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北海道
特定非営利活動法人　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　ひとり親家庭応援プロジェクト事業 77

北海道 特定非営利活動法人ワーカーズコープ いぶり子ども支援プロジェクト2020冬 97

北海道 社会福祉法人　えぽっく フードバンクぼすこ　食糧支援事業 100

北海道 特定非営利活動法人　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

北海道 特定非営利活動法人　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・福祉問題を担う事業
99

青森県 社会福祉法人　青森県社会福祉協議会
生活困窮者等への食料支援を通じた生活力向上キャンペーン 「青森しあわせ“おせっかい”

ネットワーク」活動
100

青森県 十和田こども食堂
「こども達の支援の為に移動フードパントリー車が走ります！」　あおもり移動フードパ

ントリー事業
300

岩手県 社会福祉法人　平泉町社会福祉協議会 生活困窮者自立支援事業に係るフードドライブ事業及び食料支援 4

岩手県 特定非営利活動法人　フードバンク岩手 支援機関を通じた生活困窮者への食料支援「岩手食のセーフティーネット事業」 60

岩手県 認定特定非営利活動法人　インクルいわて 子育て中のひとり親世帯への食料支援事業 100

宮城県
特定非営利活動法人　コープ東北サンネット事業連

合　コープフードバンク
食品メーカー等から寄贈していただいた冷凍品を東北6県の各団体等に送るための宅配事業 100

宮城県 一般社団法人　フードバンクいしのまき コロナ禍により就労課題を抱えた「ひとり親」世帯への食糧支援事業 100

宮城県 特定非営利活動法人　いのちのパン コロナ禍における失職・減収世帯への食料支援事業 70

宮城県 いずみワクワク食堂 一人じゃないよ、コロナに負けるな！生活困窮者のための食材支援事業 87

宮城県 一般社団法人　ワタママスマイル 石巻圏域の子どもたちのための食料支援事業 100

秋田県 一般社団法人　フードバンクあきた 新型コロナウイルス等の影響で困窮している世帯を支えるための食料支援 100

秋田県 特定非営利活動法人　秋田たすけあいネットあゆむ ひとり親世帯・困窮世帯へのフードパントリー事業 100

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
80

福島県 一般社団法人　ちろる 児童や社会的弱者へお米や食事を届ける事業 70

福島県 社会福祉法人　福島県社会福祉協議会 県域を対象とした重層的な支援付きフードバンク「くらし応援セット」提供事業 46

茨城県 特定非営利活動法人　フードバンク茨城 生活困窮世帯へ食品を届ける子ども支援プロジェクト 43

茨城県 社会福祉法人　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
20

栃木県 社会福祉法人　芳賀町社会福祉協議会
生活困窮者世帯にお米や缶詰、レトルト食品等を定期的に提供し、経済的自立に寄与する

ためのフードバンク事業
100

栃木県 社会福祉法人　飛山の里福祉会 清原地区及び宇都宮市内の貧困及び外国人技能実習生等に対するフードバンク事業 135

埼玉県 フードバンクいるま
ひとり親家庭の子育てを応援するフードパントリー事業と困窮者支援のためのフードバン

ク事業
32

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

「第２回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9月30日
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埼玉県 川越子ども応援パントリー ひとり親家庭のためのフードパントリーと子どもたちのための居場所・学習支援事業 24

埼玉県 社会福祉法人　行田市社会福祉協議会
①新型コロナウイルス感染拡大に伴うフードバンク・フードドライブ事業の拡大　②ひと

り親家庭・生活困窮者のためのフードパントリー（子ども食堂同時開催）
55

埼玉県 特定非営利活動法人　フードバンク埼玉
食品の提供先を失った企業・団体からの食品を、コロナ禍により職を失ったり、収入が減

少した人等への食糧支援事業
236 ※

埼玉県 ひまわり倶楽部 新型コロナに負けない食糧支援事業 50

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 ディープデモクラシー・センター
新型コロナウイルスの感染拡大により、生活が脅かされている人々のためのちばコミュニ

ティフードバンク事業
100

東京都 特定非営利活動法人　フードバンクＴＡＭＡ Withコロナ時代の母子家庭への食支援活動 80

東京都 フードバンク調布 新型コロナウイルス感染症による生活困窮者への食糧支援事業 70

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内のひとり親世帯及び生活困窮子育て世帯への配食活動 75

東京都 社会福祉法人　清瀬市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方に必要な食を届け、生活を支え

るためのフードバンク事業
54

東京都 特定非営利活動法人シェア・マインド 府中市内商店街を巻き込んだ、困窮者への食料支援事業 100

東京都 特定非営利活動法人　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包括的自立支援事業の一環としてのフード・パ

ントリー事業
25

東京都 新宿こども食堂たんすまち ひとり親と障害児の親のための新型コロナ対策・食品宅配事業 99

東京都
特定非営利活動法人　豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵ

ネットワーク
豊島区の子育て世帯に対する食糧支援事業（としまフードサポート） 100

神奈川県 特定非営利活動法人　神奈川フードバンク・プラス コロナ禍で収入が減ったひとり親家庭に食品を支援する活動 70

神奈川県 フードコミュニティ 新型コロナの影響で生活困窮に陥った世帯・ひとり親世帯支援事業 98 ※

神奈川県 特定非営利活動法人　報徳食品支援センター 生活困窮状態にある母子家庭や独居老人のための冷凍食品の配布事業 57

神奈川県 特定非営利活動法人 　フードバンク横浜 ひとり親と子どものための総合支援プログラム 70

神奈川県 公益社団法人　フードバンクかながわ
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により支援が必要となった方々のための食支援事

業
99

新潟県 フードバンクしばた 貧困世帯の食料支援事業（コロナ禍による） 100

新潟県
特定非営利活動法人　新潟県フードバンク連絡協議

会
新潟県全域の経済的に困窮するひとり親家庭支援のための2WAY冷凍車整備事業 224

新潟県 にいがたお米プロジェクト 生活の厳しいひとり親家庭への食料支援事業 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 100

富山県 社会福祉法人　氷見市社会福祉協議会 こどもホームデリ 100

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、障がい者親子・低所

得ひとり親世帯の居場所づくりと学習支援
67

福井県 社会福祉法人　勝山市社会福祉協議会 市民の想いを循環させるための仕組みづくりプロジェクト 67

山梨県 社会福祉法人　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　冬休み子ども支援事業 74
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岐阜県 フードバンクぎふ 食品配布の安全性向上のための、備品整備等の基盤整備事業 95

静岡県 特定非営利活動法人　ＰＯＰＯＬＯ 生活困窮者の為の食料支援事業 100

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、生活困窮家庭のためのフードドライブ＆フードパントリー、親子の居場所

づくり事業
43

愛知県 のわみ相談所 フードバンクのわみ活動事業 58

愛知県 特定非営利活動法人　フードバンク愛知

【子どもに対する宅食活動】※フードバンドリー　支援者からの食品の収集及び子ども、

学生、高齢者、貧困者、外国人留学生、災害の被害者並びに、その困窮する実態に陥る恐

れのある人々に対しての食品配布事業活動

100

愛知県 特定非営利活動法人　セカンドハーベスト名古屋 東海3県で活動する、設立間もないフードバンク団体へ食品を届ける事業 72

愛知県 フードバンクかすがい 収入が減少した人のための食料支援事業 7

愛知県 小幡緑地冒険遊び場の会
外国人留学生や、生活困窮者、路上生活者を支援する団体との連携を図り後方支援するた

めの事業
100

愛知県 一般社団法人　つなぐ子ども未来 子ども食堂など困窮者支援団体への食料支援事業 193 ※

三重県 フードバンクISE フードバンク活動 61 ※

三重県 どんぐりの輪
新型コロナ禍での子どもやその家族、地域のための ごはん応援事業 及び 子どもの居場所

づくり事業
38

三重県 社会福祉法人　光風会 生活困窮児童、家庭に対しての食、学、衛のための事業　「暖かい食事を！」 43

滋賀県 一般社団法人　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 60

京都府 特定非営利活動法人　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第２次出荷 99

大阪府 一般社団法人　シンママ大阪応援団 シングルマザーと子どもたちの食を支援するためのスペシャルボックス事業 100

大阪府 認定特定非営利活動法人　CPAO
経済的・精神的に厳しい状況に置かれている親子に対する宅食による子育ち・生活サポー

ト事業
300

大阪府 泉州☆精神障害者倶楽部「青い鳥」 きしわだ☆子ども食堂および食材配達 84

大阪府 社会福祉法人　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常設型見守りフードバンク 100

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 50

兵庫県 社会福祉法人　三田市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた就学援助及び生活困窮世帯への食品提供を切り

口に、社会的孤立を予防するネットワークを構築する事業
100

兵庫県 公益財団法人 PHD協会 生活困窮下にある在日外国人のための地域密着型アウトリーチ兼生活支援事業 50

奈良県 社会福祉法人　明日香村社会福祉協議会 子育て世帯・生活困窮世帯のための明日香村フードパントリー事業 18

奈良県 田原本にこにこ食堂 貧困家庭やひとり親世帯などコロナ禍でお困りの方への配食（お弁当など）事業 90

和歌山県 特定非営利活動法人　フードバンク和歌山 和歌山県内の生活困窮世帯の方々のための食品を配送するフードバンク事業 99

和歌山県 こども食堂わかやま 地域における生活困窮家庭を主な対象とする食料支援事業 38

鳥取県 一般社団法人　フードバンクとっとり 食品ロスを削減し食糧をシェアして、こどもの貧困をなくすための事業 87

岡山県 社会福祉法人　笠岡市社会福祉協議会 コロナ禍で一人暮らしをしている学生に向けたフードバンク支援事業 64
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岡山県 特定非営利活動法人　フードバンク岡山 岡山県内の子ども等の支援団体へのお米提供事業 80

岡山県 フード・シェアリング・ジャパン

コロナ禍において生活や活動に困難な変化が起きてしまった人や世帯、団体等に対し、食

品を無料で譲り渡すことによる食卓の豊かさ、生活状況や栄養摂取の改善を通じて、この

困難な時期を前向きに乗り越えられるよう、「ひとりじゃないよ」と心で添うフードシェ

アリング事業。

31

広島県 特定非営利活動法人フードバンク福山 生活困窮者への食品無償提供活動及び備後地域の食品ロス課題への啓もう啓発活動 46

広島県 特定非営利活動法人　FOOT＆WORK 安芸地区共生社会実現事業の一環としてフードバンク事業 65

広島県 社会福祉法人　庄原市社会福祉協議会 コロナ禍の子育て世帯応援のための食料支援事業 80

山口県 特定非営利活動法人　山口せわやきネットワーク 新型コロナの影響を受けているひとり親家庭を「食事（弁当）」で応援する事業 100

山口県 特定非営利活動法人　NO　BORDER みんなの想い合いプロジェクト 70

愛媛県 特定非営利活動法人　U.grandma Japan
新型コロナウイルスにより貧困となる子どものいる世帯や高齢者などコロナの影響を受け

た様々な人々へ必要な食料を配送も出来るフードバンク事業の運営
100

高知県 社会福祉法人　宿毛市社会福祉協議会 参加・連帯を育む生活困窮者の為の生活総合応援事業 100

高知県
一般社団法人　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 70

福岡県
伊岐須会館管理運営協議会　ふれあいフードバンク

飯塚
フードバンク事業 32

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 70

福岡県 FBOフードバンク大牟田
新型コロナの影響による失業者や収入減少者、また令和2年7月豪雨で被災された方々に情

報を届け、提供食品を受け取ることができるようにする。
22

福岡県 特定非営利活動法人　フ－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
99

福岡県 ふくおか筑紫フードバンク運営委員会 こどもたちの明日をつなぎ、食を支えるための　こども食堂・こども宅食事業 200 ※

福岡県 シンママ福岡応援団 シングルマザー世帯の食料支援（スペシャルボックス事業） 100

福岡県
特定非営利活動法人　フードバンク北九州ライフア

ゲイン
支援が必要な子育て世帯への質の高い食料支援実現のためのフードバンク事業 249 ※

福岡県 子ども食堂ネットワーク北九州 子ども食堂支援のための食材管理・相談体制構築事業 100

佐賀県 社会福祉法人　多久市社会福祉協議会
新型コロナウイ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～
54

佐賀県 フードバンクさが 子どもの居場所、自立支援団体などに対する支援のためのフードバンク整備事業 80

熊本県 社会福祉法人　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

熊本県 山鹿こども食堂百華 子どものためのお弁当配布ならびにコロナ禍による収入減家庭支援 30

熊本県 子どもから地域へ拡がれネットワーク 地域の子どもたちの為に子ども食堂運営者の事業実施負担軽減と活動拡大を促す事業 100

熊本県 特定非営利活動法人　ななうらステーション 芦北町山間部の住民のための御用聞きと生活再建支援事業 70

大分県 由布市社会福祉法人施設経営者協議会 フードバンク事業 20

鹿児島県 特定非営利活動法人　てしおて 困りごとを抱えている人を地域で支えるためのフードバンク事業 89

鹿児島県 財部町身体障害者協議会　（フードバンクそお） コロナ禍による生活困窮世帯の支援のための拠点整備と配布食材購入事業 90



都道府県 団体名 活動（事業）名

助成

決定額

（万円）

第１回助成決定団体においては、第１回助成事業の精算手続き完了後（完了報告書が提出され弊会での確認が終了した後）に、正式な決定となります。

沖縄県 一般社団法人　ビクトリーチャーチ 生活が困窮している母子家庭の子供に弁当を届ける事業 100

沖縄県 社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会 「食品等給付事業」充実のための食品保存用備品購入事業 16

沖縄県 浦添市ボランティア連絡協議会 困窮世帯支援・フードロス対策「フードドライブ」事業 20

沖縄県 一般社団法人　子どもフードバンクKFB
新型ウィルスによる子ども居場所活動の業態変更及び食材サポートの種類、回数を強化す

る活動
99

沖縄県 社会福祉法人　宮古島市社会福祉協議会 地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 100

沖縄県 社会福祉法人　読谷村社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮世帯へのフードバンク拡大事業 72

沖縄県 学習支援ひろば「くじら寺子屋」 フードドライブをするための環境整備及び実施事業 42

沖縄県 社会福祉法人　うるま市社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、失業等により緊急的に食料が必要となった世帯の

ためのフードドライブ事業
40

合計　114件 9,509 万円


