
長引く物価高騰等の影響により、生活に困っている方々を取り巻く

環境は、一層深刻化していることから、団体の皆さまによる活動に

対するニーズや期待は、非常に高まっているところです。

そこで、支援団体が行う「令和5年4月1日以降の活動」に対して、

県から活動に必要な食品を無償提供し、活動を後押しします。

支援活動を考えている団体の皆さまにおかれましては、

当支援制度を活用いただき、活動への取り組みをお願いします。

徳島県 保健福祉部 国保・自立支援課（保護・自立支援担当）

〒770-8570 徳島県徳島市万代町１丁目１番地（徳島県庁・11階）
問い合わせ

申し込み先
電話 088-621-2166 ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-621-2913 ﾒｰﾙ kokuhojiritsushienka@pref.tokushima.jp

「支援活動に取り組む団体」や「こども食堂、ユニバーサルカフェを運営する団体」などが

支援活動の内容に応じて、「食品（県産米、県産食品、調味料など）」を無償提供します。

裏面の募集要領を確認の上、「郵送」「持参」「ﾌｧｸｼﾐﾘ」「ﾒｰﾙ」「電子申請ｼｽﾃﾑ」の

２ 支援対象となる活動

徳島県支援活動に取り組む団体の皆さまへ、徳島県からのお知らせです

３ 県から提供する食品

１ 応募方法・配送など

いずれかの方法で応募してください。

申込書の到着後、活動内容を確認した上で、県事業の趣旨と合致する活動の場合、

活動日に間に合うように、指定のあった場所へ食品を配送します。

「毎月の開催回数」に応じて、県産米や調味料などを提供（開催応援コース）

「支援対象者数」に応じて、県産米や県産食品などを提供（配布応援コース）食品の配布
(ﾌｰﾄﾞﾊﾟﾝﾄﾘｰ活動など)

(こども食堂、ﾕﾆﾊ゙ ｻーﾙｶﾌｪなど)

※政治活動、宗教活動、営利活動を主たる目的とする団体が行う活動は支援対象外です。

「令和5年4月1日以降」に行う「生活に困っている方への食料支援活動」が支援対象となります。

支援団体から

県へ応募

県から団体へ

応募内容の

確認連絡

配送希望日に

食品を配送

団体において

活動準備

支援活動の

実施・開催
県へ報告書を

提出

４ 応募から配送までの流れ

へ食品を無償提供します!!

配布準備や当日活動時に「活動応援員（ボランティア）」を希望する場合は、募集を支援します。

【募集期間】

令和5年 月 日～令和5年 月 日

食事の提供

団体から希望があれば
ボランティアの募集をお手伝いします

生活に困っている
「支援活動団体」方々を支援する

[電子申請はこちらから]

両方の活動を行う団体で、それぞれ異なる日に実施する場合

両方のコース（配布応援・開催応援）に応募可能

※申込日から
1か月以内の活動 ※3日以内に連絡

※活動実施日から
概ね2週間以内
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 特定非営利活動法人や社会福祉法人、任意団体などの「団体」であること。

 生活に困っている方々を対象とした「支援活動に取り組む団体」や「こども食堂やユニバーサルカフェを運営する団体」であること。

 政治活動、宗教活動、営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

 暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。

 県内において実施される「生活に困っている方々」を対象とした「食料支援活動（令和5年4月1日以降）」であること。

 支援活動時において、県から別途送付するパンフレット等の配布に協力すること。

 一部の特定の者への限定的な活動ではなく、不特定多数の者を対象とした活動であるなど、幅広い方を支援する活動であること。

 政治活動、宗教活動、営利活動、売名活動など、一般の誤解を招き、県の信用を損ねることにつながると考えられるような活動でないこと。

 明らかに、別の目的や意図を持つと考えられるなど、当事業の趣旨に沿わない活動でないこと。

 支援活動の内容（「食品の配布」又は「食事の提供」）に応じて、食品を無償提供します。

 ※支援する食品については、県内事業者を支援する観点から、県内事業者が生産した県産米や加工食品などの「県産食品」を提供します。

 ※また、県内の障がい者就労支援施設が製造する「焼き菓子」や「菓子パン」、「エコバッグ」も提供します。

 ※ただし、調達状況によっては、県産食品以外の食品を提供することや、全ての食品を提供できない場合もありますので、ご了承ください。

 フードパントリー活動など「食品の配布」を行う団体は、「配布応援コース（県産米、県産食品など）」への応募が出来ます。

 ※1団体当たりの支援上限は、 「活動1回あたり100人分まで」かつ「１月あたり申込み4回まで（各月200人分が上限）」となります。

 ただし、過去に食料支援の実績があり、上限を超えた活動を行うことが出来る体制や実績を有している場合には、別途相談に応じます。

 ※なお、食品は「ケース単位（箱ごと）」で配送しますので、支援対象者への配布準備は、団体の皆さまで行っていただく必要があります。

 こども食堂やユニバーサルカフェなど「食事の提供」を行う団体は、「開催応援コース（県産米、調味料など）」への応募が出来ます。

 ※1団体当たりの支援上限は、 「１月あたり３セットの提供まで」となります。

 「食品の配布」と「食事の提供」の両方の活動を行う団体で、それぞれ異なる日に実施する場合は、両方のコースへの応募が出来ます。

 「応募申込書」を記載していただき、「郵送」「持参」「ファクシミリ」「メール」「電子申請システム」のいずれかの方法で申し込んでください。

 申込みに必要となる「応募申込書」については、県ホームページからダウンロードできます。

 食品調達から配送までに日数を要するため、配送希望日の「２週間以上前まで」に応募してください。

 ※申込日から配送希望日が２週間以内の場合、配送希望日までに配送が間に合わないことがありますので、ご注意ください。

 配布準備や当日活動時において、「活動応援員（ボランティア）の募集」を希望する場合は、募集に向けた手伝いを行いますので、ご相談ください。

 令和５年３月１０日（金）から 令和５年６月３０日（金）午後５時まで（必着）

※申込日から概ね１か月以内に実施する活動について、申込みを受け付けます。

※県予算の都合上、応募状況が予算額に達した場合は、その時点で募集を終了します。

 申込みの到着後、県から応募団体へ電話連絡させていただき、活動内容などの確認をさせていただきます。

 確認の結果、県事業の趣旨と合致すると認められる場合は、配送希望日に、指定場所へ食品を配送します。

 ※申込みから３日以上経っても、県からの連絡が無い場合、申込みが届いていない可能性がありますので、一度連絡をお願いします。

 詳細な配送日時については、県または配送業者から連絡しますので、配送時に確実に受け取ることができるように、ご協力をお願いします。

 支援活動の実施後、概ね２週間以内に「活動報告書」を提出してください。

支援活動団体（食料支援活動） 募集要領

 県から提供する食品については、支援活動を通じて、必ず使い切るようにしてください。

 県から提供する食品を用いて、支援対象者などから金銭を得ること（販売など）は禁止しますので、必ず無償で支援してください。

 応募内容と異なる目的や意図をもって、県から提供する食品を使用した場合には、提供した食品の相当額を賠償してもらうことがあります。

 県の他支援制度や国・他自治体の補助や支援を受けた取組みに対しては、当事業では支援できませんので、ご注意ください。

R5.3.10 ver1

応募資格 (次の全ての要件を満たす団体)1

支援対象となる活動 (次の全ての要件を満たす活動)２

県から提供する食品３

応募方法４

募集期間５

応募後の流れ６

注意事項７



※団体としての「これまでの支援活動（食料支援活動以外の活動についても）」の内容や実績を記載

　※収集した情報は、食品提供に係る業務以外には利用しません。なお、配送に必要な範囲内で、第三者に提供することがあります。

【支援活動内容】 ※ここに、活動予定の内容（県からの食料支援を希望する活動内容）を記載

※原則、申込日から２週間後以降

 ※活動日が複数ある場合は、各月４回まで申込み可  ※１月ごとに申込み、１回の申込みで複数月分は不可
 ※各月ごとに１団体あたり各商品２００までが応募上限  ※開催月が複数ある場合は、各月ごとに申込み必要

【活動分類が「食事の提供」の場合、ここの該当する□にチェック】

□ 申込日時点に、徳島県ホームページ「こども食堂」一覧に掲載されている

□ 徳島県社会福祉協議会「子どもの居場所づくり推進基金」の助成団体のうち、こどもへの食事提供を実施している

□ 申込日以前からこども食堂を開催しており、食品衛生法による飲食店営業等許可を取得している

□ 申込日以前からフードパントリー（こどもへの食品の無償提供）を実施している

□ 申込日時点に、徳島県版ユニバーサルカフェの認定を受けている

□ その他（上記５つの項目に該当しない団体で、開催応援コースを希望する団体はここにチェック）

食事の提供（こども食堂、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｶﾌｪなど）→「開催応援コース」への応募が可

【団体・法人情報】 【連絡担当者】
申込日 令和　　年　　月　　日

 団体名  氏名

袋

 県産食品セット
ｾｯﾄ 県産米セット

【提供希望セット】

人

 令和　　年　　月　　日（　　）

 代表者 職・氏名  連絡先(電話番号)

 ※両方の活動を行う団体で、それぞれ異なる日に実施する場合は、両方のコースへの応募が可

 主な活動内容や
 直近の実績など

 活動分類

□ 食品の配布（フードパントリー活動など）　→「配布応援コース」への応募が可

□

 所在地 メールアドレス

 活動内容
 ※対象者､支援内容など

 配送希望先
 ※番地､建物名も記載

 活動場所
 ※建物名 又は 住所

 配送希望日

 開催月

「配布応援コース」はこちらを記入

月

「開催応援コース」はこちらを記入

 １回開催
 あたりの
 参加人数

各月の開催回数分(＝セット数)
まで申込み可

 開催予定日
 ※各月に3回以上
　 開催する場合、
   3回分のみ記載

 (応募上限数)
  １月あたりの
  参加人数まで

 エコバッグ

 菓子パン

 令和　　年　　月　　日（　　）
 午前・午後　　時～

 活動日時(予定)

 焼き菓子

 支援予定人数 人

【提供希望商品】
それぞれの商品ごとに
「支援予定人数分」まで申込み可

 県産米 袋

ｾｯﾄ

③ 　　　　月　　　日（　　）

　　　　月　　　日（　　）

　　　　月　　　日（　　）①

②

「記入漏れや虚偽の記載がないこと」､「政治活動、宗教活動、営利活動を主たる目的とする団体
 でないこと」､「支援活動団体（食料支援活動）募集要領」に同意の上、申し込んでください。

同意します
□

 活動応援員(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)希望
 ※県で募集のお手伝いをします

 □ 募集希望あり（別紙「募集希望書」を提出してください）　　□ 希望なし

ｾｯﾄ
個

袋

 調理支援セット
袋 焼き菓子

 (応募上限数)
  開催回数分の
　セット数を
　申込み可

 (応募上限数)
  活動１回あたり
　各商品１００まで

　※各商品ごとの申込みは
　　10単位となります

支援活動団体（食料支援活動） 応募申込書 R5.3.17 ver2

提供する各商品、各セットの詳細については、別紙「提供食品一覧」をご覧ください



 県産米  県産米  ５ｋｇ袋

 県産食品セット  インスタントラーメン  １袋５食入

 ※１セットあたり  カップ麺（うどん）  １食分

 カップ麺（中華麺）  １食分

 レトルトカレー  １食分

 魚缶詰  １食分

 肉缶詰  １食分

 みかんゼリー  １食分

 インスタント味噌汁  １箱８食入

 海苔佃煮  １個

 カロリーメイト  ２箱  １箱２本入

 ソイジョイ  ２本

 焼き菓子  ｸｯｷｰ、ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ、ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ など  １袋  賞味期限２週間程度

 ※障がい者就労支援施設  ※提供商品は製造施設により異なる  ※配送は活動日前日 

 菓子パン  あんﾊﾟﾝ、ｸﾘｰﾑﾊﾟﾝ、ｸﾛﾜｯｻﾝ など  １個  賞味期限２日程度

 ※障がい者就労支援施設  ※提供商品は製造施設により異なる  ※配送は活動日前日 

 エコバッグ  障がい者就労支援施設が製造した  １袋

 ※障がい者就労支援施設  エコバッグ

 県産米セット  県産米  ３０ｋｇ

 ※１セットあたり  (5kg袋×6袋)

 調理支援セット  味噌  750g × ３個

 ※１セットあたり  マヨネーズ  450g × ３個

 ケチャップ  500g × ３個

 めんつゆ  500ml× ３個

 白だし  500ml× ３個

 顆粒だし   40g × ３個

 しょうゆ  450ml× ３個

 キャノーラ油 1,000g× ３個

 カレールウ  230g × 10個

 クリームシチュールウ  180g × 10個

 ハヤシライスルウ  184g × 10個

 ホットケーキミックス  600g × ５個

 焼き菓子  ｸｯｷｰ、ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ、ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ など  １袋  賞味期限２週間程度

 ※障がい者就労支援施設  ※提供商品は製造施設により異なる  ※配送は開催日前日 

備考

項目名 商品名 規格・内容量 備考

 □ 配布応援コース

 □ 開催応援コース
項目名 商品名 規格・内容量

支援活動団体（食料支援活動） 提供食品一覧 R5.3.10 ver1

各コースごとの提供予定食品や規格・内容量となりますので、申込みの際の参考にしてください。

ただし、調達状況によって、提供できる食品の種類や規格・内容量が異なったり、増減することもあります。



　※収集した情報は、食品提供に係る業務以外には利用しません。なお、募集に必要な範囲内で、第三者に提供することがあります。

○　活動応援員の方に行っていただく内容は、「配布準備」や「当日活動」の応援を想定しております。

　　　時　　分までに集合

 募集締切日時  令和　　年　　月　　日（　　）　　　時まで（締切）

 備　　考

※その他、ご希望やご意見などがあれば、記入してください

 集合場所
 ※作業場所と異なる場合

 集合時間

【団体・法人情報】 【連絡担当者】
申込日 令和　　年　　月　　日

 団体名  氏名

 代表者 職・氏名  連絡先(電話番号)

 所在地 メールアドレス

 作業内容
 ※作業してもらいたい
　 内容を詳細に記載

□ 活動応援員（ボランティア）について

　　（例１）食品の配布（フードパントリー活動）の場合
　　　　　　　→　県から配送した食品を段ボールから取り出し、エコバッグへ詰め込む作業
　　　　　　　→　当日、配布会場での支援対象者への配布補助

　　（例２）食事の提供（こども食堂やユニバーサルカフェなど）の場合
　　　　　　　→　当日、こども食堂やユニバーサルカフェなどの開催・運営補助

○　費用は基本的に無料ですが、ボランティア保険の加入費用など一部負担が発生することもあります。
　また、活動応援員が作業する場所やスペースについては、支援団体側で確保をお願いします。

○　県においては、支援団体の皆さまが行う支援活動を更に後押ししたいと考えており、
　希望する団体に対しては「活動応援員（ボランティア）」の募集に向けて、お手伝いをします。

 募集希望人数 人

○　募集情報をもとに、希望者から応募（直接連絡）がありますので、
　希望者からの応募後は、当事者間で内容や条件の連絡・了解の上、責任をもって行ってください。

　

□ 募集に必要な情報　※以下の項目を入力してください

○　なお、ボランティアとしての募集となることから、希望をいただいたとしても、
　応募状況によっては、ご希望に添えないこともありますので、あらかじめ、ご了承ください。

 作業場所
 ※番地､建物名も記載

 作業日時
 ※従事予定時間

 令和　　年　　月　　日（　　） 　　　　時から　　　時まで（休憩時間　　　　分）

支援活動団体（食料支援活動） 活動応援員 募集希望書 R5.3.10 ver1

② 希望者から支援団体へ直接申込みがありますので、直接やり取りの上、条件が合えば、マッチング。

① 支援団体から活動応援員（ボランティア）の募集希望があれば、

【 募集からマッチングまでの流れ】

県から「大学や障がい者就労支援施設、ボランティア団体などへ募集情報を提供」します。



　※収集した情報は、食品提供に係る業務以外には利用しません。

【支援活動内容】 ※ここに、県からの食品提供を受けて実施した活動の実績を記載

【活動状況報告】 ※活動概要を簡単に記載してください。写真の添付、貼付などでの代替でも構いません。

 代表者 職・氏名  連絡先(電話番号)

【団体・法人情報】 【連絡担当者】
報告日 令和　　年　　月　　日

 団体名  氏名

 所在地 メールアドレス

 活動分類
□ 食品の配布（フードパントリー活動など）　→「配布応援コース」

□ 食事の提供（こども食堂、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｶﾌｪなど）→「開催応援コース」

配布応援コース

 活動日時(実績)
 令和　　年　　月　　日（　　）
 　　  　時から　　　時まで

 支援人数(実績) 人

開催応援コース

 開催月 月  開催日(実績)

 ①　　 月　　日（　　）　　時～　/　参加人数　　 　　人

 ③　　 月　　日（　　）　　時～　/　参加人数　　 　　人

 ②　　 月　　日（　　）　　時～　/　参加人数　　 　　人

その他（　　　　　　　　　）

 県から配布した
 食品等について

「記入漏れや虚偽の記載がないこと」、「県から提供された食品は全て使い切っていること」、
「支援活動団体（食料支援活動）募集要領」に同意の上、報告してください。

同意します

□

□ 食品は全て使い切りました

□ パンフレットは配布しました

□

 活動内容
 ※対象者､支援内容など

 活動場所
 ※建物名 又は 住所
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