
公募説明会

中核的フードバンクによる
地域包括支援体制

休眠預金活用
2020年度通常枠

イノベーション企画支援事業
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2021年2月16日



本日のスケジュール

１．ご挨拶（5分）専務理事・岸本幸子

２．公募内容の説明（25分）PO・鎌田淳、土井陽子
(1)応募要項について (2)助成対象 (3)実行団体の要件 (4)実施体制 (5)成果目標

(6) 支援の内容 (7)応募手続き (8)応募書類 (9)選考プロセス (10)選考基準

(11) 事業評価 (12) 全体スケジュール

３．質疑応答（30分）

全体進行：PO・松本海南

2



1. 応募要項について
本助成プログラムは、休眠預
金等活用法に基づく資金分配
団体として、当財団が実施す
るものです。

応募要項は、当財団の実施事
業に特化した内容を掲載して
いる「応募要項①」と、休眠
預金制度の助成全般に係る規
定や注意事項等を記載した
「応募要項②」に分かれてお
ります。

応募の際には、必ず応募要項
①②ともに内容をご確認くだ
さい。
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出典：JANPIAウェブサイト

JANPIA
パブリック
リソース財団



2. 助成対象

▪ 助成対象団体：5団体
▪ 助成対象地域：日本全国



3. 実行団体の要件
（1）以下の事業実績のいずれかに該当すること

・食を通じた支援事業（フードバンク、フードパントリー、子ども食堂等）の実績が

3年以上ある団体

・食を通じた支援事業において、地域内のフードバンク事業者等でネットワークを形成し

事業連携強化・促進や運営の支援を行う中間支援事業者としての実績が1年以上ある団体

（２）次にあげる法人格を持つ非営利組織の団体（NPO法人、社団・財団法人など）

※複数の団体が連合体として応募する場合、実行団体は代表団体とする

（実行団体は非営利組織の法人格を有すること）

※連合体が応募時点で法人格を有していなくても、代表団体が非営利組織の法人格を

有して入れば応募可能

（３）本事業を担当する有給職員が1名以上いること



本事業では、新たに中核的フードバンクを立ち上げる団体、すでに立ち上がっている団体の両方

を対象とします。

あわせて、本要項P5「６ 実行団体と実施体制」、「応募要項②」P6「6. 申請資格要件」および

P8「8. 選定について」をご参照ください。

【申請対象外となるケースについて】

・同一の事業テーマで、同時期に複数の資金分配団体に申請することはできません。

・国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を

受けていない事業の中から助成対象事業を選定します｡



4. 実施体制 本事業では、以下の2つのパターンを実行団体として想定しています。

①単体として自ら中核的フードバンクを立ち上げる食支援・中間支援事業等を行う団体

②連合体で中核的フードバンクを立ち上げる食支援・中間支援事業等を行う団体等の代表団体

また、本要項「5. 実行団体の要件」を満たしていれば、これ以外のパターンの申請も可能ですので、その場合には、

応募書類（様式1）応募用紙「申請事業について」の「申請形態」欄に説明を記載してください。



5. 成果目標

3年間の事業終了時

5箇所の実行団体の活動する地域において、地域のハブとなる中核的フードバンク

が食品・物品・資金の調達を進め、ネットワークを組成する各種食支援団体によっ

て支援を必要とする世帯に支援が届き、支援対象者が食に欠く状況から脱し、それ

ぞれに事情に応じた公的支援に繋がっている状態を成果目標とします。

中長期

これら県域レベルのネットワークが、持続可能な事業モデルとして自立した地域の

インフラとなり、同時にフードロス問題解消にも貢献し、実行団体が先駆的モデル

となって、全国各地で類似事例の実践が始まることを成果目標として目指します。



6. 支援の内容①助成額と支払時期

助成総額 3,400万円（上限）

1年目

1,200万円

2年目

1,100万円

3年目

1,100万円

2021年6月(契約日以降)
～2022年3月末

2023年4月～2024年3月末2022年4月～2023年3月末

※当財団のオンライン寄付システムを利用して寄付が集まった場合には、その金額を上乗せして助成するこ
とを予定しております。

上期分(50％)は契約後、
下期分(50％)は10月支払い

4月(25%)・7月(25%)・
10月(50％)に分割して支払い

4月(25%)・7月(25%)・
10月(50％)に分割して支払い



資金助成

①事務所や食品等保管設備の整備（賃借・改修等）に要する費用
②食品配送システムや貯蔵品管理、情報共有システム等のデジタル化に要す
る費用
③食品配送網確立（配送用車両購入・レンタル、駐車場代等）のための費用
④担当人材の採用・育成の費用
⑤資金調達専門家や経理専門家等に対する業務委託費用
⑥その他、事業目的に沿う必要経費

非資金的支援
①専門家アドバイザーによる事業推進のための支援

②賛同企業の食材・資金等の寄付による支援

助成金の対象となる事業費は、事業開始に必要な経費（イニシャルコスト）を中心としま
す。事業開始後に恒常的に必要な経費（ランニングコスト）については、助成の対象とす
ることも可能ですが、助成期間終了後に事業が自走することができるよう、計画ください。

6. 支援の内容②資金・非資金的支援
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6. 支援の内容③事業費の費目

事業費の費目は、実行団体が通常使用し
ている勘定科目を使って申請してくださ
い。

応募書類「(様式3)資金計画書」では、
管理的経費（申請事業以外の他事業との
共通経費）と直接事業費（申請事業実施
に直接必要となる費用）に区分して記載
いただきます。

管理的経費は助成申請額の15％以下とな
るよう計上ください。

詳しくは、「(様式3)資金計画書」の
「記入方法」シートを参照ください。

出典：応募要項② P8【総事業費の概要】図



6. 支援の内容④補助率

本事業では、実行団体の総事業費の80％
以内を助成金として資金支援します。残
り20%以上は自己資金又は民間からの資
金の確保を原則とします｡

ただし､財務状況や緊急性がある場合に
は､特例的に自己負担分を減じることを
検討します｡しかし、3年目には補助率を
原則である80%以下にしていただきます。

特別な理由により補助率が80%を超える
年度については、応募書類「（様式9）
自己資金に関する特例申請書」を提出し
てください。

出典：応募要項② P8【総事業費の概要】図



7. 応募手続き

応募期間：2021年2月3日（水）～3月26日（金）
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郵 送

• 書面にて応募書類一式を郵送くだ

さい。

• 配達記録が残る郵便または宅配便

にて送付ください。

データ送信

• 以下の応募書類は応募申請フォー

ムより電子データを送付ください。

3月26日（金）17:00までに送信

(様式１) 応募用紙
(様式２) 実施スケジュール
(様式３) 資金計画書
(様式６) 役員名簿
定款・事業報告書（過去3年分）・
決算報告書類（過去3年分）

【応募申請フォーム】
https://forms.gle/CNYczSXfAKR6xqMd9

3月26日（金）必着

https://forms.gle/CNYczSXfAKR6xqMd9


①指定書式

(様式1) 応募用紙（団体概要・事業計画等） (様式8) 重複申請に関する誓約書

(様式2) 実施スケジュール (様式9) 自己資金に関する特例申請書

(様式3) 資金計画書 (様式10) 規定類の後日提出に関する誓約書

(様式4) 欠格事由に関する誓約書 (様式11) 規程類に含める必須項目確認書

(様式5) 業務に関する確認書 (様式12) 申請書類チェックリスト

(様式6) 役員名簿 (様式13) 助成申請書

(様式7) 情報公開同意書

8. 応募書類①指定書式
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：郵送に加え、データ送信が必要な書類

※様式9・10は該当する場合のみ提出。



②団体情報書類 ③決算報告書類 ※すべて過去3年分

●定款 ●貸借対照表

●登記事項証明書（発行日から3か月以内の現在
事項全部証明書の写し）

●損益計算書（活動計算書、正味財産増減計算書、
収支計算書等）

●事業報告書(過去3年分) ●監事及び会計監査人による監査報告書

8. 応募書類②団体情報書類
③決算報告書類
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郵送に加え、データ送信が必要な書類



• ご提出いただく規定類(自団体で持っている規程や指針等)およ
び含むべき項目は、「応募要項②」P24「別添1」に示されてい
る表にてご確認ください。

• 応募時に提出できない規定類がある場合には、「(様式10)規程
類の後日提出に関する誓約書」をご提出いただき、最終的には、
実行団体として採択された後、資金提供契約の締結時までにご
提出ください。一部の規定、または、項目は、事業終了時まで
のご提出となっています。

• 規定類作成の際には、「応募要項①」P12記載のURLより、当
財団、または、JANPIAの規定類をご参照ください。

8. 応募書類④規定関係書類
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④規程関係書類

●社員総会・評議員会の運営に関する規程 ●コンプライアンスに関する規程

●理事会の構成に関する規程（理事会が設置され
ていない場合を除く）

●公益通報者保護に関する規程

●理事会の運営に関する規程 （理事会が設置さ
れていない場合を除く）

●情報公開に関する規程

●役員及び評議員の報酬等に関する規程 ●文書管理に関する規程

●職員の給与等に関する規程 ●リスク管理に関する規程

●理事の職務権限に関する規程 ●監事の監査に関する規程

●倫理に関する規程 ●経理に関する規程

●利益相反防止に関する規程 ●組織（事務局）に関する規程

8. 応募書類④規定関係書類
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：事業終了までに提出可



9. 選考プロセス

一次審査

（書類審査）

二次審査

（面談審査）
結果通知
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審査に先立ち、必要に応じて事務局による電話、メール等に
よるヒアリングをさせていただく場合があります。

全応募団体に書面にて
選考結果を通知します。

第三者の専門家による審査会を設置し、一次審査（書類審査）・
二次審査（面談審査）を行います。一次審査通過団体は、二次審
査での面談を行います。

4月下旬 5月上旬～中旬 5月下旬

※スケジュールは現時点のものであり、変更される場合があります。



10. 選考基準

項目 内容 ※応募要項①P10「11.選考基準」参照

①実行団体としての適格性
●活動実績
●組織の信頼性

②本事業の目的に沿っているか
●事業提案内容の適切性
●地域連携の工夫

③計画の妥当性
●インパクトの創出
●事業終了後の自立性・継続性

④計画の実現可能性
●計画の妥当性と実現可能性
●地域ネットワーク形成のための準備状況と実績

⑤波及効果
●モデル事業としての展開可能性
●政策や行政の施策への影響



11. 事業評価①評価関連経費の助成

休眠預金事業では、国民の資産を活用しているという性質上、成果を適切
に評価し、可視化することが求められます。実行団体として採択されまし
たら、「資金分配団体・実行団体に向けての評価指針」に基づき、社会的
インパクト評価を行っていただきます。

事業評価にかかる費用は、助成金額の５.0％以内を上限に、事業費とは別枠
で助成します。評価のための調査に必要となる費用として、調査にかかわ
る人件費、旅費交通費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、外部委託費
等を計上することができます。

20出典：「資金分配団体・実行団体に向けての評価指針」（JANPIA）



11. 事業評価②評価計画

事業評価は、事業を実施する前（事前評価）、中間時（中間評
価）、事業終了時（事後評価）に実施します。また、必要に応じ
て追跡評価を実施する場合があります。

実行団体として採択されましたら、資金提供契約時に「評価計画
書」および「ロジックモデル（事業目的の達成までの論理的な道
筋を図式化したもの）」をご提出いただきます。評価のためのア
ウトプット・アウトカム指標を設定し、自己評価を行います。

なお、評価は実行団体が主体となり実施しますが、当財団も側面
的支援を行います。詳細は助成団体決定後に、採択団体と個別に
調整し、決定します。
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12. 全体スケジュール
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内容 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

公募

一次審査会（書類審査）

二次審査会（面談審査）

団体への結果通知

資金提供契約締結

助成金交付

上期活動報告書提出

2021年度2020年度

2021年度上期分
（6～9月）

2021年度下期分

※スケジュールは現時点のものであり、変更される場合があります。



ありがとうございました。
ご応募をお待ちしています。
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