
活動名称 活動概要 助成額

1
たばたんボランティ

アグループ
愛知県名古屋市

子育て家庭支援活動

たばたん♪フードパン

トリー

北区社協と連携のもと、緊急小口資金受付窓口にて活動を紹介いただき、コロナ

禍の影響で派遣切りにあったり、十分に仕事ができず経済的、精神的に困窮する

子育て家庭への緊急支援をすすめる。

毎週土曜日午後２時より食品の配布、または希望者宅に直接届ける。

また、6/7の食堂開催日、その他数回お弁当を作って配布する。

200,000

2

ボランティアグルー

プこども食堂「おか

ださんの台所」

愛知県名古屋市
こどもと子育て中の家

庭への休校緊急支援

5月20日、6月22日に各60食のお弁当を作り、デザート・お菓子・レトルトカ

レー・お米・文房具・ジュース・給食袋・消毒液・マスクを主に、生活困窮世帯

やひとり親家庭を中心に配付し、こどもと子育て中の家庭への支援を行う。

100,000

3

特定非営利活動法人

セカンドハーベスト

名古屋

愛知県名古屋市

生活に困っている子ど

ものいる世帯へお米を

届ける事業

当団体では行政が設置した相談窓口から依頼を受け、食品の詰合せ（お米5kg と

缶詰や調味料12～13kg）を届ける活動を2015 年から実施している。

新型コロナウィルス感染症の影響により生活に困っている人が行政の設置した相

談窓口に駆け込んでおり、当団体への食品支援の依頼が7 割増しに増加した

（2019年4 月単月送付数429 箱→2020 年4 月単月748 箱）。2020 年4 月単月の

748 世帯の内、3 割に当たる238 世帯が子どもがいる家庭。

生活に困窮する世帯が最も必要な食品は主食となるお米です。当団体ではこのお

米を東海3 県の農家から寄付いただいているが、コロナの影響で件数が急増した

ため、お米が不足している。不足するお米を購入し支援をする。

200,000

4
子ども食堂　なかよ

しごはん
愛知県名古屋市

子どもと子育て中の家

庭へのお弁当配付

子どもと子育て中の家族を支援するため、５月13日～6月3日までの毎週月・

水・金曜日の計10回、地域の子ども（平均利用者数50名）、大人（平均利用者

数10名）や経済的に困っている家庭（6名無料）の申し込み者に対して、お弁当

を配布する。なお、新型コロナウイルス感染予防の観点から、子ども食堂で弁当

をつくらず、スーパーにて１食320円の弁当を購入する。子ども食堂が実施困難

なこの時期、子ども達、生活が困窮している家庭に継続的に支援を行う。

150,000

5
小幡緑地冒険遊び場

の会
愛知県名古屋市

子ども達の居場所「つ

なしょ」での食べ物の

おすそ分け活動

３月の学校休校に伴い、地域の子どもたちの居場所「つなしょ」の入り口にて

水・日曜日に、食べ物おすそ分けの会を始めた。また、手洗い講座をしてから食

材を配布するなど、衛生に気を付けながら取り組んでいる。

学校は再開するが、朝食を満足に食べることができずに登校する子もいる。その

ような不安を少しでも、軽減できたらと思い、日持ちのするパンや飲み物、生活

が急に困窮してしまった家庭には米を配布する。

200,000

6
矢作東学区子ども食

堂友遊夕のYou
愛知県岡崎市

子どもと子育て中の家

族への配食事業

5月18日から29日（土・日曜日を除く）まで、１日あたり、約15食のお弁当を買

い物などが困難な子育て中の家庭や孤食の子どもなどに届ける。

ひとり親家庭には、併せてお米を届ける。

130,000

7
特定非営利活動法人

コネクトスポット
愛知県岡崎市

コロナによる家庭内ス

トレス課題を解決する

オンラインカウンセリ

ング・情報配信事業

ひきこもり・不登校・ニート・障害のある方を対象に、自宅への訪問型サポー

ト、居場所スペースの提供などを行っているが、対面による支援が困難であるた

め、オンラインツールを活用したカウンセリングを行うとともに、「室内の運動

メニュー」「ゲーム依存の子どもへの関わり方」など家庭内の暮らしがより良く

なるような情報をわかりやすい動画を作成し配信を行う。

160,000
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8
大府学童保育所どろ

んこクラブ
愛知県大府市

学童保育所に通所する

児童への学習支援

6月1日から学校が再開するが、３か月の休校により、児童の学習が停滞したた

め、休校明けの授業に児童が対応できるか心配される。学童保育所では、これま

で支援員が学校から出された課題を手伝っていたが、学校が再開し、これまでの

遅れを取り戻す速さで授業が行われることとなると下校後の子どもたちに対し手

厚い支援が必要となる。人員を確保し、より手厚い支援を行う。

60,000

9 パークサイド食堂 愛知県尾張旭市

地域のこどもと家族の

支援のためのミニパン

トリー

子ども食堂として、食事を提供できない状況にある。地域の子ども達に手作りマ

スクやお菓子を手渡しながら見守りなどを行い、地域コミュニティを支援する。
30,000

10

社会福祉法人

豊明市社会福祉協議

会

愛知県豊明市 走る子ども食堂第３弾

5月20日～22日まで、1日5か所、計15か所の市内公園、図書館など公共施設等を

巡回し、1日あたり300食の軽食（手作りいちごジャムサンド、いちごゼリー）

を子どもに届ける。

120,000

11
共育ちの広場子ども

食堂猫
愛知県名古屋市

子ども食堂猫フードパ

ントリー(子どもと子

育て中の家族への食材

提供事業)

子ども食堂猫には、ひとり親世帯の方も参加されており、仕事が休業になるなど

生活が困難な家庭、子育て世帯への支援の一助となるように、フードバンクなど

から食材の提供を受けて、さらに子ども食堂猫でも食パンを購入し、フードパン

トリーを実施。また、食材を提供した世帯には、アンケートはがきを配付し、現

在の状況などの把握に努める。

40,000

12
特定非営利活動法人

アヴェニール
愛知県名古屋市

生活困窮世帯向けフー

ドパントリー事業

地域の困窮世帯に対しフードパントリーを行う。食材は、購入する米の他、フー

ドバンクから提供のあった食材をパックにし配付する。

また、随時支援できるよう、活動を中止している子ども食堂のスペースを食材の

保管場所として活用する。

200,000

13
大野木学童保育クラ

ブ
愛知県名古屋市

学童保育所に通所する

児童への学習・食事支

援

新一年生児童を含めた低学年は30名在籍しており、学習面や精神的な部分におい

て、より手厚い支援が必要である。そのため支援員を増員するとともに、子ども

達に給食が始まるまで食事とおやつの提供をする。

200,000

14

特定非営利活動法人

全国こども福祉セン

ター

愛知県名古屋市

全校休校・施設閉鎖に

伴うオンラインでの居

場所づくり

適切な支援につながらない10代(制度の挟間にある児童)・その保護者を対象に声

掛けや情報発信、居場所づくりを行っている。新型コロナウイルス感染予防のた

め、外出自粛や休校措置・児童福祉センターなどの施設も閉鎖となり、困りごと

を抱えた子ども達は通う場所、頼る先を失い、一人で抱え込むことを余儀なくさ

れた。

本事業は、日常生活において、悩みや困りごとを抱えた子ども達を支援するた

め、オンラインによる居場所づくりを実施し、相談や情報共有する場を構築す

る。参加児童が自身の周囲の当事者に適切にアプローチをし、相互扶助の関係性

を発展させる。

200,000

15 地域食堂おいまつ 愛知県名古屋市 食支援の継続

休校措置により、食の支援を必要としている世帯にお弁当を配付。

個別に支援をしている3名には毎週、食材や離乳食を配付し継続的な支援を行

う。

また、社協からの要請により個別貸付の申請来場者においまつ食堂の情報提供を

行い、必要な世帯にレトルト食品の提供をする。

90,000



16
一般社団法人

つなぐ子ども未来
愛知県名古屋市

コロナ禍中における地

域の居場所による食支

援事業

臨時休校中、緊急的な居場所として週5回、10時から18時まで開放し、引きこも

り、ひとり親家庭など多数の方が利用。毎日昼食を提供。

また、地域のスクールソーシャルワーカー、保健センター、社協と協力し、生活

困窮世帯などへフードパントリーや弁当を配付を実施。さらに、地域をこえた子

ども食堂実施団体と協力して、寄付いただいた生鮮食料品を各家庭に配付し食支

援を実施。

130,000

17 瑞穂学童保育所 愛知県名古屋市
学童保育所に通所する

児童への学習支援

6月1日から学校が再開したが、３か月の休校により、児童の学習が停滞したた

め、休校明けの授業に児童が対応できるか心配される。学童保育所では、これま

で支援員が学校から出された課題を手伝ってきたが、学校が再開し、これまでの

遅れを取り戻す速さで授業が行われることとなると下校後の子どもたちに対し手

厚い支援が必要となる。人員を確保しより充実した支援を行う。

60,000

18 第二瑞穂学童保育所 愛知県名古屋市
学童保育所に通所する

児童への学習支援

6月1日から学校が再開したが、３か月の休校により、児童の学習が停滞したた

め、休校明けの授業に児童が対応できるか心配される。学童保育所では、これま

で支援員が学校から出された課題を手伝ってきたが、学校が再開し、これまでの

遅れを取り戻す速さで授業が行われることとなると下校後の子どもたちに対し手

厚い支援が必要となる。人員を確保しより充実した支援を行う。

60,000

19 みずほみんなの食堂 愛知県名古屋市

子どもと子育て中の家

族への配食および食材

提供事業

「青空食堂＆パントリー」を開催。野外テントの下、5月17日は手作り弁当80食

と食材一式を100組に配付、6月21日は手作りカレーライスを20食、食材を80組

を地域の子ども達や家庭に配付。また、6月、毎週木曜日計4回、延べ120組に食

材一式を配付し子どもと子育て中の家族を支援。

90,000

20 船方学童保育所 愛知県名古屋市

新型コロナウィルス感

染症禍における豊かな

心を育てるために

公園などの外遊びも十分にできず、毎日たくさんの学校の課題に追われる子ども

たちの心のバランスをとるため、畑を作り、土をさわり、野菜を育てるなどして

子ども達の心を豊かにする。

また、コロナ禍の中、毎日お弁当を作り、勉強を教えてくれた親に手紙を書き感

謝を伝える。

80,000

21 白鳥旗屋学童保育所 愛知県名古屋市

児童の密を避けた学

習、遊びへの取り組

み、および感染予防対

策

コロナ感染リスクを軽減するためには、児童同士の距離を取りながら学び、遊べ

る環境が必要である。そのために本、屋外で個人で遊べる遊具を購入し、密にな

らないように配慮した保育活動を行う。

また、感染予防のため室内の除菌、検温を行い、感染防止対策に取り組む。

200,000

22 ほんわか食堂 愛知県名古屋市
子ども食堂のフードパ

ントリーと食材配達

フードパントリーと食材の配達を実施。子ども食堂が開催できない中、企業から

提供のあった食材や地域のボランティアで作った弁当等を子ども達に手渡してい

る。民生委員やスクールソーシャルワーカーにも協力いただき、多くの困窮家庭

とつながっており、不特定多数に配らず、ひとり親家庭やコロナ感染の影響で生

活が困難になった家庭など生活困窮家庭を中心に配付、配達している。

190,000

23

一般社団法人

そよかぜフリース

クール

愛知県名古屋市
小学生への学習支援事

業

長久手市内の（県営富士浦住宅）集会所にて臨時の学習支援を実施する。人員を

確保し、子どもたちに対して手厚い支援する。また当法人が実施する学習支援に

参加する児童は、生活困窮世帯も多く、教科書以外の教材を持っていない児童も

多いため当法人で用意する。なお、対象児童への案内は長久手市の協力を得る。

200,000

24
下志段味第２学童保

育所
愛知県名古屋市

学童保育所に通所する

児童への保育・学習支

援

6月1日から学校が再開したが、長期休校により、児童の学習が停滞したため、休

校明けの授業に児童が対応できるか心配される。学童保育所では、これまで支援

員が学校から出された課題を手伝っていたが、学校が再開し、これまでの遅れを

取り戻すため授業数が増え下校時間が遅くなった。父母が迎えに来る時間までに

宿題を終わらせるなど、子どもたちに対し手厚い支援をするため人員を確保しよ

り充実させる。

60,000



25
第２鳴海学童保育ク

ラブ
愛知県名古屋市

学童保育所へ通う児童

への学習支援

臨時休校は５月末で終了したが、例年よりも授業の進み方が早いことが懸念され

る。当学童でも、宿題などの勉強のサポートを指導員が行っているが、通常保育

の中でこれまでの人員では支援しきれない状況にある。特に新一年生へのフォ

ローを手厚く行うため、人員を増員して対応する。

100,000

26 天白学童保育クラブ 愛知県名古屋市

新型コロナウィルス感

染症による小学校休校

中・給食開始前の学童

利用児の配食事業

ひとり親家庭や共働き、疾病、介護等により昼間に保護者のいない家庭の学童保

育通所児童に対して、5月13日から6月3日(土・日を除く)までの13日間、手作り

の昼食等を提供し、子ども達とその家族の支援をする。

50,000

27
飯村あおぞら児童ク

ラブ
愛知県豊橋市

コロナ禍で学童保育所

に通所する児童の環境

整備

この３年間、５月連休前後から異常な高温が続いている。当施設の屋根は鉄板を

のせた簡易な屋根であり室内は高温となる。新型コロナウィルスの影響で、高温

の日であってもエアコンを運転することはできない。感染予防対策として換気を

行いながら保育を行っている。快適に過ごす環境を整える必要があり、暑さ対策

として、保育を続けながら行える屋根の耐熱塗装工事を実施。

200,000

28
飯村にこにこ児童ク

ラブ
愛知県豊橋市

6月からの学校再開に

伴う手厚い保育支援

学校休校により様々な環境におかれ、友達にも会えず過ごした子ども達や保護者

は不安を抱えている。6月から学校が再開したが、例年よりもはるかに細やかな

ケアが必要であり、子ども一人一人に寄り添うことが大変重要と考えている。そ

のために６月は臨時で支援員を増員し対応する。

80,000

29
特定非営利活動法人

岡崎がくどうの会
愛知県岡崎市

コロナ禍でも子どもた

ちの放課後や学校休業

日の充実した生活を保

障する事業

当会は6か所の学童保育所を運営している。各学童保育所にて、スポーツやダン

スのインストラクターによるコロナウィルス感染防止に配慮したレクリエーショ

ンを行い、子どもたちにとって充実した放課後や学校休業日の生活を送られるよ

うにする。

200,000

30
みんなの居場所ほっ

とライス
愛知県刈谷市

生活が苦しい家庭への

食支援

コロナ影響で仕事を失い生活が苦しくなったという家庭が多い中、お弁当の配付

や寄付でいただいた米を提供してきたが、食材の在庫が底をつき始めた。

お弁当と米を購入し、子どもとその家族への食の支援を行う。

100,000

31 きらりん 愛知県豊田市 子ども食堂きらりん

6月13日(土)に今年度初めて子ども食堂を実施。3密を避けるための事前準備とし

て、感染予防のための物品を準備し、安心・安全に実施できるよう配慮しながら

取り組む。

10,000

32
社会福祉法人

ひまわり福祉会
愛知県尾張旭市 ごちゃまぜ食堂

障害のある方の就労支援の一環として、飲食を提供するための食堂を運営してき

たノウハウや設備を活かし、子ども食堂を実施。新型コロナウィルスの影響によ

り、テイクアウトでのごちゃまぜ食堂を実施し、地域の子どもとその家族を支援

する。

20,000

33
NPO子どもの居場所

づくりnet
愛知県尾張旭市 子ども食堂お弁当事業

新型コロナウィルス感染拡大を予防しながら、子ども食堂における食事提供を実

施。6月6日から27日までの毎週土曜日に、使い捨ての容器によるお弁当を提

供。

40,000



34 太陽広場クラブ 豊明市南舘3-646
学童保育所に通所する

児童の支援

休校措置終了まで終日保育を実施。通常(平日)は下校時から18時30分までである

が、父母の勤務に応じて早朝から延長時間まで対応したため、現状の支援体制で

は人員不足の状況にあった。急遽、支援員を終日勤務に変えるとともに増員をし

た。これにより、休校期間中に保育時間を短縮することなく、子ども達に十分な

支援を行える体制とした。

200,000

35
共育ちの広場子ども

食堂猫
愛知県名古屋市

子ども食堂猫フードパ

ントリー(子どもと子

育て中の家族への食材

提供事業)

諸団体から提供の食材と食パンや野菜を購入し、ひとり親世帯の方、仕事が休業

になるなど生活が困難な家庭、子育て世帯へ食材の支援を実施。また、食材を提

供した世帯には、アンケートはがきを配付し、現在の状況などの把握に努める。

60,000

36
スマイルプロジェク

ト
愛知県名古屋市

子どもたちのいる家庭

や生活困窮世帯に食材

を届ける活動

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、感染防止対策が整うまで子ども食堂

中止のため、地域の子どもたちや生活困窮世帯に対して、食材支援を行う。
200,000

37
わいわい子ども食堂

プロジェクト
愛知県名古屋市

みんなのフードステー

ション

食の支援を必要としている世帯に食料品(レトルト食品等)を配布する。民生委員

等から食糧支援の要請を受けた生活保護を受けられずにいる母子家庭には、お米

を追加して配布する。

100,000

38 地域食堂おいまつ 愛知県名古屋市 食支援の継続

食支援の活動を継続実施しており、新たな困難な方が支援を求め食品や弁当の申

し込みがある。必要に応じて、困っている方の食を通した個別支援を行う。町内

会と合同の食材の配布を実施する。

110,000

39
一般社団法人

つなぐ子ども未来
愛知県名古屋市

コロナ禍における地域

の居場所における食支

援事業

地域のスクールソーシャルワーカー等関係機関と連携し、生活困窮世帯などへ食

材の支援や弁当の配付を実施。さらに、地域を超えた子ども食堂実施団体と協力

して、寄付いただいた生鮮食料品を各家庭に配付し食支援を実施。

70,000

40
子ども食堂　なかよ

しごはん
愛知県名古屋市

子どもと子育て中家族

へのお弁当(食材)配布

と子ども食堂開催

地域の子ども達などに対して子ども食堂を実施する。また、夏休み期間中は、食

中毒予防の観点からスーパーにて１食320円の弁当を購入する。子ども達、生活

が困窮している家庭に継続的に支援を行う。

50,000

41
特定非営利活動法人

アスクネット
愛知県名古屋市

学習支援事業参加生徒

に対する相談支援事業

当法人の学習支援に参加している生徒(生活保護・就学援助受給世帯、ひとり親

世帯)は、進路、学習の遅れ、家庭状況など様々な不安を抱えている。こういっ

た不安に対応するため、キャリアコンサルタント等の資格を持つ相談員との

「キャリア相談会」を自主事業として実施する。

120,000

42
神宮東学童保育クラ

ブ
愛知県名古屋市

学童保育所に通所する

児童への学習・食事支

援

コロナの影響で、キャンプ等の行事がすべて中止となり、暑さも加わり、児童は

施設内のみで連日過ごしている。小さなことの積み重ねで児童のストレスを軽減

するため、新しい教材・書籍の導入、いつもとは違う食事、おやつの提供をし手

厚い支援を行う。

200,000

43 愛を配る会 愛知県名古屋市
子どもと子育て中の家

族への配食事業
買い物などが困難な子育て中の家族や孤食の子どもなどにお弁当を届ける。 100,000



44
特定非営利活動法人

ハッピーラボ
愛知県名古屋市

ウエブカメラを利用し

た宅内での学習支援

コロナウイルスの影響でフリースクールに来ることのできない子ども達が増えて

おり、保護者からの要望で自宅にいても学習できるようフリースクールに設備を

整えてほしいとの希望がある。パソコン等を購入し、子ども達が比較的所持して

いるスマホ、switch等で見ることができるようWEB利用した学習支援及び不登

校児童や悩みを抱える子ども達へのメンタルケアを行う。

170,000

45
特定非営利活動法人

かたひらかたろう
愛知県名古屋市

子どもと子育て中の家

族への配食、交流の場

の提供事業

地域のひとり親世帯の子ども達とその家族を主な対象とした食材の配布を実施す

る。その場に集まった子ども達と地域住民が楽しく遊びながら交流できる場を密

にならないよう配慮しながら実施する。また、食堂にかかわっている大学生によ

るオンラインでの学習支援を開始するための中古のパソコンを購入する。

160,000

46
みんなの居場所ほっ

とライス
愛知県刈谷市

生活が苦しいご家庭へ

の食支援

コロナ影響で5月から「食にお困りのご家庭に対する支援」として食材を玄関先

まで家庭に届ける活動を実施。支援者から食材を提供いただきながら、できる範

囲で行ているが、食材が不足している状況である。食材を購入し、お困りの家庭

に届け食支援を実施する。

100,000

47 ゆるっとカフェ 愛知県豊田市

コロナ禍、支援の必要

な子ども達への子ども

食堂・学習支援・フー

ドパントリー

8、9月に子ども食堂・学習支援・食材の配布を実施。行政等連携し、コロナ禍の

ため支援の必要な子ども、家庭へ訪問し食材を届ける。
90,000

48 龍の子 愛知県豊田市

不登校や生活困窮家庭

支援のための弁当・食

材配付活動などの食卓

支援

保護者の精神的な負担を和らげ少しでも安心して生活できるような居場所として

孤立しがちな家庭の援助をする。不登校の子どもや生活が困窮している家庭の食

卓支援をするため、弁当を配布する。また、子どもに楽しんでもらうため、来場

した子どもにくじ引きを行う。

100,000

49
一般社団法人

教育サポート協会
愛知県稲沢市

夏休み宿題応援室、進

路相談・悩み相談室＆

子どもや家族へ食品配

布会

夏休みの終わりや新学期スタートに悩みを抱える子どもたちが増える傾向にあ

る。宿題に悩んでいる子どもたち、学習の遅れが心配な子どもたちとその家族を

対象として無料で、宿題サポート教室(午前中)、食品配布会(昼)、自習(午後)開

催する。

180,000

50
社会福祉法人

ひまわり福祉会
愛知県尾張旭市 ごちゃまぜ食堂

障害のある方の就労支援の一環として、飲食を提供するための食堂を運営してき

たノウハウや設備を活かし、子ども食堂を実施。テイクアウトによる食堂を実施

し、地域の子どもとその家族を支援する。

20,000

51 日進絆子ども食堂 愛知県日進市

フードパントリーの開

催並びにコンビニ弁当

の引換券の配布

地域の困窮世帯を対象に食材の配布を行う。子ども食堂が実施できないため、ひ

とり親家庭、生活困窮世帯にコンビニ弁当の引換券を渡し、食事を必要としてい

る時にファミリーマート三本木町店で弁当と引き換え食の支援を行う。

120,000

52
特定非営利活動法人

フードバンク愛知
愛知県北名古屋市

新型コロナウイルス感

染症による子供食堂支

援

各企業、全国NPOフードバンクなどから食品の提供を受け、子ども食堂ネット

ワークと連携し、細部の子ども食堂まで、食料品が行き渡るよう直接配布する。

店舗に食料を受け取りにいき、フードバンク愛知で仕分けし、子ども食堂に届け

る。

200,000

53 豊山にじいろ食堂 愛知県西春日井郡
子どもと子育て中の家

族への配食事業

多様なニーズをもった子どもや大人が誰でも参加でき、食を通じて地域でつなが

り交流できる場所として実施。９月に食材の支援を実施し子どもと子育て中の家

族を支援する。

40,000



54 非営利団体ONiGiRi 愛知県海部郡

ONiGiRiこども食堂

/ONiGiRi学習支援

/ONiGiRiフードパン

トリー

子どもの孤食を防ぎ、子ども達が集まる居場所づくりとして、中・高生と大人が

メニューを考え、調理する子ども食堂を実施。その他、学習の遅れを取り戻すた

めの学習支援、夏休み期間中に親の負担軽減のため託児を子ども食堂と併せて実

施する。また、コロナ禍における子育て世代を対象に、食材の配布を行う。

200,000


