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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

⼦ど
も・学
⽣

⾷料関
連の不
⾜

事業対象地域: 沖縄県
事業対象者: 沖縄県内

搬⼊実績が73トンとなり、⽉
のよっては⽬標値を⼤きく超
える⽉もあった。配送回数は
⽬標とする値に達することは
むずかしかった。コロナ禍の
なかで、⾷⽀援に対しての意
識が⾼まり、新規で⾷品を寄
付する企業からの寄付が増え
た。配送回数は減ったもの
の、配送先への配布量が増え
たこともあり、概ねの⽬標値
は達成できたと考える。

事業実施概要

③今回の事業実施で達成される状
態
（アウトプット）

課題設定、事業設計に関す

る振り返り

④指標
⑤⽬標値・⽬標
状態

⑥結果

県内には約200箇所の⼦どもの居場所が設置されているが、新型コロナウイルスの感染拡⼤期には約６割が活動
休⽌等の措置をとったため、⼦どもが安⼼して過ごし、⾷事⽀援や学習⽀援等を受けることが稼働できない状況
となった。⽣活や⽣命を⽀える「⾷の⽀援」は最も重要なことであり、様々な事情で居場所へ集う⼦どもたちへ
の⾷品の確保と速やかな提供は、沖縄において急務の課題である。
本事業では⼦どもの居場所の中間⽀援団体としての役割を担う当団体が、設備を充実させることで安⼼安全を確
保しながら保管と配送を⾏うとともに、⾷品の取扱い量を増やすことで⾷品を必要とされる⼦どもの居場所へ届
ける仕組みを構築していく。

沖縄県の⼦どもの貧困問題は、⾏政では⾏き届きにくい部分をNPO法⼈等官⺠⼀体となって様々な取組を⾏い、
⼀部では改善も⾒られてきた。
しかし、昨年から続く世界的規模で流⾏している感染症の影響は、特に沖縄県では顕著であり、度重なる緊急事
態宣⾔により多くの県⺠の⽣活が⼤きな打撃をうけ、これまで抱えてきたこどもの貧困問題に加え貧困状況の問
題が増えてきている。
このような状況下において、⾷事や⾷品を届ける取り組みを⾏う地域⽀援団体が増えたことにより、⾷品を⾝近
で受け取れる場所や機会は増えているが、それでも⾷品の不⾜などの課題は多い。
沖縄県においても、持続可能な⾷⽀援体制の構築を⺠間企業との連携を始めたところであるが、更に多⽅⾯との
協⼒体制を強化していく必要があると感じる。
このような背景を踏まえ、当団体としては、様々な⾷⽀援へ⾷品の提供をこれまで以上に強化していくため、⽼
朽化した⾞両2台の買い替えと、要望の多い冷凍⾷品の取り扱い量を増やすことを⽬的に業務⽤冷凍庫の新設を
⾏った。

⑦考察

⾷品を年72トン受け⼊れ、配
送回数を⽉50回程度まで拡充
することで、安定的な⾷⽀援
が⾏われる。

⽣鮮⾷品の搬
⼊量
関係機関等へ
の配送回数

搬⼊実績6トン
/⽉
配送回数50回/
⽉

搬⼊実績7.3ト
ン/⽉
配送回数44回/
⽉
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事業名: 沖縄らしい持続可能な⾷⽀援事業
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会 44473



⽣活困
窮者

事業実
施上の
困難

⼦ど
も・学
⽣

⾷料関
連の不
⾜

⼦ど
も・学
⽣

⾷料関
連の不
⾜

⼦どもの居場
所へ⾷品の提
供回数/⽉2回

常勤職員3⼈
有償ボアン
ティア6⼈
稼働⽇数４〜
５⽇/週
北部・中部に
保管場所設置

年度途中の4⽉からではあるも
のの、事業終了までに常勤職
員と有償ボランティアを置く
ことができた。また、レギュ
ラーの有償ボランティアが不
⾜した際も、新しいボラン
ティアが定期的に参加してれ
ていたことで⼈員不⾜を補う
ことができた。稼働⽇数につ
いては、搬⼊量が増えたこと
も相まって、⼟⽇を含むほぼ
毎⽇スタッフが在勤してい
た。中北部の⾷品保管設置場
所については、沖縄県労働者
服敷⾦協会が⾏い、困窮者⾃
⽴⽀援事業(通所：パーソナル
サポートセンター)の各事業所
に⾷品を預かってもらい、活
⽤することができた。

組織運営体制を強化し、常勤
職員４⼈、週４〜５⽇稼働し
ており、北部と中部にも保管
場所が設置されている。

常勤職員４⼈
稼働⽇数４〜
５⽇/週
北部・中部に
保管場所設置

常勤職員数
稼働⽇数
保管場所設置
数

沖縄⼦どもの未来県⺠会議と
連携し、県内約200箇所に設置
されている居場所のうち、⾷
品配布を希望する居場所に⾷
品を配送している。

⾷品配送居場
所数

約140箇所の居
場所に配送
（全体の約７
割を想定）

離島を含む居
場所に配送

⼦どもの居場
所へ⾷品の提
供回数/⽉2回

コロナ禍で、沖縄県⼦どもの
未来県⺠会議が⾏うランチサ
ポート事業との会議が多く持
てず、互いの意思や⽬標のす
り合わせが難しく、連携した
事業を⾏うことができなかっ
た。また、セカンドハーベス
ト・ジャパンと⾏ううさがみ
そーれー⾷品については、沖
縄県⼦どもの未来県⺠会議へ
案内し、ランチサポートを通
して離島を含む県内各所の居
場所へ配布を⾏ってもらった
が、配送先情報を得ていない
ため詳細はわかっていない。

当団体と書⾯を取り交わし
た、⼦どもの居場所3〜10箇所
へ⽉2回以上の⾷品の提供がで
きた。また、コロナ禍の影響
で対象が学⽣の困り度がたか
くなってきたことを踏まえ、
これまでの⼦どもの居場所と
う括りをさらに広げた団体と
の連携を深た。また、公⽴学
校、県⽴学校、各種専⾨学校
から直接の⽀援依頼があった
場合には臨機応変に対応し
た。

⼦どもの居場
所へ定期の⾷
品提供
冷凍庫購⼊に
伴い冷凍⾷品
取り扱い量の
増加

⼦供の居場所への定期的な⾷
品を配布し利⽤してもらう
⼤型冷凍庫の増設に伴い、⼦
供の居場所を中⼼とした団体
へ⽣鮮や冷凍⾷品の配布頻度
を増やす.。



その他
事業実
施上の
困難

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 概要

軽⾃動⾞バ
ン・商⽤バン
各1台購⼊

予定通り購⼊を⾏うことがで
きた。

軽⾃動⾞バ
ン・商⽤バン
各1台購⼊

進捗

事業実施以降に目標とする

状況

考察等

⼤型冷凍庫の増設 遅延あり

計画通り運搬⾞両の買い替え

①⾞両を活⽤した⽉の⾷品取扱量と配布回数の実績を継続して⾏う。
②増設した業務⽤冷凍庫2台を活⽤し、冷凍品の取扱量を年10トンに増やす。
③倉庫機能を充実させるために移転を⾏うが、同時により持続可能な活動へするために協⼒依頼を内外へ⾏う。
④沖縄本島中北部にも⾷品を配布するために、中北部で事業を⾏う団体との連携を保ちながら、新たに連携でき
る団体との協⼒を強化していく。
⑤職員や有償ボランティアの数を増やしていく。
⑥稼働⽇を保つ。
⑦居場所機能を持つ団体などへ⾷品の配布を⾏う。
⑧セカンドハーベスト・ジャパンとの事業を引き続き⾏い、⾷のセーフティネット構築の検証を⾏う。

本事業で整備した冷凍庫と⾞輌の確保ができたことや、2021年11⽉から倉庫機能を充実させるために移転を⾏う
ため、今後も⽣鮮⾷品の受⼊れ量を増やし、⾷品の配布する数は窓⼝を拡充する。移転先を中間⽀援拠点として
の機能を整備しつつ、内外に状況をPRしていきながら、活動の継続的な資⾦の確保をおこなう。また、これまで
中部・北部地区への拠点拡⼤、現在の常勤職員は最低限の⼈数として確保しつつ、拠点機能をより強化するため
に常勤職員や有償ボランティアの数を増やし、必要に応じた稼働⽇で活動を⾏い、組織運営体制を強化拡充して
いく。また、⼦どものみならず、⾷品を必要とする居場所機能を持つ団体などへ⾷品の配布を⾏う。また、引き
続きセカンドハーベスト・ジャパンとうさがみそーれープロジェクトをおこない、理由者アンケートや関係者会
議棟を⾏い、沖縄らしい⾷のセーフティネット構築にむけての検証を⾏う。

ほぼ計画通り

セカンドハーベスト・ジャパンが⾏う「うさがみそーれープロジェクト」の協⼒団体
として2⽉まで現地の調整などを⾏ってきたが、プロジェクトがJPF事業で継続するこ
とが決まり、より地域に密接した事業への発展をするため、3⽉からは沖縄のスタッフ
もプロジェクトのスタッフとなって活動を活発化することができた。

取組周知による寄付等の拡
⼤
（パンフレットの配布やマ
スコミ等への取材協⼒）

ほぼ計画通り

当団体のSNSを活⽤し、できるだけ更新がとどこおらないようにしながら情報発信を
⾏った。

全国のフードバンクとの連
携により⾷品の安定的な確
保をするための活動

フードバンク静岡から⾷品の⾚ちゃん⽤ミルクを送ってもらうなど、これまでと同様
の会議などをもって情報交換を⾏うことはできたが、各地のフードバンク団体もコロ
ナ禍で⾷品不⾜が続き、⾷品を計画通り送ってもらうことは叶わかなった。遅延あり

セカンドハーベストジャパ
ン主催の沖縄でのパント
リー活動への協⼒

⽼朽化した⾞両の買い替えを
⾏う

⾷品を運搬す
るための⾞両2
台の買い替え

計画通り実⾏でした。

沖縄県こども未来政策課と
連携し⼦どもの居場所へ定
期的に⾷品を配布する体制
の構築

中⽌

県のこども未来政策課を通さず、直接連絡のあった⼦どもの居場やこちらから
アプローチした⼦供の居場所へ⾷品の配布をおこなった。⼦供の居場所への⾷
品を届けるために沖縄県を通さずに届ける⽅法への変更を⾏った。

移転先の決定が遅れてしまったため、事業終了間際での発注となった。



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）

セカンドハーベスト·ジャパン 令和3年3⽉〜令和4年2⽉沖縄フードセーフティーネット構築推進事業

コロナ禍で、さまざまな⾷の⽀援が沖縄県内でも増え、「フードバンク」や「フードドライブ」という⾔葉が当
たり前に理解してもらえるようになった。これまでは、那覇市を拠点とした活動が中⼼であったため、近い地域
で⾷の⽀援が受けられることはとても喜ばしいと思っている。しかしそれでも、沖縄県が事業としている⾷の⽀
援事業では個⼈世帯への対応がないようで、⾷品を希望する個⼈が⾷品を貰える広域の窓⼝が当団体しかないこ
とが活動を⼤きく圧迫している現状がある。また、フードバンク＝⼦ども⾷堂という少し違った認識が以前より
も聞かれるようになった。他にも、⾷品ロス削減法が沖縄県でも整備されつつあり、それによる⾷品寄付増加の
期待もあるが、様々な懸念事項も⽣まれ、今現在でもその影響を感じ始めているろところである。今後はより⼀
層、当団体の活動についてのPRを含め、特に基盤部分の資⾦不⾜などについて強く発信していくことが重要であ
ると考える。

執⾏率計画額 実績額

セカンドハーベストジャパ
ンとの連携により活動の⻑
期的継続のために⾷品を提
供した個⼈世帯に寄付協⼒
の実施 ほぼ計画通り

うさがみそーれープロジェクトは、2020年7⽉から開始し、開催するたびに利⽤者ア
ンケートを実施しより良い⽅法法内容を模索しながら、2021年8⽉までの1年間（1⽉
⾒直し期）で約3万箱の⾷品を提供した。配布には、事業で購⼊した⾞両2台を使っ
て、⾷品の搬⼊搬出、また配布当⽇の保管庫としての機能を果たすことができた。
また、これまでの活動で⾷品の配布ができてこれなかった北部地域において、学⽣向
けに⾷品を配布する団体との連携もでき、名護市を中⼼とした北部へ毎⽉100〜200世
帯向けの⾷品の配布を⾏うこともできた。2021年9⽉は⾒直し期とし、10⽉から改め
て再開する調整で動いている。

移転することが決まり、10⽉より引っ越し作業を⾏っておりますが、それに伴い、これまで協⼒や連携してくれ
た⽅々、特に⺠間の企業様からの協⼒したいという申し出や実際すぐに⼿を貸していただき、15年間活動の中で
⽣まれたたくさんの繋がりと、細々でも活動を継続してきたことがとてもよかったと実感できる機会となった。
また、地域の⾷⽀援活動が増え、そのような連携団体から様々な地域課題を伺うことで、今後沖縄らしい活動の
⽅向性を検討するにあたり、⼤きなヒントを得ることができた。

想定外のアウトカム、活

動、波及効果など

課題を取り巻く変化

#DIV/0!
0 0 #DIV/0!

事業費 直接事業費
管理的経費

合計

補⾜説明

平成29年10⽉〜令和2年3⽉ 沖縄⼦どもの未来県⺠会議「こども未来ジョイントプロジェクト」助成事
業
→⼦どもの居場所と連携し居場所に通う⼦どもたちへ共同調理等による⾷育を推進した。また、県外か
ら輸送費を負担することで⾷料品の調達が可能か実証を⾏った。

実施内容・結果連携先

沖縄⼦どもの未来県⺠会議

#DIV/0!



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

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）

⾃由記述

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
2020年11⽉にリモートツールを使った総会を開催。
ランチ時間を活⽤した理事会（年5回程度）

2.  は整備されていますか。 はい

Ⅹ. 広報実績 

内容広報内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB
等）

内容

4.報告書等

ガバナンス・コンプライアンス体制

なし

なし

購⼊⾞両にシールを添付

なし

状況

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 ⾒直し中で、10⽉中に当団体のHPに公開予定です。

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。

規程類の⾒直しや変更、またなかったものを整えることができた。

外部監査 当団体外部監査員に監査をお願いした。
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）


