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北海道

旭川市
子どもの居場所づく
り緊急対策事業補
助金

－ － 市内でこども食堂等の子どもの居場所づくりを実施してい
る団体

4,000

夕張市 夕張まちじゅうこども
食堂事業

新型コロナウイルス感染症の影響で子育て負担が増
加していることから、0～18歳の児童・生徒がいる家庭

に市内の飲食店で使用できるチケット（1,000円分）を

児童・生徒1人につき２枚配布

委託料 0歳～18歳の児童・生徒がいる世帯 2,833

更別村 子育て世帯生活支
援事業

子ども食堂が実施する子育て世帯への食事の提供に
際し、感染症対策（密空間を避ける）のため屋外での
開催を準備しており、開催に必要な備品・設備の整備
に係る経費の助成を行う。

テイクアウト用食器、テント 

等
社会福祉法人更別どんぐり福祉会 1,200

江別市

商工会議所補助金
（学生ランチ、子育て
世帯・子ども食堂へ
の支援）

江別商工会議所が「新型コロナウイルス総合対策事
業」を行い、売上げが減少している各事業者を支援す
るとともに、市内大学生や子育て世帯の支援などを行
うための事業に係る経費に対する補助を行う。

事業費 江別商工会議所 6,000

岩内町 社会貢献団体活動
継続支援事業

感染症予防のための資材等を配布し、感染及び感染
拡大への予防を徹底する。

社会貢献活動を行っている
団体に配布する感染症予防
対策に必要となるマスク等の
物品の購入費。

社会貢献活動を行っている団体

　　・民生委員

　　・日赤奉仕団
　　・子ども食堂運営組織

361

岩手県 盛岡市 子ども食堂支援事業
補助金交付事業

新型コロナウイルス感染症の影響により，子どもの食
生活への不安や保護者の負担増などが懸念される
中，「子ども食堂」の活動を支援することにより，地域
の子ども等に安価で温かい食事や安心安全な交流の
場を継続的に提供するもの。

食事提供や衛生用品に係る
費用の他，子ども食堂の実
施に係る費用。

盛岡市内で子ども食堂を実施するもの。 4,438

秋田県 小坂町 ハートフル事業

感染症予防の観点から多世代交流拠点施設における
人が集まる活動が難しい状況下､ひとり親家庭や単身
高齢者等の孤立化を防ぐための居場所づくりが重要と
なることから､新しい生活様式に沿った新しいつながり
の創出にむけて感染予防対策に配慮したこども食堂
を開設する。高齢者や障害者の方々とともに運営する
ことで多世代の交流を促進するとともに、タブレット端
末等を併せて整備することで､直接集まらなくても孤立
化を防ぐための相談体制システムを充実させ、デジタ
ルシフト等への変化への手助けを行う

施設管理者への補助金 小坂町社会福祉協議会 9,000

宮城県

県 子どもの食緊急支援
事業

感染拡大防止の観点から，子ども食堂の開催に代
わって，弁当の提供やフードパントリー，食料等の宅
配などの活動を行う団体に助成するとともに，子ども
食堂の再開に必要なマスク，消毒液等衛生資材の購
入経費等を助成し，子ども達の食を支援する。

配送費，梱包資材購入費，
会場費等の必要経費，衛生
資材等購入費

民間活動団体 15,000

仙台市 子どもの見守り強化
事業

新型コロナウイルス感染症の影響による子どもの見守
り機会減少に対応するため，既存の子ども食堂に係る
助成対象経費に、子ども食堂を運営する民間団体が
行う配食・宅食および新型コロナウイルスの感染防止
に取り組むための経費を追加で助成対象とするもの。

(1)感染防止に係る経費（マ
スク等の消耗品費・ソーシャ
ルディスタンスを確保するた
めの事業実施に必要な場所
を借り上げる費用等）

(2)配食・宅食に係る経費（弁
当容器等の消耗品費・宅配
費等）

今年度の仙台市子ども食堂助成申請・決定団体（仙台市
内に住所を有する地域住民で組織し活動する団体、また
は仙台市内で活動する団体）

4,600

塩竈市 子どもの見守り活動
支援事業

子どもの見守り活動となる「子どもの居場所づくり」や
「子育て家庭への食料品提供・配食サービス」等の活
動を行う団体等に対して、感染症予防対策に係る支援
等を行うもの。

新型コロナウイルス感染症
予防対策に係る活動経費に
充てる助成金の交付

子どもの見守り活動や子どもの居場所づくりを行う地域住
民・民間団体

1,000

山形県 庄内町
生活困窮者等世帯
コロナ対応生活応援
米支給事業

町内の生活困窮者に対し、1世帯あたり県産米10kgを
生活応援米として配布する。また、子ども食堂などの
運営団体へ、県産米とテイクアウト等にかかる経費の
一部を支援する。

県産米購入費（配達料込）、
支援金

生活保護世帯（在宅）

生活困窮世帯（在宅）
子ども食堂運営団体

547

福島県

福島市 子どもの居場所づく
り支援事業 － － 市内子ども食堂等 1,300

郡山市
（仮称）郡山市子ども
食堂新型ウイルス感
染防止対策補助金

子ども食堂を運営する団体へ新型コロナウイルス感染
症防止対策に係る経費について補助を行う。

新型コロナウイルス感染症
対策に必要な経費（通常の
運営経費は除く）

郡山市子ども食堂ネットワークに登録している団体 1,100

郡山市 あさか舞児童・生徒
贈呈事業 昼食機会の増加による家計負担の軽減

市内小中学校児童・生徒に
郡山産米を贈呈

市内小中学校等に通学する小・中学生及び子ども食堂設
置運営者（一部）

25,165

白河市

子どもの居場所づく
り支援事業(子ども

食堂感染対策支援)

子ども食堂における新型コロナウイルス感染対策とし
て、食堂内の感染拡大を防止するため、アルコール消
毒液など衛生管理用品の購入や配達による食事の提
供などの費用に対し補助する。

アルコール消毒液など衛生
管理用品の購入や配達によ
る食事の提供などの費用に
対し補助

市内子ども食堂 500

田村市 子ども食堂開催支援
事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、子ど
も食堂が新しい生活様式に基づき運営できるよう、船
引総合福祉センターのフロアカーペットを修繕するとと
もに、飛散防止対策ボードを購入する。

フロアカーペット修繕費用、
飛沫防止対策ボード購入費
用

市内児童等、船引総合福祉センター 2,867

茨城県

水戸市 子育て広場等の感
染防止対策

感染防止対策のため，子育て広場等に消毒液，手指
消毒液等を配布する。

市民センター子育て広場　34か所

ぽかぽかつどいの広場　２か所３団体
こども食堂　５団体

消毒液

手指消毒液
非接触型体温計

－ 970

坂東市 テイクアウトこども食
堂運営等支援事業

幼児、児童等における密接等の回避と安定的な食事
の提供及び保護者の負担軽減

こども食堂の運営及び飲食
提供に要する経費

子ども食堂飲食助成券交付対象者

（1）ひとり親世帯等、家庭の事情により安定的な食事の確

保が困難なこども

（2）新型コロナウイルスの影響により一時的に安定的な食
事の確保が困難なこども

750

境町 境町子ども食堂助成
事業 － － 町内飲食店 4,850

境町 境町子ども食堂助成
事業

売上が減少している町内飲食店を支援することと併せ
て、子育て世帯を支援するため「子ども食堂」を実施。
18歳以下の子どもを対象に弁当を無料で提供する。 助成金 町内飲食店 4,690

埼玉県

加須市 子ども食堂支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響で、ひとり親等に食
材を配布するフードパントリーを回数を増やして実施し
ている。フードパントリーを実施する団体が使用する冷
蔵庫等を購入し事業を支援する。

冷蔵庫
低温貯蔵庫

フードパントリー実施団体 201

鴻巣市
次世代育成・子ども
子育て支援事業
（子ども食堂応援金）

新しい生活様式への対応のため、弁当や食材の配付
を行う子ども食堂に対し、事業支援を目的とした応援
金を支給する。

応援金の給付に係る経費 子ども食堂運営団体 600

鴻巣市

次世代育成・子ども
子育て支援事業
（子どもの貧困対策
拠点整備）

子ども食堂の運営が制限される中、子ども応援ネット
ワーク等から支給される食材等を集約し、必要とする
家庭に配付を行う活動拠点として、旧学童保育室を活
用するための修繕を行う。

施設の修繕に係る経費 旧屈巣学童保育室 1,887

上尾市 子ども食堂応援事業
新型コロナウイルス感染症により、経済状況が悪化し
た、子ども食堂の運営および利用者を支援するため
に、食材、消耗品等を提供する。

消毒液等の消耗品および食
材購入費

市内子ども食堂 967

三郷市
三郷市「子どもの居
場所」緊急対策事業
補助金

子ども食堂等の運営主体が実施する感染症対策の取
り組みを補助することにより、「子どもの居場所」の運
営継続を図る

補助金（市要綱により、空気
清浄機等備品購入費・マスク
等消耗品費・密の分散のた
めの会場使用料等・感染防
止周知チラシ等印刷費に対
して間接補助）

「子どもの居場所」を運営する法人・団体・個人 3,000
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埼玉県 鶴ヶ島市 子どもの貧困対策活
動支援事業

コロナ禍の影響により、人が集まる子ども食堂の実施
が困難になっていることから、新たに食材支援等の情
報を集約し効果的に発信する仕組み（ポータルサイト）
を構築することで、感染リスクを軽減しながら子どもの
貧困対策を推進する

子ども応援ポータルサイト構
築費用の補助 ポータルサイト運営NPO法人 2,057

伊奈町
新型コロナウイルス
感染症対策子ども食
堂支援事業

ひとり親家庭などの子どもの居場所づくりの取組であ
る「子ども食堂」の運営を支援するため、コロナウイル
ス感染症の感染対策を行う。

感染対策のためのマスク、消
毒液等の購入費用

・フェイスシールド

・マスク

・アルコールジェル

・プラスチックグローブ
・段ボール製デスク用間仕切
り

・デジタル温湿度計　

・非接触式　赤外線温度計
・除菌ウェットティッシュ（本
体）
・除菌ウェットティッシュ（詰
替）

運営：大針えがお食堂実行委員会（実施主体：社会福祉協
議会） 対象：大針・細田山に在住の子育て世帯（1回30食

程度）

 実施予定日：9月から毎月1回

470

三芳町 子ども食堂支援補助
事業

従前の方法で開催できなくなった子ども食堂主催者に
対し、弁当等の方法で事業を継続する場合、その期間
の運営費を補助することで、子どもやその家族への支
援の継続を図る。

補助金 子ども食堂運営者 750

千葉県

松戸市 子どもの貧困対策推
進事業

3密防止などの感染対策を講じながら活動する子ども
食堂の取組を支援する

子ども食堂実施団体（生活に
困っている子どもたちの食の
支援を行っている民間ボラン
ティア団体）の運営継続のた
め、緊急応援金を交付する。

子ども食堂実施団体 7,000

千葉市
子どもの居場所づく
り感染拡大防止対
策

子どもの居場所づくりの取り組みを実施する市民ボラ
ンティア団体等に対し支援を行うほか、子どもの居場
所に関する公共施設に物品を支給することで、新型コ
ロナウイルスに感染する機会の削減を図る。

子どもの居場所における新
型コロナウイルス感染症対
策に係る経費

子どもの居場所づくりを行う市民ボランティア団体等 2,149

我孫子市 子ども食堂臨時代替
事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、市内子ども
食堂の活動自粛が続いている中、食の支援の代替策
として、市内飲食店で使用できる食事券を生活困窮世
帯の子どもに配布する。

子ども食事券により支払いを
受けた飲食店への償還金 市内飲食店 15,600

東京都 国立市 子どもの居場所づく
り事業費

食事の提供を通して子供の居場所を確保するため、
地域の子育て支援活動に対して補助を行う。

子ども食堂を運営する事業
所への補助金 市内飲食店 6,590

神奈川県

横浜市 市民公益活動緊急
支援事業

市民の暮らしを支える地域の居場所づくりや高齢者の
見守り、子ども食堂や親子サポートなど、公益性の高
い活動を支援

ＮＰＯ法人等の活動継続に
対する補助金及び活動をサ
ポートするための事業費

公益性の高い活動を行うNPO法人等 93,000

相模原市 子ども若者育成支援
推進事業

地域住民によって運営されている子どもの居場所づく
りの取組に対して、新型コロナウイルス感染症拡大を
防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品を
支給し、継続的な事業実施に向けた環境整備を図るも
の。

適切な感染防止対策を行う
ための衛生用品の購入費 無料学習支援団体、子ども食堂 5,466

葉山町 子ども食堂支援補助
金

子ども食堂の感染拡大防止・3密対策を支援すること
で子どもが安心して利用できる衛生的な環境を整備す
る。

感染拡大防止・3密対策のた
めの消耗品の購入に対して
の補助を行う。

町民にボランティアで飲食を提供する子ども食堂 250

新潟県 新潟市 子ども食堂等活動支
援事業

子ども食堂運営団体の新しい生活様式に対応した活
動の支援

感染防止対策の為の備品購
入費等 子ども食堂運営団体 5,100

富山県

とやまっ子エールご
はん緊急支援事業

新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、ひとり
親家庭など特に支援が必要な子どものいる家庭への
食事提供を実施する子育て支援団体等に対し、必要
な経費を助成する。

感染症対策に係るかかり増
し経費、運営強化のための
備品購入費

ひとり親家庭を支援する活動を実施するNPO・団体

 こども食堂を運営する団体
8,000

氷見市 子ども食堂支援事業
費

こども食堂は、経済的に困窮している世帯の子どもや
保護者の帰宅が遅い家庭の子どもに温かい食事を提
供するほか、子どもが地域の住民と広く触れ合うことを
目的に実施されている。基本的にはボランティアであ
るが、野菜などの食材は市民からの寄附、その他の費
用はスタッフの支援で運営している。
コロナ禍においては、収入が減少している世帯の子ど
もに対して更なる支援が必要であり、また、外出の自
粛を求められている子どもに居場所を提供するために
も、こども食堂に対して支援を行うものである。

こども食堂の運営費への補
助金 ひみキトキト食堂「ふじみだい」

ひみキトキト食堂「あさひがおか」
ひみキトキト食堂「みやだ」

300

長野県

上田市 子育て家庭等生活
支援事業

観光協会で売上が減少している観光事業者余剰在庫
（食料品等）を買上げ、フードバンクを経由して子ども
食堂及び生活困窮世帯へ配布する。

観光協会の観光事業者から
の余剰在庫買上経費 信州上田観光協会、子ども食堂 1,100

諏訪市 子どもの居場所づく
り運営支援事業

民間により運営されている子ども食堂や学習支援の
活動に対し感染予防対策をすることにより、安心な居
場所の提供を行う。

子どもの居場所を運営してい
る団体による感染予防対策
に対する支援補助

子ども食堂等の運営者 200

山形村 子ども食堂臨時代替
事業

生活困窮となっている１８歳未満の子どもを持つ家庭
等へ村内の飲食店で製造した弁当を提供することによ
り生活支援を行う。

弁当代　５月～6月末まで週2
回、計１７回実施　

配達を請け負っている事業者 379

愛知県 こども食堂感染症対
策事業費補助金

すべての子ども食堂に衛生用品等の購入費を補助す
ることで、子ども食堂における新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止を図り、安心・安全な子ども食堂の
開催を支援することを目的とする。

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大を踏まえ、感染
症対策の徹底を図りながら
子ども食堂を開催するために
必要となる衛生用品の購入
経費に対して、子ども食堂１
カ所あたり１０万円を上限に
補助を行う。

県内で子ども食堂の運営を行っている、又は行う予定の団
体

17,500

滋賀県

県
滋賀ならではの子ど
も食堂地域インフラ
化推進事業

感染防止のためのマスク等衛生用品の入手ができ
ず、開催が非常に困難となっている子ども食堂運営者
に対し、当面の間（８週間）は県でマスク等を一括購入
し配布することで、子ども食堂の円滑な運営を図る。

マスクおよび消毒用エタノー
ルの購入費用

マスク

エタノール　　
－

167

県
子ども食堂等新型コ
ロナウイルス感染防
止対策事業

子ども食堂等に対して、マスク等の衛生用品を県が一
括購入し配布することで、運営を支援する

マスクや消毒用エタノール等
の購入費

子ども食堂等 3,336

県 子ども食堂へのアウ
トリーチ型支援事業

緊急雇用対策として、「子どもの笑顔はぐくみプロジェ
クト」への物資等提供の増加に伴い、活動団体へ物資
等を迅速に届けるとともに、物資受入から配布までの
仕組みづくりを支援する

人件費 滋賀県社会福祉協議会 2,158

米原市 子ども食堂応援事業

コロナ禍により活動縮小を余儀なくされている、市内の
子ども食堂の再開と運営を後押しするため、施設の感
染予防等に必要な衛生用品の支給と運営支援交付金
を交付する。

衛生用品購入経費および子
ども食堂運営支援交付金交
付に係る経費

市内の子ども食堂 1,000

京都府

府 こどもの城づくり臨
時対策支援事業

現在休止・自粛中の子ども食堂やこどもの居場所の運
営再開に向けた支援

「きょうと子ども食堂」や「ひと
り親家庭のこどもの居場所」
の感染防止対策のための設
備購入等に対する助成に係
る経費

「きょうと子ども食堂」や「ひとり親家庭のこどもの居場所」 8,638



都道府県名 市町村名 事業の名称 事業概要（目的・効果） 交付金を充当する
経費内容

事業の対象（交付対象者、対象施設等）
総事業費

(千円)

京都府

府 ひとり親家庭等緊急
支援事業

コロナ禍における就労環境の変化等に伴うひとり親家
庭の生活不安に対応するために相談体制を強化する
とともに、子ども食堂・こどもの居場所における年末年
始の催しを支援

ア　年末年始期間中の夜間
休日におけるひとり親家庭に
対する相談体制の拡充、心
理的なアプローチが可能な
専門カウンセラーの新規配
置に係る経費（相談員・カウ
ンセラー人件費、会場使用
料、通信料）
イ　ひとり親家庭等の子ども
の受け皿となる子ども食堂・
こどもの居場所において、感
染対策を講じて実施する年
末年始の催しに対する支援
に係る経費（補助金、委託
料）

ひとり親家庭 4,511

大阪府

松原市 子ども食堂応援事業

新型コロナウイルスの影響により、経済的に困難な子
育て世帯やその子どもたちを支援することを目的に、
子どもの居場所づくりを行っている子ども食堂に対し、
子どもの食事に関する食材相当分の費用を補助する
活動支援を行う。

子どもの食材分を補助する
経費 松原市社会福祉協議会 500

泉南市 子育て世帯支援活
動事業

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている
子育て世帯の支援。

お弁当の無償テイクアウト・
デリバリーの実施に必要な
経費。補助金として対象事業
者へ交付する。

子ども食堂、ボランティア団体、小規模経営の飲食店業者
等

3,600

兵庫県

神戸市
こどもの居場所づく
り事業（テイクアウト
型）

－ － こども食堂を運営する地域団体 6,000

尼崎市
尼崎市「子どもの食
の確保」緊急対応事
業

小中学校等の臨時休業を受け、家庭事情等により昼
食を十分に摂ることができない児童等に対し、子ども
食堂が昼食を提供するための経費の一部を補助す
る。

補助金 児童等に昼食を提供する子ども食堂 1,250

西宮市 西宮市子ども食堂運
営支援事業

学習支援、地域との交流及び家庭事情等により支援
が必要な子供たちを含む地域の子供たちの居場所づ
くりを促進するため、子ども食堂が実施する事業に要
する経費の一部を補助する。

食事を提供する事業に要す
る経費、学習支援、地域との
交流及び子供の居場所づく
りに要する経費

西宮市内で「子ども食堂」を開設する団体 1,000

赤穂市 子ども食堂特別支援
事業 － － 子ども食堂実施団体 100

宝塚市 子ども家庭支援セン
ター事業

子どもの食の支援のため、子ども食堂が実施する子ど
も向けの弁当の提供にかかる費用の一部を助成し、
地域の中で子どもたちを見守り、育ちを支援する

子ども食堂運営事業助成費
（子育て支援グループ活動促
進事業助成金）

子ども食堂を運営する非営利団体 1,600

丹波篠山市 子育て世帯支援活
動事業

新型コロナの影響で孤食を余儀なくされた子供に対し
て、子ども食堂を開設する

子どもの食応援事業補助金 子ども食堂等開設団体 2,000

奈良県

県
地域で子育てを支え
るこども食堂支援事
業

学校の臨時休業等により在宅学習を行う児童・生徒の
家庭について、こども食堂が新たに食品のデリバリー
やテイクアウトを通じた見守り活動を実施するために
必要な経費について支援

学校の臨時休業等により在
宅学習を行う児童・生徒の家
庭について、こども食堂が新
たに食品のデリバリーやテイ
クアウトを通じた見守り活動
を実施するために必要な経
費について支援

こども食堂 13,000

県
こども食堂における
県産牛肉等提供推
進事業

臨時休業による給食の中止などにより消費が減少して
いる県産牛肉の需要喚起のため、こども食堂が県産
牛肉を使用したメニューを提供する場合に、県産牛肉
等の費用を補助

県産牛肉、大和肉鶏の購入
費 こども食堂 3,000

鳥取県

県 こども食堂緊急応援
事業 － － (1)民間団体等

(2)､(3)市町村又は民間団体等

4,598

鳥取市 子ども食堂・地域支
え合い活動補助金 ― ― 鳥取市地域食堂ネットワーク 9,338

鳥取市 フードサポート事業

新型コロナウイルス感染症の影響により増加した生活
困窮者、また生活困窮世帯の子どもを支援するため、
食品ロス削減に協賛する企業を募り、生活困窮者本
人や、子ども食堂運営団体へ寄附食材を配布する活
動を支援する。

フードサポート事業に要する
経費（スタッフ雇用、食品管
理システム導入、備品購入）

鳥取市地域食堂ネットワーク 2,370

岩美町 子どもの居場所づく
り事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受
け、生活困窮等によるこども食堂利用者の増加、子ど
もの居場所づくりのため、一時的に開催回数を増やす
取組を支援する。

こども食堂開催補助金 こども食堂運営者 500

広島県 尾道市
子育てサロン及び子
ども食堂等感染防止
対策事業

子育てサロン、子ども食堂、子どもの居場所での感染
防止のため、非接触型体温計や消毒液等の購入を行
う。

施設における感染防止対策
に係る経費

－ 354

山口県

県
やまぐち子ども・子
育て応援ファンド事
業

子ども食堂への緊急支援策として、緊急事態宣言後
の新しい生活様式に対応するための緊急助成枠の創
設

新しい生活様式による開催
経費、感染予防のための消
毒液、マスク、使い捨て容器
等

子ども食堂（登録制度に登録している団体に限る） 2,950

宇部市 感染拡大防止資器
材配備事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必要とな
る資器材を購入し配備する。

必要となる消毒液・マスク等
の購入のため経費を交付対
象経費とする。

市民・ふれあいセンター分

ときわ公園分

UBEビエンナーレ

防災・庁舎内配備・防災取りまとめ

消防団

図書館

自主子育てサークル

若者ほっとカフェ、フリースペース

青少年会館

こども食堂
庁舎

27,870

香川県 高松市 こども食堂等緊急対
策事業 新型コロナウイルスの感染拡大防止

感染拡大防止に配慮した形
で行うこども食堂等の運営経
費の補助

市内子ども食堂 4,000

福岡県

北九州市 子育て世帯臨時フー
ドパントリー事業 子ども食堂や子育て支援事業を実施している団体 2,100

北九州市
新型コロナ対策子育
て世帯フードパント
リー事業

継続した取り組みとしてフードパントリー事業を実施す
るため、市内１０ヶ所の子ども食堂を対象に活動経費

の補助を行う。【№8の拡充】
補助金 子ども食堂や子育て支援事業を実施している団体 3,000

北九州市
子ども食堂への地元
食材消費拡大支援
事業

農林水産物の消費拡大を図るため、地域で居場所を
作ることが重要だとして新たに開設する動きが広がっ
ている子ども食堂に対し、直売所や朝市で使用できる
クーポン券を子ども食堂運営団体に配布するもの。

クーポン券経費、事務管理
費 子ども食堂運営団体 30,000

福智町 こども食堂緊急応援
事業

町内の子ども食堂に対する支援事業。
子ども食堂の開催あるいは弁当の配布・配達等により
地域で子どもたちを見守る環境を維持する取り組みに
対して補助する。
運営費のほか、運営および新型コロナウイルス対策に
あたり特に必要な備品購入費、軽微な施設整備費等
を補助。

町内の子ども食堂に対する
支援事業。
子ども食堂の開催あるいは
弁当の配布・配達等により地
域で子どもたちを見守る環境
を維持する取り組みに対して
補助する。
運営費のほか、運営および
新型コロナウイルス対策にあ
たり特に必要な備品購入費、
軽微な施設整備費等を補
助。

子ども食堂 500

熊本県

子ども食堂活動支援
事業

子ども食堂を運営する団体等に対し、安全・安心な活
動ができるよう新型コロナウイルス感染症対策に要す
る経費を支援し、ひいては厳しい環境にある子どもの
生活支援につなげる。

子ども食堂を運営する団体
等が安全・安心な活動を実
施するために必要な経費（マ
スク、消毒液等の衛生消耗
品代、弁当容器代等）

既設分：R2年4月1日時点で既設の子ども食堂の運営団体

新規開設分：R2年4月1日以降に新規で子ども食堂を開設
した団体

19,800
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総事業費
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熊本県

山鹿市 福祉施設緊急対策
事業

生活維持サービスのため、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止を強化し、事業継続に取り組んでいる
福祉サービス事業者への支援

ⅰ介護施設（法人事務所所
在）

ⅱ介護施設（ⅰを除く）   　　　　
ⅲ障害者（児）施設（法人所
在） 
ⅳ障害者（児）施設（ⅰを除
く）　
ⅳ児童福祉施設（放課後児
童クラブ・子ども食堂含む）

ⅰ介護施設（法人事務所所在）

ⅱ介護施設（ⅰを除く）   　　　　

ⅲ障害者（児）施設（法人所在） 

ⅳ障害者（児）施設（ⅰを除く）　
ⅳ児童福祉施設（放課後児童クラブ・子ども食堂含む）

22,450

菊陽町 子ども食堂臨時代替
事業 － － 要保護児童対策地域協議会に登録されている児童等 534

菊陽町
子ども食堂臨時代替
事業
【二次】

新型コロナウイルス感染症の流行により学校等が休
業となった場合において、要保護（要支援）児童を中心
にテイクアウト用のお弁当の提供を行う。

食事の確保が必要な子ども
にテイクアウト用のお弁当等
を提供するのに必要な経費

お弁当等
消耗品等（マスク、消毒液、
アルミホイル等）

調理機材（運搬用かご等）

車両燃料費
調理員人件費

要保護児童対策地域協議会に登録されている児童等 534

大分県 県
多世代交流・支え合
い活動等感染症対
策支援事業

子どもの見守り機能の維持や地域における高齢者等
の社会的孤立の抑止のため、新型コロナ感染症の影
響で活動を縮小・休止している｢子ども食堂｣等の活動
の継続・再開への取組を支援するとともに、解雇や雇
い止め等により現住居からの退去を余儀なくされるな
ど住まいに困窮されている方々を県営住宅で受け入
れるための環境整備を行う。

ア：布製マスク、消毒液を県
が一括調達し対象団体に交
付
イ：活動内容の見直しに伴う
かかり増し経費を助成
ウ：県営住宅における住まい
の困窮者の受入環境整備

｢子ども食堂｣｢地域子育て支援拠点｣｢高齢者サロン｣

 ｢住民参加型福祉サービス｣を運営する団体等
（県営住宅環境整備は県直営）

169,993

宮崎県

延岡市 子どもの食事支援事
業

小中学校の臨時休業にあたり、この期間中に保護者
の仕事や健康上の理由などにより食事提供に困難が
生じている家庭等の子どもたちへの食事提供を支援
するため、子ども食堂など無償で保護者の仕事や健
康上の理由などにより食事を提供できないご家庭の子
どもへの食事（弁当）の提供を行う団体等に対し、その
食材確保等の費用の一部（人件費を除く）を助成す
る。

補助金 こども食堂等小中学生等に対し無償で食を提供する団体 500

小林市 新しい生活様式の子
ども食堂応援事業

新型コロナウイルス感染症対応に苦慮する市内の子
ども食堂運営団体に、感染対策を行う際の費用の一
部を補助することで、感染リスクの軽減と子どもの居
場所確保につなげる。

新しい生活様式のための子
ども食堂運営費補助 事業対象　子ども食堂運営団体 400

日向市 子ども食堂食事支援
事業

小中学校の臨時休業等により食事に困る家庭の児童
生徒に対して、食事支援を臨時的に行う団体の運営
継続を支援する。

団体の運営継続のための補
助金に係る経費 市内の子ども食堂を運営する団体 400

国富町
こども食堂コロナウ
イルス感染拡大防
止事業

こども食堂開設時における感染拡大防止を図るため、
空気清浄機を購入する。

空気清浄機を購入 社会福祉協議会 300

鹿児島県

県 子ども食堂緊急対策
事業

- - 県登録子ども食堂 2,150

鹿児島市
地域の飲食店子ども
食堂プロジェクト事
業

― ― かごしま子ども食堂地域食堂ネットワーク 4,500

沖縄県
県 子ども食堂等への果

実提供事業

コロナ禍により影響が生じている県産果実（パイナップ
ル・マンゴー）を子ども施設等へ提供し、その需要喚起
を図り、子ども達の県産農産物に対する意識醸成を図
る。

委託料
果実提供希望のある県内の子どもの居場所・子ども食堂、
県内の児童へ食事を提供している保育施設（認可保育所
等・認可外保育施設）

11,251

糸満市 子ども食堂支援事業
子ども食堂を運営する団体に補助金を交付することに
より、持続可能な仕組みを構築 運営補助金 子ども食堂事業主体 150


