
≪居場所づくり・学習支援活動助成≫ 

子どもたちへ学習支援や工作、昔遊び

など体験活動を行うなど、居場所や交流

の場を提供する活動に対して助成しま

す。 

例えば・・・ 

学習資料費、おやつ代、 

チラシ印刷費、会場費等 

を助成します。 

年額 50,000 円（上限） 

 

但し、月 2 回以上開催した場合 

年額 70,000 円（上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 

令和３年度 こどもテーブル活動助成募集案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪対 象 活 動≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こどもテーブル」とは、地域の方々が食事の提供や学習支援な

どにより、「地域の力」で子どもたちを育てていく活動です。 

こうした「こどもテーブル」活動に対して、「渋谷区社会福祉協

議会子ども基金」を活用し、助成を行います。 

 

日本財団の支援により、月２回以上活動を開催する団体又は、

参加費が無料もしくは、当初計画より１００円以上減額する団体

については、助成金を増額します。 

≪子ども食堂活動助成≫ 

子どもたちに食事を提供する活動（あわ

せて学習支援や体験活動、居場所などの提

供を行う場合を含む）に対して助成しま

す。 

例えば・・・ 

食材費、チラシ印刷費、 

会場費等を助成します。 

年額100,000 円（上限） 

但し、下記該当団体は増額します。 

・月 2 回以上開催又は参加費無料もし 

くは参加費を１００円以上減額 

年額150,000 円（上限） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
≪助 成 要 件≫ 

① 地域住民が主体となって運営し、営利を目的としない団体であること。 

② 概ね月 1 回以上、継続的に活動する団体であること。 

③ 主な活動の本拠地が渋谷区内にあり、参加者が渋谷区民であること。 

④ 安全面、衛生面について適切な配慮がなされていること。 

⑤ 参加者の負担額が妥当であること。 



 

【助成対象期間】 

◇令和３年 4 月１日～令和４年３月３１日の期間に実施する活動 

   

【申請方法】 

    申請書に、下記書類を添付してこどもテーブル係までメール又は郵送、ご持参ください。 

１． 団体の会則又は規約 

２． 団体の名簿 

３． 活動内容がわかるチラシ 

 

申請書は次の場所で配布しています。 

・渋谷区社会福祉協議会 

※下記の HP からもダウンロードできます。 

    渋谷区社会福祉協議会 HP http://www.shibuyashakyo.or.jp 

    渋谷区こどもテーブル HP https://shibuyaku-kodomo-table.jp/ 

 

【申請期間】 

    令和３年４月３０日（金）締切 

     

【審査・助成方法】 

 

 

 

 

 
 

 

【その他】  

◇助成を受けた団体は、令和３年度の活動が終了した後、報告書を提出していただきます。 

 

 

 

 

渋谷区社会福祉協議会 

まで書類をご持参ください。 

申請書に基づき、こどもテーブル

活動助成審査委員会で審査のう

え、決定します。 

 

決定後、申請団体に結果をお知ら 

せします。助成金は、指定された 

「銀行口座」に振込みます。 

 

  

 

 

申請書の提出及びお問い合わせ 

社会福祉法人 渋谷区社会福祉協議会 

子ども支援課こどもテーブル係 

〒１５０－8010 渋谷区宇田川町１－１ 

渋谷区役所 2 階 

電話番号 ０３-５４５７-０２２１ FAX ０３-３４７６-４９０４ 

Mail：kodomo-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp 

※受付時間 午前８時３０分～午後５時 土・日・祝日除く 

http://www.shibuyashakyo.or.jp/
https://shibuyaku-kodomo-table.jp/


※

令和　　年　　月　　日

２申請団体について

設立（結成）年月日　　　　　　

書類送付先住所

担当者氏名

電話／ＦＡＸ

合計 円 　　　合計 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

円

円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

円

円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

円

円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円・社協助成金 円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

（上記と異なる場合）

Eメールアドレス

〔収入項目〕 〔支出項目〕
　

年　　　　月　　　　日

（様式第１号）

令和3年度　渋谷区社会福祉協議会　こどもテーブル活動助成金申請書

団体名

代表者氏名

ＵＲＬ

団体所在地

（任意団体の場合は代表者住所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話／ＦＡＸ

1助成金申請額 円

・参加費
（子ども　　人×　　　円×　　回）

円

・参加費
（大人　　　人×　　　円×　　回）

円

団体の概要

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

令和3年度収支予算※参加費を減額する団体は、減額後の参加費を記載

　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円



３活動計画

助成対象活動 　□　子ども食堂活動助成

　□　居場所づくり・学習支援活動助成

活動名称

活動場所

活動場所住所

運営スタッフ等人数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

ボランティアスタッフ 人

参加予定人数

開催回数／月／曜日

実施時間 準備開始時間 　　　　　　時　　　　　分～

　　　　　　時　　　　　分～

参加費用について 　子ども　　　　円 　→　減額後

　大人　　　　　円

留意事項

安全への配慮について

衛生管理について

活動の周知について

事前申し込み　　　　　 　　　要　　　　　・　　　　　　　不要

申込方法

特記事項（活動の特色、ＰＲする点などをご記入ください）

（ご希望の活動にチェックしてください）

子どもたちの活動時間（開設時間）

子どもの情報管理について

　子ども　　　　　円



※

令和3年4月1日

２申請団体について

設立（結成）年月日　　　　　　

書類送付先住所

担当者氏名

電話／ＦＡＸ

144,000円

18,000円

12,000円

10,000円

10,000円

円

円

円

円

円

円

合計 194,000円 　　　合計 　　　　　　　　　　　　　　194,000円

　　　・食材費（600円×20人×12回）

円

円

円

円

　　　・

　　　・

　　　・

　　　・

・団体負担金 2,000円

令和3年度収支予算※参加費を減額する団体は、減額後の参加費を記載

　　　・チラシ印刷費（10円×150枚×12回）

　　　・ボランティア交通費（500円×2人×12回）

　　　・教材費（200円×10人×5回）

・参加費
（子ども10人×100円×12回）

12,000円

・参加費
（大人5人×500円×12回）

30,000円

　　　・食品衛生責任者講習会費

　　　・

※連絡責任者の連絡先を記入

団体の概要

・社協助成金 150,000円

代表者氏名 宇田川　一郎

団体所在地
渋谷区宇田川町１－１

（任意団体の場合は代表者住所）

（様式第１号）

令和3年度　渋谷区社会福祉協議会　こどもテーブル活動助成金申請書

1助成金申請額 150,000円

団体名 渋谷社協こども食堂

　　　・円

電話／ＦＡＸ ０３－５４５７－０２２１

ＵＲＬ ※団体のＨＰ用ＵＲＬがあれば記入

Eメールアドレス shien-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

（上記と異なる場合）

令和元年　４月１日

〔収入項目〕 〔支出項目〕
　

※代表者と連絡責任者が異なる場合、氏名を記入

記入例 食堂
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３活動計画

助成対象活動 　□　子ども食堂活動助成

　□　居場所づくり・学習支援活動助成

活動名称

活動場所

活動場所住所

運営スタッフ等人数 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３人

ボランティアスタッフ ２人

参加予定人数

開催回数／月／曜日

実施時間 準備開始時間 　　　　　１３時　　　　００分～

　　　　　１６時　　　　００分～

参加費用について 　子ども　３００円 　→　減額後 　子ども　１００円

　大人　　５００円

留意事項

安全への配慮について

衛生管理について

活動の周知について

事前申し込み　　　　　 　　　要　　　　　・　　　　　　　不要

申込方法

特記事項（活動の特色、ＰＲする点などをご記入ください）

（ご希望の活動にチェックしてください）

子どもたちの活動時間（開設時間）

子どもの情報管理について

渋谷社協こども食堂

渋谷区役所　２Ｆ

渋谷区宇田川町１－１

月１回　第４金曜日

※記入例　・こどもテーブルのＨＰでの周知を希望する
　　　　　・近隣の小学校にチラシの配布を希望する

※記入例　・小学校低学年は、親に迎えに来てもらう
　　　　　・アレルギーなどの情報を、申し込みの際に事前に把握する

※記入例　・食品衛生管理者講習を受講予定
　　　　　・手洗いをしっかりを行うようにする

※記入例　・個人情報は外部に漏れないようスタッフ間で留意する
　　　　　・個人情報保護法に基づいて、順守する

１５人（子ども10人、大人5人）



※

令和３年４月　日

２申請団体について

設立（結成）年月日　　　　　　　　　　　　　　　令和３年　４月１日

書類送付先住所

担当者氏名

電話／ＦＡＸ

団体の概要

36,000円

12,000円

電話／ＦＡＸ ０３－５４５７－２２００

（様式第１号）

令和３年度　渋谷区社会福祉協議会　こどもテーブル活動助成金申請書

1助成金申請額 50,000円

団体名 神南居場所・学習活動実行委員会

代表者氏名 神南　太郎

団体所在地
渋谷区宇田川町１－１

（任意団体の場合は代表者住所）

ＵＲＬ ※団体のＨＰ用ＵＲＬがあれば記入

Eメールアドレス shien-shibuya-shakyo@tokyo.email.ne.jp

（上記と異なる場合）

※代表者と連絡責任者が異なる場合、氏名を記入

※連絡責任者の連絡先を記入

周辺住民によるボランティア団体の活動。子どもたちへの活動を通じて、
地域住民と子どもたちが多世代交流を行なう。

（活動例）
・月1回、講師を呼んで勉強会
※休憩時間には、おやつも提供する
・クリスマス等、季節の工作なども実施

令和３年度収支予算

〔収入項目〕 〔支出項目〕
　

・会費（＠100円×10人×12回） 12,000円 　　　・講師謝礼（＠3,000×12回）

・社協助成金 50,000円 　　　・チラシ印刷費 　　　　　　　　　　　　　　10,000円

・〇〇財団助成金 10,000円 　　　・ボランティア交通費（＠500×2×12回）

・団体負担金 30,000円 　　　・教材費 　　　　　　　　　　　　　　10,000円

・ 円 　　　・工作費 　　　　　　　　　　　　　10,000円

・ 円 　　　・おやつ代 　　　　　　　　　　　　　24,000円

・ 円 　　　・ 　　　　　　　円

・ 円 　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

・ 円 　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

・ 円 　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

・ 円 　　　・ 　　　　　　　　　　　　　　円

合計 102,000円 　　　合計 　　　　　　　　　　　　　　102,000円

記入例 居場所
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３活動計画

助成対象活動 　□　子ども食堂活動助成

　□　居場所づくり・学習支援活動助成

活動名称

活動場所

活動場所住所

運営スタッフ等人数 運営スタッフ 2人

ボランティアスタッフ 2人

参加予定人数 １0人

開催回数／月／曜日

実施時間 準備開始時間 　　　　　１4時　　　　００分～

　　　　　１６時　　　　００分～

参加費用について 　　子ども　　　　　　　　1００円

　　大人　　　　　　　　    　     円

留意事項

安全への配慮について

衛生管理について

活動の周知について

事前申し込み　　　　　 　　　要　　　　　・　　　　　　　不要

申込方法

特記事項（活動の特色、ＰＲする点などをご記入ください）

子どもたちの活動時間（開設時間）

（ご希望の活動にチェックしてください）

神南小学生の居場所

渋谷区役所２階

渋谷区宇田川町１－１

月１回　第４金曜日

・団体のＨＰ上に掲載されているメールアドレスに申し込んでもらう
・学校に配布したチラシ内に掲載されているメールアドレスに申し込んでもらう

※記入例　・小学校低学年は、親に迎えに来てもらう
　　　　　・おやつ提供の際、安全のためアレルギーなどの情報を、
　　　　　　申し込み事に把握しておく

※記入例　・手洗いをしっかりを行うように促す

子どもの情報管理について ※記入例　・個人情報は外部に漏れないようスタッフ間で留意する
　　　　　・個人情報保護法に基づいて、順守する

※記入例　・こどもテーブルのＨＰでの周知をする
　　　　　・近隣の小学校にチラシの配布をする
　　　　　・団体のＨＰで宣伝する


