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事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ひとり親家庭相互⽀援ネットワーク事業
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: 新潟県フードバンク連絡協議会

事業実施概要

毎⽉1,000世帯のひとり親家庭⽣活困窮世帯⽀援に必要な提供⾷品量年間120トンのうち、60トンが不⾜しており、寄
付⾦や助成⾦等で都度購⼊していた状況下において、⻑引く新型ウイルス感染症拡⼤の影響で、フードバンクに⽀援
を求めるひとり親家庭⽣活困窮世帯は増加の⼀途を辿り、現在では⽉1,500世帯への⾷⽀援に取り組んでいる。その
為、フードバンクとしての⾷⽀援活動の持続可能性を⾼めるため、寄付⾦や助成⾦での⾷品購⼊に頼らず、フードバ
ンク本来の姿である、寄贈⾷品による⽀援の循環を促進するため「フードバンク活動に協⼒するボランティアスタッ
フ（以下、「フードバンカー」という」）を県域で発掘・養成し、活動の基盤強化を図った。養成対象区分は主に①
フードバンクの被⽀援者であるひとり親家庭⽣活困窮世帯親⼦、その他、②企業⼈・組織⼈、③⼀般市⺠（児童⽣
徒・学⽣含む）とした。その結果、延べ503⼈を養成することができ、期間中に当該事業実施にかかわる約60トンの⾷
品を寄贈してもらうことができ、⾷品不⾜の解消にもつながった。

2021年6⽉30⽇

新潟県

事業対象者:

直接介⼊対象者:ひとり親家庭親⼦、企業⼈、連
携団体会員、⼀般市⺠等
最終受益者:新潟県内でフードバンクからの⾷品
提供を受けるひとり親家庭親⼦

課題設定、事業設計に関
する振り返り

①課題の設定：拡⼤するひとり親家庭⽣活困窮世帯層とその複合的なリスクの深刻化に対し、フードバンクによる⾷
⽀援を主体とした包括的な⽣活⽀援には、多職種協働に依る継続的な連携が必要である。その取り組みを⽀えるフー
ドバンカーを企業や学校、⼀般市⺠等多様な組織や世代に亘って発掘・養成する当該申請事業の課題の設定は妥当
だったと考える。
②対象者へのリーチ：事業期間中における養成対象へのリーチは、⽬標値を遥かに超える実績となった。
当会として把握した要因は主に３点。
１．⻑引く感染拡⼤下、⾷⽀援の需要が増え続けたため、⽐例して関わるひとり親家庭親⼦が増えたため。
２．テレビや新聞など報道機関への露出が継続的にあり、フードバンクへの社会的関⼼が持続したため。
３．SDGsやボランティアによる社会参画の機運が醸成されて来たため。
③プロセスの変化：当初机上で想定した養成の流れは「座学」⇒「実地研修」⇒「本格参画」だったが、活動の特性
から、先ず「座学」ではなく、「実地研修」と「本格参画」も、実践で同時に⾏う⽅がいいとの意⾒があり、養成の
カリキュラムを活動時間の中で同時平⾏して実施するスタイルに変更した。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

ボランティア養成研修の研修プログラム、教材、資料等が完成する。

実施時期: 2020年12⽉〜2021年5⽉
事業対象地域:

指標 研修企画書、教材等の完成

⽬標値・⽬標状態 研修企画書、教材等の完成



結果

1.ひとり親家庭親⼦：延べ258⼈
2.企業・団体：延べ342⼈
3.⼀般市⺠：延べ216⼈（内⼩学校授業48⼈）
4.ボランティア登録者数：503⼈（5⽉31⽇時点 ）

考察

1.ひとり親家庭親⼦の⽬標値である延べ300⼈に対し、結果が延べ258⼈となり、42⼈減少した主な要因としては、⻑
引く新型コロナウイルス感染症拡⼤下、他地域から不特定多数の⼈が集まる場所への来訪に感染の不安を感じる⽅が
多かった、という理由が挙がった。
2.企業・団体の⽬標値である延べ150⼈に対し、結果が延べ342⼈となり、192⼈増加した主な要因としては、ライオン
ズクラブやロータリークラブ、労組等、⼈数が纏まった集会での実施機会が多く得られたことが挙げられる。
3.⼀般市⺠の⽬標値である延べ150⼈に対し、結果が述べ216⼈となり、66⼈増加した主な要因としては、新聞やテレ
ビ等メディアへの活動の露出が増加したことで、⼀般市⺠の当会フードバンク活動に対する興味関⼼が喚起されたこ
とが挙げられる。
4.ボランティア登録者数⽬標100⼈に対し、結果が503⼈となり、403⼈増加した主な要因としては、当会の活動場所が
県域に広く拡充したことで、より近隣での活動機会が得られやすくなったことに加え、コロナ禍でフードバンクを利
⽤する県⺠が増加の⼀途を辿っているという報道等に触れ、当事者意識がより強く醸成されたものと思われる。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

フードドライブ等の活動を経て、⾷料等の寄贈が増加する。

指標 養成したフードバンカーの活動を経て寄贈された⾷料等

結果 寄贈された⾷料等：⽉約10t（合計約60t）

⽬標値・⽬標状態 寄贈された⾷品量：⽉5t（合計25t）

考察

共通するカリキュラムを作成したが、当該事業を実施する過程で、要請する⼈材の属性により関⼼事に傾向があるこ
とがわかり、結果、対象層を３区分して研修を実施した。対象層による関⼼傾向の違いとしては、
1.ひとり親家庭親⼦層では、⾃分ゴトとして捉える当事者意識がモチベーションになり、フードバンクの仕組みや成
り⽴ち⽅についての質疑が多かった。
2.企業・団体層では、賞味期限や消費期限にかかわることや、寄付⾦や寄贈品にかかわる税控除の質疑が多かった。
3.⼀般市⺠層では、⾷品ロス問題やSDGsなどへの関⼼が⾼かった。
今後は、参考資料へのアクセスを援助するため、農林⽔産省や内閣府など関係機関のWEBサイトへのURLを紹介でき
る様な⼯夫をしていきたい。

結果

カリキュラム（研修企画書）1種、教材2種の完成
フードバンカー養成講座のカリキュラム
----------------------------------------
1.フードバンクについて
2.⾷品ロス問題について
3.フードドライブについて
4.フードパントリーについて
5.SDGsとフードバンクについて
6.新型ウイルス感染症対策について
7.実地研修2時間（フードバンク、フードドライブ、フードパントリー体験）
----------------------------------------
1-6.1時間＋7.2時間＝合計3時間

今回の事業実施で達成さ
れる状態

ボランティア養成研修を通じて、各地域のフードバンクの運営体制が強化される。

指標
ボランティア養成講座受講者数
ボランティア講座の受講後の実稼働者数

⽬標値・⽬標状態

1.ひとり親家庭親⼦：延べ300⼈
2.企業・団体：延べ150⼈
3.⼀般市⺠：延べ150⼈ (合計：延べ600⼈)
4.実稼働にむけた登録者数:100⼈



Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

事業実施以降に⽬標とす
る状況

当該事業の実施により新たに養成された⼈材のひとり親家庭親⼦や⼀般市⺠、企業⼈フードバンカーが、県域でフー
ドバンクやフードドライブの活動をすることにより⾷品寄贈を増加させ、不⾜する⾷品量をカバーし、当会の活動を
持続可能なものにする。また、養成したフードバンカーがフードパントリーや配達などに従事し、被⽀援者に届ける
ところまでの役割を担う。

考察等

⻑引く新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で、今後も現在の多くのひとり親家庭⽣活困窮世帯が、フードバンクの
利⽤を継続していくと想定されることに加え、新たに当会の活動を知ったひとり親家庭の⽅が申し込みをすること
で、被⽀援者の全体数が増加していくと考えられる。
その為、当該事業により要請されたフードバンカーが寄贈⾷品等の収集や配布に貢献する機会や重要度が益々増すと
考えられ、当会含め、県内のフードバンクの持続可能な活動に⽋かせない役割になりつつある。

今回の事業実施で達成さ
れる状態

フードドライブ等の活動を経て、受領した⾷料等を、県内のひとり親家庭や各地の団体へ寄贈することを通じて、各
地域の活動⽀援を⾏う。

指標 協会から県内のひとり親家庭や各地域の団体等へ寄贈した⾷料等

⽬標値・⽬標状態 寄贈した⾷品量:⽉5t(合計25t)

結果 寄贈した⾷料等：⽉約10t（合計約60t）

考察

ひとり親家庭や企業、学校の児童⽣徒・学⽣や⼀般市⺠など、各層に対するフードバンカー養成を促進した結果、各
層ともに、フードバンクや⼦ども⾷堂に対する関⼼がとても⾼く、フードドライブやフードパントリー実施に対し、
当初の想定より積極的かつ継続的な協⼒を得ることができた。
寄贈⾷品等については、養成されたフードバンカーにより6ヶ⽉間で約60トンを集めることができた。⼀⽅で、県域の
ひとり親家庭⽣活困窮世帯からの⾷⽀援要請が増え続けたことから、当初の想定よりも供給量が多くなり、集まった
寄贈⾷品等はストックにならず、そのまま提供・配布するに⾄った。

活動 進捗 概要

フードバンカー発掘・養
成講座の募集広報

ほぼ計画通り

4⽉に実施した、フードバンクを利⽤中のひとり親家庭⽣活困窮世帯への、ボランティア
登録意向調査により約500世帯から登録の申込を得られた。
ひとり親以外の参加者へのアプローチ⽅法としては、
①ライオンズクラブやロータリークラブ、倫理法⼈会など企業経営者組織への出講の働き
掛けにより、期間中多くの機会を得た。
②児童⽣徒・学⽣・教員へは、県内の学校約800校に、フードバンクの出前授業提供の案
内を送付した。
③⼀般市⺠へは、メディアやSNS、⼝コミでボランティアを募集している旨を周知拡⼤を
図った。

考察

寄贈された⾷品や⽇⽤品等の量が、当初の想定を超える約60トンになった事を鑑みると、従来のポスターやチラシ等
を通した広報は⼀⽅的な周知活動に留まっており、協⼒を受ける当会が「待ちの姿勢」であったことが浮き彫りに
なった。
寄贈量はフードバンカーの養成と⼀体であるため、県内⼩中⾼校の児童⽣徒・学⽣向けには出前授業の案内を送付し
て学校からの依頼を喚起した。また、企業へのアプローチとしては、ライオンズクラブやロータリークラブ、倫理法
⼈会や総会等の集会時に30〜60分の講話時間を得て協⼒を要請した。
今回、当該助成によって積極的にフードバンカー養成に取り組むことで、フードバンク活動の基盤強化が図られる知
⾒（対象層によって、⾷品ロスや⽣活困窮者、SDGsなど切り⼝を替える事で、アプローチ・協⼒喚起しやすいノウハ
ウ）を得ることができた。



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）

\1,540,980

補⾜説明

フードバンクとして当会が主宰するひとり親家庭⽣活困窮世帯への⾷⽀援事業『⼦どもの
未来応援プロジェクト』へのＳＯＳの要請が昨年末から急増したため、事務処理に⼿が回
らず、予算の執⾏を事業期末にまとめて⾏った。

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率

合計 \1,050 \1,539,930 \1,540,980 \1,540,980 100%

100%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

事業費
直接事業費 \1,050 \1,539,930 \1,540,980

活動 実績内容 結果・成果・影響等

養成したフードバンカー
の実践活動への協働研修

特定⾮営利活動法⼈にいがた災害ボランティアネット
ワークの理事⻑の李仁鉄⽒に協⼒を仰ぎ、養成した
フードバンカーに対し、ボランティアセンター開設の
ノウハウを実地研修していただき、⽀援物資の仕分け
や提供⽅法、管理⽅法などの知⾒を伝授していただく
機会を企画した。

実地研修を受けたフードバンカーは、⽀援物資を提供する際
の、ブルーシートやガムテープを駆使した会場づくりのノウハ
ウや、ボランティアのシフト管理などのノウハウを学んだこと
で、次回以降の活動に活かせるとの感想を得る事ができた。

想定外のアウトカム、活
動、波及効果など

事業計画で想定していなかったものの、事業実施の過程で、教育現場である⼩中⾼校への出前授業サービスの提供を
企画し、3⽉に県内約800校へ案内を送付したところ、令和3年度、⼩学校と⾼校の計3校から、出講の依頼が⼊った。
内容としては、フードバンク活動（貧困撲滅）、⾷品ロス削減（環境保全）、ＳＤＧｓ（多職種協働）について等、
フードバンクにかかわる多様な社会課題へのアプローチを、次世代に理解啓発するきっかけができた。

課題を取り巻く変化

⻑引く新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響によって拡⼤するひとり親家庭⽣活困窮世帯層とその複合的なリスクの
深刻化に対し、フードバンクによる⾷⽀援を主体とした包括的な⽣活⽀援の実績により、⾏政や企業・組合、⼀般市
⺠やＮＰＯ等、多様な組織がフードバンクと連携して課題へのアプローチや解決を図りたいと、協働の申し出を多数
いただくようになった。今後は、今まで以上に、多様なステークホルダーとの協働を図って⾏きたい。

フードバンカーによる
フードドライブ実践の仕
組みづくり ほぼ計画通り

養成したフードバンカーの働き掛けにより少なくても約60トンの⾷品や⽇⽤品の寄贈が実
現したとともに、受け渡しのフードパントリーにも殆どの実施会場で、養成したフードバ
ンカーの参加を得ることができた。当該申請事業終了後の現在も継続して寄贈や提供への
協⼒が続いている。

フードバンカー発掘・養
成講座の実施

ほぼ計画通り

対象層にあった研修を提供することで、⽬標を上回る受講数を得られた。
実施上の⼯夫としては、
1.ひとり親家庭には、当事者として関⼼度が⾼いため、必要な⾷材等や感染症対策につい
て特に重点的に解説した。
2.企業・団体層には、当会の利⽤者、寄贈⾷品の取り扱い量など具体的な解説をした。ま
た、SDGsに対する関⼼も強く、企業の社会的貢献や協働意識の醸成を図った。
3.⼀般市⺠層は、メディアへの露出が継続的にあったためか、フードバンクへの社会的関
⼼が⾼まり、多くの申込み、多世代層の参加があった。



有無

無

無

無

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

⾃由記述

当該事業実施を通じて、フードバンク活動の基盤が⼤幅に強化され、⼤変有り難かったです。

・倫理規程等、計10種類の規程を整備した

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）

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。

いいえ 規約や役員名簿等、⼀部の情報公開はできているが、その他の
規程類の更新作業が遅れている。

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 内部通報規程

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

広報制作物等 主にLINEで周知を図ったため、印刷物は制作しなかった。

報告書等 当該事業費を使った報告書の制作しなかった。

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）

フードバンクの取り組みや⼦どもの未来応援プロジェクトの報道記事は多数あったが、ボランティア養成に
対する取材申込は無かった。


