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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り 712

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。

⽬標値・⽬標状態 個別相談件数：延べ150件

考察

助成事業終了時、登録世帯数が132世帯数と想定よりも増えた理由としては善通寺市だけでなく近隣市町村の家庭児童相談員
や社会福祉協議会等通じて情報が広く⾏きわたったこと、またSNSによる周知を通じて当事者同⼠の⼝コミなどで情報が広
く届いたことが想定される。提供重量⽬標4ｔを達成できなかった点については最初の予測を⼤きく⽴て過ぎたことが考えら
れる。その他、⾷料品配布と並⾏して⾏ったフードドライブでは⼗分な⾷料品収集には⾄らなかったものの地域の⽅々から
⾷料品や⽣活⽤品の提供があり、活動の⽬的を知ってもらったり今後の継続に繋がるきっかけとすることができた。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

困りごとを抱える⼈の不安が、相談や情報提供を通じて軽減されている。

指標 個別相談件数

指標
・フードパントリー登録数・配布数
・⾷材等の提供重量の総和

⽬標値・⽬標状態
・登録（配布）数：80〜100世帯／⽉
・提供重量：4t

結果

・配布数：平均93世帯／⽉（1⽉80世帯・2⽉91世帯・3⽉94世帯・4⽉100世帯・5⽉100世帯：延べ465世帯）／終了時登録
世帯数132世帯
・提供重量：3.4t

課題設定、事業設計に関

する振り返り

ひとり親等へのフードパントリー活動実施から、⼦どもたちの貧困状況が緩和する⽬標については登録数・⽬標数をしっか
り達成することができた。また、地域からの協⼒も得て当初予定していたいた以上の量の⾷料品や⽣活⽤品を多くの家庭に
お配りすることができた。⽬的に上げていた⽀給対象家庭の個別の課題などへの対応については、ただ単に⾷料品を提供す
るというだけでなく、その家庭ごとの状況を把握し、個別に相談を受け、専⾨職にもつなげながら必要な情報や⽀援のオー
ダーメイドをおこなった。事業を開始する前に、ひとり親家庭や⽣活困窮家庭が経済的な⼼配だけでなく、⼦どもの⼼配や
困りごとが重複してあるご家庭が多数あることを課題に感じていたが、⾷料品を継続して配布する活動と共に個別相談・専
⾨相談・訪問・おしゃべり会の開催などに新たに取り組んだことで、緊急⼀時的な⾷料品配布の⽀援だけではなく、各ご家
庭の個別の困りごとへの継続した⽀援や⽀え合えるつながりをつくりだすことが可能となった。登録家庭を対象にした【お
⼦さまのことで⼼配していることはありますか？】という問いの結果を⾒てみると「学習⾯での遅れ41,1％」「⼦どもの友
⼈関係37,9％」「思春期の関わり⽅32,6％」などの項⽬で3〜4割以上の⽅が⼼配ごとがあり「学校への⾏き渋り・不登校
14,7％」と回答されたご家庭もありました。その⼼配ごとの多くは今までなかなか誰かに打ち明けたり相談できずにいたも
のであり、私たちが取り組むべき課題が⼦育て家庭の経済的な困りごとに応えていくことだけではないと改めて実感した。
また登録家庭の9割以上がひとり親家庭であり、ひとり親家庭の経済困窮の課題が明確になった。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

ひとり親・⽣活困窮家庭へ⾷料品を配布し、⼦どもの困窮状態が⼀時緩和されている。

実施時期: 2021年1⽉〜2021年5⽉
事業対象地域: ⾹川県
事業対象者: ひとり親家庭・⽣活困窮家庭

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ほっこりパントリー
資⾦分配団体名:⼀般社団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くすくす

事業実施概要

今回の事業では、経済困窮等抱えているひとり親等世帯をサポートするため、「⾷料品配布（フードパントリー）」と「個
別相談会（専⾨家による相談・⼦育て⽀援コーディネーター）」、当事者ピアグループ「ひとり親さんおしゃべり会」な
ど、コロナ禍の中で感染予防を⾏いながら実施した。
⾷品配布の登録希望者には、ライン登録後、グーグルフォームの個別シートに情報を記⼊してもらい、抱えている個別課題
について電話・ライン・対⾯での相談をしながら⽀援プランを⽴て、連携が必要なケースは⾏政機関、医療機関などのネッ
トワークによりフォローしてもらった。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動
活動 進捗 概要

考察

想定よりも訪問を希望するご家庭が少なかった。また、訪問していたご家庭がエンパワメントされ⾃⼒での受け取りが可能
になっていったケースもあり、団体としてご家庭の⼒を奪わない⽅法を尊重したため、訪問から来所でのお渡しに移⾏した
ご家庭があった。

事業実施以降に目標とす

る状況

①ひとり親・⽣活困窮家庭約80世帯の貧困状態が緩和される。
②社会的困難のあるご家庭が継続的に⽀援者との関りを保つことで孤⽴することなく「困ったときに助けを求められる地域
でのつながり」を構築できる。
③ＤＶ・虐待死、⾃殺死ゼロになっている。

考察等

①アウトプットの⽬標値も達成し、この事業がきっかけとなって⾷料品だけでなく⾐類や⽣活⽤品、制服など各ご家庭が必
要とするものに応じるリユース活動に取り組むことができた。
②登録された⽅が⾷料品配布の案内以外にも相談やSOSの連絡が⼊るようになった。⾷料品配布会ではご家庭の不安や困り
ごとにスタッフも丁寧に対応し専⾨相談に繋がるケースもあった。
③⺟⼦保健専⾨職と連携し⽣活困窮妊婦・未受診妊婦が新たにつながったり乳幼児家庭、精神疾患家庭への細やかな対応を
⾏うことでDV・虐待死・⾃殺死予防⽀援となった。

指標
訪問件数

目標値・目標状態 訪問件数：延べ50件

結果 訪問件数：延べ25件

結果
・実施回数：2回
・参加者数：延べ10名

考察

5⽉に県内で急激な感染拡⼤が起きたことで開催回数は2回のみとなったが、3回⽬の募集の際も8家庭の参加希望があり関⼼
の⾼さを感じることができた。助成期間を過ぎても引き続き企画実施したいと考えている。参加したご家庭からは「ひとり
親になって何となくひろばには⾏きにくくなったが本当はこのように同じ思いをしている⼈と話したい」という声があっ
た。

今回の事業実施で達成さ

れる状態
グループ相談会に参加する事ができない困窮者も⽀援が受けられている。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

同じ課題を抱えた人が集まり、安心して話をしたり、情報共有ができている。

指標
・実施回数
・参加者数

⽬標値・⽬標状態
・実施回数：3回
・参加者数：延べ20名

結果
個別相談件数：延べ209件（約50家庭）
（内訳）⾷料品配布当⽇延べ45件／コーディネーターによる個別相談(継続ケース含む)延べ152件／延べ専⾨相談12件

考察

⽬標値を⼤きく超過した理由の⼀つは、専⾨相談を必要とする複雑な課題のあるケースについて専⾨職と協⼒して対応した
後、継続した相談対応が必要なケースがあり同じ⽅の相談に繰り返し対応したことが考えられる。また、相談⽅法として対
⾯だけでなく訪問・電話・付き添いやオンラインなど多様な⽅法を取り⼊れたことで気軽に相談できる窓⼝としての相談し
やすさがあったからと考えられる。相談の傾向として、⽣活困窮をはじめ雇⽌め、就職困難、思春期、ご⾃⾝の体調不良・
疾患などの相談が多くあった。



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

⼦育て⽀援コーディネー
ターによる⽣活困難家庭
への個別訪問(相談、⾷品
のお届け含む)

ほぼ計画通り

⾞両での移動が不可能な家庭や妊産婦などの⺟⼦保健連携ケース、その他ハイリスク家庭への個
別訪問の実施
個別訪問【1⽉訪問】5家庭【2⽉訪問】5家庭【3⽉訪問】4家庭【4⽉訪問】5家庭【5⽉訪問】6家
庭

想定外のアウトカム、活

動、波及効果など

①善通寺市が⽣活困窮家庭や児童等を対象とした⽣理⽤品を無料配布する窓⼝の⼀つとしてほっこりパントリーを指定して
くださり6⽉以降定期的に⽣理⽤品をご家庭に配布できるようになった。
②四国新聞の掲載記事を⾒た地域の⽅から「⼦ども⾷堂やほっこりパントリーに毎⽉お⽶30キロの寄付をしたい。」と申し
出があった。また、実際に仕分け作業のボランティアに来てくださる⽅もいた。
③受益対象のご家庭の中で、お⼦さんの今後の⾃⽴に向けて困難を感じているご家庭があったが、⾷料品の仕分け・配布等
のアルバイトに定期的に参加するようになり社会参加へのきっかけとなっている。
④助成事業をきっかけに⼦ども⾷堂や学習⽀援に参加するよう変化したり、新たに学習⽀援を受けたいと希望するご家庭が
出てきた。
⑤NPO法⼈チャリティーサンタから100冊の絵本・児童書（新品）のご寄付の申し出をいただきご家庭にお配りすることがで
きた。
⑥⻑年誰にも相談できずにお⼦さんの思春期にいた⾄っているご家庭へケース対応したことにより、医療機関をはじめ専⾨
職などと連携を図りながらご家庭を⽀えれるよう変化した。

課題を取り巻く変化

妊娠期からすでに⽣活困窮が始まり⼊籍もないまま、困窮したまま出産を迎えていくケース、産院の未受診からスタートす
るようなハイリスク家庭と出会うことが増えて来ている。このような家庭へのミルク・おむつ・⾐料品・育児⽤品などのサ
ポートは⺟⼦保健との連携でも⾮常に有効であり今後の⽀援のカタチとして検討していきたい。⽣活困窮家庭（⼦育て家
庭）の情報共有を市⼦ども課家庭児童・市社協の⽣活委⽀援相談員・コミュニティワーカーとの連携によりチームでその家
族の課題をともに考えたり⽀え合ったりしたことで⽀援対象者からの信頼を得ることにつながり本⼈よりSOSを出せるよう
になった。またこの活動を知った市外の⾏政からもケース対応の依頼を受けた。このように活動の実践の積み重ねと情報発
信、また当事者からの評価も得ることで地域のNPOとして信頼してもらえる組織として認識してもらえるようになった。

相談会の開催(電話・オン
ライン相談含む)

計画通り

ご家庭の困りごと（学校・発達・思春期・⾦銭⾯・元パートナーとのトラブルなど）について必
要に応じて専⾨職による個別専⾨相談会を実施。2021年2⽉23⽇相談会4件（社労⼠・⾔語聴覚
⼠・スクールソーシャルワーカー等専⾨職との個別相談）【3⽉】2件【4⽉】4件【5⽉】2件

当事者が集まり話ができ
る座談会や専⾨家等を招
いての講座開催

ほぼ計画通り

ひとり親同⼠が安⼼してゆっくりお話したり共通した課題について語り会える場や、お⼦さん同
⼠も⼀緒に遊んだりできる交流の機会を提供。
【ひとり親おしゃべり会】
2021年2⽉23⽇、7組参加（離別・死別の2グループで開催）
2021年4⽉18⽇、3組参加
2021年5⽉16⽇開催予定 8組申込あり。コロナ感染症拡⼤により中⽌。

⾷品配布(フードパント
リー)の開催

計画通り

毎⽉、お⽶・チルド品・おかし・めん・⽸詰め・レトルト・パン・たまごなどの⾷料品
セットを登録家庭に提供。また県フードバンクから提供のあった⾷料品、地域の⽅々から
寄せられた⾷品・⽣活⽤品・⾐料品・学⽤品なども⼀緒にご家庭にお届けすることが出来
た。コロナ禍が⻑引き、ひとり親家庭等の経済的・精神的負担が増す中「年度末で雇⽌め
にあったが⼤変助かる」という声もあった。
【1⽉配布会】2021年1⽉19⽇〜23⽇、80世帯に配布
【2⽉配布会】2021年2⽉14⽇（観⾳寺会場）16⽇〜20⽇（善通寺会場）、91世帯に配
布
【3⽉配布会】2021年3⽉23⽇〜27⽇、94世帯に配布
【4⽉配布会】2021年4⽉11⽇（観⾳寺会場）20⽇〜24⽇（善通寺会場）、100世帯に配
布
【5⽉配布会】※⽇程変更あり。2021年5⽉16⽇〜17⽇、100世帯に配布。コロナ感染症
拡⼤により、受け取り時間を30分単位での予約制に切り替え対応。



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）

有無

有

有

無

広報制作物等

・2021年1⽉：印刷物（チラシ）作成・800部
近隣の市町福祉課・⼦育て⽀援課(助産師・保健師）・社会福祉協議会・地域⼦育て⽀援拠点・⼤学・看護学校・医
療センター地域連携等に郵送し、直接ご案内していただいたり、窓⼝に設置してもらった。結果を⾒ると、パント
リー登録者の11％が市町窓⼝から、13％が社協から、13％が地域⼦育て⽀援拠点から情報を得て登録に繋がってい
る。

報告書等
事業の計画として報告書の作成は含まれていなかったので冊⼦等を発⾏していないが、助成を受けて活動を⾏った
ことやその成果を今後の法⼈のニュースレターなどに掲載するなどして活動の⽬的や課題を広く知ってもらえるよ
うに⼯夫したい。

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

・2021年2⽉4⽇：FMサン（ラジオ）「ほっこりパントリー」の紹介
・2021年4⽉2⽇：四国新聞「困窮家庭に⾷品配布・善通寺でフードパントリー・コロナ禍の孤⽴防ぐ」という⾒出
しで写真付き掲載（データ添付あり）

合計 \1,230,670 \746,720 \1,977,390 \1,973,299 99.8%

99.8%
管理的経費 \30,605 \5,800 \36,405 \36,345 99.8%

事業費 直接事業費 \1,200,065 \740,920 \1,940,985 \1,936,954
2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

⻄讃会場での配布

観⾳寺での⾷料品配布のための会場準備と地元NPO
との連携

新たに⻄讃エリアの22家庭を観⾳寺会場を賃借してくださった⼦育て
NPO団体に繋ぐことができた。会場を観⾳寺の地元⼦育てNPO団体の
「居場所」で実施したことにより、その後もその居場所で相談した
り、情報をもらったり、地域の資源とつながり、⼦育てNPOが⾒守り
を継続している。またその「居場所」で開催したことで地元の企業か
ら⾷パンの寄付や⾏政にも認知してもらえた。後⽇、⻄讃エリアの⾏
政専⾨職より「パントリーを受け取ったひとり親さんがとても喜んで
いた」と報告を受け、その後も気になるひとり親ケースの依頼を受け
ている。地道な活動ではあるが、善通寺市以外の専⾨職や⾏政からの
信頼も得られるようになった。

⽣活相談・⾦銭管理

⽣活困窮者の給付⾦対応及び⽣活相談 市社会福祉協議会⽣活相談員等との連携を⾏い定期的に相談を重ねて
いく中で、給付⾦等を活⽤したり、⽣活費のやりくりやお⾦の管理等
が改善できるよう継続的に相談対応した。

⺟⼦保健との連携

特定妊婦の把握 新たに⽣活困窮のある妊婦・産後家庭とつながり、出産に必要な育児
⽤品の準備を⽀えたり、産後も⾷料品に加え紙おむつやミルクなどを
お届けすることで孤⽴しているご家庭を⺟⼦保健と連携しながら⽀え
た。また、⺟⼦の⾃⽴に向けた課題を共有し専⾨職につなぐなど⽀援
を継続している。

活動 ⽣活困窮妊婦・虐待ケースの共有と継続した⽀援 結果・成果・影響等

医療機関等

⽣活困窮妊産婦・ハイリスクケースの共有と継続し
た⽀援を実施した。（医師・MSW・市町村相談員・
児童相談所等）

⽣活困窮家庭や若年妊産婦ケースなどの把握と共有を⾏い、ハイリス
ク家庭となっているご家庭への定期的訪問や相談対応を⾏い⾒守りを
⾏った。



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

コロナ禍の閉塞した社会の中でパントリー活動を継続できたことでひとり親家庭等の⽣活困窮や課題など⼀緒に考えることができた。このような⽀援
はフォーマルな⽀援で完結することができないので、私たちのようなNPOがインフォーマルやフォーマルな⽀援を⼊れ込みながら地域の中で橋渡しを
する役割を担っていることを痛感した。私たちは切れ⽬ない⽀援ができる地域づくりをあきらめずに続けていくこと、そしてその活動を⽀えてくれる
公的な⽀援も必要なのではないかと感じた。今回の活動は⾷品をお渡しするということが⽬的なのではなく、課題を抱えている家族の伴⾛者として⾃
分たちもたくさんの実践から学ばせてもらった。「当事者とともに、困ったときにいつでもSOSできる場所・⼈」になれるように今後も活動していき
たい。

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。

今回の事業を実施する上で事務局より丁寧に規程等の整備について具体的な情報等いただ
き、法⼈の組織内のコンプライアンスの改善につながった。

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）

内部監査を実施

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）

内部監査を実施

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。

はい
整備した規程は以下のリンク先に全て公開済み
http://www.k-kusu.com/

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい
規程としては整備していないが、内部に窓⼝（理事⻑、事務局⻑
が担当）を設置している。また、通所⽀援事業に限っては、利⽤
者の通報窓⼝として第三者委員を設置している。

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容


