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日付： 2022年3月14日

Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

生活困窮者 食料関連の不足

ひとり親 食料関連の不足

子ども・学

生
食料関連の不足

生活困窮者 相談先の不足

子ども・学

生
連携の不足

中間支援者 連携の不足

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*

Ⅴ．活動

実施時期: 2021年6月1日～2022年2月28日

事業対象地域: 福岡県

事業対象者: 経済的困難を抱える子育て世帯、子ども食堂に参加している子育て世帯、母子寮などのひとり親家庭など

課題設定、事業設計に関する振り

返り

　平成28年北九州市のひとり親家庭実態調査によると、北九州市では5.2人に1人が相対的貧困家庭であるという数字が出ている。なかでも母子家庭は経済宛機に厳しい状況であ

る。母子家庭総数の14,710世帯のうちは54.8％（約8,000世帯）が月収15万円未満で生活している。

　昨年からのコロナ拡大はこの層を直撃し、非常に厳しい状況となっている。また、上記の層だけでなく、コロナ以前は安定した生活をできていた層なかからも困窮状況に陥

り、当法人へ支援要請が入っており、要支援者数は確実に増大している。そのような状況の中でも、しっかりと支援を届けられる事業基盤と体制を確保すべく、休眠預金からの

助成申請を行った。

　昨年度からライフアゲインとしてLINE公式アカウントに食料配布や子育て情報を希望する人たちに登録を呼び掛け、夏休み、冬休みなど長期休暇に向けて応援食品を届けてき

た。昨年度末のライン登録者数は約470名であったが、今年度は北九州市の協力によって当法人からのチラシを郵送してもらったことにより、現在のLINE登録者数は約1800名と

なった。そして、今年度夏休みの食品配布世帯は300世帯であったが、冬休みには1000世帯に届けることができた。また、エフコープ生活協同組合の施設を借りて、子ども食堂

や福祉団体・施設に対してまとまった食品を渡す仕組みを作り、それを実施することができるようになった。それを可能にしたのは、フードバンク事業に必要な様々な資材の充

実、それを利用して事業を実施できるスタッフを確保できたことによる。現在のライフアゲインの事業を次のステージに引き上げてもらった助成事業であったと思う。

③今回の事業実施で達成される状

態

（アウトプット）

④指標 ⑤目標値・目標状態 ⑥結果 ⑦考察

コロナ禍で急増した生活困窮世

帯全般に対して、食料支援が継

続して行える環境を整備する
食品寄贈受け入れ重量（トン） 90

事業完了報告書 （実行団体）

事業名: コロナ禍でも届く持続可能な食支援強化事業

資金分配団体名: 一般社団法人全国フードバンク推進協議会

実行団体名: 認定特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

事業実施概要

コロナ禍で増大する食品寄贈を無駄にすることなく、北九州市及び近郊で増大する要支援世帯にしっかりとお届けし、必要な包括支援につなげるために、まずは食品保管倉庫

の整備を含めた管理体制及びトレーサビリティーの効率化を図る。2つ目は要支援者がストレスなく食品を受取れるよう、食品配送や受取拠点を含めた流通システムを、行政・企

業・大学・社協。それに子ども食堂・パートナー提携している120の福祉施設等と連携して構想を練り、効率化を図る。3つ目は食品管理業務と個人支援の相談業務を滞らせない

よう職員1名雇用しゆとりのある支援体制を築く。4つ目は持続可能な運営体制を構築するためのファンドレイジングを強化する。

90.4

倉庫の拡充、移動棚設置、カゴ車増量、倉庫レイアウ

ト見直し等の食品管理体制を強化したことで食品の再

廃棄防止や作業の効率化が図れた。しかし更に増加し

た場合の保管スペースや人員の不足が課題となる。

コロナ禍で急増した特にひとり

親の困窮世帯に対し、夏休みや

冬休みの応援食品配布を通して

LINE公式アカウントに登録して

もらい、包括的支援につなげら

れる環境をつくる

困窮世帯への食料支援件数（延べ

数）
3600 4037

北九州市の広報協力により、一気にLine登録者数が

1200名増加し、1800名ほどになった。この官民連携の

成果は大きい。また食品を箱詰めし託送するまでの作

業に企業を初め多くのボランティア協力があった。

コロナ禍で急増した子育て世帯

や学生の困窮世者に対して、

フードパントリーや食料支援を

子ども食堂や大学と連携して行

い、必要な食料支援が届くよう

にする。

困窮世帯への食料支援に使用する

食品の重量（トン）
37 44

コロナ禍で休校や子ども食堂中止が相次ぐ中、つなが

り続ける手段として、大学内や子ども食堂開催場所で

フードパントリーが開催された。

活動 進捗 概要

北九州市の７区に設置されてい

る子ども家庭相談コーナーや保

護課、社協、それに統括的役目

を担っている「いのちをつなぐ

ネットワーク」との連携を強化

自治体福祉課・社会福祉協議会

等、連携する相談機関・窓口の数
36 37

北九州市孤独孤立連携協議会のメンバーにも加えら

れ、市との連携はコロナ禍で更に強まり、縦割りから

横ぐしへをスローガンに掲げ、行政内部でも情報の共

有が強化されていると感じた。

事業実施以降に目標とする状況

産官学民との多団体連携によって構築されたフードバンクシステムを活用し、北九州市及び近郊地域に、食品寄贈が再廃棄されず、非常時においても費用をかけずに要支援者に

食料がしっかりと届けられていること。次に要支援者に寄り添い、ニーズを拾い出して食料支援から包括支援につなげられる連携ネットワークが広がっていること。最後に止め

てはいけない活動ゆえ、安定した継続雇用ができるよう資金調達が強化されていること。

考察等

①コロナ禍で増大する寄贈食品と困窮者をいかにマッチングさせ、食品の再廃棄や不足を生じさせないために、まず第一に食品の保管スペースと人員確保に尽力した。②第2に

保管された食品を増加する要支援者にいかに費用をかけずに配布するかを検討し、食品配布拠点や食品箱詰め作業の安定的な人員確保を図れるよう企業への協力をお願いした。

③第3に食料支援から包括的支援につなぐための連携ネットワークだが、まず全区に設置されている行政機関「いのちをつなぐネットワーク」との連携を軸に据え、食品提供に

よって信頼関係を築いている市内100団体を超える福祉施設や子ども食堂との連携で要支援者にアウトリーチできるネットワークの構築を図った。④最後に資金調達だが、企業

においてはSDGsをキーワードに連携の糸口を探り、気軽に取り組めるフードドライブをきっかけとしてつながった。また、広報を重要視し、対面あるいはオンライン講演会、

SNSの発信、メディア掲載の強化に取り組んだ。寄付者に対しては、サンキューレターや活動報告などのアフターフォローに注力した。

特に注力している子育て要支援

世帯をアウトリーチして見つけ

るために、その方々とつながっ

ている福祉施設や子ども食堂等

とパートナーシップを結び、重

層的な支援体制をつくってい

く。

こども食堂やパントリー等、食品

提供先として連携する福祉設・支援

団体の数（自治体福祉課・社会福

祉協議会を除く）

145 145

子ども食堂ネットワーク北九州、訪問看護ステーショ

ンや健和会等の医療機関との連携が広がってきたよう

に感じる。今後は幼少期の子育て世帯へのアウトリー

チにつながる保健師や助産師との連携も強化していきた

い

食品寄贈元企業が増加すること

によって、食品の寄贈量はもち

ろん増加傾向になるが、SDGs

の観点からボランティア協力や

ファンドレイジング等のCSV活

動が盛んになり、連携の幅が広

がっていく状態

食品寄贈元企業の数 190 173

冬のお腹いっぱい大作戦では、多くの企業が食品の箱

詰め作業や託送料を集めるクラウドファンディングに協

力してくださった。食品寄贈がCSV活動の入口となり、

そこからさまざまな連携に広がっていくことを期待した

い

1．倉庫の整備 計画通り
・倉庫の棚や折り畳みコンテナ、カゴ台車を揃えた。倉庫内のレイアウトも管理しやすい状態に変えた。

・第1倉庫～第4倉庫まで保管スペースを拡充。食品保管をフードドライブ食品、災害備蓄食品など倉庫ごとに分け効率を図った。



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

Ⅸ．インプット　※事業完了月の月次収支管理簿の金額を入力ください。（精算金額と一致させる必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

3．人材確保
ほぼ計画通り

・事業系1名、管理系1名を臨時雇用し、支援体制強化に繋ぐことが出来ている。

・SDGsにおける企業のCSV活動の一環として、企業のボランタリー協力が盛んになり、安定した人員確保が可能になった。

4．ファンドレイジング ほぼ計画通り

・認定NPO法人として税制優遇を受けられること、クレジットカードによる寄付など案内できるチラシができ、年次報告書と合わせて配布し

た。当法人の中期計画において、マンスリーサポーター獲得目標、目標寄付額を計上しており、予算と実績を記載する。

・マンスリーサポーター2021年度末目標：104人…2022年1月末現在92人

・マンスリーサポーターによる2021年度寄付額：300万円…2022年1月末現在218万3千円

・2021年度寄付総額：1150万円…2022年1月末現在：1369万円

2．食品配布の効率化 ほぼ計画通り

・生協の支所をお借りしての食品配布を検討し、10月よりスタートできた。現在は毎回数十団体が来所して効率よく配布が進んでいる。

・食品受取り拠点として、市内に店舗を構える（株）サンキュードラッグや母子寡婦福祉会、市内子ども食堂や寺院などの協力を得た。

・冬休みに行った1000世帯への応援食品配布は、複数の企業、大学の協力で箱詰め作業が進み、託送料100万円をクラウドファンディングで募

集。122万円が集まり無事託送をすることができた。この仕組みを更に改善して効率化を図りたい。

想定外のアウトカム、活動、波及

効果など

事業実施時では、見えていない要支援者をどう見出していくかが課題であった。そんな時に9月の議会でコロナ禍によって増大している子育て世帯、特にひとり親世帯の困窮や孤

立が問題視され、市長答弁で当団体と協働し、1万世帯の児童扶養手当受給者への当団体周知チラシを市の郵送物に同封してくださることが決まった。それにより、今まで500名

程であったLINE公式アカウントの登録者数が1200名増加し合計1800名となった。その1800名を母数にしたため、冬休みお腹いっぱい大作戦における応援食品配布数を夏休み時

の300世帯から一気に1000世帯とし、この事業計画を成功させるために、広報を中心に据えた資金調達としてクラウドファンディング、また、箱詰め作業も安定した人員と広報

協力を願って企業や大学に依頼をかけた。その結果、予想をはるかに超えた企業及び大学生の協力が得られ、一緒に作業をする中で強い信頼関係も構築することができた。クラ

ウドファンディングでも目標額の100万円を超え122万円が集められた。産官学民が一つの目標に向かって一体となって協働した初めての成功体験となった。

課題を取り巻く変化

・当法人がチームリーダーとなって進めた研究事業により設立した一般社団法人福岡県フードバンク協議会だけでなく、北九州市、近隣商業施設等との連携強化が進んでいる。

今後、SNSを活用して、消費期限のある食品のロス削減、外食産業のロス削減についても検討していきたい。

・今年度になって、市事業の受託、アウトリーチのために行政情報に当法人の情報を載せていただくなど、市行政との連携が一気に進んだ。今後、行政では進めにくいこと、民

間ではできないことなどについて、連携によって新たな解決策を生み出していきたい。

・軸となる資金調達（マンスリーサポーターの確保）は着実に進めつつ、多様な資金調達にもチャレンジしていきたい。今年末にはクラウドファンディングを実施する予定であ

る。また、当法人のミッションからはずれない収益事業についても検討していきたい。

・北九州市孤独孤立連携協議会が発足した。方針として縦割りではなく横ぐし、訪問等のアウトリーチの強化、また重層的な支援体制の構築が掲げられているので、今後の包括

的支援につなぐ連携ネットワークの構築に期待したい。

１．福岡県フードバンク協議会・子ども食堂ネットワーク北九州・

北九州市環境局

５．㈱サンキュードラッグ・市内子ども食堂・市内寺院・母子寡婦

福祉会

３．大英産業㈱、冷凍冷蔵倉庫無償貸与のエフコープ西港支所、ク

ラレイ㈱

１．食品寄贈企業の開拓に関して連携➡15社の新規開拓/計173企業と合意書締結

５．食品配布における受取拠点に関して連携➡市内7区すべてに受取拠点を設置

連携先 実施内容・結果

２．イオン九州㈱、㈱丸久、㈱イズミ、エフコープ生活協同組合、

㈱西日本シティ銀行、農協他市内の複数の企業
２．食品を集めることに関して連携➡定期的フードドライブによる食品寄贈/3.12トン

３．食品を保管する倉庫に関して連携➡常温倉庫：第1倉庫～第4倉庫、冷蔵冷凍倉庫：エフコープ西港支所、クラレイ㈱

100.3%

100.1%

管理的経費 101.4%
事業費

直接事業費

4,134,100 4,148,415合計

①規程類※の整備実績

※規程類：定款・規程及び準ずる文書類(指針・ガイドライン等を含
状況

4.報告書等

広報内容

3.広報制作物、購入物等でシンボルマークの活用方法（事例）

・北九州市市報9月1日号：「SDGｓ推進の取り組み事例」

・YouTube対談「おしゃべりSDGｓ」9月14日：北九州市SDGｓ推進室室長と1時間対談

・エフコープ生活協同組合発行「総代通信US」：エフコープ環境助成金

・健和会の定期雑誌「パートナー」に活動紹介

・九州朝日放送にてニュース番組にて放映「冬休みお腹いっぱい大作戦がテーマ」/12月11日

・東京FMラジオにて放送/11月26日

・NHKニュース番組にて放映「コロナ禍学校給食のロスがテーマ」/2月7日

・NHKニュース番組にて放映「北九州市からの相談事業委託がテーマ」/2月21日

６．北九州市子ども家庭局 ６．要支援者にアウトリーチするためのDL発送に関して連携➡10月に児童扶養手当受給者1万世帯に応援食品配布の周知チラシを配布

４．㈱サンキュードラッグ・㈱三菱UFJ銀行・㈱久原本家・九州電

力㈱・㈱西部毎日広告社・第一生命保険㈱・㈶健和会・九州共立大
４．食品の箱詰め作業に関して連携➡12月冬休みお腹いっぱい大作戦において1000世帯への応援食品託送。800世帯への絵本郵送。

７．各区の子ども家庭相談コーナー及びいのちをつなぐネットワー

ク・保護課、北九州市社会福祉協議会
７．要支援者を食料支援につなぐ窓口に関して連携➡市内7区すべての相談窓口と連携体制を構築

内容

補足説明

Ⅹ. 広報実績 

内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等　当該事業費を使って製作したもの

計画額

3,333,500

800,600

実績額

3,336,846

811,569

執行率

・マンスリーサポーター募集チラシ（10月8日発送）　3000部

・2020年度年次報告書「サンクスレポート2020」（10月8日発送）　2000部



Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した

変更があり報告済

状況 内容

はい

2. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っています

か。
はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開

催されていますか。
はい

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、

整備状況がどのように改善されたかを記載してください。

3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般

公開していますか。

4.変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しました

か。

完了

自由記述

3.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っ

ていますか。

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を

設置していましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実

施しましたか。

はい

はい

7.本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等

を申請、または受領していますか。
いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。

（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査

内部監査

実施予定はない

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しまし

たか。


