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北海道 社会福祉法人　えぽっく フードバンクぼすこ　生活が困窮している方々への食料や日用品等支援事業 100

北海道 特定非営利活動法人　フードバンクイコロさっぽろ コロナ禍で孤立する世帯のためのフードバンク事業 172

北海道 特定非営利活動法人　ゆめみ～る コロナ禍に苦しむひとり親世帯のための食材支援と連携機関の協働体制構築事業 76

青森県 社会福祉法人　楽晴会 ひとり親家庭、生活困窮家庭、子育て家庭等に対する食材等提供事業 75

青森県 特定非営利活動法人　はちのへ未来ネット
赤ちゃんから青少年までの支援要する子育て家庭（コロナ禍で収入減・ひとり親世帯・外国人の子育て家庭）のた
めの、食支援と心の育成事業

54

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「食のセーフティーネット事業」 80

宮城県 一般社団法人　フードバンクいしのまき 「食の支援」の多様化に対応するためのフードバンク事業 84

宮城県 フードバンク仙台 コロナの影響により生活困窮されている個人に対する無償食糧支援活動 45

秋田県 一般社団法人　フードバンクあきた コロナ禍で困窮している世帯を孤立させないための食糧支援事業 68

山形県 一般社団法人　やまがた福わたし コロナ禍の生活困窮者のためのフードバンク事業 80

山形県 特定非営利活動法人　やまがた絆の架け橋ネットワーク 生活困窮者緊急支援および子ども食堂等支援事業 85

山形県 社会福祉法人　飯豊町社会福祉協議会 地元のフードバンクを普及・拡大するための事業 62

福島県 特定非営利活動法人　NEXTしらかわ 子どもとお母さんの心の居場所、月曜子ども食堂＆クリスマスフードパントリー 54

栃木県 社会福祉法人　高根沢町社会福祉協議会 生活困窮者等に対する食料確保のためのフードポスト設置推進事業 30

栃木県 特定非営利活動法人　ぱんだのしっぽ ひとり親家庭への定期的食材配送をきっかけとした24時間365日対応のアウトリーチ事業 67

埼玉県 フードバンクいるま 生活困窮している方々を支援するフードバンク、フードパントリー事業 57

埼玉県 社会福祉法人　行田市社会福祉協議会 生活困窮世帯のための食糧等支援活動 62

埼玉県 川越子ども応援パントリー 地域の善意とひとり親家庭をつなげるフードパントリー事業 80 ※

埼玉県 特定非営利活動法人　埼玉フードパントリーネットワーク ひとり親家庭等子育て中の生活困窮家庭のためのフードパントリー支援事業 45

埼玉県 こども応援団マイカ フードバンク事業 60 ※

埼玉県 認定特定非営利活動法人　ふじみの国際交流センター 「生活に不安を抱える在住外国ルーツの人たちへの継続的支援事業」 56

埼玉県 みさと子育て応援フードパントリー 三郷市の子育て世帯のためのフードパントリー事業 36 ※

東京都 西東京市社会福祉法人連絡会 子ども食堂や生活困窮者支援のためのフードドライブ 30

東京都 一般社団法人　SHOIN 東京都北区在住のひとり親世帯や生活困窮者のためのフードパントリー事業 39

東京都 フードバンクみたか 相談窓口における、食品を必要とする相談者への緊急支援事業 57

東京都 特定非営利活動法人　豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 豊島区内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） 72

神奈川県 社会福祉法人　大和市社会福祉協議会 生活困窮者やひとり親世帯、こども食堂への食料支援事業 64

神奈川県 特定非営利活動法人　DV対策センター 母子家庭等生活困窮世帯（DV・虐待被害者を含）のためのフードパントリー事業 66

新潟県 にいがたお米プロジェクト ひとり親家庭へのフードパントリー＆交流・相談会 85

富山県 特定非営利活動法人　フードバンクとやま 「もったいない」を繋げ、食べ物を必要としている人に届ける活動 246

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 80

石川県 三道山子ども食堂
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 在住外国人の方への食料の配布 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

34

長野県 社会福祉法人　中野市社会福祉協議会 生活困窮者等に対するフードバンク事業強化のための資機材設備事業 18

長野県 特定非営利活動法人　NPOホットライン信州 食糧で生活を支える、物流ネットワークの事業 80

静岡県 カーサ・デ・アミーゴス 子どもたちが食べ物をとおして自立のスキルを獲得していくための生活支援事業 25

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」 第3回助成決定団体一覧（都道府県順）
2021年8月11日
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愛知県 特定非営利活動法人　ハッピーラボ 新型コロナ禍で困窮の子どもや家庭を支援するフードパントリー強化事業 85

愛知県 サークル風 「えほんしょくどう　どうぞの店」主催　 一人親世帯や困窮世帯の為のフードパントリー事業 72 ※

愛知県 特定非営利活動法人　エム・トゥ・エム
コロナ禍で失業または収入減による生活困窮者及びその支援団体が、なんとかなるさと思えるためのよりどころ・居
場所になるように食糧支援ランチの提供活動、どうぞプロジェクト事業「どうぞフード・どうぞランチ」

64

愛知県 町方ふれあい子ども食堂 ひとり親家庭を支援するための食材等宅配事業 70

愛知県 のわみ相談所 生活困窮者や他団体への食料配布のためのフードバンク事業 64

三重県 特定非営利活動法人　shining 子育て世帯の為の食料不安軽減事業 64

三重県 フードバンクISE フードバンク活動事業 54 ※

三重県 特定非営利活動法人　太陽の家 多様なニーズに応えるためのハイブリッド型の食支援事業 73

滋賀県 一般社団法人　changes 独居・貧困のご家庭・母子家庭のためのお弁当で人と人を紡ぐ tsumuguプロジェクト 70

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 53

兵庫県 公益財団法人　PHD協会 遠方の外国人困窮者に届ける食料支援事業 25

奈良県 社会福祉法人　御所市社会福祉協議会 食のほっと便事業 59

奈良県 特定非営利活動法人　フードバンク奈良 大学生や専門学校生等への食料支援事業 80

和歌山県 特定非営利活動法人  こども食堂わかやま 食支援を通じて、ひとり親等の困窮に陥る家庭を支える事業 67

鳥取県 フードバンクとっとり 地域の生活困窮者のための、フードシェア及び居場所づくり事業 78

島根県 フ－ドバンクしまね　あったか元気便 松江市内の小・中学校の「就学援助世帯」への食品提供事業 80

岡山県 社会福祉法人　笠岡市社会福祉協議会 一人暮らしの学生のための食の支援事業 43

岡山県 社会福祉法人　美作市社会福祉協議会 新型コロナウイルスの影響による生活困窮者支援のためのフードバンク事業 70

岡山県 社会福祉法人　新見市社会福祉協議会
「コロナやっつけ隊！！」新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困窮している方等様々なニーズを抱える
方への生活支援事業

79

岡山県 特定非営利活動法人　ジャパンハーベスト
孤独、孤立を感じている方々が他者とのふれあいを通じて、人の愛情やつながりを感じ、少しずつ前向きに考えるよ
うになることで、新たな一歩を進めるきっかけとなれるよう、食品の寄付を続けるフードシェアリング活動。

46

山口県 特定非営利活動法人　NO BORDER 想い合い支援プロジェクト 70

愛媛県 特定非営利活動法人　ｅワーク愛媛 食料支援が必要な方のためのコミュニティ・パントリー創出事業 79

愛媛県 特定非営利活動法人　ささえる 生活困窮世帯、ひとり親世帯・困窮学生等への食事支援事業 73

高知県 一般社団法人　高知あいあいネット 生活困窮者のための食糧支援と自立までの支援 　フードパントリーをするための拠点作り 51

福岡県 特定非営利活動法人　ふれあいフードバンク飯塚 福祉施設や団体、母子・父子家庭、外国人留学生などの食の支援のためのフードバンク事業 222 ※

福岡県 社会福祉法人　中間市社会福祉協議会 「みんなで乗り越えよう！」　未来を紡ぐ食の広域支援プロジェクト 80

福岡県 ふくおか筑紫フードバンク運営委員会 みんなの食と生活を支える！宅配フードパントリー&フードドライブ支援事業 71 ※

福岡県 フードバンク八幡西 地域の子育て支援のための子ども食堂等応援事業 67 ※

福岡県 特定非営利活動法人　Smileネットワーク北九州
コロナ禍で困難を抱える子育て家庭に寄り添う子ども食堂やフードパントリーを支 え、支援活動を充実させるための
ハブ拠点整備事業

76

佐賀県 特定非営利活動法人　フードバンクさが コロナ禍における、食品受け入れ拡大とフードバンク継続のための基盤整備事業 100

鹿児島県 あいら未来会議 「食」の困りごとをゼロにするためのフードパントリー事業の整備 80 ※

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 100 ※

鹿児島県 特定非営利活動法人　てしおて 地域の困窮者の為に必要な食材・物資を届ける事業 44

沖縄県 一般社団法人　おきなわジュニア科学クラブ ～地域福祉連携による、高齢者・障がい者・（児）・困窮家庭児童のための食支援～配食「美らおうえん便」事業 72

沖縄県 社会福祉法人　石垣市社会福祉協議会 食にお困りの方のためのフードバンク充実事業 72

合計 70件、4,977万円


