
都道府県 団体名 事業名
助成決定額
（単位：万円）

北海道 ワーカーズコープ　フードバンクとまこまい
フードバンクとまこまいへの個人及び企業等からのご寄贈品の集配、および
お弁当宅配事業のための車両整備 150

北海道 ハンズハーベスト北海道
年間大量に廃棄される食材（消費期限・賞味期限内）を無償提供して戴き施
設・母子家庭に配送し、環境問題・福祉問題の一助を担う事業。 73

北海道 フードバンクイコロさっぽろ COVIT-19による困窮世帯のための生活応援プロジェクト 92

北海道 もったいないわ・千歳 生活困窮者支援拡大のための事業 100 ※

岩手県 フードバンク岩手 相談機関や生活困窮者へ食品提供の為の「食のセーフティーネット事業」 100

岩手県 平泉町社会福祉協議会
生活困窮者自立支援に係るフードドライブ事業（フードバンクポストの設置）及
び食料支援 5

岩手県 一関市社会福祉協議会 生活にお困りの方のための食料支援事業 53

宮城県 フードバンクいしのまき 「ひとり親世帯」の家計負担軽減のためのフードパントリー実施事業 90

宮城県 涌谷町社会福祉協議会
フードバンク協定事業（生活に困窮している世帯へ緊急的な寄託食料品等の
提供事業） 29

宮城県 ふうどばんく東北AGAIN 生活困窮に陥る社会的弱者を救済するフードバンク活動 275 ※

秋田県 秋田たすけあいネットあゆむ 生活困窮世帯の命をつなぐための食糧宅配事業 100

秋田県 フードバンクあきた 新型コロナウイルスの影響で困窮している世帯を支えるための食料支援事業 99

山形県 酒田市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した生活困窮者などの
ための生活福祉資金貸付相談・生活困窮者自立相談支援機関との連携によ
る広域食品支援フードバンク事業

16

山形県 やまがた福わたし（フードバンク山形中央）
地域の「おすそわけ」により、新型コロナの影響で食の支援を必要とする方々
を助けるためのフードバンク事業 89

福島県 ちろる 学生や社会的弱者へ食料やお弁当を届ける事業 42

福島県 喜多方市社会福祉協議会 生活にお困りの方々への食料等提供のためのフードバンク事業 81

茨城県 美浦村社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症防止の影響を受けた生活困窮者を中心に食で支
援するためのフードバンク事業 10

茨城県 協同組合ネットいばらき 茨城県内に住む1人暮らしの大学生への食の支援事業 100

茨城県 フードバンク茨城
新型コロナウイルス感染下において困窮する人々のために食糧支援をする
事業 85

栃木県 フードバンクうつのみや
新型コロナウイルス感染症の影響で困窮した方への緊急食品パッケージ支
援事業 100

栃木県 とちぎボランティアネットワーク 新型コロナウイルスの影響による困窮者の為の拡大フードバンク事業 38

埼玉県 睦月会
必要としている施設や団体、困窮世帯に食品を無償で提供するフードバンク
事業 19

埼玉県
医療生協さいたま生活協同組合　老人保健施設みぬ
ま

フードパントリー、子ども食堂、貧困世帯への食材提供活動 64

赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン

「フードバンク活動等応援助成」助成決定団体一覧（都道府県順） 2020年6月22日

助成決定額の横に※がついている団体は、条件付き決定です。

詳細は、別途郵送する助成決定通知に記載します。
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埼玉県 埼玉県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染拡大に伴う“緊急”子ども食堂応援カレープロジェクト 100

埼玉県 チーム東松山
「コロナ災害」で生活が苦しくなった人々等への「食糧支援」、および令和元年
東日本台風被災者の「生活再建支援」のための、フードバンク拠点整備事業 100

埼玉県 フードバンク埼玉 新型コロナ禍で苦しむ子供たち、生活困窮者への食糧支援事業 100

埼玉県 フードバンクネット西埼玉
新型コロナの影響により発生するフードロスを減らし、急増する食料支援依頼
に対応するための事業 75

千葉県 フードバンクちば 千葉県内生活困窮者のための食のセーフティーネット事業 100

千葉県 ケアラーネットみちくさ
介護家族や認知症の人等地域から孤立しないための見守り宅配事業及び生
活支援事業 71

東京都 フードバンクＴＡＭＡ 新型コロナウイルスの影響による失職等のためのフードパントリー活動 100

東京都 フードバンクいたばし 福祉施設や貧困者のためのフードバンク(フードドライブ)事業 8

東京都 フードバンク調布 子どものいる貧困家庭への食糧支援事業 96

東京都 フードバンク立川
社会福祉（生活困窮者支援）と食品ロス削減（余剰食品の集約）の双方をマッ
チングさせるフードバンク事業 57

東京都 ワーカーズコープ（フードバンクいぶり） 生活困窮者、地域食堂・子ども食堂の支援のためのフードバンク事業 31

東京都 フードバンク八王子えがお フードバンクの活動拡大のための拠点整備の事業 100

東京都 こどもプロジェクト 東京都西部のこども食堂、パントリーを応援するフードバンク設立事業 100

東京都 フードバンク狛江 狛江市の生活困窮者自立相談支援を食料提供で支える事業 50

東京都 フードバンク推進協議会 国内フードバンク団体の取扱量増加のための食品寄贈推進事業 100

東京都 子育てパレット シングルマザー家庭のためのフードバンクパントリー事業 68

東京都 シェア・マインド 府中市の困窮者支援のためのパントリーピックアップ事業 89

東京都 くにたち夢ファーム
ＤＶ・虐待被害者、生活困窮女性のための常設のオープン・スペース活動と包
括的自立支援事業の一環としてのフードバンク・パントリー事業 30

東京都 グッドネーバーズ・ジャパン 国内ひとり親家庭のフードバンク事業「グッドごはん」 89

東京都 押立車返ささえあい協議会
地域ささえあい活動圏域のひとり親世帯や生活困窮子育て世帯への配食活
動 30

東京都 アトピッ子地球の子ネットワーク 食物アレルギーの赤ちゃんのための支援事業 99

東京都 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
豊島区内の子育て世帯に対する食料支援事業（フードサポート・ランチサ
ポート） 100

神奈川県 箱根町社会福祉協議会 子育て世帯支援事業（臨時配食事業） 13

神奈川県 サテラ ひとり親世帯・生活困窮世帯のための食支援事業 37

神奈川県 横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会 食支援事業 15

神奈川県 報徳食品支援センター 小田原・箱根地区で失職した人達のための「食」と「職」の支援活動 233 ※
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神奈川県 フリースペースたまりば
新型コロナウイルス禍における食糧確保困難者のための食糧貯蓄・集配事
業 83

神奈川県 Heart34 大学生等の食料支援のための事業 54

神奈川県 サードプレイス 鶴見区にお住まいのひとり親世帯向け食料品提供 45

神奈川県 地域のお茶の間研究所さろんどて 食の支援によって、生活困窮者とひとり親家庭を支える事業 50

新潟県 にいがたお米プロジェクト ひとり親家庭を含む生活困窮者世帯への支援に関する事業 100

新潟県 一般財団法人　新潟市母子福祉連合会 ひとり親家庭のための食料・物資支援事業 11

新潟県 新潟県フードバンク連絡協議会
困難な状況にあるひとり親家庭支援の冷凍食品貯蔵の為の大型冷凍庫設備
事業 300 ※

新潟県 フードバンクしばた こども支援プロジェクト「子どものいる困窮家庭を包括的に支援する事業」 100 ※

新潟県 フードバンクにいがた 生活困窮のひとり親や子育て家庭のためのフードパントリー新設事業 100

富山県 えがおプロジェクト コロナ影響下におけるひとり親家庭のための食品支援事業 52

石川県 三道山こども食堂 ひとり親家庭・障がい者家庭・生活困窮者の支援弁当と食料の配布 20

山梨県 甲斐市社会福祉協議会 「甲斐市パーソナルサポートセンター　夏休み子ども支援事業」 100

山梨県 富士吉田市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、夏期休暇中の子育て世帯への食
糧支援事業 100

山梨県 フードバンク山梨 コロナ禍で生活困窮する世帯や団体の為に冷凍食品等を支援する事業 300 ※

長野県 喬木村社会福祉協議会
経済的に困窮する家庭への必要な食料を届け、生活を支えるためのフードバ
ンク活動 31

長野県 フードバンク信州 生活が困窮する子育て世帯のための食糧支援事業 99

長野県 佐久市社会福祉協議会 生活困窮者等のため「フードドライブ事業」 13

長野県 長野市社会事業協会 生活困窮者のための食糧支援事業（社事協フードバンク事業） 99

長野県 ＮＰＯホットライン信州　(信州こども食堂ネットワーク) 新型コロナ感染下における、子どもと生活弱者を支える活動 251

岐阜県 山県市社会福祉協議会 生活困窮者のためのフードバンク事業 50

静岡県 清水あすなろ福祉会　心身障がい者施設　ともの家 困窮している子どもたちに食料支援を通じた見守りを行うための活動事業 8

静岡県 カサ・デ・アミーゴス
静岡県東部地区を中心に外国籍の人々、食を含めて生活に困っている家
族、ひとり親世帯、障がい者、高齢者、福祉施設を対象に行う、食品の配布、
食料支援活動

91

静岡県 ＰＯＰＯＬＯ 生活困窮世帯のための食料配布事業 95

愛知県 フードバンク愛知
支援者からの食品の収集及び学生、児童、高齢者、貧困者、外国人留学生、
災害の被害者並びに、困窮する恐れのある人々に対する食品の配布事業 300 ※

愛知県 セカンドハーベスト名古屋 大型冷凍庫の購入事業 237 ※

愛知県 子育て支援サークル　あそびのいっぽ ひとり親家庭、生活貧困家庭のためのフードドライブ＆フードパントリー事業 35
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愛知県 常滑市社会福祉協議会 フードバンク活動強化のための資機材の設備事業 58

三重県 鳥羽市社会福祉協議会
とばふくしのわ　緊急フードバンク　（生活困窮者、家庭のための生活食料支
援） 38

三重県 伊勢市社会福祉協議会
いせフードドライブ事業（経済的に困っている子どもや家族のための支援事
業） 61

三重県 伊賀市社会福祉協議会 新型コロナによって“今日食べることに困る人をゼロにする”プロジェクト 100

滋賀県 フードバンクびわ湖
新型コロナ緊急プロジェクト「誰もがSOSを出せる食のセーフティネットワーク
構築事業」 100 ※

滋賀県 changes 貧困のご家庭・大学生・母子家庭のための人と人を紡ぐtsumuguプロジェクト 70

京都府 セカンドハーベスト京都 フードバンクこども支援プロジェクト 98

大阪府 豊中市社会福祉協議会 新型コロナによる生活困窮者のためのフードバンク事業 100

大阪府 ふーどばんくOSAKA
孤立しがちなひとり親・若年者、中高年単身世帯・障がい者世帯・高齢世帯等
の生活困窮世帯に向けた、おすそわけ食を活用した緊急食デリバリーと食
マーケットで地域の情報弱者サポートする事業

100

兵庫県 フードバンク関西
コロナ禍の休業や雇いどめにより収入が減少した人達のための緊急食支援
事業 60

兵庫県 フードバンクはりま
食品ロスを減らすために廃棄される前の食品を集め、食べることにも困ってい
る家庭や福祉関係の施設に食品を届ける活動 300 ※

兵庫県 揖西北まちづくり協議会 コロナの影響で生活に支障をきたす人々のための夕食と食品提供事業 65

鳥取県 フードバンクとっとり
まだ食べられるにもかかわらず廃棄となる食品を、食べ物が不足し安心して
生活が送れない方々に届けるための事業 100 ※

島根県 松江市社会福祉協議会
「ひとり一品運動」～地域のきずなでコロナに負けるな～　　(生活困窮者を中
心とした生活支援のためのフードバンク事業) 26

島根県 出雲市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症等の影響により、生活が困窮した方へのフードバ
ンク事業 17

岡山県 フード・シェアリング・ジャパン
新型コロナ等により、生活維持に支援が必要な方々および子どもたちのため
に、無料で食品を配達する、フードシェアリング事業 25

岡山県 新見市社会福祉協議会
新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減り、生活に困っている世帯のた
めの緊急支援事業 80

岡山県 笠岡市社会福祉協議会 コロナ影響により金銭相談に来所された方へのフードバンク支援 26

岡山県 ハーモニーネット未来 ひとり親家庭・生活困窮世帯支援「いのちまるごとプロジェクト」事業 63

岡山県 フードバンク岡山 支援団体（受け取り者）と食品提供者を安定してつなぐ緊急フードバンク事業 70

広島県 フードバンク福山 生活困窮者の為の無償食品提供活動 55

広島県 FOOT＆WORK 安芸地区共生社会実現事業の一部としてフードバンク事業 67

山口県 フードバンク山口 冷凍冷蔵品取り扱い事業 199 ※

香川県 三豊市社会福祉協議会 生計困難者に対する相談支援事業・フードバンク活動 31

愛媛県 U.grandma　Japan
新型コロナウイルスにより困窮する子どものいる世帯や高齢者など様々な
人々へ必要な食料を届けるフードバンク運営のための事業 300 ※

愛媛県 ｅワーク愛媛
えひめフードバンク愛顔による地域共生活動拡充のための設備・体制整備事
業 254 ※
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高知県 高知あいあいネット・フードバンク高知 生活困窮者のための食糧支援と自立までの支援 100 ※

2019年12

月一般社

団法人高

知あいあ

福岡県 ふくおか筑紫フードバンク運営委員会 困窮家庭の食を支える「こども食堂月１フードパントリー」支援事業 97

福岡県 わんらいふ 困難を抱える若者や家庭を支える食糧運搬 58

福岡県 FBOフードバンク大牟田
食品の品質には問題ないが、通常の販売が困難な食品・食材を食品メー
カー等から引き取って、福祉施設等へ無償提供するボランティア活動 93 ※

福岡県 大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会
臨時休校中における見守りが必要な子どもへの配食を多機関協働で行う事
業 100

福岡県 フードバンクくるめ
コロナ禍における子ども食堂による児童生徒への昼食および弁当食材提供、
およびひとり親世帯、生活困窮世帯、困窮大学生支援のための食品提供事
業

26

福岡県 うきは市社会福祉協議会 要支援・低所得世帯に対する無償野菜・お米等の提供活動 93

福岡県 フードバンク福岡
新型コロナウイルス感染拡大影響により急速に増加した食べ物を必要とされ
る方々のための食品提供事業 99

福岡県 ボナペティ 生活困窮世帯（子どもがいる家庭を中心に）のためのフードドライブ 55

福岡県 子ども食堂くすくす
【緊急企画】地域の子育て世帯を救え‼　食と笑顔と居場所を繋げる草の根伴
走型支援事業 100 ※

佐賀県 鳥栖市社会福祉協議会 生活困窮者の自立支援のためのフードバンク事業 45

佐賀県 みやき町社会福祉協議会 町内の生活困窮者のためのフードバンク事業 16

佐賀県 上峰町社会福祉協議会
生活困窮世帯やこどもに対する事業を展開する団体への食料提供のための
整備事業 100

佐賀県 多久市社会福祉協議会
新型コロナウィルスの影響を受けた世帯に対し生活を守るための食料提供支
援事業～新型コロナ感染下の子どもと家族の緊急食料支援事業～ 100

熊本県 八代市社会福祉協議会 生活困窮者に対する緊急支援のための食料等支援事業 44

熊本県 荒尾市社会福祉協議会 生活困窮者等の食料確保を支援するためのフードバンク事業 10

熊本県 阿蘇市社会福祉協議会
阿蘇市に居住する生活困窮者のための一時的な食糧支援事業（フードバン
ク事業） 10

大分県
フードバンクおおいた（社会福祉法人　大分県社会福
祉協議会）

子ども達のより多くの笑顔のための、迅速により多くの食品提供体制構築事
業 100

鹿児島県 財部町身体障害者協議会　（フードバンクそお） フードバンクそおの支援活動充実のための食品保存用備品購入事業 99 ※

助成決定：１２０団体、助成総額：1億３３３万円
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