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法⼈概要

u 2020年8⽉17⽇法⼈設⽴
u 構成︓熊本県内で⾷堂や居場所等を主宰する

個⼈、団体、法⼈の⽅々39団体（会員⾷堂のリスト参照）
（2021年3⽉末現在）

u 活動内容︓
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1. ⼦どもの居場所や⾷堂などにおける運営への⽀援事業
2. ⼦どもや⾼齢者の⽣活問題に関わる⽀援事業

3. 社会貢献に従事する団体などとの連携事業
4. 福祉、医療、教育に関わる地域課題に向けた先進的事業

5. 災害時における被災地⽀援事業などに取り組む



・熊本県における⼦どもの貧困率︓15.3%
（⽇本財団「⼦どもの貧困の社会的損失推計 ー都道府県別推計ー レポート」
（2016年）より、全国平均は7⼈に1⼈（＝14.3%））

・熊本県内の⼦ども⾷堂数︓88
（熊本県健康福祉部⼦ども家庭福祉課調べ（2021年1⽉現在）
⾮公表箇所は含まない）

・熊本県内の⼦ども⾷堂の困りごと︓
◯ボランティア・スタッフ（⼈的資源）不⾜
◯⾷材・場所・器具（物質資源）の確保が難しい
◯地域や⼦どもや保護者との関係性構築が難しい
◯⾷材購⼊や賃貸料⾦、スタッフ謝礼など資⾦調達の問題
（熊本学園⼤学豊⽥謙⼆により企画・実施された「熊本県⼦ども⾷堂アンケート調査」
（調査期間2020年2⽉7⽇〜3⽉上旬）より）

⼦どもと⼦ども⾷堂をとりまく状況



l 継続性︓個々の⼦ども⾷堂へのサポート
l 財務安定性︓提供品・寄付・ボランティアの呼びかけ、資⾦調達のサポート

l 信頼性︓カバナンス・コンプライアンス強化 （活動の公開）

法⼈設⽴における想い・⽬的

◯組織化させることで、県や地域との関係を構築し、
国に働きかけをしたい

◯熊本県内の⼦ども⾷堂全体の継続性、財務の安定性、信頼性アップ

◯県内の全⼩学校区350箇所に⼦どもや地域の居場所ができて、
福祉の拠点となり、孤⽴を⽣まない社会づくりを⽬指す

誰ひとり取りこぼさない社会を創るため

SDG’s開発⽬標



令和２年度事業報告（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）
1. ⼦どもの⾷堂運営、新規開設のサポート
◎会員⾷堂⽀援

◯⾷材・消耗品提供情報、助成⾦情報などをメール配信とLINEグループ
でほぼ毎⽇シェア

◯企業様・農家様からの⾷材提供品のフードシェア 16件

◎運営の実践・経験を新規開設者に伝えてサポート
◯令和3年2⽉10⽇ ⾷堂開設講座開催
熊本市・宇⼟市・荒尾市より４組・6名が参加。
動画や開設マニュアルを⾒ながら、説明・意⾒交換。

◯新規開設サポート
●サポート内容︓開設ヒアリング・初回同⾏サポート・チラシ作成・⾷材提供など
●実際に役員がサポートに⼊って、新規開設した⾷堂︓
⾼森「ぶどうの⽊」、⼋代「楽⼟」、宇⼟「五⾊⼭⾷堂」、その他、開設相談ヒアリング多数

●会員数の推移︓
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令和2年8月17日
（法人設立時）

令和3年3月末日

8 41
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2. 会員の研修・情報交換の場の提供
◎衛⽣・調理講習会

◯株式会社インコアグループ様協⼒の料理教室を4回開催。

◎災害⽀援活動
◯令和3年9⽉から12⽉まで⽉1回以上、⼈吉市、
球磨村、坂本町にて物資運搬・炊き出し⽀援実施。

◎親睦・定例会開催（ネットワーク強化）
◯令和3年11⽉から⽉1回、合計5回会員定例会を開催。

講師を招いた研修の場、会員同⼠の横の連携を深める場となった。

令和２年度事業報告（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）
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3. 広報活動
◎外部への活動発信
ホームページ・facebookで活動報告

◎メディア掲載実績
令和2年11⽉27⽇ニッキン掲載

令和2年12⽉10⽇熊本⽇⽇新聞朝刊掲載
令和3年1⽉24⽇熊本⽇⽇新聞朝刊掲載
くまもと経済2021年2⽉号の特集記事『「SDGs」推進で企業価値向上へ』
熊本県男⼥共同参画通信【ならんで】Vol.48の特集「⼥性の活躍」

◎地域イベントへの参加
令和2年11⽉1⽇「くまもと未来のしごとフェスタ」に参加（熊本市東区錦ヶ丘公園）

◎県外ネットワークとの連携︓九州・沖縄Oneteamミーティングに出席。 （10⽉、11⽉）

◎県内企業・個⼈様への法⼈設⽴挨拶・賛助会員募集案内・寄付のお願い送付
法⼈送付先︓100社以上、企業訪問や意⾒交換︓11件

令和２年度事業報告（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）
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4. ひとり親家庭福祉協議会と連携（コンソーシアム事業）
◎休眠預⾦を活⽤した新型コロナウィルス対応緊急⽀援助成事業
●事業期間︓令和2年10⽉28⽇ー令和3年10⽉27⽇
●事業内容︓「⼦ども⾒守りネットワーク」構築と、それに必要な、こども⾷堂等
地域の⼦どもの居場所の広がり⽀援

●コンソーシアムで熊本県こども⾷堂ネットワークが担う部分の⽬標︓
県内に⼦ども⾷堂が100箇所以上

●県内⼦ども⾷堂数︓

●役員活動状況︓
・コンソーシアム会議（⽉⼀回）
・⼦ども⾒守りネットワーク運営会議（2回）
・フォローアップミーティングor研修への参加（⽉⼀回）
●熊本市東区桜⽊の拠点整備
・桜⽊拠点の賃貸契約 ・事務局スタッフパート雇⽤
・拠点⽤パソコン・プリンタ・携帯電話契約・Wiーfi環境整備
・茶棚購⼊,⾷材保管⽤冷蔵冷凍庫購⼊

令和3年1月末
（熊本県把握）

令和3年2月〜3月の当団体新規加入
の食堂開設数

令和3年3月末での
県内食堂数（当団体把握）

88食堂 5食堂 93食堂

令和２年度事業報告（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）
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R2年度 収⼊︓
13,245,682円

R2年度 ⽀出︓
3,088,992円

令和２年度事業報告（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）



令和２年度法⼈賛助会員・法⼈寄付者リスト
（令和2年9⽉ー令和3年3⽉）

法人賛助会員名 住所

平田機工株式会社 熊本市北区

株式会社熊本放送 熊本市中央区

大海水産株式会社 熊本市西区

株式会社マイスティア 上益城郡益城町

株式会社前田産業 熊本市南区

株式会社アグリファーム宇城 宇城市

熊本トヨタ自動車株式会社 熊本市南区

株式会社CS企画 東京都品川区

熊本トヨペット株式会社 熊本市南区

熊本大同青果株式会社 熊本市西区

株式会社コスギ不動産 熊本市中央区

法人寄付者名 住所

株式会社LibWork 山鹿市

公益社団法人 熊本善意銀行 熊本市中央区

九州電力労働組合熊本支部 熊本市中央区

東京エレクトロン九州株式会社 熊本県合志市

株式会社肉のオオツカ 熊本市東区

モヒカンポシェット 熊本市中央区

西部ガス㈱ 熊本市中央区

西部ガス労働組合 熊本市中央区

一般財団法人熊本公徳会 熊本市中央区

株式会社アグリファーム宇城 熊本県宇城市小川町

株式会社インコアグループ 福岡県福岡市

多⼤なるご⽀援を誠にありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします。



令和２年度個⼈の寄付者の意向にお応えして
ドーナツ配布を⾏いました。

熊本市内周辺地域だけでなく、阿蘇、⼩国、⽔俣、⼈吉など、ドーナツ販売店がない地域の⼦ども達にも、
ドーナツを届けることができました。また、役員が直接届け、県内各地の⾷堂運営者の話をお聞きする
ことができました。配布期間令和3年2〜5⽉。配布個数1,510個。
受け取った⼦どもたちの様⼦を撮影した動画を寄付者様にお返ししました。



農家様・企業様からの⾷材・物資の⽀援も
たくさんいただきました

いただいた⾷材・物資は会員⾷堂を通して、⼦どもたちや地域の皆様に
お渡ししております。誠にありがとうございました。



会員⾷堂（熊本県内39箇所、令和3年3⽉末現在）
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⾷堂名 場所 ⾷堂名 場所
Yellつながるカフェ 熊本市中央区 ＮＰＯ法人キッチンるぱ 玉名市

ゆげの森食堂 熊本市北区 山鹿こども食堂百華 山鹿市

楡木子ども地域食堂なごみ 熊本市北区 ひのくにスマイル食堂 菊池市

わが家食堂 熊本市中央区 マザーアンドチルドレンの会 菊池市

子ども食堂ひまわり 熊本市中央区 おおづ子どもおにぎり会 大津町

ひごっこスマイル食堂ちんゆう 熊本市中央区 地域食堂 ゆうあい 小国町

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル
熊本事務局 熊本市中央区 高森こども食堂ぶどうの木 高森町

熊本市西区中島校区こども食堂まんまる 熊本市西区 こどもキッチン こころ 高森町

尾ノ上コミュニティ食堂「陽だまりの樹」 熊本市東区 NPO法人にしはらたんぽぽハウス 西原村

みんなの食堂 熊本市東区 だんだん食堂（ハンズハンズ） 嘉島町

たくとう地域食堂 熊本市東区 地域・子ども食堂はなえみ食堂 益城町

しらゆりキッチン
（社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会）

熊本市東区 甲佐食堂「おかえり」 甲佐町

子ども地域食堂 おうち食堂竹ちゃんち 熊本市南区 子ども地域食堂「あるもんで」 山都町

こどもキッチンブルービー
(一般社団法人こどもキッチンブルービー）

熊本市南区 特定非営利活動法人大成グローバルグッド 八代市

藤富ふれあい食堂 熊本市南区
水俣すまいる食堂

一般社団法人みなすまいる
水俣市

田迎南ふれあい地域食堂 熊本市南区 ひまわり保育園 みんなのこども食堂 人吉市

れんこども食堂 熊本市南区 こどもプレイス つなぐ 人吉市

未来食堂 宇土市 ニコニコ食堂ひとよし(多良木キッズサークル) 人吉市

子ども地域食堂 五色山食堂 宇土市 いこいスペース∞こあ まるちゃん家 天草市

灯あかりおてらでごはん 宇城市


