
これまでの提供実績
令和５年３月更新

庁名 品目 引渡時期 提供個数 提供先

府中刑務所 アルミ包材個包装のパン 2022年4月27日 601個 バラエティクラブ

函館地方法務局 レトルト食品 2022年5月9日 66個 フードバンク道南協議会

宇都宮少年鑑別所 アルファ化米 2022年5月10日 222個 NPO法人フードバンクうつのみや

宇都宮少年鑑別所 レトルト食品 2022年5月10日 32個 NPO法人フードバンクうつのみや

宇都宮少年鑑別所 缶詰 2022年5月10日 24缶 NPO法人フードバンクうつのみや

岐阜地方法務局 パン缶 2022年5月13日 216個 特定非営利活動法人ブリッジ

静岡地方法務局 パンの缶詰 2022年5月26日 216個 mix'SDG

東京少年鑑別所 安心米（アルファ米）白飯 2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）五目
ごはん

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）わか
めごはん

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）ひじ
きごはん

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）きの
こごはん

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）山菜
おこわ

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）海鮮
おこわ

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

東京少年鑑別所
安心米（アルファ米）エビ
ピラフ

2022年5月26日 50個
社会福祉法人 和光市社会福祉協議
会

名古屋地方検察庁 乾燥米飯 2022年6月2日 237個 こども食堂ひまわりキッチン

名古屋地方検察庁 乾燥米飯 2022年6月2日 237個 こども食堂ひまわりキッチン

静岡地方法務局 クラッカー 2022年6月3日 528個 mix'SDG

静岡地方法務局 パンの缶詰 2022年6月3日 240個 mix'SDG

高知地方法務局
レトルト食品（尾西の白
飯）

2022年6月8日 57個 NPO法人こうち食支援ネット

高知地方法務局
レトルト食品（尾西の田舎
ごはん）

2022年6月8日 8個 NPO法人こうち食支援ネット

高知地方法務局
レトルト食品（尾西の五目
ごはん）

2022年6月8日 50個 NPO法人こうち食支援ネット

高知地方法務局
レトルト食品（尾西のわか
めごはん）

2022年6月10日 50個
社会福祉法人高知県社会福祉協議
会

神戸地方検察庁 乾燥米飯 2022年6月22日 240個
フードバンク
一般社団法人OSUSOWAKE

高知地方法務局 缶詰（カンパン） 2022年6月23日 22個 NPO法人こうち食支援ネット

奈良保護観察所 乾燥米飯 2022年6月28日 140個 フードバンク京田辺



高知地方検察庁
フリーズドライビスケット
（プレーン）

2022年7月1日 1056個 NPO法人こうち食支援ネット

高知地方検察庁
フリーズドライビスケット
（チョコチップ）

2022年7月1日 1056個 NPO法人こうち食支援ネット

仙台高等検察庁 アルファ化米 2022年7月4日 100個 フードバンク郡山そっとね

仙台高等検察庁 アルファ化米 2022年7月4日 100個 フードバンク郡山そっとね

仙台高等検察庁 アルファ化米 2022年7月4日 100個 フードバンク郡山そっとね

大阪法務局 アルファ化米（五目ご飯） 2022年7月5日 240個 一般社団法人OSUSOWAKE

大阪法務局
アルファ化米（きのこご
飯）

2022年7月5日 210個 一般社団法人OSUSOWAKE

大阪法務局
アルファ化米（わかめご
飯）

2022年7月5日 240個 一般社団法人OSUSOWAKE

函館地方法務局 レトルト食品 2022年7月8日 66個 フードバンク道南協会

山形地方検察庁 パン 2022年7月26日 420個
一般社団法人やまがた福わたし
（フードバンク山形中央）

山口地方検察庁 アルファ化米 2022年8月4日 65個 NPO法人フードバンク福山

名古屋法務局 レトルト食品 2022年8月4日 128個 フードバンクかすがい

松江地方検察庁 缶詰 2022年8月5日 72個 ＮＰＯ法人フードバンク福山

最高検察庁 クッキー 2022年8月10日 1100個 mix'SDG

久里浜少年院 牛肉すきやき缶 2022年8月10日 72個 mix'SDG

久里浜少年院 ぶり大根缶 2022年8月10日 72個 mix'SDG

久里浜少年院 鶏肉うま煮缶 2022年8月10日 72個 mix'SDG

松江地方検察庁 缶詰 2022年8月10日 168個 フードバンクせとうち

名古屋矯正管区 発熱材付きレトルト食品 令和4年8月12日 60個 mix'SDG

名古屋矯正管区 一日分の食料セット 2022年8月12日 60個 mix'SDG

名古屋法務局 レトルト食品 2022年8月12日 758個 MIX'SDG

多摩少年院 おかゆ 2022年8月16日 38個 mix’SDG

多摩少年院 非常食 2022年8月26日 12個 フードバンク八王子

山形地方検察庁 アルファ米 2022年9月5日 450個
一般社団法人やまがた福わたし
（フードバンク山形中央）

山形地方検察庁 アルファ米 2022年9月6日 50個
一般社団法人ガールスカウト京都
府連盟

山形地方検察庁 アルファ米 2022年9月7日 150個 ＮＰＯ幸せサポートいろどり

美祢社会復帰促進セ
ンター

さといも鶏そぼろあんかけ 2022年9月16日 516個
特定非営利活動法人フードバンク
福山

奈良少年院 ２ℓペットボトル保存水 2022年9月20日 108本 フードバンク奈良



神戸地方検察庁 乾燥米飯 2022年9月27日 97個
フードバンク
一般社団法人OSUSOWAKE

長崎少年鑑別所 備蓄用米飯 2022年10月4日 72個
一般社団法人フードバンク協和
（長崎支店）

福岡地方検察庁 ビスケット 2022年10月5日 475個
NPO法人スカイラボサポートセン
ター

岡山地方法務局 焼菓子 2022年10月6日 680個
特定非営利活動法人フードバンク
岡山

京都少年鑑別所
アルファ米（レスキューラ
イス・五目ごはん）

2022年10月6日 199個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

京都少年鑑別所
アルファ米（レスキューラ
イス・わかめ御飯）

2022年10月6日 184個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

高知地方法務局
缶詰（ルヴァン　クラッ
カー）

2022年10月13日 4個
社会福祉法人高知県社会福祉協議
会

美祢社会復帰促進セ
ンター

やきとり缶 2022年10月18日 657個 一般社団法人OSUSOWAKE

さいたま保護観察所
アルファ米（マジックライ
ス保存食白米）

2022年10月19日 300個 おおた　たすけあいひろば

さいたま保護観察所
アルファ米（マジックライ
ス保存食五目ご飯）

2022年10月19日 100個 おおた　たすけあいひろば

長崎少年鑑別所 焼き鳥たれ味缶 2022年11月4日 48個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

宇都宮少年鑑別所 パン 2022年11月7日 91個 NPO法人フードバンクうつのみや

高知地方法務局 飲料水(長期保存水) 2022年11月15日 50個
社会福祉法人高知県社会福祉協議
会

松江地方検察庁 缶詰 2022年11月16日 288個
フードバンクしまねあったか元気
便

東京法務局 レトルト食品 2022年11月18日 909個 一般社団法人OSUSOWAKE

近畿地方更生保護委
員会

クラッカー 2022年11月24日 60個 一般社団法人OSUSOWAKE

長崎少年鑑別所 五目めし缶 2022年11月27日 24個 幸せサポートいろどり

青森地方法務局 クラッカー 2022年12月6日 20個 ＮＰＯ法人幸せサポートいろどり

青森地方法務局 ビスケット 2022年12月6日 20個 ＮＰＯ法人幸せサポートいろどり

青森地方法務局 カンパン 2022年12月6日 20個 ＮＰＯ法人幸せサポートいろどり

名古屋高等検察庁 缶詰 2022年12月8日 96個 フードバンク愛知

名古屋高等検察庁 即席パスタ 2022年12月8日 50個 フードバンク愛知

札幌法務局 飲料水 2022年12月21日 15本
特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
（フードバンク札幌運営委員会）

札幌法務局南出張所 飲料水 2022年12月21日 18本
特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
（フードバンク札幌運営委員会）

札幌法務局北出張所 飲料水 2022年12月21日 16本
特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
（フードバンク札幌運営委員会）

札幌法務局西出張所 飲料水 2022年12月21日 12本
特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
（フードバンク札幌運営委員会）

札幌法務局白石出張
所

飲料水 2022年12月21日 12本
特定非営利活動法人
札幌市福祉生活支援センター
（フードバンク札幌運営委員会）



新潟少年鑑別所 青菜ご飯 2023年1月20日 48個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

富山地方法務局 ソフトパン 2023年1月23日 48個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

富山地方法務局 ソフトパン 2023年1月23日 18個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

和歌山保護観察所 ビスケット 2023年1月23日 120個 一般社団法人OSUSOWAKE

名古屋高等検察庁 缶入りソフトパン 2023年1月24日 48個 日本ショーファー協会

名古屋高等検察庁 缶入りソフトパン 2023年1月27日 48個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

美祢社会復帰促進セ
ンター

マジックライス（青菜） 2023年2月2日 156個
公益財団法人　淀川勤労者厚生協
会

美祢社会復帰促進セ
ンター

マジックライス（梅じゃ
こ）

2023年2月2日 156個
公益財団法人　淀川勤労者厚生協
会

福井地方法務局 缶詰 2023年2月16日 120個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

大阪出入国在留管理
局

飲料水 2023年2月17日 300個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

仙台高等検察庁 保存用パン 2023年2月17日 350個 フードバンク郡山そっとね

岐阜地方検察庁 非常用備蓄パン 2023年2月21日 432個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

金沢地方法務局 飲料水 2023年2月22日 495個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

美祢社会復帰促進セ
ンター

マジックライス（白飯） 2023年2月24日 150個
特定非営利活動法人　フードバン
ク山口

美祢社会復帰促進セ
ンター

サバイバルパン（ミック
ス）

2023年2月24日 318個
特定非営利活動法人　フードバン
ク山口

美祢社会復帰促進セ
ンター

サバイバルパン（リンゴ） 2023年2月24日 162個
特定非営利活動法人　フードバン
ク山口

市原学園 缶詰 2023年2月24日 96個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

秋田保護観察所 焼菓子 2023年2月24日 20個
フードバンク「ひまわり」
（東京都町田市）

美祢社会復帰促進セ
ンター

筑前煮 2023年3月2日 162個
特定非営利活動法人　フードバン
ク山口

長崎少年鑑別所 牛丼の素 2023年3月6日 24個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

長崎少年鑑別所 和風ハンバーグ 2023年3月6日 24個
社会福祉法人　西成区社会福祉協
議会・大阪自彊館　共同体

京都地方検察庁 菓子パン 2023年3月8日 480個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

京都地方検察庁 乾燥米飯（白飯） 2023年3月8日 20個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

岡山地方法務局 アルファ米 2023年3月13日 390個
特定非営利活動法人フードバンク
岡山

秋田地方検察庁 アルファ化米飯 2023年3月13日 150個 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会

京都地方検察庁 アルファ米 2023年3月16日 200個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

京都地方検察庁 アルファ米 2023年3月16日 47個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

福井地方法務局 缶詰 2023年3月22日 80個
特定非営利活動法人フードバンク
小松

函館地方検察庁 保存用パン 2023年3月22日 72個 株式会社 FF

函館地方検察庁 保存用パン 2023年3月22日 48個 株式会社 FF



横浜地方法務局 米飯類（かゆ） 2023年3月24日 300個
特定非営利活動法人フードバンク
小松


