
公募システム入力項目

事業内容: No. 20190711-0026
団体情報: 団体名 一般社団法人全国食支援活動協力会
団体情報: 設立年月日 1986/5/1
団体情報: 団体の種類 一般社団法人（非営利型）
団体情報: 法人格取得年月日 2013/6/6
団体情報: 代表者 役職 代表理事
団体情報: 代表者 氏名 石田 惇子
団体情報: 〒 158-0098
団体情報: 住所 東京都世田谷区上用賀6-19-21
団体情報: TEL 03-5426-2547
団体情報: Email infomow@mow.jp
団体情報: ウェブサイト http://www.mow.jp/
団体情報: 過去3年以内に非営利組織評価セン
ター（JCNE）による評価を受けていますか

④受けていない

団体情報: 上記で①、②を選択した場合、コチ
ラに対象URLを入力してください
団体情報: 理事（人数） 8
団体情報: 評議員・社員（人数） 0
団体情報: 監事（人数） 2
団体情報: 監事のうち公認会計士または税理士
（人数）

1

団体情報: 事務局職員 常勤有給（人数） 3
団体情報: 事務局職員 常勤無給（人数） 0
団体情報: 事務局職員 非常勤有給（人数） 3
団体情報: 事務局職員 非常勤無給（人数） 0
団体情報: 正会員 個人会員（人数） 30
団体情報: 正会員 団体会員（人数） 72
団体情報: その他 個人会員（人数） 0
団体情報: その他 団体会員（人数） 6
団体情報: ボランティア（前年度人数） 0
団体情報: 寄付（前年度件数） 3

団体情報: 組織概要（400字以内）

配食サービス、会食会、コミュニティカフェ、食を通した多世代交流、子ども
食堂、食育、就労支援のための給食やレストランなど、市民・住民が行う
「『食』の支援」の普及とスキルアップをめざし、調査研究活動・セミナー開
催・政策提言活動・助成支援等を行う。
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団体情報: 助成事業の実績（800字以内）

これまで民間が行う地域福祉活動等への助成事業の事務局として、助成申請に
関する相談、申請の申込受付と取りまとめ、審査に向けての団体リサーチと資
料作成、助成プログラムの周知･広報、団体へのフォローアップなどの業務を
行ってきた。実績の内訳は以下のとおり ◎明治安田生命保険相互会社 「愛の
声かけ配食運動 市民参加型食事サービス活動助成」（2001-2012）「地域支え
合い活動 助成プログラム」（2013-現）の助成事業協働運営。  住民が行う食
事サービス・居場所運営、見守り活動などの地域福祉活動に対して活動立ち上
げ資金や備品購入資金の助成事業。過去18年間で185団体に助成。2019年度の
応募数59。 ◎公益財団法人みずほ教育福祉財団 2003年～現 「配食用小型電気
自動車（みずほ号）寄贈事業」の相談窓口、周知広報、団体推薦。みずほ号の
寄贈実績は15年間で164台。 ◎公益財団法人キユーピーみらいたまご財団
2017年～現 助成プログラムＢ「食を通した居場所づくり支援」（2017-現）
の助成事務局受託。 食の提供や料理・共食などの食体験に積極的に取り組む
「子ども食堂」などの居場所づくりを支援するために立ち上げ支援や設備購
入、ネットワーク形成への助成事業。3年間で応募数258、75団体に助成。 ◎
「こども食堂拠点整備応援プロジェクト」（2018年単年事業） 当会が 三菱電
機SOCIO-ROOTS基金の設立25周年記念事業助成を原資に行った事業。子ども
食堂の継続運営のための費用として総額440万円を30団体に助成。

団体情報: 前年度の助成件数（件） 30
団体情報: 前年度の助成総額（円） 4000000
団体情報: 決済責任者（常勤/非常勤）
団体情報: 決済責任者 役職
団体情報: 決済責任者 氏名
団体情報: 経理担当者（常勤/非常勤）
団体情報: 経理担当者 役職
団体情報: 経理担当者 氏名
団体情報: 通帳管理者（常勤/非常勤）
団体情報: 通帳管理者 役職
団体情報: 通帳管理者 氏名
団体情報: 年間決算の監査を行っていますか？ ①監事で実施
団体情報: 上記で ③その他で実施 を選んだ場
合はコチラに記述してください
団体情報: 必要な会計帳簿が備え付けられてい
る

はい

団体情報: 業務別に区分経理ができる体制であ
る

はい

団体情報: 関連する情報（複数選択可）

寄付やボランティア等の市民参加がある; 民間企業との連携がある; 助成先に非
資金的支援を行っている; 専任のプログラム・オフィサーを置いている（また
は育成している）; 助成活動の案件の発掘・形成・発展のための情報収集や調
査研究を行っている; 他のセクター・団体との共創・協働

団体情報: 3年前 年度（西暦） 2016
団体情報: 3年前 年度期間（開始） 2016/4/1
団体情報: 3年前 年度期間（終了） 2017/3/31
団体情報: 3年前 総額（円） 23872235
団体情報: 3年前 会費（円） 810000
団体情報: 3年前 自主事業（円） 839955
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団体情報: 3年前 寄付金（円） 39750
団体情報: 3年前 受託事業（円） 7000000
団体情報: 3年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

4139000

団体情報: 3年前 民間からの助成金（円） 10657200
団体情報: 3年前 その他（円） 386330
団体情報: 2年前 年度（西暦） 2017
団体情報: 2年前 年度期間（開始） 2017/4/1
団体情報: 2年前 年度期間（終了） 2018/3/31
団体情報: 2年前 総額（円） 15740726
団体情報: 2年前 会費（円） 800000
団体情報: 2年前 自主事業（円） 483450
団体情報: 2年前 寄付金（円） 217200
団体情報: 2年前 受託事業（円） 1437000
団体情報: 2年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

0

団体情報: 2年前 民間からの助成金（円） 12650000
団体情報: 2年前 その他（円） 153076
団体情報: 1年前 年度（西暦） 2018
団体情報: 1年前 年度期間（開始） 2018/4/1
団体情報: 1年前 年度期間（終了） 2019/3/31
団体情報: 1年前 総額（円） 44012100
団体情報: 1年前 会費（円） 825000
団体情報: 1年前 自主事業（円） 349000
団体情報: 1年前 寄付金（円） 3309644
団体情報: 1年前 受託事業（円） 5346000
団体情報: 1年前 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

20517000

団体情報: 1年前 民間からの助成金（円） 12700000
団体情報: 1年前 その他（円） 965456
団体情報: 今年度 収入見込み総額（除休眠預金
円）

28411000

団体情報: 今年度 会費（円） 800000
団体情報: 今年度 自主事業（円） 0
団体情報: 今年度 寄付金（円） 150000
団体情報: 今年度 受託事業（円） 2000000
団体情報: 今年度 国・地方公共団体からの助成
金/補助金（円）

14961000

団体情報: 今年度 民間からの助成金（円） 10000000
団体情報: 今年度 その他（円） 500000
団体情報: メモ
申請事業 分類1 ②新規企画支援事業
申請事業 分類2
申請事業 分類3
申請事業名 主題（15字以内） こども食堂サポート機能設置事業
申請事業名 副題（任意・30字以内） 県・政令市単位の地域密着型こども食堂サポートセンターの設置
助成希望期間 3年
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助成金申請額（円） 82741000

優先的に解決すべき社会の諸課題（複数選択
可）

①【分野1】経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援; ②【分野
1】日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援; ⑤【分野2】社会
的孤立や差別の解消に向けた支援; ⑦【分野3】安心・安全に暮らせるコミュニ
ティづくりへの支援

その他 を選んだ場合はコチラに記述してくだ
さい

申請事業の概要（300字以内）

2016年以降、『子どもの貧困』が社会問題として取り上げられているなか『こ
ども食堂』は身近にある食を通した居場所として注目されている。しかし、支
援体制は追いついておらず運営側の負担も大きい。そこで本事業は、『子ども
たちの食生活の乱れ』、『子どもたちが安心して通える地域の居場所が安定し
て整備されていない』を課題とし全国地域に『こども食堂サポートセンター』
を設置することで解決を目指す。各地に設置するこども食堂サポートセンター
に対してこども食堂間のネットワーク形成ノウハウの提供、食に向き合う体験
プログラム実施や安全な作業環境整備の伴走支援、地域資源の開発支援などを
行い、子ども達の健全育成を達成する。
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