある⼦供たちが⼼と体を健康にして新年度を元気に迎えられるよう実施。
・春休み中の⾷事⽀援、学習会の開催
・デイキャンプやスポーツ体験、農業体験などの体験
・地元飲⾷業のキッチンカーを借りた体験機会、地元の飲⾷業との関係づくり。
・中学⽣、⾼校⽣などを対象による⾷堂を実施、中⾼⽣や親の相談会も開催する。
実施回数：2⽉27⽇（⽇）〜3⽉31⽇（⽊）17回
実施場所：観⾳寺市粟井町 ぱぴぷぺぽHOUSE、合⽥⻭科医院、JA粟井⽀所

1,321,000

愛媛県 U.grandmaJapan 団体の公式ラインには⼦育て世帯が現時点で1211登録しており、その中でひとり親世帯数が220世帯。ここに向けて⾷材⽀援のお知らせを3⽉中に2回⾏う。その他ホーム
ページや、SNSにて活動の報告やさらに貧困世帯やひとり親ライン登録の啓発も⾏う。

2,500,000

愛媛県 特定⾮営利活動法⼈ｅワーク愛媛 対象者：(1)新居浜市・⻄条市内のこども⾷堂利⽤者であるひとり親家庭世帯など (2)当コミュニティパントリー利⽤者
実施内容：(1)3回のこども⾷堂（弁当配布）で活⽤できる必要⾷料を準備します。(2)フードパントリー、コミュニティパントリーでひとり親世帯などに配布できる菓⼦類、
レトルト⾷品を準備します。 (3)春休み期間中、週4回（全8回）、ひとり親家庭を対象に弁当配布を⾏います。
実施回数：(1)こども⾷堂・フードパントリー3回 (2)当⽅コミュニティパントリー 20世帯×3ヶ所＝60回 (3)弁当配布 8回
配布を計画している⾷品・⾷材：(1)こども⾷堂調理⽤⾷料（カレー、とんかつ、から揚げなど） (2)フードパントリー配布⾷料（菓⼦類） (3)コミュニティパントリー配
布⾷料（菓⼦類、レトルト⾷品）(4)弁当配布⽤⾷材（焼き⿂、煮物、サラダ野菜など）

557,000



愛媛県 イマココ⼦育て⽀援 2⽉18⽇〜3⽉17⽇までの11⽇間⾷事提供を始める。3⽉18⽇〜3⽉31⽇まで春休みに⼊るので、朝8時〜18時までひとり親家庭の⼦どもたちを預かり、学習⽀援と昼⾷提供。
遠⽅の⼦どもたちには、各校区申し込みがあった個数配送する。
計9名の単発アルバイトを雇⽤し、当団体事務所での⼦ども⾷堂開催と、配送に分かれ計12⽇間活動する。

2,500,000

福岡県 NPO法⼈いるか 対象者：福岡県及び近隣地域において、困窮状況にある⼦ども達、及びその世帯の養育者
実施内容：
福岡市、飯塚市、佐賀県基⼭町、⼤分県⽵⽥市を中⼼に、パントリーを実施する。
弁当と⼀定期間保存の聞く⾷料も同時に配布する。事前にチラシを作成・配布し申し込みを受け付ける。調達した弁当や⾷料を弊法⼈職員が各地に配達し、⼦ども達の元に
届ける。1開催地で10〜30名前後への提供を⾏う。

実施回数：
①福岡県福岡市内の公⺠館等 約36か所
②福岡県飯塚市内の公⺠館等 約12か所
③佐賀県基⼭町内の公⺠館等 約17か所
④⼤分県⽵⽥市内の公⺠館、協⼒企業拠点 約5か所
計 延べ約70箇所

2,442,000

福岡県 こころふくよか より多くのひとり・親⽣活困窮家庭の⽀援につながることを⽬的に、場所を増やして実施。広報にも⼒を⼊れる。
対象者：⾼校⽣以下の⼦どもがいるひとり親の⽣活困窮家庭
実施内容：⼿作りお弁当の配⾷（3回）2か所で実施。

458,000

福岡県 ⻑住団地⾃治会 対象者：⻑住団地に住んでいる⼩中の⼦ども200⼈と⼦ども勉強広場とすくすく広場に来ている18歳未満の⼦ども。
実施内容：配布リストの作成。ボランティアスタッフが⾷料品詰め合わせセットを家庭配布。
シングル家庭と助けが必要な家庭にお弁当の配布。
実施回数：2回
配布を計画している⾷品・⾷材：パックごはん・レトルト⾷品・カップ麵・お菓⼦等の詰め合わせ、お弁当

1,900,000

福岡県 特定⾮営利活動法⼈⼭王学舎 以下の２事業を実施。いずれも対象は、これまで⼭王学舎で関わった家庭、博多区社協や博多区役所保護課等⾏政と共有した家庭100〜150家庭。

①「ひとり親家庭等のコロナ禍における⾷の状況調査」
100〜150家庭のサンプル・ヒアリング調査
Googleフォームを活⽤した調査及び、書⾯郵送による調査、団体施設に⾷料配布事業受け取りに来た家庭への直接ヒアリング、訪問調査におけるヒアリング。
実施期間：3⽉7⽇(⽉)〜3⽉27⽇(⼟)21⽇間実施

②「ひとり親家庭等のコロナ禍における⾷料配布事業」
100サイズから120サイズの段ボールに準備⾷材(お⽶・パスタ・⽸詰・レトルト・⽔お茶等の飲料・ふりかけ等の簡易な⾷事に供するもの・お菓⼦・シリアル等)を詰め、宅
配送および直接個別配送(団体所有⾞)、指定期⽇での直接受け渡し(団体施設)を実施。7⽇間実施。

998,000

福岡県 特定⾮営利活動法⼈あそびとまな
び研究所

対象者：若松区内、近隣の⼦育て困難家庭の⼦ども達と、その関係者。特に⺟⼦家庭、ひとり親家庭、障害や困難を抱える⼦供達、コロナにより困難度の増している⼦育て
家庭を中⼼に。経済的に厳しい、困難度が⾼く孤⽴しがちな⾃出の若者
実施内容：主に春休み、もしくは、週末に、毎週ひびきので定期実施している活動を、近隣各所で出前開催する。簡単な⾯談、相談と⾷品配布。北九州市若松区内もしくは
近隣の、幼保育所、⼩学校（14）中学校（6）⾼校（3）市⺠センター、公⺠館、団地、⺠間施設などのなかから、受⼊可能な場所を募り、巡回型の弁当配布、⾷⽀援、学習
相談などを⾏う。⼦ども達とは駄菓⼦屋さんごっこやくじ引きコーナーなどで交流を図り、観察を⾏う。保護者に対して対⾯で対話、相談を⾏い、保健師、保育⼠、など経
験のある有資格者を中⼼に相談対応を⾏う。⼀部は⽇付と場所のきまったお弁当引換券（ひびきの開催予定）を提供し、別⽇に⼦ども達と参加してもらう。（お弁当などの
⾷品を持ち込みにくい会場などで⾯談と持ち込み可能⾷品のみの配布を⾏う）
実施回数：10-12箇所 （増やせるようなら増やす）

2,500,000

福岡県 ⼦ども⾷堂くすくす 北九州市⼋幡⻄区の全32⼩学校区で弁当配布をおこなう。⼦ども⾷堂やフードパントリーをやってみたい！という⼈と繋がり、⽀援の輪を広げる。
対象者：北九州市⼋幡⻄区内に２０歳未満が約４４，０００⼈のうち、ひとり親家庭やコロナ禍の影響で困窮している家庭の⼦ども。
場所：各⼩学校区にある市⽴の市⺠センター
時期：春休み期間中、１１時から１２時の間
配布物：キッチンカー、または近隣の飲⾷店からお弁当を購⼊
実施回数：（市⺠センター３２館＋サブ市⺠センター１館）×１回＝３３回
実施に係る運営⼈数：１館２⼈×３３館＝延べ６６⼈
          ５⽇に分けて実施するので１⽇１４⼈程度

2,500,000

福岡県 特定⾮営利活動法⼈⼦どもパート
ナーズHUGっこ

対象者：就学援助を受給している家庭とその⼦ども達とひとり親家庭とその⼦ども達
実施内容：お⽶、⾷品、⾷事等を配付（古賀市農林振興課と連携して市内農家有志に呼びかけ、市内企業、商⼯会⻘年部、市内飲⾷店と連携）
対象：280世帯 古賀市教育委員会と連携し対象家庭へ個別におたよりを配付し取りにきてもらう
対象⼈数：760⼈（⼩中学⽣）
実施回数：3回

1,579,000



福岡県 CoLiving Tamaree 対象者： こども⾷堂を利⽤する⼦ども、親など延べ1,000（配布予定世帯数 250世帯×４回）
CoLiving Tamaree、フードパントリー活動等従来より実施している活動以外に、期間限定にてフードパントリー事業を実施します。
実施回数：4回
配布を計画している⾷品・⾷材：パン、お弁当
公式ラインの登録者数は現在１０２３名（２０２２年３⽉１⽇現在）となっており、基本的にこのLINEを通じて告知を⾏う予定。

1,708,000

福岡県 特定⾮営利活動法⼈チャイルドケ
アセンター

対象者：こども⾷堂を利⽤する⼦ども、親など延べ1,200⼈、配布予定世帯数 500世帯
実施内容：４か所のこども⾷堂にて、従来より実施している活動以外に、期間限定にてフードパントリー事業を実施する。
実施回数：4回を予定
配布を計画している⾷品・⾷材：パン、お弁当

1,942,000

福岡県 こども⾷堂パープル 対象者：こども⾷堂を利⽤する⼦ども、親など延べ1,200⼈（世帯数 500世帯）
実施内容：こども⾷堂パープル、フードパントリー活動等従来より実施している活動以外に、期間限定にてフードパントリー事業を実施する。
実施回数：4回
配布を計画している⾷品・⾷材：パン、お弁当

1,948,000

福岡県 俗明院なかよし⾷堂 対象者：こども⾷堂を利⽤する⼦ども、親など延べ1,200⼈（世帯数 500世帯）
実施内容：俗明院なかよし⾷堂、フードパントリー活動等従来より実施している活動以外に、期間限定にてフードパントリー事業を実施します。
実施回数：4回を予定
実施場所：俗明院なかよし⾷堂
配布を計画している⾷品・⾷材：パン、お弁当

1,708,000

⼤分県 NPO法⼈⼦育て応援レストラン ⾷にかかわる企業・飲⾷・⼋百屋・お菓⼦屋などと協⼒して
 ⾷材を詰め合したBOXを制作し、ひとり親世帯へ【笑顔BOX】として⽀援配布する
 前年度同じような内容で実績あり。今回はひとり親世帯へ限定する為、会員とSNSに情報を流し、参加者の受給者証の確認をします。

1,050,000

⼤分県 公益財団法⼈すみれ学級 1.⼦どもの孤⾷・⽋⾷を防ぐために、すみれ学級において⾷事の提供を⾏う。
 (4か所)2022年3⽉1⽇~31⽇
 2.コロナ禍で困窮しているひとり親家庭等に⾷品の宅配とフードパントリーを⾏う。
 すみれ学級を利⽤する家庭 約30世帯
 3.フードパントリー 2022年2⽉20⽇~3⽉27⽇の⽇曜⽇ 計6⽇

1,500,000

⼤分県 アイデナルボランティアサロン 対象者：ひとり親・要⽀援世帯の⼦どもと親
ハスノハ⼦ども⾷堂での⾷事提供と弁当配布（春休みは昼、⼣の2回提供）5〜10世帯
⾷材BOX（野菜や加⼯品など）を計4回
ひとり親・要⽀援家庭に宅配、⼜は、告知の上、イベント会場で配布する。
1回30箱x4回（120世帯）
実施回数：⼦ども⾷堂・弁当宅配27回、⾷材BOX配布4回
実施場所：利⽤者宅への宅配、⼦ども⾷堂、おおいたオーガニックマーケット会場

1,045,000

⿅児島県 あさごはん⾷堂とみんなの居場所
shigetomi

もっと⽇数を増やし、理想は毎⽇「⾷べられない」「困っている」という⼦どもたちへの⽀援ができること、その体制を整えるということを⽬標とした事業。
⽀援対象者：⽣活困窮家庭・ひとり親家庭・それに準ずる要⽀援家庭
提供予定数：現在⽀援対象となっている⼦ども83⼈、
実施回数：毎⽇（対象者が⾃由に取りに来る）
提供内容：⾷品の提供

1,441,000

沖縄県 学習⽀援ひろば「くじら寺⼦屋」 対象者：ひとり親世帯、多⼦世帯、困窮世帯など⽀援が必要な世帯
実施内容：広く⽀援するため、コンビニやスーパーなどにチラシ掲⽰。（〜3/18）平⽇毎⽇実施 ⽉・⽔・⾦ ⾷料⽀援 ⾷料配布
⽕・⽊ ⾷事⽀援 無料のお弁当配布（3/22〜）平⽇毎⽇お弁当配布
お弁当は3⽉第1週は70⾷ 第2週からは100⾷配布予定（3⽉1週⽬に調理器具を整え、お弁当増産を図る）特別⾷糧配布は1世帯2000円程度を1回配布。通常の⾷糧配布（寄
贈品の配布）は通常通り毎週⽉・⽔・⾦実施
実施回数：22回
配布を計画している⾷品・⾷材：⼿作りお弁当、レトルト⾷品、⽶、飲料、お菓⼦など

1,358,000



沖縄県 宜野湾⼦どもゲンキ⾷堂 実施内容:宜野湾市を中⼼とした経済的に困窮している家庭及びひとり親家庭(概ね1,100 世帯)の幼児から 18 歳までの⼦どもへの⾷料品及び無料のお弁当の配布
実施回数:3 ⽉の 1 ヶ⽉間において⽇曜祝祭⽇を除く 24 ⽇間での配布の実施及び 3 ⽉20 ⽇での飲⾷イベントの実施
実施場所:各家庭への配布及び宜野湾⼦どもゲンキ⾷堂での配布、宜野湾⼦どもゲンキ⾷堂
配布を計画している⾷品・⾷材:お弁当、お⽶、その他⾷材(お菓⼦も含む)
実施に係る運営⼈数:15 名
4 ⽉以降の対応について:
毎週⽊曜⽇(宜野湾⼦どもゲンキ⾷堂)にて 100 ⾷の無料のお弁当配布及び⼦ども⾷堂の実施、毎週⽕曜⽇・⽊曜⽇での学習⽀援に伴うお弁当の無料配布

2,500,000

沖縄県 ⼥性を元気にする会 対象者：沖縄県本島全域の孤⽴した困窮・貧困世帯
実施内容：無料⾷料⽀援のチラシ（添付資料参考）を社会福祉協議会や⺟⼦会を通して掲載配布。
申込のあった新規困窮世帯を対象に週約15世帯×6週＝約90世帯程に対し⾷料⽀援を⾏います。
緊急を要する世帯に対してはお弁当を購⼊し持参します。⾷料提供の際に個⼈調査票を基にカウセリングを⾏い、その中から必要に応じて⾏政や社会福祉協議会、グッジョ
ブセンターや主任児童員等に繋ぐ。もしくは⼀緒に同⾏し、⼀歩前へ踏み出すチャンスときっかけを作り⾃⽴⽀援へと導き、沢⼭の⼈達が⾃⽴できるよう導いていきたいで
す。
実施回数：12回
実施場所：那覇市⼤道21番地のエステサロン駐⾞場にて準備
配布を計画している⾷品・⾷材：お⽶を中⼼にレトルト⾷品や⽸詰、お菓⼦、消耗品
必要に応じてお弁当

699,000

活動地域
北海道 ⼤沼にっこりさん⾷堂

⻘森県 油川オンライン学習会

岩⼿県 花巻ロータリークラブ ぬくまる⾷堂実⾏委員会

宮城県 いわぬま・こども⾷堂+（プラス）

宮城県 ⼀般社団法⼈復興⽀援⼠業ネットワーク

福島県 特定⾮営利活動法⼈真善美

福島県 特定⾮営利活動法⼈チームふくしま

福島県 つばさ会

福島県 地域のコミュニティ”場所づくり””巣づくり”⼦どもカフェたまご

茨城県 特定⾮営利活動法⼈居場所サポートクラブロべ

茨城県 NPO法⼈セカンドリーグ茨城

茨城県 amiseed

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

群⾺県 まごころネット

群⾺県 こまがたつくし

群⾺県 ⼦どもワクワク⾷堂

群⾺県 JOYクラブ

群⾺県 あいおい⼦ども⾷堂実⾏委員会

埼⽟県 NPO法⼈⽻⽣⼦育てサポートキャロット

埼⽟県 NPO法⼈⽻⽣の杜

埼⽟県 ⼀般社団法⼈すくすく広場

埼⽟県 つくしの家

埼⽟県 フードバンクいるま

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 このゆびとーまれ♪

埼⽟県 みんなの⾷堂Flat

埼⽟県 越⾕⼦育て応援フードパントリーせんげん台

埼⽟県 岩槻はるみ⼦ども⾷堂

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 久喜こども応援隊わくわく

埼⽟県 May's garden

埼⽟県 NPO法⼈SK⼈権ネット

埼⽟県 ⼀般社団法⼈ 睦⽉会

埼⽟県 じおんじこども⾷堂

埼⽟県 なかよし⾷堂

埼⽟県 おせっかい倉庫フードパントリー浦和⻄

埼⽟県 越ヶ⾕こどもかふぇ⾷堂 ぽらむの家

埼⽟県 久喜こども応援隊わくわく

埼⽟県 特定⾮営利活動法⼈ニコニコ

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

活動⽀援事業： １９４団体
⾷品提供総額： 42,772,000円

団体名



千葉県 おむすび⾷堂実⾏委員会

千葉県 社会福祉法⼈初穂会

千葉県 みかんこども⾷堂

千葉県 地域⾷堂⾵楽ボランティアの会

千葉県 みんなのダイナー

千葉県 森の⾷堂

千葉県 ⼦ども⾷堂・三本松

千葉県 フードシェアしんふな

東京都 NPO法⼈ ASIAN PEOPLEʼS FRIENDSHIP SOCIETY

東京都 がるまる

東京都 ひまわり

東京都 任意登録団体 NPOさくら彩

東京都 ⺟⼦⽣活⽀援施設ベタニヤホーム

東京都 ⾼円寺・⼦ども⾷堂の会

東京都 フードバンク⽬⿊

東京都 ⼀般社団法⼈みなと繋がるネットワーク

東京都 ころころ⾷堂☆⾼井⼾

東京都 株式会社トリプレット

東京都 豊洲こども⾷堂

東京都 みかん⼦供⾷堂  

東京都 特定⾮営利活動法⼈キッズ未来プロジェクト

東京都 きしょう⼦ども⾷堂

東京都 ⼦ども⾷堂ウエーブ

東京都 こつな夜かふぇ

東京都 ころころ⾷堂☆烏⼭

東京都 ⼦ども⾷堂☆くれよん

東京都 ぬくぬくの家

東京都 ぞんみょうじこども⾷堂

東京都 どんぐり⾷堂⼋幡⼭

東京都 世⽥⾕こども⾷堂・上⾺

東京都 ⼦ども⾷堂 ごはん村

東京都 たまがわこども⾷堂

東京都 いっしょにごはん

東京都 こども⾷堂 でこぼこ

東京都 砧⼦ども⾷堂 そら⾖

東京都 桜新町⼦ども⾷堂

東京都 万⼈こども⾷堂

神奈川県 ArtLabOva

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 ⼦ども学習⽀援グループ須賀の寺⼦屋

神奈川県 ドリームセンター ⼦どもカフェ

神奈川県 あさみぞみんなのコミュニティ

神奈川県 コミュニティしんばし⾷堂

神奈川県 お結びころりん

神奈川県 おむすびの会

神奈川県 やまざくらの会

神奈川県 地域のお茶の間研究所さろんどて

神奈川県 NPO ハレルヤ

神奈川県 あさがお

神奈川県 特定⾮営利活動法⼈ RCB⼤⼝夢

神奈川県 藤沢市⺟⼦寡婦福祉会

新潟県 岩⽥みんな⾷堂

新潟県 特定⾮営利活動法⼈三条おやこ劇場

新潟県 フードバンクさんぽく

新潟県 つばめ地域⾷堂プロジェクト

⼭梨県 にららん♪⾷堂

⼭梨県 特定⾮営利活動法⼈ 地域つながりお茶会ちびチュウ

⻑野県 おけまる⾷堂実⾏委員会

⻑野県 信州こども⼣⽇⾷堂塩尻

⻑野県 学び舎 楽⼈

静岡県 セカンドライフマスターズクラブ

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 笠井めぐみ⾷堂

静岡県 特定⾮営利活動法⼈プラチナライフサポート紡

静岡県 タベルーナ・イル・ヴラーノ 

静岡県 特定⾮営利活動法⼈⻘少年就労⽀援ネットワーク静岡

静岡県 新⽇本婦⼈の会 伊東⽀部

静岡県 社会福祉法⼈なごみかぜ

静岡県 周智⼦ども⾷堂 モリモリキッチン！

愛知県 地域⾷堂おいまつ

愛知県 ⼀般社団法⼈インクルーシブのわみ

愛知県 ⼀般社団法⼈⽇本海外協会

愛知県 社会福祉法⼈サン・ビジョン サンサン⼦ども⾷堂”なかよし”

愛知県 ⼦ども⾷堂ほっとライス

愛知県 むらくも⼦ども⾷堂

愛知県 NPO法⼈はぐくみ

愛知県 城北みんなの⾷堂

三重県 特定⾮営利活動法⼈そらと⾵

三重県 善⻄寺おてらおやつクラブ

三重県 ⼦ども⾷堂「かもめ」

京都府 嵐⼭こども⾷堂

京都府 特定⾮営利活動法⼈総合スポーツ教室あふるる

京都府 おかえり⾷堂

京都府 フードバンク京⽥辺

京都府 特定⾮営利活動法⼈ハーブとスローフードのまちづくり

京都府 ⼩野学区⾃治連合会 ⼦ども⾷堂ゆたか

京都府 特定⾮営利活動法⼈ゆんたく

京都府 ⼀般社団法⼈宇治市連合⺟⼦会

京都府 特定⾮営利活動法⼈happiness

京都府 特定⾮営利活動法⼈あかしやふれあいネットワーク

⼤阪府 団欒⻑屋プロジェクト

⼤阪府 にぎわいこども⾷堂

⼤阪府 千⾥中央⼦ども⾷堂をつくろうの会

⼤阪府 清⽔五中町会

兵庫県 あこう⼦ども⾷堂

兵庫県 BE KOBEミライPROJECT

兵庫県 みそらこども⾷堂

兵庫県 東灘こどもカフェ

兵庫県 みそらこども⾷堂

兵庫県 丹波篠⼭の⼦どもの⾷と健康を考える会

奈良県 ニコニコ⾷堂

奈良県 こども⾷堂いかるが

奈良県 柳本こどもあさごはん部実⾏委員会

奈良県 歩味こども弁当プロジェクト

奈良県 ふしみい

和歌⼭県 楽しいは美味しい友の会

島根県 わくわく⾷堂

岡⼭県 美作圏域児童家庭⽀援センターつむぎ

⼭⼝県 こども⾷堂 ひだまり

⼭⼝県 垢⽥⼩学校地域応援団てらこや

⼭⼝県 地域⾷堂 ふらっと

徳島県 てくてく笑みの会

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 くらもと広場

徳島県 なると⼦ども⾷堂「わくわくキッチン」

⾼知県 NPO法⼈GIFT

福岡県 しもばる広場

福岡県 くれかきっちん あひる隊

福岡県 ⼀般社団法⼈⽷島しましまプロジェクト

福岡県 特定⾮営利活動法⼈フ−ドバンク福岡

福岡県 港町まちづくり協議会⼦ども⾷堂絆

福岡県 ⼦ども⾷堂YOKAYOKAネット

福岡県 ⼤原すまいるキッチン



福岡県 フードバンクくるめ

福岡県 弥永⻄校区⻘少年育成連合会

福岡県 みんなの居場所 ぽあんの樹

福岡県 特定⾮営利活動法⼈フードバンク飯塚

福岡県 ⼋っちゃん家

福岡県 特定⾮営利活動法⼈わたしと僕の夢

福岡県 OHANACAFE

福岡県 らんらん⾷堂

福岡県 ⾶幡⼋幡宮 東⼤⼭笠⼦ども⾷堂

福岡県 こあらのおうち

福岡県 絆キッチン

福岡県 とくりきワクワク☆ドキドキ⾷堂

福岡県 キッチン⼩春ちゃん

福岡県 ウェルカム地域⾷堂

福岡県 ボナペティ

⻑崎県 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

熊本県 和やか⾷堂

熊本県 いこいスペース∞こあ まるちゃん家

熊本県 尾ノ上コミュニティ⾷堂「陽だまりの樹」

⼤分県 みんなの教室

⼤分県 NPO法⼈しげまさ⼦ども⾷堂ーげんき広場ー

⼤分県 ⽵⽥豊伸会（⽵⽥プレスセンター会）

沖縄県 ほのぼのカフェ

沖縄県 NPO法⼈ プロミスキーパーズ

沖縄県 ⼀般社団法⼈⼦ども広場あがぺハウス

沖縄県 浦添グリーンハイツ⾃治会


