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Ⅰ．事業概要（総括）

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。
１．資⾦分配団体としてのアウトプット（※⾮資⾦的⽀援部分を中⼼にご記載ください）

①受益者 ②課題 ③対象地域

中間⽀援者
⾷料関連の
不⾜

全国

中間⽀援者 連携の不⾜
全実⾏団体
の活動地域

中間⽀援者 連携の不⾜ 全国

２．実⾏団体のアウトプット合計 ※別の様式で取りまとめている場合はそちらでの代替が可能です。シートを追加し、貼り付けください。

①受益者 ②課題 ③対象地域

⼦ども・学
⽣

⾷料関連の
不⾜

全実⾏団体
の活動地域

11実⾏団体の全ての活動地域で冷凍冷蔵庫を備えた拠点を増やし、概ね計
画通りにロジハブ拠点を整備することができた。
資⾦分配団体がマッチングしたナショナルブランド企業からの寄贈⾷品の
実績については先述の結果のとおりだが、各地域が単独で冷凍冷蔵庫を備
えた訳ではなく、37団体が連携する全国規模の分配のしくみであるからこ
そナショナル企業からの⾷品寄贈を促進できているると考察する。

➀こども⾷堂等⼦どもの居場所を運営する団体を
対象にネットワーク活動・中間⽀援を⾏う団体
②➀とつながるこども⾷堂等⼦どもの居場所を運
営する団体

受益者の⼈数

➀11団体
②11地域約700団体
（700団体×30⼈(⾷)×
⽉2回×12か⽉と想定し
た場合、約延べ50万4千
⾷(⼈)の⼦どもやその保
護者）

対象地域

実施時期: 2020年8⽉〜2022年３⽉

事業完了報告書 （資⾦分配団体）

事業名: ⼦どもの居場所づくり応援事業
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会
実⾏団体数: 11団体

事業において主たる⽀援対象となった者（受益者）

特定⾮営利活動法⼈⼭梨県ボランティア協会：⼭梨県
認定NPO法⼈フリースペースたまりば：神奈川県
NPO法⼈フードバンクセカンドハーベスト沖縄：沖縄県
特定⾮営利活動法⼈フードバンク愛知：愛知県
特定⾮営利活動法⼈NPOホットライン信州：⻑野県
特定⾮営利活動法⼈報徳⾷品⽀援センター：神奈川県⻄部
⼦どもから地域へ拡がれネットワーク：熊本県
特定⾮営利活動法⼈ゆめみ〜る：北海道胆振地区
特定⾮営利活動法⼈秋⽥たすけあいネットあゆむ：秋⽥県
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：埼
⽟県
⿃取市地域⾷堂ネットワーク：⿃取件

当会が進めているロジシステムの仕組み（実⾏団体
との連携の事例）を企業や⾏政に発信できている。

・本事業の取り組みの発
信回数（オンラインイベ
ント、学習会の開催実
績）と参加者

事業期間中５事例を紹介
している

事業期間中11回開催した「⼦どもの居場所づくりのための
SDRｓ学習会」（主に企業が参加）において２団体の発表機
会を設けた。また同じく11回開催した「広がれ、こども⾷堂
の輪！推進会議」（主に⾏政、⼦ども⾷堂団体が参加）にお
いて４事例を紹介した。

各実⾏団体の活動について、ロジハブ推進に係る取り組みとして⾏政や企
業に向けて発信する機会を設けることができた。計画した左記の２会議体
での紹介の他、全国各地でロジハブ推進会議を開催しており、その地域の
⾏政や企業に参加を呼びかけ、実⾏団体に事例を発表してもらっている。

事業実施概要
（事業の総括およびその価値）

（概要）
こども⾷堂等⼦どもの居場所の運営団体へのネットワーク活動・中間⽀援を⾏う団体を対象に、冷蔵冷凍庫の整備等、⼦どもの居場所づくりにおけるインフラ整備を⽬的とした助成を⾏った。⾷⽀援活動を続けている⼦どもの
居場所運営団体に向けて⾷材提供する団体が寄贈⾷品を受け⼊れやすい環境を整えることで、継続的に⾷⽀援活動が実施できることをねらいとした。

(価値)
当事業によって三温度帯（常温・冷蔵・冷凍）で寄贈⾷品を管理できるロジ拠点を11ケ所、ロジに連なるハブ拠点を77ケ所へ増やすことができた。資⾦分配団体が実施する他の３つの休眠預⾦事業の成果とも相まって全国に⼦
どもの居場所への物流網を広げることができ、寄贈⾷品を⼤量受け⼊れ・全国配布（2022年3⽉時点で25都道府県）できることが、企業の⾷品寄贈先に選ばれる⼤きな強みとなっている。企業から資⾦分配団体に持ちかけられ
る⾷品寄付の相談は、お菓⼦・果物（加⼯品）・飲料・⽶・調味料・⾁と多岐に渡り、⼦どもたちに必要な多様な栄養素とともに、特に困窮家庭では⼿にしにくい果物（加⼯品）や氷菓⼦といった⼦どもの成⻑に必要な体験も
提供しているといった点で意義のあるものであったと考える。
当会が構築するミールズ・オン・ホイールズ ロジシステムを通じた2021年度の寄贈量509ｔ（約６億円分相応の⾷品物資）のうち本事業の実⾏団体に対して、2億2800万円分の寄贈循環を実現することができた。本事業費に
対して４倍以上の費⽤対効果を創出することができた。また、インフラ整備をきっかけに⼦どもの居場所づくりを⽀援するための寄贈サプライチェーンとして事業終了後も継続するシステム構築を図った点に価値があると考え
る。

課題設定、事業設計に関する振り返り

コロナ禍において急激に⾼まった⾷⽀援活動へのニーズは、当事業期間を通じて収束することなく、多くのこども⾷堂等こどもの居場所団体はフードパントリーや弁当配給で居場所活動を代替する活動を継続している。感染症
拡⼤防⽌のために資⾦獲得につながるイベント等の開催も制限されていたり、利⽤者に負担を求めることも難しいため、活動に必要な⾷品をいかに⼊⼿しやすくし地域で分配するかという課題設定と事業設計は極めて妥当で
あったと考える。

今後、それぞれの地域のネットワーク形成を通じて事業終了後も繋がったこども⾷堂等居場所や⽀援団体へのニーズ把握、情報発信、地域資源の掘起しができるように各地域の実状を踏まえた対話が重要になっている。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

⾷品の寄付の受け⼊れ体制を整備することで、⼦ど
もの成⻑に⽋かせない⾁や⿂などのタンパク源を含
めた⽣鮮⾷品など、実施地域で活動する多くのこど
も⾷堂が多様な⾷品を得られるようになる。

・マッチングした寄付の
総数・団体数
・マッチングした⾷数
（⼈数）
・マッチングした⾷品の
種類
・こども⾷堂等⼦どもの
居場所団体の⾷材購⼊コ
スト

・こども⾷堂等⼦どもの
居場所が開始時よりも多
様な⾷材を得られるよう
になる。
・こども⾷堂等⼦どもの
居場所の⾷材購⼊コスト
が削減される。

・資⾦分配団体では「ミールズ・オン・ホイールズ・プロ
ジェクト」に取り組んでおり、本事業で11実⾏団体に⾷⽀援
機能が付与されたことで全国37ケ所になった⾷糧分配拠点に
対し、2022年度は約509トンの寄贈⾷品をマッチングでき
た。
・特に冷凍冷蔵庫の設備ができたことで、冷凍⾷⾁（6⽉500
㎏、7⽉820㎏、8⽉680㎏、9⽉500㎏：全国の団体を対象と
する集計。以下も同様）、冷蔵加⼯⾁（1⽉486㎏）、冷凍の
フルーツ菓⼦（4⽉765kg、12⽉1952kg)や冷凍チーズケーキ
（10⽉4635㎏）、お節（1⽉157㎏）、冷凍総菜といった⾷
品もマッチングすることができた。
・こども⾷堂等⼦どもの居場所の⾷材購⼊コストの軽減につ
いては測ることができなかった。

当事業によって、11地域に三温度帯で⾷品寄贈を受けとめることができる
拠点が拡がり、全国で約1800の⼦どもの居場所を運営する団体へ⾷品を届
けることができる仕組みの⼤きな⼀⾓を構築することができた。
コロナ禍の⻑期化を背景に各実⾏団体の活動規模は拡⼤しており、その中
で⾷材購⼊コストにどこまで削減できたかを指標とすることは難しかった
が、寄贈⾷品をマッチングし続けることで団体の持続可能性には⼤きく貢
献できたと考えられる。
また、⾷品以外の寄贈品（絵本やマスク等の衛⽣⽤品）のマッチングも増
えたり、この仕組みを活かして飲⾷店の弁当のマッチング・配布といった
新しい取組みも実現することができた。

ネットワークを担うロジ・ハブ拠点が拡充し、ナ
ショナルブランドの企業からの寄付⾷品を分配でき
るようになる。

・ロジハブ拠点の整備状
況

・計画どおりに整備され
ている

・全ての実⾏団体で概ね計画どおりに冷凍冷蔵庫の設置等の
整備が完了した。

④今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

⑤指標 ⑥⽬標値・⽬標状態 ⑦結果 ⑧考察

こども⾷堂等⼦どもの居場所団体への⾷糧供給
が増えている。

こども⾷堂等⼦どもの
居場所団体へ供給した
⾷糧の量

事業開始時点よりこど
も⾷堂等⼦どもの居場
所団体への⾷糧供給が
増えている状態

資⾦分配団体が⼀括窓⼝で⾏った寄贈マッチングのう
ち、11団体に約233トンの⾷糧を供給できた。

⾷糧供給量が増えたことで、こども⾷堂等⼦ども居場所だけでな
く、NPOホットライン信州では学⽣⽀援、報徳⽀援センターでは外
国⼈⽀援団体、秋⽥たすけあいネットあゆむではその成り⽴ちから
⽣活困窮者も対象とする幅広い⾷⽀援活動に繋がっていた。また、
埼⽟フードパントリーネットワークでは幅広く⼦どもを対象として
いたが、⽀援を求める声が⾼まり、稼働できるキャパシティから途
中から⽀援対象を困窮世帯に対象を絞るなど、対象者の変動もみら
れた。



中間⽀援者 連携の不⾜
全実⾏団体
の活動地域

中間⽀援者 連携の不⾜
全実⾏団体
の活動地域

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．資⾦分配団体としての⽀援の取り組みに対する総括

Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

ネットワーク形成⽀援

ネットワーク形成・CI促進⽀援 想定通りの成果

「広がれ、⼦ども⾷堂の輪！」推進会議（事業期間中6回）、「⼦どもの居場所づくりのためのSDGｓ交流セミナー」（事業期間中6回）を開催し、
⼦どもの居場所づくり⽀援に関⼼のある企業や⾏政、社会福祉協議会等の参加を得て、⼦ども⾷堂等⼦どもの居場所づくりに資するネットワーク形
成を⽀援した。

合同ミーティングの開催
ネットワーク形成・CI促進⽀援 想定通りの成果

コロナ禍の影響で集合型の合同ミーティングは実施できなかったが、2021年10⽉から⽉１回オンライン合同ミーティングを⾏い、11実⾏団体から事
業の進捗発表の機会を設けた。加えて、４つの休眠預⾦事業を横断する合同ミーティングも2回開催し、ノウハウの共有を図った。

想定外のアウトカム、活動、波及効果など

事業開始時は、⼦どもの居場所づくり⽀援として実⾏団体が対象とする受益者像をこども⾷堂団体を中⼼に据えていたが、資⾦分配団体から実⾏団体に提供する寄贈⾷品・物資のバリエーションや内容が豊かになったことで、
実⾏団体は提供される⽀援に応じて、マッチング先をこども⾷堂単⼀にすることなく、コーディネート機能を果たすことになった。また、資⾦分配団体の仲介によるナショナルメーカーからの寄贈物資の受⼊れ実績などを各実
⾏団体が伝播したことで、実⾏団体宛てへの寄贈申し出も増えることになった。実績が信⽤度を付与する結果となったと考える。

⾷品提供企業との連携

企業・団体からの寄贈、協賛 28企業・団体から寄贈を受け、内13企業・団体とは定期的に寄贈いただける関係性が築けた。5企業とは協賛というかたちで連携しており、寄贈に限
らない・各企業の実態に応じた⽀援が可能であることを⽰すことができた。当会のHPへロゴを掲載する等、多くのナショナルメーカーにご⽀援いた
だいていることを広報したことで、本事業の公益性が⾼いものであることを⽰し、結果実⾏団体の信⽤にも寄与することができた。

通常枠の実⾏団体の紹介によるノウハウ共有

先⾏事例の紹介（3回） 実⾏団体合同会議において、⼦ども⾷堂等⼦どもの居場所⽀を⾏う2019年度と2020年度通常枠の実⾏団体から物流に関する課題に対する事例を聞く
機会を設けた。実⾏団体同⼠で交流を持ったり、全国に広がる物流網につながる活動であることが、実⾏団体の活動のモチベーションを⾼める⼀助
となっている。

課題を取り巻く変化

事業開始時は、⼦どもの居場所づくり⽀援として実⾏団体が対象とする受益者像をこども⾷堂団体を中⼼に据えていたが、コロナによる社会情勢が安定しない中、困窮者⽀援、ひとり親家庭⽀援、外国⼈⽀援のほか、児童養護
施設や⺟⼦寡婦会、⺟⼦⽣活⽀援施設との連携などより⽀援を必要とされる対象者像を絞った形での⽀援連携が進むことになった。コロナ禍で⽀援が必要となる受益者が顕在化したことでその塊に対するアプローチが可能に
なっており、今後も居場所の活動と並⾏しながら⾷⽀援活動を続けていくとの声が実⾏団体には寄せられている。実⾏団体には、⽀援団体の活動⽬的、対象者像を把握しマッチングする⽀援に応じてスクリーニングをかけたり
適切な地域資源を結び付ける中間⽀援能⼒が求められている。
他⽅、令和３年度厚⽣労働省補助事業「ひとり親家庭等⼦どもの⾷事等⽀援事業」の実施など国の施策による⾷⽀援活動も始まっており、こども⾷堂等⾷を通じた⼦ども⽀援団体に対するアウトリーチ機能の注⽬度が⾼まって
いる。但し、こども⾷堂等居場所の多くが住⺠主体からなるボランティア組織であり、⼦ども達やその保護者が⾷にアクセスできる、つながれる機会の創出に重きを置きながら実⾏団体のような中間⽀援団体が後⽅⽀援をして
いく社会環境整備が必要だと考える。

本事業を⾏なっている中で⽣じた
実⾏団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点
（1,2団体の事例を具体的かつ⾃由にご記載ください）

（報徳⾷品⽀援センター）2020年度1年間に配布した数量は合計49.6㌧（内⼦ども⾷堂向けは、9㌧。⺟⼦家庭向けは6㌧）であった。2021年4⽉〜1２⽉10ヵ⽉間の実績は49.2㌧。⼦ども⾷堂向けは15.8㌧。⺟⼦家庭向けは11.8
㌧。⼤幅に伸⻑した。また冷凍ストッカーを10カ所の町役場、社会福祉協議会に貸し出して配布の前進基地にした。その結果、それぞれの地域での困窮家庭へ緊急⽀援として⼤いに役⽴った。
（ホットライン信州）全国⾷⽀援協⼒会とつかながった事により物流量が増え、⼀度に１０トンを超える物資を扱えるようになった。多くのメディアに取り上げられた事になり、当法⼈に対しての⾏政・企業・⺠などからの評
価が⾼まった。全国企業の動きが⾒られた事により、⻑野県企業への刺激・信⽤につながり、県内の多くの企業・団体が加盟している⻑野県将来次世代県⺠会議での団体表彰を受けました。塩尻市社会福祉協議会福祉サポー
ター養成講座や⻑野県⻘少年育成指導者⻘少年サポーター研修会や塩尻市豊かな⼼を育む市⺠の集いなど多くの県⺠市⺠が当法⼈の取り組みを理解し協⼒してくれる機運が構築された。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

企業等からの寄付⾷品の提供

事業運営⽀援 想定以上の成果があった

2021年度は28企業・団体から三温度帯の⾷品寄贈および物品寄贈を実⾏団体につなげることができた。報徳⾷品⽀援センターでは、他団体より物量
が多く受⼊ができないと相談を受けた寄贈品を当会へ紹介いただき、当会が窓⼝となることで全国へ冷凍⾷品を分配することができた。本事例か
ら、他団体や関係機関との資源共有・連携の視点が醸成されていると考える。また、企業を通して当会の活動を知った省庁から寄贈の相談が⼊る
等、寄贈の窓⼝が充実することで各実⾏団体への⽀援につなげることができた。

WEBシステムの構築と提供

事業運営⽀援 想定通りの成果

WEBシステムでは、11実⾏団体のコーディネーターとしての登録と各ロジハブ拠点の登録が完了した。11実⾏団体がつながっている活動団体のWEB
システムへの登録はバラつきがあるが想定通りに進んでおり、実⾏団体の寄贈品の調整・分配にかかる負担の軽減や安全性・透明化の向上につなげ
ることができると考える。また熊本県では本WEBシステムを県として導⼊することが決まった結果、複数存在したネットワークが共存・連携して寄
贈品を分配することが可能となる等、地域における連携にも寄与することができたと考える。

助成⾦情報の提供

資⾦調達⽀援 想定通りの成果

資⾦分配団体が事務局を務める⼦どもの居場所づくり団体やミールズ・オン・ホイールズの協⼒団体を対象とする助成事業を実⾏団体に紹介、活⽤
された（キユーピーみらいたまご財団「⾷を通した居場所づくり⽀援」助成事業、王将フードサービス「⾷を通して⼦どもの笑顔をつなごう」 助成
事業、ナルミヤ・インターナショナル「⾷と笑顔の思い出づくり 」助成事業、毎⽇新聞東京社会事業団「こども⾷堂運営継続応援プロジェクト」助
成事業、24時間テレビ助成事業）。今後も⼦どもの居場所団体やそれを⽀援する団体に活⽤される助成事業開発を⾏っていく。

ネットワークにつながる⼦ども⾷堂等⼦どもの
居場所団体が増え、⾷品寄贈の受益団体数が増
えている。

実⾏団体が新たにつな
がった⼦ども⾷堂等⼦
どもの居場所団体数

事業開始時点より多く
の⼦ども⾷堂等⼦ども
の居場所団体に繋がっ
ている状態

11団体から合計約700団体につながるネットワークが構
築できた。
（事業完了報告書より）
⼭梨23→32団体
たまりば21→30団体
愛知 こども⾷堂125団体、他団体
沖縄 約140箇所の居場所に配布（県内200箇所の
70%）
信州100→115箇所
⿃取 25⾷堂
熊本 91箇所
埼⽟43→58団体
秋⽥ 24箇所
登別 24箇所
報徳 約40箇所

⼭梨県内では実⾏団体の⽀援活動もあり⼦どもの居場所の数が増え
てネットワークは拡⼤している、⼀⽅で隣県の秋⽥県内ではコロナ
禍の中で新しく⽴ち上がったこども⾷堂はなかったが、既存の地域
⾷堂や⾷糧⽀援をしている団体とネットワークを構築し⽀援団体数
を増やすなど、各地域でコロナ禍の影響を様々受けながらも⾷⽀援
はネットワークの拡⼤に有効に機能していたといえる。
登別市のゆめみ〜るも居場所の⽴上げ⽀援を⾏うなど、多くの実⾏
団体が⾷の提供によって地域の信頼を得、⽴上げ相談等に応じてい
る様⼦がうかがえた。

考察等

（現在の状態）
それぞれの地域によって規模感は異なるが、⻑引くコロナ禍によって実⾏団体の⽀援対象は想定していた地域の⼦ども⾷堂等⼦どもの居場所団体のみならず、外国⼈⽀援団体や⽣活困窮世帯に直接つながるなど⽀援受益者が⼤
幅に拡⼤している。当事業につながる実⾏団体には資⾦分配団体からの助成⾦情報や地域内で連携するネットワークからも⾷材を得ているが、その様⼦は綱渡りといってもよい状況である。設備整備だけでは事業終了後の負担
感は⼗分に拭えず、コロナ禍の先⾏き⾒えない状況の中で⾃⽴して⾏けるまでの⽀援はできなかった。地域内の⾷品関連事業者の存在の多寡であったり、各実⾏団体が注⼒する⽀援対象者の違いもあり、それぞれの地域の特徴
に応じた団体⽀援を考える必要があると思われる。

資⾦分配団体の取り組み詳細（実⾏団体に対する⾮資⾦的⽀援）
取り組み 取り組み分類 到達度 概要および考察

事業実施以降に⽬標とする状況
（⽬標としている状態）実⾏団体が地域で孤⽴せずに、他団体や関係機関と資源を共有しながら活動を安定して続けられるよう、「⾷」「居場所」の確保に向けた連携の素地ができている。
やがては⼦どもの健やかな成⻑のためにネットワークする地域づくりが進む基盤ができることを⾒据えている。

ロジハブ拠点となる場所に冷凍冷蔵庫等の保管
設備を整備する

ロジ拠点、ハブ拠点の
数

11のロジ拠点が複数
のハブ拠点と連携して
いる状態

計19箇所のロジ拠点と77箇所のハブ拠点が整備でき
た。
（事業完了報告書等より）
⼭梨ロジ１ハブ２
たまりばロジ１ハブ2
愛知ロジ5、ハブ40
沖縄ロジ２
信州ロジ３，ハブ４
⿃取ロジ1ハブ3
熊本ロジ2、ハブ5
埼⽟ロジ１、ハブ７
秋⽥ロジ１
登別ロジ１ハブ4
報徳ロジ1ハブ10（市町社協）

ハブ拠点の設置については、常設でない等の理由により設置が難航
する実⾏団体もあったが、最終的にはほぼ計画どおりのロジハブ拠
点が整備できた。



Ⅸ．インプット（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

有無

有

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

東北、東京、神奈川、四国、関⻄においてロジハブ推進会議を開催（延べ
18回）

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

広域エリアでのロジハブ推進会議の実施
広域エリアでの連携を呼び掛けるロジハブ推進会議を各地で開催した。実⾏団体のほか⾏政・市町社協・関係団体にも広報・参加いただいた結果、
あらたな連携が⽣まれ今後の関係性構築に向けた基盤となった。

100%

プログラムオフィサー関連経費 \200,000 \840,000 \1,040,000 \695,562 67%
管理的経費 \3,251,000 \2,909,000 \6,160,000 \6,039,612 98%

事業費
実⾏団体への助成 \16,010,000 \26,790,000 \42,800,000 \42,792,900

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

農林⽔産省：
⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会の取組について(PDF : 259KB)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-71.pdf
消費者庁：
消費者庁＞フードバンク活動委等＞各地域のネットワークによる全国への⾷糧⽀援の取り組み
フードバンク活動等 | 消費者庁 (caa.go.jp)
(2021.10)
物流専⾨誌「物流⽇本」（2021年5⽉14⽇）への掲載
物流専⾨誌「物流ウィークリー」（2021年7⽉19⽇）への掲載
⽇刊経済通信社「⽇刊⾷品通信」（2021年11 ⽉30 ⽇）への掲載

合計 \19,461,000 \30,539,000 \50,000,000 \49,528,074 99%

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般公開していますか。 全て公開した

広報制作物等

報告書等

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

状況 内容

9.内部通報制度は整備されていますか。 はい(JANPIAの通報制度利⽤)

7.事業完了した実⾏団体へ監査を⾏いましたか。

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を⾏っていますか。 はい

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。 はい

実施済(概要を右に記載)

8.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦等を申請、または受領して
いますか。

いいえ

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。 いいえ(理由を右に記載)

事業開始時点の整備状況に不⾜を感じなかったため

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査

⾃由記述

内部監査

実施予定はない
(右に理由を記載)

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。 はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。 はい

4.変更があった規程類に関してJANPIAに報告しましたか。 変更はなかった

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。 完了

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように改
善されたかを記載してください。


