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どんな制度？
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１. 概要～政府備蓄米の交付とは～
農林水産省が

ごはん食を通じた食育の推進のために、政府備蓄米を

学校給食用などに加えて子ども食堂やこども宅食団体にも

白米か玄米かで無償交付する制度です（配送での受取可）。

交付を受けた者は、

                    その備蓄米を利用して子どもに食育の取組みを行い

交付全量の食育活動と米の使用報告が必須です。
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２. 交付の目的

制度の目的は、ごはん食を通じた食育の推進
根拠法令には下記の記述あり。

子どもへの教育としての食育、その一環としてのごはん食の位置付け
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３. 交付対象者の要件～こども宅食の場合～
子どものいる家庭のうち食材の提供を希望する家庭に対し、食材を提供する団体として、

1. 国、都道府県、市区町村から子育て家庭への支援活動に関する委託又は補

助を受けている団体もしくは、　

都道府県、市区町村と連携し、子育て家庭に関する情報を基に活動している

団体（※）　

2. 子育て家庭に直接、食事又は食材の提供を実施している団体

※次の関連機関と連携する団体を含む： 市区町村の福祉担当部署 及び 自治体と連携する機関
　（社会福祉協議会、母子家庭生活支援施設、病院、学校、保育園、自立相談事業実施期間など）

 ※「連携」とは、
     委託事業や補助事業の受託、対象家庭への支援情報提供や対象家庭の状況に関する情報交換、
     こども宅食開催の案内の掲示やチラシの配布、人材や食材の募集に関する協力など 6

1団体で子ども
食堂活動とこども宅食
活動の両方に申請する

のもOK

団体名が「○○
フードバンク」や
「～子ども食堂」

でもOK



４. 交付されるお米

品質を保って国の委託事業者の倉庫で保管された

出荷可能な直近年産のお米（精米か玄米） を 

30kgの単位 で 申請の1〜2ヶ月後に

申請全量を一括受け取り
食材保管に相応しい場所での保管が必要。

注意：配送受取りの場合、配送日時の指定は不可。
 300kg以上の場合、配送2分割の例もあり。
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５. 申請可能量

子ども何人に・何kgずつ・何回配布するかの取組計画に基づき

1回の申請で最大450kgの申請が可能

例：6月と７月の２回の宅食活動で子ども65人に1.5kgずつ配布する

2 x 65 x 1.5 = 195kg  30kg単位の申請のため、近似値 180kg に切捨て申請

なお、1団体で複数の地域で活動し、地域別に体制を整備している場合には、1団体=1申請では  
なくその活動体制がある「地域単位」で申請することも可能（農水省要領をよく確認のこと！） 8

常に「世帯当たり」ではなく
「子どもの人数」に基づいて申請・配布・報告を行う



6. 配り方
申請書の配布計画に則り、

他の食材と一緒に
食育の取組をしながら

子育て家庭に直接配布する

※備蓄米単品での配布はNG

※無選別のバラ撒きはNG

食育用として農水省HPで公開されている
資料の利用もオススメ→→
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どう手続きする？

10



１. 全体像
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① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

　　２. 配送受け取りの後（⑤～⑧）

④ 配送受取

１．配送受け取りまで（①～④）

⑤ 子育て家庭に配布

追加申請する場合
⑦ ①-⑤に同上

追加申請する場合
⑥ 使用報告書の提出

⑧ 使用報告書の提出

当年度の
各申請締切

1〜2ヶ月後  翌年4月末まで



２. 配送受け取りまで
申請時期は１年度に4-5月、7-8月、10-11月、1-2月の4回あり

12 

① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

当年度の
各申請締切 提出後に農水省の担当者から修正指示を貰う場合あり

④ 配送受取　1〜2ヶ月後
配送日については団体から指定不可、農水省と
委託事業者にて調整後、交付決定時に連絡。
交付決定後 の配送先変更不可（申請書の配送先に送付）

交付決定書に併せて農水省が作成・送付する。
内容を確認し、修正有無を農水省に返信する。



２. 配送受け取りまで
申請時期は１年度に4-5月、7-8月、10-11月、1-2月の4回あり
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① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

当年度の
各申請締切

④ 配送受取　1〜2ヶ月後

4つの所定書類と
5つの添付書類が必要。

政府物品の交付である以上
要領に沿って正しく

申請することが
重要‼

申請書類のメール宛先
syokuiku_gohan@maff.go.jp

件名
「食材提供団体における  
　政府備蓄米交付申請書(団体名) 」

mailto:syokuiku_gohan@maff.go.jp


２. 配送受け取りまで
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① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

当年度の
各申請締切

④ 配送受取　1〜2ヶ月後



２. 配送受け取りまで
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① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

当年度の
各申請締切

④ 配送受取　1〜2ヶ月後

交付決定通知書とともに農水省から送付される引
渡申出書の内容を確認し修正有無を返信する

配送日は農水省と配送業者によって
決定されるため変更は不可



３. 配送受け取りの後
備蓄米を子育て家庭に配布した後は報告書の提出が必須
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⑤ 子育て家庭に配布

追加申請する場合
⑦ ①-⑤に同上

追加申請する場合
⑥ 使用報告書の提出

他食材とともに直接配布し、食育の取組を行う

⑧ 使用報告書の提出 翌年4月末まで

※未使用の備蓄米がある場合であっても4月末までに使用報告
    書の提出が必要（未使用分を使い切った際に改めて全量の使用
    報告書の提出が必要）
※やむを得ず申請当初の使用計画を実施できなくなった場合
    には、農水省に相談のうえ要領に沿った変更手続き等を行う

追加申請は、前回の交付全量を使用し、
その使用報告を行なって農水省での内容確認が
完了した後にのみ、申請が可能



３. 配送受け取りの後
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⑤ 子育て家庭に配布

追加申請する場合
⑦ ①-⑤に同上

追加申請する場合
⑥ 使用報告書の提出

⑧ 使用報告書の提出 翌年4月末まで

添付書類として以下３種も提出が必須
・取組み内容がわかる写真（⓵備蓄米と他食材が一緒に 
    写ったもの　②配布の様子がわかるもの）
・支援家庭への案内（チラシやLINE通知 等）
・食育活動に使用した資料    

                    所定書式の
                   ←政府備蓄米使用報告書
                    ↓月別使用報告書に記入



書類作成システム紹介

18

NEW‼



こども宅食応援団のリーダー向けに
備蓄米の交付申請用の書類作成を

オンラインで出来るシステムが出来ました‼

こ
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１. システムの対象範囲

√
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　　２. 配送受け取りの後（⑤～⑧）１．配送受け取りまで（①～④）

① 交付申請書の提出

③ 引渡申出書の確認

② 交付決定書の受領

④ 配送受取

⑤ 子育て家庭に配布

追加申請する場合
⑦ ①-⑤に同上

年度内追加申請する場合
⑥ 使用報告書の提出

⑧ 使用報告書の提出

提出前の申請用
書類作成をオンライン
システムでサポート！

特に初回申請時の
戸惑い解消に。



２. システムの目的
書類の作成を

①オンライン上で簡単なアンケート形式の回答とし

②きめ細かいガイドを提供した上で

③自動で書式を調整することで

ミスが少ない書類を効率よく作成し、労力と時間を減らす
アンケート回答だけでは申請にはならず、作成した書類を所定の手続きどおりに

申請団体から農水省にメールか郵送で提出して申請が完了
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３.システム利用の期待効果
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複数ファイルを添付するのが煩雑。
word入力のためパソコン作業が必須。

必須記載事項は？

書き方は？

スマホから作成可能で
画像添付が楽！

入力ガイドで
サクサク回答

自動で単一のPDFに
変換し提出も楽々！



４. 使い方
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① WEBアンケートに回答 ② 書類をPDFダウンロード ③ 農水省に提出

⑤ 入力済の
アンケートに
戻り内容修正

     変更がある場合

メール宛先
syokuiku_gohan@maff.go.jp

件名
「食材提供団体における 
　政府備蓄米交付申請書(団体名)」

④ 上書き修正を選択

※wordやPDFでの編集も可能

mailto:syokuiku_gohan@maff.go.jp


５. ご留意事項

1. 当システムは、こども宅食応援団に加盟する団体での利
用を想定してグループ団体である認定NPO法人フローレ
ンスにて構築、保有しています。

2. フローレンスは当該オンラインシステムを提供するに   留
まり申請手続きの支援や個別の助言は致しません。

3. システムの運用・維持に必要な範囲内で、農林水産省・
一般社団法人こども宅食応援団に貴団体が入力した回答
データを提出・開示する場合があります。
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６. アクセスURL

 
https://florence.form.kintonea

pp.com/public/b1chikumai

作成される書類の見本はコチラ
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https://florence.form.kintoneapp.com/public/b1chikumai
https://florence.form.kintoneapp.com/public/b1chikumai
https://hiromare-takushoku.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/Sample-Output-1.pdf


操作マニュアル
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STEP①Webアンケートに回答

↓ 回答完了画面の緑色のボタンをクリック ↓

ダウンロード用サイトへ
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STEP②-1 ダウンロード用のオレンジ色のボタンをクリック
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STEP②-2　作成された書類のPDF12ページを確認 

・申請量 および その計算
・添付書類の鮮明さ　など

作成される書類見本:コチラ

https://hiromare-takushoku.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/Sample-Output-1.pdf
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このタイトルのメールが　
受信できていることを確認

届かない場合には申請書類に
記載のメールアドレスを
誤入力している可能性がある
ため農水省への書類提出前に
要確認のこと。

記載のURLにアクセスすれば
何度でも作成した書類の
ダウンロードあるいは上書き
修正が可能。
（6-8行程度の長文URL）

STEP②-3 
メール受信を確認
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STEP③ 農水省への提出

【郵送で提出する場合】
● 住所：〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
● 農林水産省農産局穀物課米麦流通加工対策室消費流通第1班

【メールで提出する場合】
● メールアドレス：

syokuiku_gohan@maff.go.jp
● メール件名： 

「食材提供団体における政府備蓄米交付申請書（団体名）」

(注)メールサイズが7MBを超える場合は、複数通に分けて送信
● ７MBを超えていると農水省は受信できず、アラートメールも発信されないので　

気付かぬうちに、未申請になってしまった事例あり！！
● 申請できていれば、通常は2日程度で農水省から返信が来ます。

mailto:syokuiku_gohan@maff.go.jp


注意したい添付書類～保管場所の写真～
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室内の全景など空間の様子がわかるものを使用、外観は不要　

衛生的でないと判断された場合には、別の場所での保管を指示されることも



注意したい添付書類～子育て家庭への案内チラシ～
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直近に開催した、あるいは開催予定のこども宅食に関わる案内で、以下の情報が網

羅されているもの。家庭へのLINE通知やWebサイトの掲載情報の画像も可

イベントカレンダーとLINE通知、など複数画像の組み合わせで提出も良案。

【以下の情報が確認できること】

  ●開催日時

  ●開催場所（あるいは自宅配送）

  ●子ども向けの宅食活動か

  ●主催者名

※備蓄米の交付申請時に記載した　

取組計画と齟齬がないことを

　農水省にて都度確認しています



終


