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⽇付：

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。

考察

今回の事業実施で達成さ
れる状態

髙松市の⼦ども⾷堂実施状況がカレンダーで共有できるツールができる

指標
・保管場所の確保
・⾷材提供回数
・ シェア達成数

⽬標値・⽬標状態
・保管場所1か所の稼働開始
・⾷材提供を20回実施する
・⾷材のシェアをのべ300カ所実施する

結果
・保管場所の確保：2カ所
・⾷材提供回数：31回
・⾷材のシェア：のべ293カ所

常温保管の⾷材や物資は市場倉庫と企業提供コンテナの2ヶ所確保することができた。前半はメーリングリストで実施
団体向けに情報発信し、必要な場⾷材提供を⾏った。後半はそれに加えて、⻘果物協同組合と⼋百屋のマッチングが
進み、⻘果物は各施設に安定供給ができるようになった。また、各団体発で⾷材のシェアを呼びかける協⼒も増え
た。

課題設定、事業設計に関
する振り返り

コロナ禍の⼦ども⾷堂にとって必要な情報が得られ、取り組みの情報交換ができる場へのニーズが⾼かったため、会
の出席率が⾼かった。実践団体が孤⽴することなく、活動を継続し、互いに協⼒し合うなど横のつながりが構築され
た。また、以下のような成果も⽣まれた。
・制度の狭間に対する課題意識から、⾏政等関係機関からの関⼼が⾼く、理解、協⼒が得やすかった。例えば、現場
の声を反映した保健所の衛⽣管理施策の⾒直しや補助事業の要項⾒直し、教育現場から児童⽣徒等への⼦ども⾷堂な
どの事業周知は連携体制の強化により実現した。
・ポスターやホームページ、LINEなど本事業で作成した広報ツールを通じてネットワークの認知が広がり、窓⼝が明
確となり、寄付が多く集まった。
・ボランティアの問い合わせ窓⼝をワンストップで対応することで各⼦ども⾷堂の負担軽減にもつながった。
・新たに⽴ち上げた団体にアドバイザー派遣を⾏い、スタート時の負担の軽減の実現、スキルアップを⾏いながら、
⽀援の場が増加することにつながった。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

髙松市の⼦ども⾷堂実施団体が必要なときに余剰物資や寄付物資をシェアできる体制ができる

実施時期: 2020年12⽉〜2021年6⽉
事業対象地域:

2021年7⽉9⽇

⾹川県

事業対象者:
⼦ども⾷堂や⼦どもの居場所、学習⽀援施設を利
⽤する⼦ども及び市⺠、地域住⺠ほか

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: たかまつ⼦ども⾷堂ネットワーク⽴ち上げ事業
資⾦分配団体名:⼀般社団法⼈法⼈全国コミュニティ財団協会
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈⼦育てネットひまわり

事業実施概要

⼦ども⾷堂の情報共有、連絡の場としてネットワークを⽴ち上げた。運営者会では運営⽅針や組織整備に向けた検討
を⾏い、⽉1回の連絡会では情報共有・交換とともに、⽀援の場の質の担保、担い⼿のスキルアップのための研修会も
開催した。また、新たに⽴ち上げる団体にはアドバイザー派遣も⾏ったほか、広報周知のためにホームページとLINE
を開設、ポスターを作成し、市内の全教育機関、コミュニティセンターに配布し、認知拡⼤されたことで寄付等の⽀
援も多く集まるようになった。さらに、ネットワークを通じて外部団体との連携が進めた。情報の点では、保健所な
ど⾏政担当課、社会福祉協議会など関係機関に働きかけ、コロナ禍での制度狭間等によって⽣じている課題を共有す
ることができた。⾷材の点では、⽔産・⻘果物組合の協⼒でネットワークを窓⼝とした⾷材受⼊・マッチングの機会
が増え、⼦ども⾷堂の負担軽減につながった。⾷材保管も市場の協⼒で倉庫や冷蔵冷凍庫を借⽤、また企業の協⼒で
コンテナ保管庫の整備を⾏うことができた。政策の点では、⾏政に対して⽀援の場の安定運営や取り組みの強化の後
押しとなる施策や⽀援の⾒直しに関する提⾔も⾏った。



結果

・会議の開催回数：7回（参加率9割）
・会議への参加団体数：9団体増加（当初9団体→事業終了時18団体）
・課題解決に⾄った事例数：8件 ※⽴ち上げ⽀援4件(うち補助⾦申請1件、スタッフ確保1件、運営⽅法1件）テクニカ
ルサポート4件
・ネットワークの拡⼤数：計18団体（⼦ども⾷堂実施団体：13団体、協⼒団体：5団体）

指標
・実施回数

・10回程度⽬標値・⽬標状態

指標
・ホームページアクセス数
・カレンダー活⽤頻度

今回の事業実施で達成さ
れる状態

毎⽉の交流会議（連絡会）にあわせて勉強会が実施され、必要なノウハウの提供がなされる／関係団体の連携イベン
トを1回開催する

指標
・勉強会の開催回数
・勉強会の参加団体数
・連携イベントの参加団体数

⽬標値・⽬標状態
・勉強会を5回開催する
・勉強会に各回15団体の参加を得る
・連携イベントに10団体の参加を得る

⽬標値・⽬標状態
・ホームページのアクセス数：⽉500
・加盟団体が⽉1回程度の更新をする

結果
・ホームページのアクセス数：⽉1,875（平均60／⽇、最⼤130）
・カレンダー活⽤頻度：平均[0.38]団体／⽉（2⽉[2／11]団体、3⽉[3／12]団体、4⽉[4／12]団体、5⽉[7／13]団体、
6⽉[8／13]団体）

考察

ホームページのアクセスは⽇々⼀定数ある⼀⽅で、ポスター配布が予定より遅くなった関係でLINE登録数はまだ少な
い。カレンダーの更新事務についてはテクニカルサポートにより各団体で更新できるようになってきた。QRコードを
つけたポスター等を学校に配布したため、今後、児童⾃⾝が学校のタブレット端末を活⽤して情報を得ることができ
る。さらに、各加盟団体利⽤者にも周知の呼びかけを⾏うなど、引き続き普及に⼒を⼊れていきたい。

⽬標値・⽬標状態

・登録団体が毎回8割程度の参加を得る
・参加団体が当初より5団体増える
・課題解決の事例を5件程度となる
・連携先が5カ所以上増える

指標

・会議の開催回数
・会議への参加団体数
・課題解決に⾄った事例数
・ネットワークの拡⼤数

今回の事業実施で達成さ
れる状態

⼦ども⾷堂や居場所づくりなどの実施団体の定期的な交流の場の開催

結果

・勉強会の開催回数：５回
・勉強会の参加団体数：平均12団体（第1回[9団体(6)]、第2回[13団体(6)]、第3回[13団体(7)]、第4回[9団体(2)]、第5
回[16団体(5）] ※( )は関係機関の参加数
・連携イベントの参加団体数：9団体

考察

勉強会は事前に登録団体にヒアリングを⾏い、得意分野の情報をストック、団体間での学び合いができるように⼯夫
した。イベントは公共施設で実施している団体は施設閉鎖などの影響が⼤きく、変更を迫られた。研修で内容のブ
ラッシュアップを⾏い、利⽤者とのつながりどう構築するかなど⽀援の場として必要な姿勢への意識が⾒られた。

考察

コロナ禍の中で、通常の活動ができなくなった⼦ども⾷堂が他団体とつながりたいニーズの⾼まりや狭間の問題の増
加の課題解決の場の運営に対する関⼼の⾼まりから、毎回の参加率は9割以上と、連携がうまく進んだ印象がある。本
事業をスタートアップでうまく活⽤できたことで、必要な研修を必要なタイミングで開催できたり、実施団体の弱点
補強、スキルアップを実現することができた。⾮常に厳しい状況下ではあるが、結果的にこのタイミングだからこ
そ、ネットワークの⽴ち上げの理解が得やすく、多機関連携体制の構築がスムーズにいったと考えている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

⽴ち上げ⽀援のための講師派遣



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

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

課題を取り巻く変化

本スタートアップを通じて、⽀援の場を孤⽴させないしくみづくり、必要な情報共有が進んだ。また、野菜の安定供
給やITサポート、⽴ち上げ⽀援を通じて、団体の課題解決、組織基盤強化の成果も⾒られた。こうしたことから全参
加団体がネットワークの価値を感じており、事業終了後の継続についても前向きに話し合うことができた。今後は加
盟団体がそれぞれできる役割を担いながら運営していくことを⽬指すが、個々の事情により不安を感じている様⼦も
⾒られる。そのため、しばらくはネットワークの窓⼝を据え置くこととする。新たな実施団体の問い合わせも増えて
おり、こうした団体の持ち味を⽣かしつつ、必要な質の担保と⽀援の場の⽬的共有のための場づくりを⾏っていく。

⼦ども⾷堂&⽀援の場ネッ
トワーク勉強会 ほぼ計画通り

勉強会は得意分野を⽣かして団体間で学び合う研修を必要なタイミングで開催できた。ま
た、テクニカルサポートやヒアリングを通して、IT活⽤など団体の弱点補強、スキルアッ
プの機会となった。

⼦ども⾷堂等⽴ち上げ⽀
援・アドバイザー派遣 遅延あり

感染症拡⼤の影響による実施控えなどがあり、当初予定より開始が遅れた。⽴ち上げ⽀援
は4回、テクニカルサポート4回、ヒアリングサポートは13ヶ所対応し、できる⽅法で現場
の状況把握、課題解決を⾏った。

進捗 概要

⼦ども⾷堂&⽀援の場ネッ
トワーク交流会

ほぼ計画通り

毎回9割以上の出席があり、実施団体の参加ニーズが⾼く、顔の⾒える関係づくりがうま
く進んだ。⾏政機関も⼦ども⾷堂など⽀援の場の必要性を強く感じていることからネット
ワーク構築の⽬的意識を共有し、多機関連携の体制づくりの実現につながった。また、
ネットワークの活動状況を周知・共有するためのウェブサイトを作成し、⽉に10回以上内
容の更新を⾏い、⽀援したい⼈向けに毎⽉の活動記録も掲載、活動の⾒える化を⼼掛け
た。

実施回数：4回

活動

結果

繁忙期と重なったり、コロナ対応で⽇程確保が難しく、⽴ち上げ⽀援の申し込みは少なかった。そこで、加盟団体へ
の⽀援を拡充し、テクニカルサポートを4回、ヒアリングを13回実施した。ヒアリングでは情報発信の取材を兼ねつ
つ、団体の現状と課題を把握し、必要に応じて情報提供や課題解決のサポートを講じた。特にITスキルに課題を抱え
ている団体のテクニカルサポートは実際に使⽤する端末に応じたマニュアルを作成するなど丁寧に対応した結果、作
業効率アップ、カレンダーの活⽤頻度向上につながるなど満⾜度が⾼かった。

事業実施以降に目標とす

る状況

⼦ども⾷堂ネットワークの組織の体制整備され、安定運営のベースができる団体が市内15団体となること。先輩実践
者が⽴ち上げ⽀援を⾏いながら、新たな⽀援の担い⼿が育ち、親⼦が利⽤しやすい体制ができる。新たな担い⼿と⽀
援の場のマッチングや⾷材の共有保管庫システムが構築、⾷材も⼈も確保されること。事業についての理解が広が
り、寄付や⽀援の呼びかけが定着する。

考察等

毎⽉の連絡会でネットワークの意義、⽬的、必要な事業をみんなで話し合ったことを運営者会で整備するという⽅法
で組織体制づくりを進める事ができた。実施団体だけでなく、⾼松市、社協、教育委員会ともネットワークの意義を
共有し、連携することができたことで、補助⾦の要綱の⾒直しや⾷材提供など安定的に運営できるしくみづくりが進
んだ。また、新たに⽴ち上げをする実践団体が早い段階でネットワークにつながることで、⽴ち上げ⽀援や運営⾯の
相談ができ、先輩実践の現場を⾒学に⾏くなどができている。また、チラシやマスコミ報道などで⼦ども⾷堂ネット
ワークの認識が広がり、寄付や⾷材提供の申し出にもつながっている。

考察

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

活動開始当初から⾏政や関係機関側が⽀援の場に対する期待が⼤きくあり、必要な連携、施策の改善がスムーズに進
んだ。特に学校への働きかけの必要性を強く感じている中で、教育委員会を通じて全域にポスター配布できたことは
⼤きな⼀歩である。⾏政窓⼝に⼦ども⾷堂⽴ち上げに関する問い合わせに対して担当課と連携して対応するなど求め
られる役割も増えている。また、市⺠や各種団体からの寄付も多く集まった。⻘果物協同組合を通じた、⼋百屋と⼦
ども⾷堂のマッチングや市場からの⾷材⽀援などネットワークの加⼊があることで受けられる申し出が増え、その連
絡調整、⽀援を受けるためのマニュアル作成なども⾏った。また、参加団体は定期的に顔を合わす中で交流が進み、
⾷材のシェアや実践の学び合いなどの動きが活性化した。



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）

Ⅹ. 広報実績 

有無

有

有

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

合計 \905,900 \1,114,100 \2,020,000 \1,950,563 96.6%

96.3%
管理的経費 \68,000 \60,000 \128,000 \128,000 100.0%

事業費
直接事業費 \837,900 \1,054,100 \1,892,000 \1,822,563

広報制作物等
たかまつ⼦ども⾷堂ネットワークホームページ開設、たかまつ⼦ども⾷堂ネットワークライン開設
広報ポスター500枚、A4チラシ300 枚、企業スポンサー募集チラシ作成300枚 
⼦ども⾷堂シール 7,500枚

報告書等

補⾜説明

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

NHK「ゆう6⾹川」2021年1⽉27⽇ ネットワーク⽴ち上げについて
OHK「ワンダフルたかまつ」地域共⽣社会の実現に向けて2021年７⽉３⽇
四国新聞 2021年2⽉7⽇ ネットワーク⽴ち上げについて
毎⽇新聞2021年6⽉18⽇コロナ禍の⼦ども⾷堂について
広報たかまつ たかまつ⼦ども⾷堂ネットワーク活動紹介

2.  内部通報制度は整備されていますか。

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通り
に開催されていますか。

はい

はい

定款や給与規程程度しかなかったが、この機会に必要な規程について⼀通り整備すること
ができた。

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏ってい
ますか。

いいえ 近⽇、ウェブサイトに公開する予定。

5.事業開始時と⽐較して、整備状況がどのように
改善されましたか。

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

児童への⼦ども⾷堂事業
の周知

⾏政担当課を通して教育現場やコミュニティセンターを通し
て、⼦ども⾷堂の情報・活動周知が進んだ。

⾼松市学校教育課、コミュニティ推進課と連携して、
市内幼稚園、保育所、こども園、⼩中学校、市⽴⾼
校、コミュニティセンターにポスター配布した。

⽔産加⼯品、⻘果物の提
供

⾼松市市場管理課と連携してネットワーク登録の⼦ど
も⾷堂に⽔産加⼯品や旬の果物を無料提供した。

⼦ども⾷堂に関する理解が広がった。また⾷材提供のスキーム
が構築され、スムーズに⾷材提供ができるようになっている。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

⼋百屋と⼦ども⾷堂の
マッチング

⾼松⻘果物協同組合と連携して、⼋百屋とのマッチン
グを通じてネットワーク登録の⼦ども⾷堂に⾷材を無
料提供した。

新鮮な野菜を必要なタイミングで受けられるようになったこと
で、運営側の⾷材確保の労⼒削減、経費削減につながった。



Ⅻ. その他

整備

・事務局が毎⽉の進捗確認をしながら、課題や改善点について的確にアドバイスをしていただけるのがありがたかった。
・報告をすることで、随時アウトプット、アウトカムについての振り返りをすることができたので、コロナ禍で様々な変更などがあっても、軸は
ぶれなかった。
・規程の整備は必要なことだとは思うが、事業を進めながら同時に検討、整備していく作業は負担だった。

7.事業次年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

外部監査を実施

6.事業初年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定
ですか。（実施済みの場合を含む）

外部監査を実施


