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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 
資⾦⽀援

実施時期: 2020年8⽉〜2022年3⽉
事業対象地域: 全国
事業対象者: こども⾷堂等⼦どもの居場所を運営する団体を対象にネットワーク活動・中間⽀援を⾏う団体   

進捗報告書 （資⾦分配団体）

事業名: ⼦どもの居場所づくり応援事業
資⾦分配団体: ⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会
実⾏団体数: １１団体

・冷凍冷蔵庫の整備が完了し、5実⾏団体を通して約304団体に⾷品を分配する体制ができた。
・冷凍冷蔵庫を活⽤し、2⽉と3⽉の2回、冷凍品の寄贈を受けることができた。
・⾷品の多様性という⾯では、お菓⼦・果物（加⼯品）・飲料・⽞⽶の寄贈を受けた。⼀⽅で、⾁
や⿂などのタンパク源の寄贈申出が現状ないため、引き続き企業をはじめとした⽀援団体へ働きか
けを⾏っていく。
(2021.10)
・第⼆期では冷凍冷蔵庫の設置が滞っている実⾏団体があるものの、⾷品分配の体制整備が進んで
おり、11実⾏団体を通して約511団体に⾷品を分配する体制ができた。
・全実⾏団体において冷凍庫（既存保有の冷凍庫含む）を活⽤し、冷凍の⾷⾁の寄贈を受けること
ができた。また本体制を活かし、飲⾷店のお弁当のマッチング・配布という新しい取組を実⾏する
ことができた。
・⾷品の多様性という⾯では、お菓⼦・果物（加⼯品）・飲料・⽶・調味料・⾁の寄贈を受けた。
ほか、⾷品ではないが絵本やマスクの寄贈をマッチングすることができた。⾁や⿂等のたんぱく源
の寄贈相談は増えているが、全体からするとまだ少ないため、今後も企業をはじめとした⽀援団体
へ働きかけを⾏っていく。

⾷品の寄付の受け⼊れ体制を整備すること
で、⼦どもの成⻑に⽋かせない⾁や⿂などの
タンパク源を含めた⽣鮮⾷品など、実施地域
で活動する多くのこども⾷堂が多様な⾷品を
得られるようになること。

事業概要

こども⾷堂等⼦どもの居場所の運営団体へネットワーク活動・中間⽀援を⾏う団体を対象に、⼦どもの居場所づくりにおけるインフラ整備を⽬的
とした助成を⾏う。特にコロナ禍においては、⽣活を⽀える「⾷」の確保が優先課題であるが、開催中⽌を余儀なくされ、利⽤者負担⾦が無いま
まに、⾃主的に代替となる活動を続けている。⼦どもの居場所運営団体が⾷材・⾷品等を容易に得られる環境を整えることで、⼦どもたちに多様
な⾷に触れてもらう⾷⽀援活動を継続的に実施できることをねらいとする。

総括

実⾏団体がインフラ整備を終えて、三温度帯の⾷品のストック・シェアを⾏える体制ができるようになった。今後、それぞれの地域のネットワー
ク形成を通じて事業終了後も繋がったこども⾷堂等居場所や⽀援団体へのニーズ把握、情報発信、地域資源の掘起しができるように各地域の実状
を踏まえた対話が重要になっている。

進捗状況
アウトプット（今回の事業実施で達成される

状態 ）



実⾏団体名 進捗状況 概要

特定⾮営利活動法⼈セカ
ンドハーベスト沖縄

遅延あり

＜新しくつながった機関＞みんなの居場所えん／エイブルサポートつばさ／那覇市地域包
括⽀援センター／りゅうせきフロントライン（真和志⾼校居場所）
現在の事務所が⼿狭なため、新しい事務所を探しているが中々物件が⾒つからず⼀部整備
に遅れが⽣じている。そのほかの活動は順調。12⽉には当会が2019年度休眠預⾦事業で助
成している那覇市社会福祉協議会をはじめ、県、県社協等との意⾒交換の会合を設定し参
加した。

特定⾮営利活動法⼈フー
ドバンク愛知

遅延あり
＜新しくつながった機関＞瀬⼾市ｴﾑ to ｴﾑ(⼦ども⾷堂)   松阪フードバンク／⻄尾市社会福
祉協議会／⼦ども居場所推進委員会 東海農⽔相フードバンク研修会
整備するインフラの調達と配置に若⼲の遅れがあるが、活動は概ね順調に進んでいる

特定⾮営利活動法⼈⼭梨
県ボランティア協会

ほぼ計画通り

＜新しくつながった機関＞セブンイレブンジャパン様、県⼦ども⽀援局⼦育て政策課、⼭
梨市社会福祉協議会、甲州市社会福祉協議会。甲斐市（2番⽬に⼈⼝の多い市）でパント
リーをしたい⼈との繋がりができ、始動の準備をしている。
・物量が増えてきて、現在使⽤している倉庫だけでは⼿狭になってきている。
ハブ拠点のひとつである甲府市総合市⺠会館敷地内の倉庫を追加で借⽤できないか交渉
中。
また、パントリー開催地域でも、地元の農家さんや道の駅とつながりができ、⻘果をいた
だけるようになったこともあり、冷蔵・冷凍庫の整備をしハブ拠点を増やしたいと考えて
いる。
・⼤学⽣、⾼校⽣が中⼼の事業体をつくり、学⽣同⼠のコミュニケーションの場でもあ
り、こども達の学習⽀援、放課後の居場所を⽬的とした拠点づくりを美咲店にて始動。
また、年度の締めくくりにと⼤きな企画を⽴てている。
・まだ声の届いていない⼈たちにも知ってもらいたい、⽀援者にも、受益者にも、もっと
わかりやすく、⾒える化を図るため、『にじいろのわ』のＨＰを開設。
県内のこども⾷堂ＭＡＰを掲載し、いつどこでこども⾷堂やフードパントリーが開催され
ているか⼀⽬でわかるようにし、ＨＰにて各参加申込みができるようにした。

特定⾮営利活動法⼈NPO
ホットライン信州

ほぼ計画通り

＜新しくつながった機関＞塩尻市及び⼭形村社会福祉協議会、こども⾷堂「はらぺこあお
むし」（松本市）⽴ち上げ⽀援／飯⼭市A型事業所／松本ライオンズクラブ／柿ノ⽊冷温
フーズ／ハッピーカフェG
⾮常にフードドライブに対する関⼼が⾼まっています。⻑野県中野市のボランティア30団
体で３⽉１５⽇にフードドライブの勉強会を⾏います。そして春休みに家庭に向けて３⽉
２１⽇フードパントリーを開催予定（１００家庭へ物資提供）
⾃粛している⼦供⾷堂も「⾃分達も何かできないか」と共にフードパントリーを⾏いま
す。コロナというキーワードで⼈が 「つながり」はじめています。

特定⾮営利活動法⼈フ
リースペースたまりば

ほぼ計画通り

冷蔵冷凍庫の設置場所について、調整に時間がかかり事業開始が予定よりも遅れたが、現
在はかわさきこども⾷堂ネットワークと連携して寄付⾷材を分配する活動が始まってい
る。フリースペースえん・⻘丘社・かわさきこども⾷堂ネットワーク参加団体へ、⾷品配
布の周知を強化。地域への開かれたパントリーとして、週4⽇間オープンしているコミュ
ニティスペースでは、⾷品を直接展⽰し希望者に必要な分を配布している。川崎市内のこ
ども⾷堂団体はコロナ禍の収束が⾒えない中、再開を⾒合わせたり、パントリーに切り替
えているこども⾷堂もある。⼀⽅２⽉から開始したコミュニティスペースえんくるには想
定以上の利⽤者が集い、ニーズを実感。⾷⽀援を通して⽣活困窮者、シングルマザーなど
抱える問題の把握のきっかけになっている。



特定⾮営利活動法⼈ゆめ
み〜る

遅延あり

胆振圏の苫⼩牧市、登別市、室蘭市、伊達市の４か所にハブ拠点の設置開設を完了し、
「⽇胆こども⾷堂等ネットワーク」に24ヶ所の登録団体を獲得した。飲料や調理パン等を
17団体、⺟⼦世帯延べ135世帯へ提供。⽇⾼圏には⼦ども⾷堂等居場所が存在しないた
め、地域社会福祉協議会と連携して⼦ども⾷堂⽴上げ喚起に取組み、新規⽴上げ準備中の
市⺠グループの⽀援を⾏っている。地域に⾷品事業者が少なく安定的な⾷材寄贈元の開発
は１社にとどまっており、コロナ禍での⼦どもの居場所活動中段、縮⼩に伴って「ひとり
親世帯の⾷⽀援活動」との連携はできていない。

⼦どもから地域へ拡がれ
ネットワーク

遅延あり

熊本市内の帯⼭、⼤江の２カ所にロジ拠点を設け、県内の⽟名、阿蘇、球磨の各地域にハ
ブ拠点（３ヶ所）を設けることができた。34団体と繋がり、受け⼊れた⾷材を配布。新し
く荒尾市の社協とも繋がることができた。計画で残る２ハブ拠点については、熊本県やひ
とり親⽀援会と連携しながら設置場所を検討する。
県内で初となる「⼦ども⾷堂コーディネーター」を⾃主事業で配置し、⼦ども⾷堂運営者
⽀援を⾏っているが、熊本県が追従する形で今秋からコーディネーターを配置する。
コロナ禍により対⾯研修が難しかった為研修開催に遅れがある。

⿃取市地域⾷堂ネット
ワーク

遅延あり
7⽉に事前評価⽀援のために訪問し、事業計画書と資⾦計画書を⼀緒に作成したが、その
後コロナ感染拡⼤に伴い団体内での総会開催が遅れていて、未だ事業開始に⾄っていな
い。

特定⾮営利活動法⼈報徳
⾷品⽀援センター

ほぼ計画通り

圏内で把握している⼦ども⾷堂60カ所の内、⾷品配布等活動を続けている30カ所に⽀援を
継続。実態調査を⾏う予定であったが、継続的な⾷料⽀援を⾏うことにより、活動の実態
をより詳細に把握できた。4か所の⺟⼦家庭組織と連携して定期的に⾷品配布を実施して
いる。また、社会福祉協議会、⾃治体10カ所に冷凍ストッカーを貸与しており、コロナ禍
で⼦ども⾷堂が休⽌している地域でも、主にその地域の⽣活困窮家庭向けに冷凍⾷品の提
供が⾏われている。4〜8⽉の⾷料配布実績は合計24.3トン（内訳：⼦ども⾷堂8.1トン、⺟
⼦家庭6.1トン）

特定⾮営利活動法⼈埼⽟
フードパントリーネット
ワー

遅延あり

⻑引くコロナ禍の影響で⽣活困窮者の想定以上の増⼤を受けて、中間拠点全体を取り巻く
状況が変化している。当初計画で環境整備を計画していた「⾒沼中間拠点」を「⼤宮」
「さいたま」の２中間拠点に分割。「⼤宮中間拠点」は既存の⾷品貯蔵庫に余裕があるた
め、「さいたま中間拠点」の整備を推進中。10⽉に電気⼯事等を完了し、実稼働開始とな
る予定。
「川⼝中間拠点」はコンクリート⼯事までは完了したが、設置する⾷品庫の検討を最新の
所属パントリー状況から慎重に推進中で、スケジュールとしては予定よりも遅れている状
況である。

特定⾮営利活動法⼈秋⽥
たすけあいネットあゆむ

遅延あり

飲料、調味料、レトルト⾷品、⽶等の常温品を6⽉1.1トン、7⽉0.63トン、8⽉1.2トン、冷
凍品は6⽉に108キロを⼦ども⾷堂、⺟⼦⽀援施設、児童養護施設、秋⽥市役所、包括⽀援
センター、フードバンク団体等NPO、ひとり親世帯、困窮世帯に配布（世帯数１２４）。
この間、新しくこども⾷堂1か所、児童養護施設1か所、⿅⾓フードバンク団体と繋がっ
た。
秋⽥県社会福祉協議会が中⼼となって県内の⼦ども⽀援部会が⽴ち上がり、当初計画して
いた「秋⽥こども⾷堂⽀援ネットワーク」の設⽴については動き⽅を模索中である。⼊居
施設をロジ拠点として整備を進めており、そこから地域への配送コストが継続的な課題で
ある。



⾮資⾦的⽀援（資⾦分配団体の伴⾛⽀援活動）

セカンドハーベスト沖縄、NPOホットライン信州、フードバンク愛知には事前評価を兼ね
て事業開始後視察訪問をしている。フリースペースたまりばはコミュニティスペースえん
くるが活動開始してから視察に⾏った。⼭梨県ボランティア協会も視察を予定している
が、コロナ禍で当初よりも遅れている。

(2021.10)
⼭梨県ボランティア協会：県社協、こども⾷堂ネットワーク団体等との意⾒交換の場にて
本事業の概要や今後の活動展開について協議を⾏うことができた。
後期に採択した実⾏団体へも個別に既存のネットワークや資源について共有させていただ
くため、活動団体のところに⾜を運んだり、関係機関との事業継続に向けた協議に同⾏⽀
援を⾏った。以下と合わせて事業実施に関する助⾔等を参照。
〇秋⽥たすけあいネットあゆむ：事業開始時に訪問し、他事業との連携、冷蔵冷凍庫設置
予定ヶ所の視察をおこなった。
〇報徳⾷品⽀援センター：事業開始時に活動拠点を訪問し、他助成事業で既に導⼊済みの
冷蔵冷凍庫について確認を⾏うとともに、実施体制（団体内での担当者・役割分担）の確
認、先⾏して受け取っている他助成⾦との棲み分けを⼀緒に確認した。
〇地域から⼦どもへ拡がれネットワーク：実⾏団体からだけでなく、他事業で採択してい
る九州エリアの実⾏団体より県域内のこども⾷堂等ネットワークの地域資源状況、⾏政の
取り組み状況についてヒアリングを⾏った。
〇⿃取市地域⾷堂ネットワーク：コロナの影響で４⽉の視察が７⽉に延期。活動拠点を訪
問し、現在既に設置している冷蔵庫や⾞両を⾒せて頂くと共に、情報の伝達体制、配送体
制について直接観察した。
〇埼⽟フードパントリーネットワークに関しては、視察が予定よりも遅れているが、社協
や埼⽟県との協働関係について、情報交換の場に同⾏している。
〇ゆめみ〜る：活動拠点へ訪問し、冷蔵冷凍庫を設置する予定の空き家を視察。また、予
定している他助成⾦を活⽤した事業内容、実施体制について確認を⾏った。以前から活動
している地域⾷堂のコロナ禍の取組み状況や市社協との関わり、⽀援対象地域となるこど
も⾷堂団体の活動状況についてヒアリングを⾏った。

遅延あり・事前評価実施の⽀援

googleフォームで毎⽉活動状況を報告してもらうほか、⽉１回程度Zoomでミーティング
を開催している。各団体同⼠の横の繋がりをつくるため、各団体の団体紹介、事業紹介を
してもらうほか、当会で現在進めている寄付情報システム開発に団体が活⽤してもらえる
ように、情報共有を⾏っている。３⽉には第2期選定団体及び2020年度通常枠の実⾏団体
を交えて、好事例としてこども⾷堂サポートセンター北九州での⾷品マッチングに関して
報告してもらった。活動の中での⾷糧分配の⽅法や考え⽅について、個別に助⾔を⾏って
いる。
(2021.10)
引き続きgoogleフォームで毎⽉活動状況を報告してもらうほか、⽉１回程度Zoomでミー
ティングを開催している。7⽉には2019年度・2020年度通常枠、コロナ緊急助成「持続可
能な地域活動援助モデル構築事業」実⾏団体も交えたミーティングを開催し、第2期実⾏
団体より活動紹介をしてもらったほか、当会で開発中であった寄付情報システムの進捗状
況と使⽤⽅法について情報共有を⾏った。そのほか寄贈品の分配時の調整負担を減らすべ
く、当会が開発した寄付情報システムの使い⽅の説明や、活動の中での⾷糧分配の⽅法や
考え⽅について、個別に助⾔を⾏っている。
個別⽀援例：
・フリースペースたまりば・報徳⾷品⽀援センターの活動推進に向け、各政令指定都市や
主要なネットワークが集まり神奈川県全域での体制整備を考えるロジシステム説明会を企
画・実施した。
・埼⽟フードパントリーネットワークの活動安定化に向け、埼⽟県および埼⽟県社協との
協議に同⾏⽀援した。
・ゆめみ〜るの活動推進に向け、2020年度通常枠の実⾏団体（ＨＩＦ）と協議の場を設
け、推進助⾔を実施した。
・⼦どもから地域へ拡がれネットワークの活動推進に向け、熊本県庁および熊本県社協へ
同⾏⽀援したほか、他ネットワークとの意⾒交換の場を開催した。
・秋⽥たすけあいネットあゆむの活動推進に向け、東北圏での体制整備を考えるロジシス
テム説明会を企画・実施した。

ほぼ計画通り
・⽉１回程度の実施状況
の確認と事業実施に関す

る助⾔等

活動 進捗状況 概要



Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

（⽬標としている状態）実⾏団体が地域で孤⽴せずに、他団体や関係機関と資源を共有しながら活動を安定して続けられるよう、「⾷」「居場
所」の確保に向けた連携の素地ができている。やがては⼦どもの健やかな成⻑のためにネットワークする地域づくりが進む基盤ができることを⾒
据えている。

（現在の状態）
それぞれの地域によって規模感は異なるが、新しくつながった⽀援受益者（こども⾷堂・フードパントリー・⺟⼦世帯・困窮者世帯等）が確実に
増えている。他⽅実⾏団体を中⼼といた地域内の他団体関係者との資源共有に関しては、例えば⼤量の物資等を受け取るにあたって協議をした
り、連携を図るなどゆるやかなネットワークが⽣まれ始めている。
「⾷」の確保については、地域内の⾷品関連事業者の存在の多寡であったり、実⾏団体の意識の向き⽅によって、安定的な活動に必要な量の確保
状況に差が⽣じている。また、実⾏団体によっては配送等物流にかけているコストが⼤きく、事業実施後の状態が懸念される。

・事業の実施状況・取り
組み事例の共有に資する
情報公開等

ほぼ計画通り

実⾏団体に当会が事務局を⾏っている「広がれ、こども⾷堂の輪！」推進会議にて実⾏団
体に事例紹介を⾏ってもらった。また、当会のSNSを使って各地域での取組を発信してい
る。今後、当会が主催する企業とのＳＤＧＳ交流セミナーや⾷でつながるフェスタ等で活
動の事例を紹介する機会を設ける。
(2021.10)
引き続き当会が事務局を⾏っている「広がれ、こども⾷堂の輪！」推進会議にて実⾏団体
に事例紹介を⾏ってもらったほか、当会のSNSを使い各地域での取組を発信している。ま
た、当会主催で東京都および神奈川県にて⾷の分配体制について市町社協と意⾒交換会を
開催した際には、実⾏団体に事例紹介を⾏ってもらった。引き続き推進会議や意⾒交換会
のほか、当会が主催する企業とのＳＤＧＳ交流セミナーや⾷でつながるフェスタ等で活動
の事例を紹介する機会を設ける。

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額 執⾏率

・当会からの寄付⾷材の
マッチング

ほぼ計画通り

⻑引くコロナ禍もあり企業からの寄贈の申出は多く、マッチングした寄付の総数・団体
数、⾷数（⼈数）は計画通りだった。⼀⽅で、こども⾷堂開催の代わりにフードパント
リーや配⾷を⾏っている団体が多く、提供⾷数もこども⾷堂開催時より増加傾向にあるこ
とから、⾷材購⼊コストの負担軽減は当初よりも遅れている。
(2021.10)
⻑引くコロナ禍や⾷品ロスに対する意識の醸成の影響もあり、企業からの寄贈の申出は多
く、マッチングした寄付の総数・団体数、⾷数（⼈数）は計画通りだった。第1期の実⾏
団体では地域企業からの寄贈相談も増えており、マッチング件数は増えていると⾔える。
⼀⽅で、フードパントリーや配⾷を継続している団体が多く、提供⾷数もこども⾷堂開催
時より増加したままであることから、⾷材購⼊コストの負担軽減は横ばいとなっている。

⾃由記述

プログラム・オフィサー関連経費 \336,000 \646,000 \982,000 \310,592 32%

93%
管理的経費 \3,175,000 \3,845,000 \7,020,000 \4,244,862 60%

事業費
実⾏団体への助成に充当される費⽤ \30,000,000 \11,998,000 \41,998,000 \39,246,900

合計 \33,511,000 \16,489,000 \50,000,000 \43,802,354 88%

補⾜説明 特になし



Ⅵ. 事業上の課題

Ⅶ. その他

有無

有

無

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

コロナ禍により当初より現地視察や実⾏団体の横のつながりをつくる場の開催に遅れが⽣じている。また、⾷堂の代わりにフードパントリーや配
⾷を⾏う団体が多く、対象世帯数の増加や、実施に際し必要となる備品（袋やお弁当容器等）・⾷材の購⼊負担が増している現状が分かった。
実⾏団体によってはコロナ禍の⻑期化を背景に⽀援を必要とする世帯数の増加等の環境変化への対応に追われ、⾷品配布が活動の主となり、ロ
ジ・ハブ拠点の設備整備としくみづくりに遅れが⾒られる。また、取り扱う⾷品の量が想定より増⼤しており、配送料や荷受け等にかかる⼈⼿の
⼈件費が活動継続を阻害しかねない要因となっている。
横のつながりをつくる場の対策としては、オンラインを活⽤し定期的に情報交換の場を設けていく。備品・⾷材購⼊の負担が増していることに対
しては、資⾦的⽀援等を企業等⽀援者に働きかけていく。また、福祉的⽀援が必要な利⽤者と向き合うこども⾷堂団体がつなげる先を作るために
⺟⼦⽣活⽀援施設との連携をはじめ、直接⽀援を⾏うこども⾷堂等居場所を⽀えるための仕組みを作る必要がある。地域内の仕組みづくりに関す
るノウハウ共有を実⾏団体に⾏っていく必要を感じている。

⾃由記述

特になし

Ⅷ. 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）

農林⽔産省：
⼀般社団法⼈全国⾷⽀援活動協⼒会の取組について(PDF : 259KB)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-71.pdf
消費者庁：
消費者庁＞フードバンク活動委等＞各地域のネットワークによる全国への⾷糧⽀援の取り組み
フードバンク活動等 | 消費者庁 (caa.go.jp)
(2021.10)
物流専⾨誌「物流⽇本」（2021年5⽉14⽇）への掲載
物流専⾨誌「物流ウィークリー」（2021年7⽉19⽇）への掲載

広報制作物等

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

2.  内部通報制度は整備されていますか。 JANPIAの窓⼝を利⽤はい

報告書等

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

5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されて
いますか。

いいえ 規程上、定期的な開催とされていないため。

3. 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

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

したもの（出版物、印刷物、映
外的に当事業を訴求するために
て制作物の種類、発⾏・製作時
等を記載してください。提出可
ータ等を添付してください。


