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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
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者

事業実施
上の困難

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 熊本⾷の物流ネットワーク整備プロジェクト
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈ 全国⾷⽀援活動協⼒会
実⾏団体名: ⼦どもから地域へ拡がれネットワーク（TSUDOU.NE T) ）
実施時期: 2020年5⽉〜2021年2⽉
事業対象地域: 熊本県域
事業対象者: ⼦どもから地域へ拡がれネットワークの会員、基盤体制が整い次第、

ひとり親⽀援者、⽣活困窮⽀援者、⼦ども、親、⾼齢者障がい者等、
困り感のある⽅へ段階的に広げていく。

⑤⽬標値・⽬標状
態

⑥結果

事業実施概要

①熊本市内に寄付⾷材等を受け⼊れる熊本市にロジ拠点、県内の⽟名・阿蘇・天草・⼋代・球磨等の各地域にハブ拠点（５ヶ
所）を設けるとともに、ハブ拠点から地域のこども⾷堂に冷凍 冷蔵 常温などすべての⾷材を届けることができる仕組みづく
りを⾏う。
②衛⽣管理等の研修や企業等との意⾒交換などを⾏う。
③熊本県としては初めてとなる、⼦ども⾷堂コーディネーターの配置を⾃主事業で⾏い、⼦ども⾷堂運営者がより安⼼して運
営ができる体制を作る。
④物流システムの構築であるハード⾯、そして社会福祉の側⾯からコーディネートができる⼈材を配置するという、ソフト⾯
との両輪での体制づくりを⾏う。

課題設定、事業設計に関する
振り返り

⾷材がスムーズに流れる仕組みの構築が休眠預⾦のおかげで実現できた。
①当初予定していたロジ１ハブ５拠点の整備がロジ２ハブ５で予定を上回る拠点の整備ができたが、当初予定していた地域の
ロジ熊本市東区界隈 ハブ⽟名・⼈吉・阿蘇・天草・⼋代地区の予定が、ロジ熊本市東区・中央区 ハブ⽟名・⼈吉・阿蘇・
城南（天草や⼋代に熊本市から⾏く途中）・御船（インター側）へ変更になった。現状では特に困った点は⾒受けられない。
⾷⽀援活動協⼒会より提供された⾷材を持って⾏くことも随時⾏なった。
②⾷品衛⽣講習会を所属管理栄養⼠と栄養⼠で８⽉に開催、１⽉、２⽉のフェスタ前後に企業との意⾒交換会を開催。協⼒関
係を築くことができつつある。
③⼦ども⾷堂コーデイネーターは熊本県が配置した。当団体より４名の⼦ども⾷堂アドバイザーが就任した。
④物流システムというハード⾯、研修提供や相談対応といったソフト⾯と共に内容の濃い事業ができた。⼦ども⾷堂が増える
とともに個別の相談件数が増えており、⼩さいものを含めるとメールなどのやり取りは⽉に2000件以上になっている。

④指標 ⑦考察
③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

熊本市内に寄付⾷材等を受け⼊れ
る熊本市にロジ拠点１か所／県内
の⽟名・阿蘇・天草・⼋代・球磨
等の各地域にハブ拠点（５ヶ
所）。

ロジ・ハブの数 ロジ１か所・ハ
ブ５か所の整備

ロジ２か所・ハ
ブ５か所の整備

ロジ熊本市東区・中央区 ハブ⽟
名・⼈吉・阿蘇・城南（天草や⼋
代に熊本市から⾏く途中）・御船
（インター側）にロジ・ハブ拠点
を整備することができた。

ハブ拠点から地域のこども⾷堂に
冷凍 冷蔵 常温などすべての⾷材を
届けることができる仕組みづくり
の基盤ができる。

⾷材の情報提供
が⾷堂運営者に
出来ている。

⾷材の提供のた
めの情報提供が
８５％以上の⾷
堂運営者に出来
ている。

⾷材の情報提供
はLINEを通じて
約66件、メール
により約16件、
携帯電話でのお
知らせが5件、固
定電話3件、⼦ど
も⾷堂運営者に
対して出来てい
る。

県内には当ネットワーク含め３つ
のネットワークがあるが、⾷材提
供についてはその枠を超えて情報
が届き、他ネットワーク所属の⼦
ども⾷堂もハブに受け取りに来る
ことができている。



その他 連携の不
⾜

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

企業等との意⾒交換を⽬的と
したを企画・開催する 計画通り

想定外のアウトカム、活動、
波及効果など

ほぼ計画通り

計画通り

ロジハブシステムが機能し、⼦ども⾷堂アドバイザー並びにネットワークに相談ができる体制を構築する。
新規での⼦ども⾷堂が事業年度後に年5件ずつ増加（現在は91か所、事業実施期間内で100か所を⽬指す）
寄付⾷材の取扱量（現在１０ｔ弱）やこども⾷堂を⽀援する企業等の増加。
次年度は近隣県である⿅児島県や宮崎県、また⼤分県の⼭間部地域など南九州の中間⽀援組織などとの連携を構築予定であ
る。

休眠預⾦申請の時よりも、⼦ども⾷堂の数は⼀気に増加した。R4年２⽉１⽇現在１２６件（コロナによる休⽌中を含む数）と
なっている。ロジ・ハブでの拠点整備ができたので、冷凍冷蔵庫も利⽤しながら物を流す仕組みの下地ができたことで、次年
度からはさらに物流がうまく流れていくものと思われる。
近隣の宮崎県や⿅児島県、⼤分県の中⼭間部で物流に関する聞き取りを⾏ったところ、全国のネットワークからの⽀援もあり
⾷材が潤沢にあるように感じられたので、次年度は熊本県内の物流にさらに⼒を⼊れて⾏きたい。

概要

ロジとして熊本市東区・中央区に2ケ所、ハブとして⽟名・⼈吉・阿蘇・城南（天草や⼋代に熊
本市から⾏く途中）・御船（インター側）に5ケ所、拠点を設けた。

冷凍、冷蔵のまま届けられる仕組みの構築ができた（別の会社の冷凍冷蔵庫付きの⾞を借り受け
ることができた。）
今後、全国⾷⽀援活動協会が推進するシステムを使えるよう県内各所に回り、システムの案内を
⾏う予定。

・2021年12⽉に、荒尾市で⼦ども⾷堂⽴ち上げ⽀援実施。荒尾市社会福祉協議会、荒尾市役所
と連携。隣県近隣のフードバンク⼤牟⽥とも協⼒して、⽴ち上げ以降、順調に稼働中。
・台湾の⼤⼿半導体企業（TSMC）の菊陽町への⼯場進出に伴う⼈⼝増加を鑑み、菊陽町社会福
祉協議会と連携し、⼦ども⾷堂⽴ち上げの必要性を協議中。

8⽉に実施。⼦ども⾷堂にかかわる⽅が13名の参加した。

コロナ禍で集合する機会を企画することが難しかったため、主に個別で意⾒交換をおこなった。
キワニス⼦ども⾷堂部会、肥後銀⾏、アサヒ飲料、コープ、マルキョウ、吉野家、ゆめタウン、
イオン九州、天草⿂園など。

・⾷フェスタ等のイベントには⼦ども⾷堂関係者だけでなく⾏政や企業からの参加が得られ、当団体の活動報告、事例紹介を
広くアウトプットする場になった。
・⾷フェスタ終了後、実施アンケートを⾏ったところ、いくつかの参加企業からの回答として、
「⼀中⼩企業として、具体的に何ができるのか、深く教えてほしい。（建設業）」、
「⼦ども⾷堂⽀援に対して、同業他社と⽐べ出遅れていた。⽀援の加速化の動きが社内で再燃してきた。（中堅⼩売りチェー
ン）」と⾔った声を聴くことができた。
・⾷の物流⾯の課題を機会毎に発⾔してきたところ、中堅の⾷品流通企業から、フードバンク契約の申し出があり締結でき
た。
・企業等から寄せられた貴重な声を活かして、今後はそのような企業と連携し、本計画終了後も事業を拡⼤していきたい。

衛⽣管理等の研修や企業等との意
⾒交換などを⾏い、⼦ども⾷堂運
営者の学習の場の提供ができてい
る。

学習の機会の提
供。

学習の機会の提
供が年４回以上
できている。

会場集合・オン
ラインを併⽤す
るハイブリット
形式で４回の学
習会をおこなっ
た。

⼦ども⾷堂利⽤者向けに⾷品衛⽣
研修会、困まり感のある⼦どもへ
の対応研修会をそれぞれ１回、多
様な参加者が参加できる「⾷フエ
スタ」を２回開催できた。その
他、２か⽉に１回の頻度での⼦ど
も⾷堂運営者のための茶話会の実
施。

事業実施以降に⽬標とする状
況

考察等

活動 進捗

熊本市内に寄付⾷材等を受け
⼊れるロジ拠点1か所、県内の
⽟名・阿蘇・天草・⼋代・球
磨等の各地域にハブ拠点

計画通り

計画通り

ハブ拠点から地域のこども⾷
堂に冷凍 冷蔵 常温などすべて
の⾷材を届けることができる
ような仕組みづくりと配送シ
ステムづくりの構築
寄付⾷品の分配などの調整
や、配達、配送、管理に関わ
れるようにし、
⼦ども⾷堂コーディネーター
と連携し、⼦ども⾷堂⽴ち上
げ⽀援、また⾏政や企業。経
衛⽣管理講習会を企画・開催
する

*
価

緊急助成

ム

心

益者

値



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）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

課題を取り巻く変化

管理的経費
合計

補⾜説明

500,000 100.0%

計画額 実績額 執⾏率
3,276,700

・新型コロナ第六波到来のさなかでの事業終了となるが、事業開始時と⽐べると、⼦ども⾷堂の必要性は⾼まってきていると
痛感している。
・そのような中、⼦ども⾷堂の抱える課題・問題点もこれまで関与されなかった他業種の法⼈・個⼈の⽅々も関⼼を持ち始め
てきている。
・とりわけ、⾷材等の物流⾯の課題については、⾏く先々で声を⼤にして投げかけており、反響も多数、表出してきた。
 この反響を「追い⾵」と捉え、助⾔・苦⾔を積極的に取り⼊れ、改善につなげていきたい。

実施内容・結果

3,350,351 102.2%
500,000

直接事業費

連携先

ひとり親⽀援会てとてとて

九州沖縄ONETEAM

県内他ネットワーク団体

フードバンク各団体

市町村役場、社協等の⾏政機関。
⺠⽣委員・児童委員。

事業費

「熊本県⼦ども⾷堂コーディネーター」と各⾷堂との橋渡し役として、連携を⾏った。

ONETEAMの福岡⼤会に熊本県代表として参加。その後、別途資⾦にて導⼊した防災⽤キッチンカーの紹介と普及
活動の⽬的で、九州沖縄の各県を訪問。各県のネットワークと親交を深め、その紹介で各県の社協、地⽅議員、⾏
政職員の⽅々と知⼰を得ることができた。

イベント（クリスマスマーケット）の提供チケット配布の窓⼝として、他ネットワーク加盟⾷堂にも配布を⾏っ
た。
また、当団体のロジ・ハブ拠点についても、他ネットワーク団体に利⽤していただいた。

フードバンク協議会にも出席参加。ここでも⾷の物流⾯の課題についてもアウトプットし、⼩売チェーン企業、物
流企業との連携が実現した。

⼦ども⾷堂の⽴ち上げ⽀援、伴⾛⽀援時には、市役所・役場、社協等にも連携し、情報共有化を⾏っている。今後
は、教育委員会にも連携を図っていきたい。当団体の代表が、本年2⽉に熊本市役所主催のオンライン会議で、熊本
市内の児童委員に講演実施。その後、数名の児童委員の⽅から、各地域の⼦ども⾷堂運営の参画問い合わせあり。

3,776,700 3,850,351 102.0%

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

RKKテレビ取材
https://www.facebook.com/100002515238751/videos/pcb.4960474537379672/270928187921
6107
地元紙（熊本⽇⽇新聞）、毎⽇新聞からの取材を受け、記事掲載。
熊本県庁のWEB広報誌（気になる熊本）記事掲載。
https://www.pref.kumamoto.jp/site/kini-kuma/124418.html

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

コロナウィルス拡⼤の影響で、⾷フェスタの開催形態やゲストの変更、会員⾷堂さんへ
の個別訪問を控えるなど、計画が⼀部変更となった。

チラシ２種

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）

4.報告書等

状況 内容①規程類※の整備実績 
 

冷蔵庫など備品にシールを添付してあります。



Ⅻ. その他

はい
4⽉に法⼈格の取得を計画中。それにあわせて「コンプライアンス
規定」を策定中。

例年、団体内の監事にて会計監査を実施中。
また、本年度は、上記法⼈成りに併せて、外部監査も実施予定。内部監査

実施予定はない

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公
開を⾏っていますか。

はい

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責
任者を設置していましたか。

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を
検討・実施しましたか。

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）

外部監査

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・
助成⾦等を申請、または受領していますか。

いいえ

8.内部通報制度は整備されていますか。 はい
団体内部に通報窓⼝を設置。

本助成⾦を戴いたことにより、今後につながる形での事業を⾏うことができた。
熊本県内の⼦ども⾷堂ネットワークが少しでもまとまるように、何度も熊本県を含めて働きかけたものの、なかなかうまくいかなかった点がある。
熊本には⼦ども⾷堂のネットワークが現状３団体あるが、細分化してハブ拠点の近くにネットワークを構築できるような働きかけをしており、今後は少しづ
つ増えていくものと思われる。
熊本県が熊本県⼦ども⾷堂コーデイネーターを配置してくれるようになったことは⼤変ありがたく感じている。

いいえ

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完
了しましたか。

完了

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通
りに開催されていますか。

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏ってい
ますか。

はい

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較
して、整備状況がどのように改善されたかを記載して
ください。

3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広
く⼀般公開していますか。

未公開
4⽉に法⼈格の取得を計画中。HPの更改を予定しており、そ
のタイミングで公開予定。

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告し
ましたか。

変更はなかった

状況 内容②ガバナンス・コンプライアンス体制


