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事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 地域無料スーパーマーケット事業
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eワーク愛媛

事業実施概要

⽣活困難者の⽅たちに、フードバンクの⾷料を柔軟に配布でき、⾃⽴に向けた伴⾛型⽀援を併⾏して⾏う無料スーパー
マーケットを2021年1⽉より営業開始した。
無料スーパー事業を開始するにあたり、⾷品管理・提供施設の整備、⽀援体制の整備を⾏った。具体的には、⾷品管
理・提供施設の整備として、冷凍⾷品に対応できるよう冷凍庫の購⼊、⾷品管理棚の設置、⽀援対象者の特定と⾷料⽀
援量の公平化を図るためのポイントカードの作成などを準備した。
⽀援対象者は、現在、相談⽀援を⾏っている⽅たちや近隣市の社会福祉協議会、シングルマザー⽀援団体などから紹介
してもらい、必要な⽅に⽀援が届くよう、合計73⼈の⽅にポイントカードを配布し、期間内に延べ約310⼈に利⽤が
あった。
また、「単なる施し」にならないよう、相談⽀援員また店舗担当者にも相談⽀援経験者を配置し、相談⽀援体制を整備
した。ポイントカード配布者73⼈に対しインテークの相談⽀援を⾏い、必要に応じて他の⽀援団体への誘導や⽀援制度
を紹介し、事業終了時点で24⼈の⽅に対して相談⽀援を継続実施している。

2021年6⽉22⽇

課題設定、事業設計に関
する振り返り

１．改善が必要だった点
①ポイントカードで運⽤したが、⼀度活⽤しただけで利⽤しなかった⽅も数名いた。利⽤者アンケートやヒアリングを
もっと実施し運営改善することで、継続利⽤することができたと思われる。
②無料スーパーの呼び名は「ゼロ円スーパー」として実施しましたが、⼀部の⽀援者からは呼称から受けるイメージが
悪い（安っぽい）という意⾒や、対象者が不明確であるため、勘違いして来店する⼀般市⺠が来る可能性があるという
指摘があった。
③相談⽀援が必要と⾒られるが、⾷料⽀援だけ必要で相談するのは⾯倒くさい、といった雰囲気（来所時の顔⾊）の利
⽤者もいて、⽀援対象者の側に⽴った⽀援の困難さが感じられた。

２．良かった点
①対象者の選定にシングルマザーの⽀援団体などに協⼒してもらい、⾃⼰申告ではなく、客観的な視点から選定したこ
とにより、必要な⽅への⽀援に特化することができた。
②ポイントカードの運⽤により、⼀⼈で⼤量の⾷料の持ち帰りをするなどの不公平な⽀援の防⽌に効果があった。
③⼤型スーパーとの連携によるフードドライブ実施により、提供する⾷料が増加し、⽀援対象者の増加にも対応でき
た。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

フードバンク⾷料の寄贈元が増加している

実施時期: 2020年12⽉〜2021年5⽉
事業対象地域: 愛媛県

事業対象者:

フードバンクへの⾷料寄贈企業・⽣産者／シング
ルマザー⽀援団体、社会福祉協議会、⽣活困窮者
⽀援団体／ひとり親家庭の⼦ども・親、⽣活困窮
世帯、ニート・ひきこもりなど困難を抱える若者
(実数)

指標 ⾷料寄贈団体・企業の増加数

⽬標値・⽬標状態 寄贈団体：4団体増加(現状21団体→ 25団体)

結果
寄贈団体：7団体増加（1⽉〜5⽉期間中）



指標
配布世帯数
利⽤世帯数と継続利⽤者数

⽬標値・⽬標状態

配布世帯数：:100世帯
⽉次の利⽤世帯数：50世帯
継続利⽤率：30%

結果
配布世帯数：112世帯（現登録者63⼈）
⽉次の利⽤世帯数：39世帯
継続利⽤率：61.9%

考察

現在、ポイントカード登録者63⼈。ピーク時より10名減少した状態です。コロナの影響により、飲⾷関係・観光関係で
の就労者が⼀時的に⽣活困窮状態になった事例もあり、その状況が改善すれば、⽀援対象者が減少することになりま
す。しかしながら、経済全体の復興は今後不透明であり、シングルマザー⽀援団体や社会福祉協議会などとの連携は継
続しており、今後も⽀援対象者の受⼊は継続していく計画です。

⽬標値・⽬標状態

相談件数：20件
繋いだ件数：10件
会議開催回数：⽉1回以上

結果

相談件数：32件
繋いだ件数：8件
会議開催回数：⽉1回以上（合計5回）

今回事業で、⾷料⽀援対象者73⼈中、継続して相談⽀援を実施している24名に対し、⾃⽴できるまでの間は、相談⽀援

考察

相談件数は、予定より増加したが、関連機関へのリファー件数は⽬標10件に対して8件と少なくなった。⽣活保護の規
定や⽣活困窮者⾃⽴⽀援事業の適⽤にならない事例が多く、既に⽣活困窮者⾃⽴⽀援を受けている被⽀援者もいたた
め、当⽅とシングルマザー⽀援団体のみが相談できる機関になっている⽅が多い状況である。今後も、同様の状況が続
くと思われる。

考察

コロナ禍での⾷料販売機会の減少、⾷品ロス削減推進法の施⾏（2019年）などの影響もあったが、愛媛県（循環型社会
推進課）や⼤⼿企業（株式会社フジ）と連携できたことや、企業のフードバンク認識向上により、県内外の寄贈元が増
加。県外２社（⾷品製造・卸売）、県内5社（⼀般企業、⾷品加⼯、⾷品卸売、⾷品⼩売）の増加となった。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

相談⽀援体制が構築されている

指標

相談件数
他団体に繋いだ件数
関係機関との打ち合わせ回数

今回の事業実施で達成さ
れる状態

フードバンク⾷料が増加している

指標 寄贈⾷品量の増加（取扱い重量）

⽬標値・⽬標状態
取扱重量：0.3t/⽉増加(現状約0.5t →約0.8t)
（6.4ｔ/年（2019年度実績）→10ｔ/年（2020年度⽬標））

結果
取扱重量：1.3t /⽉増加（2021年1⽉〜5⽉平均/期間⾷品寄贈量計7.8t＝1.6ｔ/⽉）
（参考：17.2ｔ/年（2020年４⽉〜2021年３⽉）10.8ｔ/年増加）

考察

前述のコロナ禍での⾷料販売機会の減少によるものもあったが、⼤⼿スーパーと松⼭市（環境モデル都市推進課）との
連携によるイベントでのフードドライブ実施（2021年2⽉）、⼤⼿⾷品企業からの寄贈⾷料増加、⼤⼿スーパーでの店
舗常設型フードドライブ開始（2021年4⽉〜10⽉時点で県内13店舗）などにより取扱い⾷料が増加しました。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

無料スーパーが継続実施され、⽀援事業として必要な世帯に利⽤されている。



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

考察等

⽣活に困難を抱える⼈たちの⽀援として、⾷料⽀援と相談⽀援を組み合わせ、「単なる施し」にならない⽀援を継続さ
せることを⽬標としている。この⽬標を達成させるため、フードバンク事業の安定継続と、相談⽀援の充実・⽀援対象
者の掘り起こしが必要となってくる。
このため、今回、フードバンク事業の安定・継続を⽬的として取り組んだ、⾷料寄贈元団体の増加やフードドライブに
よる未利⽤⾷料の個⼈寄付増加に関する取組は機能したと⾔える。今後も、継続して、寄贈元団体の開拓と店舗常設型
フードドライブの拡⼤を進めます。
また、相談⽀援の充実・⽀援対象者の掘り起こしについては、継続して⽀援担当者を配置することや、掘り起こしのた
めの広報活動、他の⽀援団体との連携継続が必要になる。このうち、他の⽀援団体との連携は、今後も継続して取り組
むことが可能だが、⽀援担当者の配置、掘り起こしのための広報活動については、別途、助成⾦等による資⾦調達や将
来的には⾏政制度を活⽤して実施できるよう準備を進めていく。

活動 進捗 概要
寄贈⾷料受⼊増加対策

計画通り
取扱⾷料の重量は、前年実績と⽐較し、1.3t /⽉増加（2021年1⽉〜5⽉平均/期間⾷品寄贈
量計7.8t＝1.6ｔ/⽉）となった。年間実績では、17.2ｔ/年であり、前年実績と⽐較し10.8ｔ
/年増加となりました。

事業実施以降に⽬標とす
る状況

１．フードバンク⾷料の寄贈元増加：現在２１団体の企業・団体を２５団体以上に増加。
２．寄贈⾷料の増加：現在の年間5.6ｔの寄贈量を10ｔ以上に拡⼤。
３．無料スーパーマーケット継続実施：⾷料寄贈増加をもとに、無料スーパーを継続実施。
４．相談⽀援の継続実施：利⽤者の相談⽀援を継続。
５．コミュニティ化：利⽤者同⼠の連携、共助が⾏われる場創り。
以上のことにより、地域共⽣の拠点になるようにします。

無料スーパーマーケット
事業開始

計画通り

無料⾷料の状況から世帯状況の想定をし、⽀援者との連携をとって対応しています。県内や
地域のコロナウイルス感染症の状況を注視し、運営に⽀障をきたさないよう、また、衛⽣関
係の対策を⾏いながら実施しています。

無料スーパートライアル
中の問題点を整理し、継
続運営に必要な項⽬を洗
いだす

ほぼ計画通り

フードパントリーのように、予め揃えられた⾷料を決められた⽇時に持ち帰るのではなく、
無料の⾷料（今回⽇⽤品も対象としました）を必要に応じて、来店し選んで持ち帰ることが
できるという⽅法、そして、公平性を考えたポイントカードの運⽤は好評であり、使いやす
いシステムだと、利⽤者や他の⽀援者からも評価されている。
ただし、⾷料の量・種類をさらに増加させないと、選択肢が減少し来店の動機が減少するな
どの、いわゆる通常の⼩売店が抱える課題も同時に発⽣することも感じている。
今後、⾷料受⼊・寄贈量の増加対策はさらに進めますが、利⽤者の適正⼈数は想定する必要
があると思われます。

無料スーパー店舗整備
計画通り

店舗整備は予定どおり完了し、無料⾷料の陳列を実施しました。相談できるブースも設置し
ました。

対象者誘導の⽅法・連携
打合せ 計画通り

関連する連携団体と打ち合わせを実施し、⽀援対象者の誘導、ポイントカードの運⽤などの
取り決め運⽤を進めた。

相談⽀援事業開始 ほぼ計画通り

しばらく顔を⾒ない被⽀援者には、直接・間接に連絡をとり、状況を確認しています。ま
た、新規⾷料の⼊荷など、適宜連絡をとっています。まだ利⽤者同⼠が連絡を取り合い、⽀
え合うコミュニティ形成には⾄ってはいません。



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）

ピンクシャツデー愛媛、⻄条⺟⼦寡婦会、シングルマ
ザー⽀援あまやどりとの連携によりフードパントリー
の共同実施、⽀援対象者の情報共有、継続⽀援などが
可能になりました。

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

１．無料スーパーの⼀般広報、メディア露出による混乱回避
①無料スーパーについて⼀般的広報やメディア露出をすることで、問い合わせの増加や⽀援対象者ではない市⺠の利⽤
依頼などによる混乱を避けるため、事業が軌道に乗るまで⼀般的な広報やプレスリリースは控えました。
②事業が軌道に乗り、ある程度の対応が可能になった時点（４⽉）には、メディアに対して個別に説明し、フードドラ
イブ事業や他の事業との⼀環として報道する⽅法での公表を⾏いました。
２．コミュニティ化
⽀援対象者の中には、対⼈的な課題を抱える⽅や、⼈と付き合いに関わることを⾯倒だと思っている⽅も居ますが、⽀
援対象者の意思や気持ちを尊重し、気⻑に付き合うことで、今後もコミュニティ化（活動への参加促進、社会との関わ
り形成など）につなげたいと思います。

課題を取り巻く変化

１．類似事業の拡⼤
今回事業を実施する中で、同様の事業を実施しようと考える団体などからの相談、意⾒を求める声がいくつかありまし
た。県内でこども⾷堂、困窮者⽀援を実施する団体であり、今後、同事業を拡⼤し、県内様々な地域で同事業による⽣
活困窮者⽀援を進めることができる可能性が⾼まりました。
２．事業者との連携拡⼤
上記の同事業をしようとしている団体との連携や県内他地域のシングルマザー⽀援団体・⽣活困窮者⽀援団体などと、
直接的・間接的に連携を広げることができると考えられます。
３．無⼈型コミュニティフリッジ事業との差別化
①無⼈型コミュニティフリッジ活動として、岡⼭で事業が開始されたことを受け、無⼈型事業との差別化を明確にし
て、今後取り組む必要性を感じました。
②無⼈型コミュニティフリッジの説明会では、実施団体が「⾷料⽀援のみの実施であり⾃⽴⽀援に関しては考えていな
い」と⾔っており、「単なる施し」にならない⽀援として、⾒守り⽀援・相談⽀援を併設した無料スーパー＝コミュニ
ティ・パントリー（常設フードパントリー）として継続させることを関係者と確認しました。

シングルマザー⽀援団体
との連携

⽀援対象者の⾷糧⽀援への誘導、また当⽅での⾷料⽀援完了者
（⾃⽴移⾏者）の継続相談⽀援など、継ぎ⽬のない⽀援を⾏う
ことにつながっている。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

⽣活困窮者⽀援団体との
⾷料⽀援連携

企業からの⾷料寄贈量が増加し、併せて⾷料シェアで
きる⽣活困窮者⽀援団体（NPO法⼈U・grandma・
Japan、三津浜こども⾷堂、Mitsu想い、県内市町社
協等）も増やすことができた。

⾷料シェア団体が増加したことで、困窮者等の個⼈向け⾷料⽀
援を拡⼤させることができた。また、⾷糧⽀援とともに、相談
⽀援とも接続させることができ、県内における⽣活困窮者⽀援
体制が拡充された。

合計 \487,520 \838,000 \1,325,520 \1,069,513 80.7%

80.7%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

事業費
直接事業費 \487,520 \838,000 \1,325,520 \1,069,513

補⾜説明
当初予定の看板などの設置費⽤がかからなかったため、執⾏率が予定より「低い結果」とな
りました。



Ⅹ. 広報実績 

有無

有

無

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

広報制作物等

報告書等

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

①５⽉１９⽇(⽔）、CHU-モク「フードドライブ」、南海放送テレビ、フードドライブの実施による寄付⾷料
の活⽤⽅法紹介、４⽉に開始した⼤⼿スーパーでの店舗常設型フードドライブの状況とそこに集まった⾷料の
活⽤先である当⽅の無料スーパー事業を紹介。
②６⽉３⽇（⽊）、「未来を変えるSDGs・家庭で余った⾷品を福祉に」、あいテレビ、SDGsの推進として
連携してフードドライブに取り組む企業とNPOの紹介、４⽉に開始した⼤⼿スーパーでの店舗常設型フードド
ライブの状況とそこに集まった⾷料の活⽤先である当⽅の無料スーパー事業を紹介。
YouTubeにて公開中（https://youtu.be/m-MB7B541vI）
③６⽉22⽇（⽕）、EBC Live News、テレビ愛媛、上記と同様の放送内容。

2.  内部通報制度は整備されていますか。 内部に窓⼝を設置して、４⽉より運⽤開始。

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

⾃由記述

現在、岡⼭県で「コミュニティフリッジ」事業が開始されており、無⼈で⾷料⽀援が必要な⽅への⾷料提供ができる仕組みを独⾃でつくり、活動
しています。⾮常に画期的で、これまでの⽀援者側の⼿間や被⽀援者側の気遣いを排除して、24時間利⽤したいときに利⽤できる⾷料⽀援システ
ムとして、今後、同様の⽅法が広がる可能性を感じています。
⼀⽅で、当⽅が開始した今回事業は、「単なる施し」にならないことを⽬的に、有⼈型のコミュニティフリッジ（この⾔葉は商標登録予定である
ため使⽤できません）として、他の拠点も整備しつつ、運営⽅法を改善しながら進めていきたいと考えています。

規程整備は進んでいると考えていたが、まだまだ進んでおらず、整備すべきことが多かった
ため、理事、会員とも相談し、急遽整備を進めました。今回整備した規程は、運⽤しなが
ら、今後、さらに⾒直し整備を⾏っていきます。

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 https://eworkehime.kojyuro.com/ework.html

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。

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


