
活動名称 活動概要 助成額

1
久米地区社会福祉協

議会
山口県周南市

「みんなの久米ハウス」に参加する

小学生中学生のための居場所づくり

子どもたちへの昼食の提供及び徳山大学生による学習支援の実施等

・活動計画　昼食提供2回　延べ400人対象、学習支援　等 270,000

2 メイト食堂 山口県宇部市

地域の子ども達及びお年寄りの為に

「心安らぐ居場所」と食事の提供事

業

子どもたちと高齢者への「持ち帰り食」の提供

・活動計画　7回　延べ700人対象 200,000

3

認定NPO法人

山口せわやきネット

ワーク

山口県山口市

図書館で学習する高校生に昼食を提

供する配食事業「アオハル・パント

リー」

夏休み中の高校生への図書館での昼食の提供

・活動計画　6回　延べ600人対象 300,000

4
山口市阿知須地区社

会福祉協議会
山口県山口市

阿知須子ども食堂（阿知須わいわい

食堂と井関はつらつ食堂）に通って

くるひとり親家庭の子ども達のため

の配食事業

ひとり親家庭の子どもたちへのお弁当提供

・活動計画　10回　延べ1,000人対象
300,000

5 医療法人　博愛会 山口県防府市

「青空食堂」地域の生活困窮世帯、

母子家庭等の学習支援、調理実習と

食事の提供

生活困窮家庭の子どもたち等への食事の提供及び大学生・社会人ボラ

ンティアによる学習支援

・活動計画　24回　延べ240人対象

300,000

6
NPO法人シンフォ

ニーネット
山口県下関市

新地町だんらん食堂に通ってくるご

家庭へ夕食の弁当を無料配布するた

めの事業

生活に困難を抱える家庭へのお弁当の提供

・活動計画　3回　延べ300人対象
170,000

7
際波台自治会　子ど

も育成チーム
山口県宇部市 際波台「みんなあつまれ」

子どもたちへの食事の提供、学習支援及び居場所づくり

・活動計画　食事提供及び学習支援　35回　延べ200人対象
100,000

8 住吉の杜学習会 山口県下関市

東亜大内にて、海外留学生を対象に

地域とのコミュニケーション、ボラ

ンティアの活動

東亜大学の留学生への食料の提供

・活動計画　1週間分の食料提供　200人対象
300,000

9
こども食堂ジョイア

スキッチン
山口県下関市

子ども食堂に通ってくる子供、ひき

こもり気味の子供たちの学習＆食事

支援

引きこもり気味の子どもたちへの食事の提供及び学習支援

・活動計画　9回　延べ90人対象
300,000

10
長府こども食堂「城

下町キッチン」
山口県下関市

長府こども食堂に通ってくるこども

達のための学習支援・配食事業

子どもたちへのお弁当及び保存食の提供並びに学習支援

・活動計画　6回　延べ150人対象 200,000

11
社会福祉法人　下関

大平学園
山口県下関市

児童養護施設で生活している児童に

対してタブレットを用いた学習支援

オンライン授業を受けるためのタブレット整備

・活動計画　タブレット整備5台
297,000
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12 みんなの食堂 山口県周南市
みんなの食堂～みんなが食で交流・

笑顔でつながる～

全世代を対象とした食に困っている人への食事の提供

・活動計画　1回　延べ100人対象 86,000

13

社会福祉法人防府海

北園　母子生活支援

施設沙羅の木

山口市小郡

子どもの居場所「IBS」に通って来

るひとり親世帯、困窮世帯の子ども

たちへの食事支援事業

ひとり親世帯の子どもや不登校気味の子どもを対象とした食事の提供

及び学習支援
100,000

14 ベストフレンズ 山口県山口市

手作りのあたたかい食事を子供から

大人まで幅広い年齢層の方々とコ

ミュニケーションを図り、居心地の

良い場所と時間の提供

子ども食堂及び子どもの居場所づくりの実施

・活動計画　3回　延べ150人対象
50,000

15
中関ふれあい食堂実

行委員会
山口県防府市

中関小学校に通っている子どもたち

のための配食事業

子どたちへのお弁当の提供

・活動計画　2回　延べ700人対象
300,000

16 岬小朝ごはん 山口県宇部市
児童・生徒への居場所づくりと食事

提供

子どもたちへの食事の提供

・活動計画　24回　延べ300人対象
200,000

17
垢田小学校地域応援

団てらこや
山口県下関市 垢田小児童応援活動

ひとり親家庭の子どもたちへのお弁当の提供

・活動計画　21回　延べ630人対象
300,000

18 NPO法人　あっと 山口県山口市

新型コロナ感染症予防のために、子

育て支援施設に遊びにつれてくるこ

とができない子育て親子のために、

インターネットを利用した子育て支

援を行う「オンライン子育て支援事

自宅で過ごす妊娠中の方などへのオンラインによる支援

・活動計画　4回　延べ40人対象
269,000

19 南部町みんなの食堂 山口県下関市

子ども食堂に通う子どもと親子、高

齢者世帯の一人暮らしの方などに配

食

ひとり親家庭の親子や高齢者への食事の提供及び居場所づくり

・活動計画　2回　延べ40人対象
60,000

20 おいこら気ママ館 山口県宇部市

おいこらサロンの子ども食堂に通っ

てくる母子や小学生に食事の提供と

遊び・学習の場の提供

子どもたちへの食事の提供及び学習支援

・活動計画　12回　延べ200人対象
50,000

21
NPO法人　ぴーすく

えあ
山口県下関市

休校に伴う学習支援活動・体力づく

り

障害をもつ子どもたちの体力維持及び学力の低下防止

・活動計画　ボルダリングウォール及びパソコンの整備　延べ45人対

象

300,000

22
夢・すこやか☆老い

も若きも子ども食堂
山口県柳井市

『夢・すこやか・☆老いも若きも子

ども食堂』に通って来るひとり親家

庭の子どもたちのための、配食事業

ひとり親の生活が厳しい世帯を中心として食事を提供

・活動計画　7回　延べ490人対象
150,000

23 kananowa 山口県下関市

「照子親」活動・・・親も子も照ら

していけるため食事・学習・体験を

通し皆が輝く環境を作る活動

親子を対象とした食事の提供及び学習支援

・活動計画　20回　延べ400人対象
300,000

24
勝山地区社会福祉協

議会
山口県下関市 東亜大学の学生への昼食提供事業

生活が困窮する東亜大学留学生に昼食を提供

・活動計画　10回　延べ200人対象
300,000
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25

“困っている市大生を

助けたい”地域住民有

志の会

山口県下関市
“困っている市大生を助けたい”地域

住民有志による応援物資の配布

生活が困窮する下関市立大学生への応援物資の配付

・活動計画　1回　200人対象
300,000

26
小郡みんな食堂実行

委員会
山口県山口市

小郡みんな食堂に参加する子育て世

帯に郷土料理や地場産品を提供する

フードパントリー事業

生活が困窮する家庭への弁当及び食品の提供

・活動計画　2回　延べ600人対象
300,000

27
ながとチャイルドサ

ポート協議会
山口県長門市 深川ルンルン食堂および配食事業

貧困家庭を対象とした食事及び食材の提供

・活動計画　6回　延べ480人対象
300,000

28 やないろ 山口県柳井市 やないしらかべ子ども食堂「絆」

生活が困窮する家庭の子どもたち等を対象とした食事及び居場所の提

供

・活動計画　18回　延べ540人対象

300,000

29 なないろキッズ 山口県宇部市

新型コロナウイルス感染のための子

育て支援施設に遊びに連れてくるこ

とができない子育て家族のために、

自宅で親子一緒に遊び楽しめる「お

うちで楽しむおもちゃ＆絵本のパッ

外出しにくい未就園児の子育て世帯に絵本及びおもちゃのパックの貸

出

・活動計画　絵本及びおもちゃ10パック整備　延べ40人対象

227,000

30 山の田なかま食堂 山口県下関市
山の田なかま食堂に通ってくる孤食

家庭のこどもたちへの配食事業

子どもたちへの食事の提供

・活動計画　12回　延べ600人対象
300,000

31
NPO法人　市民活動

さぽーとねっと
山口県防府市 ほうふフードパントリー開催事業

経済的な困難を抱える子育て世帯に食材を提供

・活動計画　10回　延べ100世帯対象
300,000

32 彦島山中町自治会 山口県下関市

休校によるこどもの学力や意欲低下

を防ぐため、高齢住民による学習支

援や行事を行う事業

子どもたちへの食事の提供及び学習支援の実施

・活動計画　11回　延べ265人対象
150,000

33
学校朝ごはん推進協

議会
山口県山口市 「学校朝ごはん」提供プロジェクト

経済的な理由などで朝食が用意できない家庭の子どもたちに朝食を提

供

・活動計画　15回×4校　延べ1,200人対象

300,000

34 地域食堂ふらっと 山口県美祢市

美祢市立桂花小学校児童に夏休み期

間の登校日に昼食のお弁当を配布す

る

子どもたちにお弁当を提供

・活動計画　13回　延べ750人対象
300,000

35
こどもの未来サポー

ター
山口県岩国市 ぼくたちの楽しい夏休み計画

夏休み中の子どもたちへの食事の提供及び学習支援

・活動計画　20日　延べ200人対象
120,000

36
勝間ふれあい食堂実

行委員会
山口県防府市

勝間小学校に通っている子どもたち

のための配食事業

子どもたちに夏休み中のお弁当を提供

・活動計画　2回　延べ289人対象
200,000

37
青年海外協力隊山口

県OB会
山口県防府市

山口県在住の外国人および子育て世

帯を対象としたフードパントリー事

業

県内在住の外国人及び外国人子育て世帯に食品を配布

・活動計画　12回　延べ600人対象
290,000



活動名称 活動概要 助成額
№ 団体名 住所
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38 ヒミツキチ 山口県山口市

休校中、不登校、自主休校、コロナ

により子育ての負担が大きい方のた

めのオンライン学童

子育て負担が増大する家庭の子どもたちへのオンラインによる学習支

援

・活動計画　延べ80人対象

210,000

39 勝間ふれあい食堂実行委員会山口県防府市
勝間小に通っている子どもたちのた

めの配食事業

勝間小学に通う児童を対象とした配食

・活動計画　1回　200人対象
100,000

40 中関ふれあい食堂実行委員会山口県防府市
中関小学校に通っている子どもたち

のための配食事業

中関小学に通う児童を対象とした配食

・活動計画　1回　200人対象
100,000

41 山口せわやきネットワーク山口県山口市
学習会に参加する子どもたちのため

の配食事業

学習会に参加する子どもたちを対象

・活動計画　4回（毎週土曜）　延べ200人対象
100,000

42 久米地区社会福祉協議会山口県周南市
「みんなの久米ハウス」に参加する

小学生中学生のための居場所づくり

久米小学校区内の児童を対象とした食事提供及び大学生による学習支

援

・活動計画　学習支援　1回、居場所づくりでの配食　1回

　要支援家庭への物資配付　　延べ120人対象

100,000

43 ベストフレンズ 山口県山口市 ベストフレンズ
子ども食堂及び子どもの居場所づくりの実施

・活動計画　2回　延べ70人対象
50,000

44 医療法人　博愛会 山口県防府市

「青空食堂」地域の生活困窮世帯、

ひとり親家庭への支援、食事お弁当

の無償提供

生活困窮家庭の子どもたち等への食事の提供及び大学生・社会人ボラ

ンティアによる学習支援

・活動計画　9回　延べ270人対象

100,000

45 きょういくTOKORO 山口県柳井市
イクメンパパと子供のexercise　頑

張るママと子供の美ヨガ

地域の子どもを中心として、その保護者や地域の高齢者が共に集える

場の提供

活動計画　　2回　　延べ80人対象

60,000

46 メイト食堂 山口県宇部市

地域の子ども達及びお年寄りの為に

「心安らぐ居場所」と食事の提供事

業

子どもたちと高齢者への「持ち帰り食」の提供

・活動計画　7回　延べ700人対象 70,000

47 NPO法人　シンフォニーネット山口県下関市 新地町だんらん食堂１・２・３
地域周辺の子育て世帯や独居老人世帯を中心に低額の食事提供

・活動計画　　1回　　延べ100人対象
50,000

48 こども食堂ジョイアスキッチン山口県下関市 学習支援会
引きこもり気味の子どもたちへの食事の提供及び学習支援

・活動計画　10回　延べ150人対象
100,000

49 おいこら気ママ館（おいこらサロン）山口県宇部市 おいこらサロン
子どもたちへの食事の提供及び学習支援

・活動計画　5回　延べ70人対象
30,000

50 kananowa 山口県下関市 「照子親」活動
親子を対象とした食事の提供及び学習支援

・活動計画　25回　延べ250人対象
100,000



活動名称 活動概要 助成額
№ 団体名 住所
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51 異世代交流子育てサロン　as　is山口県周南市 鹿野ふらっと食堂

地域の子どもを中心に誰でも支援を受けれる配食・フードパント

リー・宅食を実施

・活動計画　2回　　延べ200人対象

100,000

52 垢田小学校地域応援団　てらこや山口県下関市 垢田小児童・保護者応援活動
生活困窮家庭へのお弁当の提供

・活動計画　9回　延べ250人対象
100,000

53 10日だヨ！全員集合食堂山口県周南市 10日だヨ！全員集合食堂
地域の子どもをはじめ誰でも集える食堂を実施

・活動計画　　10回　　延べ150人対象
60,000

54 母子生活支援施設　沙羅の木山口県山口市

子どもの居場所「IBS」に通って来

るひとり親世帯・困窮世帯の子ども

たちへの学習・食事支援事業

ひとり親世帯の子どもや不登校気味の子どもを対象とした食事の提供

及び学習支援

・活動計画　4回　延べ50人対象

50,000

55 住吉の杜学習会 山口県下関市
東亜大学の留学生への支援及びボラ

ンティア活動の実施

東亜大学の留学生への食材等の提供

・活動計画　2回　200人対象
100,000

56 長府こども食堂「城下町キッチン」山口県下関市
長府こども食堂に登録している子ど

も達のための学習支援・配食事業

子どもたちへの配食及び学習支援

・活動計画　2回　延べ100人対象 100,000

57 おひさまカフェ 山口県岩国市 子ども食堂　おひさまカフェ
地域の子どもたち及びその保護者を対象に弁当を配布

・活動計画　　1回　　70人対象
40,000

58 山の田なかま食堂 山口県下関市
山の田なかま食堂のこどもたちへの

配食事業と野外活動

子どもたちへの食事の提供及び野外活動

・活動計画　5回　延べ150人対象
100,000

59 こそだてネットワーク柳井山口県柳井市 こども食堂
地域の子どもたち及びその保護者を対象に食事提供

・活動計画　　10回　　90人対象
100,000

60 山の田をきれいにする会山口県下関市

地域応援子育て支援（コロナの影響

により、生活に困る子育て世帯を応

援する。）

地域の生活困窮（子育て）世帯を対象に食料配付

・活動計画　　12回　　延べ50人対象
100,000

61 サンタプロジェクトIt´s　Nakama山口県下関市

外出自粛でストレスを抱えて暮らす

児童養護施設の子供たちへの外出体

験応援プロジェクト

地域の子どもや下関及び山陽小野田市の養護施設の子どもたちに野外

活動（芋ほり）を体験してもらう

・活動計画　　1回　　40人対象

80,000

62 勝山地区学習サポート教室山口県下関市 コロナ下における学習支援
子どもたちへの学習支援及び食事提供

・活動計画　　4回　　延べ60人
100,000

63 王司地区ふるさと協育ネット山口県下関市 こども達との「ふれあい活動」
子どもたちへの学習支援及び食事提供

・活動計画　　5回　　延べ130人
100,000



活動名称 活動概要 助成額
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64
特定非営利活動法人

あっと
山口県山口市 オンライン子育て支援

自宅で過ごす妊娠中の方などへのオンラインによる支援

・活動計画　3回　延べ30人対象
100,000

65 にぎやかごはんチーム山口県下松市 にぎやかごはん
子どもたちを中心とした居場所及び食事の提供

・活動計画　　1回　　延べ20人対象
30,000

66 小郡みんな食堂実行委員会山口県山口市

山口市小郡地区の子育て世代に愛情

のこもった季節の料理を提供する小

郡みんな食堂（子ども食堂）の開催

および子育て世帯を応援するお弁当

の配食事業

生活が困窮する家庭へ弁当配付

・活動計画　2回　延べ250人対象
100,000

67 やないろ 山口県柳井市
子ども学びの場・家族の交流の場。

地域の居場所の提供

地域の子どもの学習支援及び子どもやその保護者が共に集える場の提

供

・活動計画　　2回　延べ30人対象

80,000

68 みなみっこの会 山口県柳井市 学校応援団　子どもの学習支援
地域の子どもの学習支援

・活動計画　　5回　延べ23人対象
100,000

69 青年海外協力隊山口県OB会山口県防府市

山口県在住の外国人および外国人子

育て世帯にアウトリーチにするフー

ドパントリー事業

県内在住の外国人及び外国人子育て世帯に食品を配布

・活動計画　5回　延べ70人対象
100,000

70 ながとチャイルドサポート協議会山口県長門市 深川ルンルン食堂
貧困家庭を対象とした食事及び弁当配付

・活動計画　2回　延べ160人対象
100,000


