
資金分配団体事業名：生活困窮世帯に対する緊急食料支援事業 

公募申請団体一覧（全 20 団体、順不同） 

 団体名 
所在地 

都道府県 

申請事業名（主） 

          （副） 
申請事業の概要 

1 
特定非営利活動法人 

e ワーク愛媛 
愛媛県 

（主）愛媛県内フードバンクシステム連携構築事業 

 

愛媛県内のフードバンク実施団体の連携体制構築による県内全域での事業充実と地域共生社会推進体

制拡充を目的に、連携団体を創設し、組織整備と活動体制構築、ルールの統一やシステムの整備を実施

する。具体的には、連携事務局設置、担当者配置、食品衛生管理やマッチング、入出庫管理などの統一

化とそのためのマニュアル整備・システム構築・勉強会実施を行う。 また、食料取扱量の増加に伴う

運送・保管が安定・継続できるよう、県内運送関連事業者の協力を得るためのアプローチおよび、食品

関連企業への訴求効果向上による未利用食料の有効活用とそれを通じてこども食堂、生活困窮者支援、

福祉活動の充実に寄与できる事業を進める。 

2 
特定非営利活動法人 

セカンドハーベスト京都 
京都府 

（主）フードパントリー等支援事業 

 

フードパントリー運営団体等への食品支援を行う。また、規格外農産物を定期集荷し食品ロス削減を目

指す。 食品ロスに換算されていない規格外野菜の供給先を増やし、通常の食糧（お米やレトルト食品

等）に上乗せして、さらにビタミンの主な摂取源となる野菜を困窮者へ支援することにより栄養面も補

うことを目的とする。 

3 
特定非営利活動法人 

報徳食品支援センター 
神奈川県 

（主）子供のいる困窮家庭への食品支援活動の組織

化と実践 

困窮状態にある子ども達とその家庭に、継続的に良質の食品を届ける組織／仕組みを作り支援を実践す

る。 具体的には、母子家庭の会の活動強化。配布対象者を 10％増やす。母子会の無い市町では、社会

福祉協議会と連携してひとり親家庭を支援する。 子ども食堂の活動を通じて困窮状態にある子供と家

庭へ支援のための食品物流システムの構築を実践する。 

4 
特定非営利活動法人 

フードバンク福岡 
福岡県 

（主）食品提供が必要な方へ食品を提供するフ－ド

バンク活動 

拠点施設の受け取り体制の拡大(福岡市城南区、古賀市、東区、久留米市)と久留米、篠栗、飯塚で受け

取り施設の運用と取り組みを地域団体行政と行う。久留米については、久留米大学と連携し学校内施設

で運用を行い、地域団体(災害ボランティア団体、社協、各支援団体)と幅広い取り組みを行う。篠栗に

ついては地元の NPO を中心に個別の対応や実態調査をおこない運用ノウハウの蓄積をする。これによ

り各エリアで食品提供が必要な方へ広く対応しよりきめ細かな対応を実施することが可能となる。上記

の施設拡充と食品提供対象者の増加に対応した事業インフラの整備(配送、管理システム、運用体制、

広報)をあわせて実施する。 



5 

認定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 

福岡県 

（主）コロナ禍でも届く持続可能な食支援強化事業 

（副）大規模倉庫確保による食支援の運営効率・規

模拡大化事業 

コロナ禍で増大する食品寄贈と要支援世帯への対応、及び市内に子ども食堂を拡大している子ども食堂

ネットワーク北九州との連携を強化するために大型共同倉庫を設け、プレハブ型冷凍庫等の食品保管設

備の充実と管理体制の一元化を図る。次に、市内全域に約 1800 世帯となった子育て要支援者への食品

配布を効率的に行うため、食品を受け取れる拠点数を複数の企業にも呼び掛けて増やし、食のセーフテ

ィーネットシステムを構築する。また、SDGs の一環として参入企業が増えているフードドライブの回

収等の業務の効率化を図り、開催が増えても耐え得る体制を整備する。そして持続可能な運営体制を構

築するためのファンドレイジングを強化する。 

6 
特定非営利活動法人 

Joy ステーション 
鹿児島県 

（主）コロナ禍で貧困に苦しむ在留外国人をフード

バンク食材で支援 

（副）ウクライナ避難民支援とフードバンク食材を

届ける 

未利用の食材(フーバンク食材）で留学生や在留外国人の貧困者に無償で食品等を支援する。 

また、大学の留学生や外国人研修生への食料支援をこれまで同様に実施することに加えて、最も支援を

必要としているウクライナ避難民への支援を強化する。 

7 新潟県フードバンク連絡協議会 新潟県 
（主）フードバンク未設置地域における連携拡大並

びに食支援拡大事業 

フードバンク未設置地域における行政や社会福祉協議会等福祉機関との連携を拡大し、県域のひとり親

家庭生活困窮世帯への早期食支援体制を拡充する。 フードバンク未設置地域において、フードパント

リーや子ども食堂等支援団体と食支援連携を拡大し、県域のひとり親家庭生活困窮世帯への早期食支援

体制を拡充する。 フードバンク未設置地域のひとり親家庭生活困窮世帯へ当会子どもの未来応援プロ

ジェクトの周知拡大を図り、年間延べ 1,620 世帯への支援を拡大する。 フードバンク未設置地域に新

たなフードバンク組織を 2 団体設置し、県域のフードバンク活動の基盤拡大を図る。 

8 
特定非営利活動法人 

NPO ホットライン信州 
長野県 （主）コロナ禍で生活困難家庭への緊急支援事業 

昨今のまん延するコロナ禍で生活困難家庭への次の通り緊急支援事業の内容で展開する。 活動地域に

おける生活困難家庭への子どもと若者への支援の充実 ・信州こども食堂ネットワーク 130 カ所増や

し、地域の総合福祉拠点として機能が図られるよう県内 2 ヵ所に大型の物資供給体制の拠点の整備を

図る。 行政や企業との連携による社会福祉活動の進展 ・行政の福祉制度からこぼれるようなケースに

ついても、生活弱者等の拠り所としての支援活動を行う。 また、企業等との連携による食品ロス削減

等の定着 ・SDGs の持続可能な地域社会の実現、食品ロス・物品の廃棄の発生を抑制したい企業や市

民等活動協力者との連携強化を図る。 

9 
特定非営利活動法人 

しんぐるぺあれんとＦ・福島 
福島県 

（主）コロナ禍で困窮するひとり親家庭等への食の

支援（おすそわけ米）事業 

福島県内のひとり親家庭やプレシングル家庭に限定した食料支援や必要な情報提供などを行う事によ

り、コロナ禍の孤立と極度の困窮状況の回避を目指す。また食品を保管できる環境を整えるとともに配

送まで行う「食のセーフティーネット」を整備する。また公的支援が必要な家庭には行政や関係機関な

どへつなぐサポートも行う。また地元の農家の方へ米の寄付（おすそ分け米）なども呼びかけ米の安定



供給を目指す。 

10 
特定非営利活動法人 

キッズドア 
東京都 

（主）NPO 法人キッズドアファミリーサポート 

（副）コロナ禍における困窮子育て家庭への食料支

援 

当団体のファミリーサポートでは物資・就労・情報支援を行っているが、その中でも物資支援は家庭へ

直接届けることができるため、物質的に満たされ、最もわかりやすい支援である。本プログラムに登録

している約 3900 の全国の困窮子育て家庭だけでなく、さらに支援家庭を増やすために行政との連携を

行い、本プログラムへの登録・促進用チラシの配布を行う。その配布によって食料支援だけでなく、情

報・就労支援のプログラムへもつなげ、困窮子育て家庭に少しでも生活の安定をサポートしたいと考え

ている。また、SDGs の観点からも食品ロスや過剰生産などを有効活用できるように活動の幅を広げて

いく。 

11 

認定特定非営利活動法人 

CPAO 

 

大阪府 

（主）安定した食を提供するためのフードパントリ

ー事業 

 

毎週 3 回合計 120~150 食の手作りを中心とした食材による食事提供を可能とするための体制を強化す

る。 自らの畑で採れた野菜などの食材以外にも、心ある方々や団体からいただいた食材を丁寧に管理

し、無駄や破棄を最大限に減らしながら、必要とする当事者の方々に効率よく提供していく流れを作

る。この食材提供がひとつのきっかけとなり、各家庭の親へは家事・就労のサポートを、子どもには遊

びや学びのサポートへとつなげていけることになる。 

12 
一般社団法人 

umaru 
福岡県 

（主）孤立と困窮の転換「3 分の 1 生活」 

（副）家計の減少を子ども達の笑顔につなげるフー

ドパントリー事業 

コロナ禍において更に逼迫するひとり親家庭を中心とする困窮世帯の家計簿の項目「食費」を３分の１

にする事業。親も子も、誰しもが生きる為に必要な「食」を、コロナにも負けず、家庭環境にも負けず、

「節約しながらも、豊かに暮らしていく環境」を整える。現在の活動において、フードパントリーは行

っているが、保存場所・食材の種類が足りないことが課題となっている。当事業を活用させて頂くこと

により、配達先と回数を増やし、食材・種類の拡大を行い、各家庭の「食費」を減少させていくと共に、

家庭状況の把握、信頼関係の構築、子ども達の成長の確認などを行っていきながら、今度の支援体制を

整えていくことを目的とする。 

13 
特定非営利活動法人 

場とつながりの研究センター 
兵庫県 

裏六甲子ども・若者の居場所からつながる「生きる」

ネットワーク 

食材倉庫の新拠点を整備する。子ども食堂や居場所への食材提供（間接支援）と、各居場所や地縁団体

組織が行う食糧配布企画の後方支援、安定した生活と学びを継続させるための困窮学生へのアウトリー

チ食料支援、行政や地域企業の協力体制づくりのためのアウトリーチを含む、圏域の支援者のネットワ

ークづくり、に取り組むことで、圏域の困窮状態にある子ども・若者、その家族に「生きる」ための食

材を安定供給できる環境づくりに取り組む。 フードバンク関西と連携し、圏域拠点として取り組むこ

とに加え、中間支援団体としての強みを活かし「地域資源のハブ」となる新たな拠点を作る。 

14 
特定非営利活動法人 

フードバンク京都 
京都府 

（主）生活困窮世帯に対する食料支援事業 

（副）〜まずは食べて元気になってください〜 

コロナ禍により深刻化した、あるいは露呈した困窮者に対し、食料品の支援を行う。 具体的には、大

手スーパー等で実施されるフードドライブ、備蓄食品の引取、個人、企業からの食品の寄付により、食



品を集める。 集めた食品は、緊急支援の要請に応じ行政等から困窮者へ、または、母子支援施設を通

じて母子家庭へ届ける。子ども食堂へも積極的に食品の提供を行う。 食品を届けることで、困窮者の

心の支援にもつながり、それぞれの問題解決に向かう力となることを目指す。また、食品の引取により、

フードロス削減に貢献する。 

15 
特定非営利活動法人 

フードバンクさが 
佐賀県 

（主）コロナと困窮を越え、「食」で人と人をつな

ぐフードバンク事業 

コロナ禍で困りごとを抱える方への支援が行き届くよう、関係団体（行政の福祉の窓口、社協等）との

連携をすすめる。企業・団体の寄贈を促進し、量の増加のみならず、肉・野菜等といった多様な寄贈を

いただけるよう提案とお願いをしていく。 親子共に身動きが取れず支援の道から外れがちな乳児のい

る世帯やコロナで一時的に困窮に陥ってしまう世帯に早期の支援を行うことで深刻な困窮にならぬよ

う、効果的な支援体制を構築する。 

16 
特定非営利活動法人 

フードバンク愛知 
愛知県 

（主）困窮するひとり親家庭、子供食堂、外国人の

支援 

コロナ禍が深刻化すると共に浮かび上がってきたのが、従来の社会福祉の制度から外れている人達が落

とし穴にはまるように困窮状態に陥った現実である。例えば生活保護受給者は、コロナ禍の影響は受け

ていない。このような人達で特に目立つのがひとり親家庭と外国人であり、彼らの生活を守る事を目的

に食品の配布を行う事業である。 

17 
特定非営利活動法人 

秋田たすけあいネットあゆむ 
秋田県 

（主）ひたすらつながる食糧支援事業 コロナによって経済活動が止まり、景気は一気に冷え込み先の見えない不安な状態が続いている。秋田

県全域に宅配にて食糧支援を行い、協力企業・生協・農協・農家と連携。食糧支援、食品提供の手配や

保管、食品管理をおこなっている。秋田県内になかったこども支援ネットワーク設立に向け、秋田県社

会福祉協議会、秋田県庁地域家庭福祉課と連携し、ネットワークを設立することが出来、食材やパント

リーの食料提供数、困窮世帯、ひとり親世帯、母子支援施設、こども食堂、フードバンク団体、福祉施

設、行政、福祉事務所、包括支援センターへの食糧提供数を今まで以上に増やし、支援を加速していき

たい 

18 
一般社団法人 

フードバンクいしのまき 
宮城県 

（主）Food for Work 事業 コロナ禍で職を失い、生活困窮に陥った、または再就職困難者となった方への就労支援（就労準備支

援、就労移行支援）の場の提供を行う。新たな仕事づくりと地域課題の解決の双方を目指し、具体的

には宮城県北部エリアでの食品の回収や配送、仕分け作業等の軽作業を就労機会及び社会参加の場と

して提供する。その対価として相談支援員を介し、フードバンク食品を提供し、フードバンク活動の

周知と、地域住民からの継続的な食品提供を受けられるようにすることを目的とした、フードドライ

ブ開催場所の増設を目的とする 

19 
特定非営利活動法人 

フリースタイル市川 
千葉県 

（主）いちかわフードバンク by フリースタイル市

川 

まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品や、家庭で余った食品を預かり、食べ物の

確保に困窮している家庭に届ける。食品保管のための倉庫を確保して食品の受け入れと配布を行



なっており、その食品の入と出のパイプを太くする活動も同時に行う事で、食品ロスを削減して

多くの困窮者につながっていく。 具体的には食品ロスの問題や貧困問題について勉強会や啓発

活動を行い、多くの人に問題について理解してもらい関わってもらうことを推進する。食品を家

庭から持ち寄るフードドライブのための拠点を増すことや、困窮者に直接つながることができる

場（子ども食堂など）を増やすための支援を実施する。 

20 
認定特定非営利活動法人 

フードバンク渋谷 
東京都 

（主）「フードパントリー・こども宅食」事業 支援の必要のある家庭へアウトリーチするに当たり「フードパントリー」だけでは限界を感じている。

こども宅食がそういった家庭へのアウトリーチに有効的なことは最近の多くの事例で実証報告されて

おり、今年度５キロのお米を６００袋の寄付を受けることが確定しているので「お米で応援プロジェク

ト！」としてお米と常温食品数点をセットにしてお届けする「こども宅食」を実施する。こども宅食を

支援の入り口として利用者を拡大し、フードパントリーに繋げる等、利用者と継続的な関係づくりに努

めると同時に利用者が安心する人間関係の中で支援の必要を発見し、行政を始めとした地域の様々な支

援のリソースに繋げていく。 

 

 


