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⽇付：

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。
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Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

実施時期: 2021年4 ⽉〜2022年 2⽉
事業対象地域: 北海道道南
事業対象者: ⼦ども⾷堂利⽤者

課題設定、事業設計に関する振り返り

苫⼩牧エリアではロジ拠点−ハブ拠点−⼦どもの居場所拠点間での⾷材配送⼿順が有効に機能しました。
苫⼩牧エリアの場合、ロジ拠点−ハブ拠点間が57km、むかわ町の⼦ども⾷堂とハブ拠点間が37kmの距離があり、ハブ拠点を中継した⾷材配送を⾏いました。
苫⼩牧エリア以外では、ロジ拠点−ハブ拠点間が16km（室蘭エリア）、35km（伊達エリア）と⽐較的短距離であり、ロジ拠点−⼦どもの居場所拠点間も10km〜
35kmと短距離であったことから、上半期はロジ拠点⾞両による⼦どもの居場所拠点への個別配送が多く、下半期は⼦どもの居場所拠点スタッフがロジ拠点に直接⾷
材を引き取りに来る運⽤が多くなりました。これは⼤量の⾷材を⼊荷した場合、⼊荷作業要員の確保に加え、倉庫スペースが飽和してしまうことを避けるために、⼊
荷⽇に出庫してしまう運⽤を⼼がけました。
⼦どもの居場所拠点のネットワーク作りでは上半期はコロナ禍の影響で対⾯型の⾷堂運⽤が開催できなかったことからも新規の⼦どもの居場所拠点作りは低調でした
が、下期は本事業の周知が進んだことから新規拠点のネットワーク参加が4件あり、5⽉以降の⽴上げ予定拠点も2カ所あります。
ロジ拠点に設置した⼤型冷凍庫は容量的に冷凍⾷材が提供された際の⾷材を収納するには不⾜があり、これを補うために近隣の漁業協同組合の冷凍施設の無償貸与の
協⼒が得られ、ロジ拠点冷凍庫は漁業協同組合の冷凍施設とハブ拠点に冷凍⾷材を配送する際に⼀時保管機能として役⽴っています。

③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

④指標 ⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

苫⼩牧市、登別市、室蘭市、伊達市にハブ拠
点設置

対象エリアのハブ拠点
数＝4カ所

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: ⽇胆⼦ども⾷堂等ネットワークの構築事業
資⾦分配団体名: ⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈ゆめみーる

事業実施概要

特定⾮営利活動法⼈ゆめみ〜る建屋別館に⼤型冷凍庫、⾷材保管ラック、作業テーブルなどを設置するスペースを 確保してロジ拠点として運⽤します。特定⾮営利
活動法⼈ゆめみ〜る建屋別館に冷凍ストッカーを設置して登別・⽩⽼エリアのハブ拠点を運⽤します。室蘭市、苫⼩牧市、伊達市、新ひだか町に冷凍ストッカーを設
置してハブ拠点とし、近隣エリアの⼦ども⾷堂等の 共有⾷材保管拠点を運⽤します。ロジ拠点−ハブ拠点間の⾷材配送を⾏います。⽇胆⼦ども⾷堂ネットワークへ
の参加⾷堂・団体の獲得を⾏います。新規に⼦ども⾷堂等の⽴上げを検討している個⼈、団体の⽀援を⾏います。⾷材の寄贈元開発を⾏います。

2022年3⽉14⽇

苫⼩牧市、登別市、室
蘭市、伊達市のハブ拠
点協⼒団体からの了解
獲得済み

運⽤中

伊達エリア内の⼦ども⾷堂に洞爺湖町エリア
の⾷堂が増える可能性が有り、ハブ拠点の増
設もしくは場所変更などの検討が必要になり
ます。

上記胆振エリアで27カ所の⼦ども⾷堂等から
⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワークへの参
加を獲得します。

⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂
等ネットワークへの参
加⾷堂数

24カ所の⼦ども⾷堂
等から内諾獲得済み

25カ所の⼦ども⾷堂
等から獲得済み

R3年度の活動により地域の社協や既存の⼦ど
もの居場所拠点から新たに⼦どもの居場所拠
点を⽴上げ希望者の紹介が増え、R4年度も⽇
胆⼦ども⾷堂等ネットワークへの参加拠点が
増える⾒込みです。

新ひだか町内で⼦ども⾷堂の⽴上げを⽬指す
団体を⽀援して、⼦ども⾷堂を⽴ち上げま
す。

⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂
等ネットワークへの参
加⾷堂数

町内で⼦ども⾷堂の⽴
上げを⽬指す団体情報
収集中、1団体獲得

平取町の⼦ども⾷堂の
参加を獲得しました。

平取町社協からの紹介で訪問⾯談が叶った平
取町内の⼦ども⾷堂団体が⽇胆⼦ども⾷堂等
ネットワークに参加いただきました。
冷凍ストッカーの設置と今後のハブ拠点化に
も理解をいただいています。

上記⾷堂の⽴上げと同期して新ひだか町ハブ
拠点を⽴上げ、新ひだか町近隣での新規⼦ど
も⾷堂等の⽴上げ（1カ所）を⾏います。 ⽇⾼エリアのハブ拠点

数

⽇⾼エリアとして平取
町の⼦ども⾷堂にハブ
拠点準備として冷凍庫
貸与中

達成

平取町の⼦ども⾷堂に加え新冠町で⼦ども⾷
堂の⽴上げに関わった団体と他の業務で連携
を開始したので、今後の展開が期待できま
す。

事業実施以降に⽬標とする状況

1)⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワークの参加⼦ども⾷堂等が円滑な⼦どもの居場所提供活動を営める。
2)胆振⽇⾼圏を主とした北海道内の⾷品関連事業者からの⾷材寄贈を獲得して構築したロジ・ハブ基盤を有効に活⽤する。
3）⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワークの参加⼦ども⾷堂等がゆめみ〜るが取り組む「ひとり親世帯の⾷⽀援活動」に参加して、広域協働基盤を⽴ち上げる為の
ロールモデルを確⽴する

室蘭市内の⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネット
ワークの参加⼦ども⾷堂とゆめみ〜るが取り
組む「ひとり親世帯の⾷⽀援活動」の協働モ
デルを策定して実施します。

「ひとり親世帯の⾷⽀
援活動」の協働活動へ
の参加⾷堂数と運⽤マ
ニュアル

室蘭市社会福祉協議会
と協働モデル構築の協
議中

実施体制を変更して運
⽤準備中

社協はコロナ関連の現在業務でリソースに余
裕がなく、連携は実施に⾄りませんでした。
登別と室蘭の⼦ども⾷堂4カ所とR4年度はパ
ントリー、就労体験機会の提供などの実施を
計画中です。



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

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）

考察等

1)⾷材の獲得強化と配送⽅法を⾒直し、最適コストでの⾷材流通⽅法を考案して実践する。
2)胆振⽇⾼圏の⾷品関連事業者の事業規模や事業者数が⼩さいことから、⾷材寄贈元の開発は北海道内においては札幌圏の事業者をアプローチ先に加えて⾷材獲得を
強化する。
3)登別市、室蘭市の⼦ども⾷堂4カ所とR4年度はパントリー開催による1⼈親保護者との地縁作り、⼦ども⾷堂＋若者サポートステーションの連携による就労体験機
会の提供による就労⽀援・若者の居場所作り体制の構築を協議中です。登別更⽣保護⼥性会が5⽉に⽴ち上げる⼦ども⾷堂をロールモデル拠点として実践する予定で
す。

1．胆振エリアの団体と折衝してハブ拠
点として⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネット
ワークに参加を獲得する

計画通り

⽇⾼、苫⼩牧、登別、室蘭、伊達エリアに冷凍ストッカーを配備してハブ拠点を開設済み

2．⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワー
クの活動要項を作成して参加⾷堂を獲得
する（⽇胆⼦ども⾷堂等ネットワーク会
議の開催）

ほぼ計画通り

社会福祉協議会、⾏政、既存⼦ども⾷堂からの紹介をきっかけとして新規⽴上げを⽬指している市⺠団体への説明機会を獲得
し、4カ所の拠点⽴上げに関わり、R4年度⽴上げ予定2カ所を現在は応援中です。

活動 進捗 概要

5．⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワー
ク参加の⼦ども⾷堂が担える「ひとり親
世帯の⾷⽀援活動」の協働モデル策定し
て実践する（登別市、室蘭市）
 ⾷堂に期待する役割：「ひとり親世帯
の⾷⽀援活動」の周知、保護者への声掛
け、提供する⾷材の中継、⾃宅配送など

遅延あり

⽇胆⼦ども⾷堂等ネットワーク参加の⼦ども⾷堂にはSSWや⺠⽣委員経験者が関わっており、これらの⽅々と⼦ども⾷堂で出
来る⼦どもやひとり親の⽀援を協議する場を持ちました。これらの協議から登別市、室蘭市の⼦ども⾷堂4カ所とR4年度はパン
トリー開催による1⼈親保護者との地縁作り、⼦ども⾷堂＋若者サポートステーションの連携による就労体験機会の提供及び就
労⽀援・若者の居場所作り体制の構築を計画中です。

6．⽇⾼・胆振⼦ども⾷堂等ネットワー
クへの参加獲得計画：フードバンクいぶ
りが実施した⼦ども⾷堂向けパントリー
の実績と本事業の活動内容、 全国実績
資料を作成し、活動中の⼦ども⾷堂や⾷
品関連事業者、⾏政機関へのプレゼン
テーションを実施します。

ほぼ計画通り

⾏政福祉部⾨、社会福祉協議会、新聞社、⾷品事業者にプレゼンテーションを実施し、⾷材の寄贈元紹介などの実施を得てい
ます。

3．新ひだか町社会福祉協議会、⾏政、
⺠間団体と折衝して新ひだか町内での⼦
ども⾷堂の⽴上げ基盤を創る（胆振での
活動レポートの作成、配布）

ほぼ計画通り

⽇⾼管内⻄部の社会福祉協議会へのプレゼンテーションを⾏いました。各社協とも⼦ども⾷堂の運⽤には強い関⼼を⽰してく
れましたが、コロナ禍の影響なども考慮され⽴上げ実施には⾄りませんでした。
しかし、⼦どもの居場所拠点⽴上げの相談が地域住⺠から有った際は、我々の活動をご案内頂けるとの協⼒が得られました。

4．新⽇⾼エリアの⼦ども⾷堂の⽴ち上
げ時期に同期してハブ拠点開設に向けた
協⼒団体を獲得する（社協等との連携で
⽀援基盤をつくる）

ほぼ計画通り

新ひだか町ではなく平取町の⼦ども⾷堂が⽇胆⼦ども⾷堂等ネットワークに参加し、今後は⽇⾼エリアでのハブ拠点としての
協⼒を得ています。2020年に新冠町で⼦ども⾷堂の⽴上げ・営業に関わった⼈達との協議が叶い、今後の活動への好材料が得
られました。

室蘭⺟⼦福祉会 ⼦ども⾷堂で仕事に就けない若者のボランティア受け⼊れ

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

フードバンクゆめみ〜るが実施しているひとり親お⺟さんへの緊急⾷材⽀援「⾷材SOS」の利⽤世帯への⽀援過程で⽀援対象者の近隣で活動している⼦ども⾷堂関係
者が、⽀援側の輪に参加し⽀援対象のお⺟さんと地縁的な関係作りが始まりました。
⼦ども⾷堂を拠点として⼦ども、その保護者を⼦ども⾷堂関係者とフードバンクゆめみ〜るが役割分担しながら寄り添い⽀援を実施する体制作りの兆しを感じます。
これは⼦ども⾷堂が持ち合わせているポテンシャルの発露と感じます。

課題を取り巻く変化

⼦どもの居場所拠点はそれぞれ地元の農家や事業者から⾷材提供や資⾦提供を獲得している⾷堂が増えています。
これに我々が⾏う⾷材提供を加えることで⾷材⾯での⽀援は年々充実しつつあると思われます。
今後の活動テーマとして⼦ども⾷堂拠点の多⽅⾯活⽤の提案と連携を実施します。
活⽤例：学習⽀援との連携、仕事に就けない若者の就労体験機会提供と若者の居場所提供、ひとり親お⺟さんへのパントリー開催での地縁作り

また、複数の⼦どもの居場所拠点が整備されることで学区内の⼦どもの居場所拠点を利⽤出来ない不登校傾向・引きこもり傾向の⼦ども達を他学校区の⼦どもの居場
所拠点に誘導する活動を⾏いたいと考えています。

登別市教育委員会SSW
登別更⽣保護⼥性会
室蘭更⽣保護⼥性会

⼦ども⾷堂の利⽤促進、フードバンク活動の⼩中学校校⻑・教頭への周知。結果は教育委員会との連携が円滑になりました。
⼦ども⾷堂の開設、パントリーの実施でひとり親お⺟さんとの地縁作り
⼦ども⾷堂で仕事に就けない若者のボランティア受け⼊れや地域のひとり親お⺟さんへの⾷材配達分担

連携先 実施内容・結果

100.0%
管理的経費 100.0%

事業費
直接事業費

計画額
3,056,500
643,500

実績額
3,056,500
643,500

執⾏率



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

②ガバナンス・コンプライアンス体制

未公開 今後の課題です。

変更はなかった

状況 内容

いいえ 来年度から実施予定です。

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。 いいえ 来年度から実施予定です。

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

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。

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。

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。

整備中
12.倫理に関する規程,13.コンプライアンスに関する規程,14.内部通報者の保護に
関する規程,15.利益相反防⽌に関する規程

初稿が完成し、詳細の内容検討を⾏っています。

⾃由記述

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。

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。

はい

来年度から⽊内理事がコンプライアンス責任者として委員会を主導します。

いいえ

来年度から⽊内理事がガバナンス・コンプライアンス責任者として実施を主導します。

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。 いいえ

来年度からの運⽤を予定しています。

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
内部監査

実施予定はない

100.0%3,700,000 3,700,000合計

①規程類※の整備実績 
 

状況

4.報告書等

広報内容

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）

⽇付：2022年2⽉2⽇、媒体：チラシ、制作⽬的：⼦どもの居場所拠点拡充促進、概要：⼦ども⾷堂等の⽴上げや協⼒参加を検
討している個⼈、団体への⽀援活動を周知する、印刷部数：4,000枚、配布⽅法：室蘭市、登別市の社会福祉協議会、登別市保
健福祉部カウンター、室蘭市、登別市の市⺠活動センターなど、添付：⼦どもの居場所作り応援2.pdf

上記チラシ（⼦どもの居場所作り応援2.pdf）、冷凍庫写真（冷凍庫.jpg）

内容

補⾜説明

Ⅹ. 広報実績 

内容

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


