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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）*

連携打診をする企業に対して、140件程度の
訪問をすることで、より広範な⽀援を得られ
るようになる

協賛企業への訪問件数
協賛企業を確保するた
め、140件の訪問をす
る

40社
仙台商⼯会議所加盟企業案内へ2400社
東北事務局から企業へ郵送での案内714社
仙台商⼯会議所⼥性会企業へ直接講演21社

⾷品寄贈をうける量が10トン増加している 寄贈をうけた従量
個⼈・法⼈を問わず、
計10トン程度の増量
をめざす

8217.3㎏

2019年度から計量ができているフードバンク
岩⼿とフードバンクいしのまき2団体の増加重
量を記載（前年同時期・同地域⽐）
組織としては、19年度から20年度は寄贈量が
14.6ｔ増加した。

仙台市に、拠点（東北事務局）を1か所を設置
し、週5⽇の稼働をすることを通じて、企業連
携を図る基礎とする。

事務所の開設⽇数
週5⽇×7カ⽉間の開
設とする

概ね週5⽇ｘ8カ⽉
事務所の契約⽇の都合、開設⽇が実質10/20
からとなり10⽉の開所⽇数が9⽇間となった
ため

東北事務局の運営サポートアドバイザーとし
て専⾨家からの⽀援を⽉80時間程度うけ、よ
り充実した実施体制となる

アドバイザーの稼働⽇
数

アドバイザー4⼈、
176時間の稼働とする

70.2時間
79⽇✕8時間=632時間
632時間÷9ヶ⽉=70.2時間/⽉

⑤⽬標値・⽬標状態 ⑥結果 ⑦考察

困窮家庭むけの「案内」が約200世帯に配布
され、必要な情報が届けられる。

案内の配布枚数
本事業への申請書の配
布枚数が200件になる
こと

610枚
各⽀援機関への申請書の事前提供数は610件
分であるが⽀援機関がつながっていたい世帯
に対してのみ申請書を案内している

⾷糧の配布件数
⾷糧の配布が200世帯
に対して、計4回配布
する

131世帯に対し、最⼤
4回（のべ369回）

事業開始の2020年10⽉から上限の200世帯へ
達しなかったため総合計は当初より低い件数
となったが⽉がます毎に増加し、131世帯が
本事業完了後も継続⽀援中で3世帯が⾒守り不
要となった

困窮家庭向けの⾷糧提供が、200世帯に対
し、2カ⽉に1回提供され⾷料の困窮状態を改
善する⼀助になる。

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

事業実施以降に⽬標とする状況

①【フードバンクこども応援定期便】⽀援機関が⾒守る⼼配な200世帯が⽣活に変化があったり不安が⽣じたときにいつでも⽀援機関に相談できる状態。また⽀援機
関では困窮者⽀援のツールとして定着している。
②【東北事務局設置】フードバンク岩⼿への⾷品寄付が増加し(前年⽐で1.5倍)かつ事務局機能が向上安定し宮城県のフードバンク団体や近隣のフードバンク団体へ
も前年⽐で1.3倍程度の⾷品が⾏き届く状態。

課題設定、事業設計に関する振り返り

【フードバンクこども応援定期便】
課題設定は概ね当初設定した通りであったと考える。しかし申込件数は、⽀援機関が過去に相談対応した世帯に積極的に本事業を紹介する⽅式はとらず、新たに相談
に訪れた⼈に事業の紹介をして当事者が⾃発的に申込を⾏う、という⽅式をとったため、当初は実際のニーズ想定程は件数が伸びなかった。また現場で対応にあたる
相談員がどの程度のケースで本事業を使⽤するのが適切かの判断が難しいことが分かった。
再度本事業の説明を丁寧に⾏い現在では⽀援機関でもこの定期便事業を使⽤したいケースが判然とし対象となる世帯数が増加している。

【東北事務局設置】
⾷品の提供や貧困問題に対し協⼒したいという企業と⾷品を必要とするフードバンク団体とでニーズは想定以上に⾼かった。しかしフードバンク団体へすぐに出せる
⾷品の有無や、受⼊れるフードバンク団体の体制的にも調整が必要となるケースが多かった。今後は東北事務局でも⼀時的に⾷品を預かる必要性も検討しなければな
らない。
また当初想定していた企業からの⾷品寄付や協⼒だけではなく、⾏政からの問い合わせもあり東北事務局の広報を⾏政へも広げる必要性を感じた。

実施時期: 2020年10⽉〜2021年6⽉
事業対象地域: 岩⼿県、宮城県

事業対象者:

・岩⼿県内の⼦ども(0〜⾼校⽣)がいる200世帯
(⽣活保護の受給資格要件を満たしているが受給していない世帯)
・各県のフードバンク団体と各団体が⽀援している対象世帯(者)
※岩⼿の昨年の対象者数を記載,施設等を除く

事業完了報告書 （特定⾮営利活動法⼈フードバンク岩⼿）

事業名: フードバンク岩⼿広域⾷のセーフティネット
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ 地域創造基⾦さなぶり
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈ フードバンク岩⼿

事業実施概要

①【フードバンクこども応援定期便】パート等で⽣計を⽴てている低収⼊⼦育て世帯は僅かな社会情勢の変化により困窮する事が多い。そういった不安定な⽣活を送
る世帯が困窮する事が無いよう定期的に⾷品詰合せを世帯に配送を⾏った。本事業の申請書を⾏政や社会福祉協議会の⽀援員に預け、相談に訪れる困窮者の中で、⾷
料⽀援が必要と思われる世帯に対し、実際に案内が届けられた。

②【東北事務局設置】企業からの⾷品提供量は減少していく⼀⽅で経済活動の低迷により困窮者の状況はより深刻化することを想定し、安定的に⾷品を集め効果的な
⽀援活動が実施でき、企業からの窓⼝となる事務局を仙台に設置し岩⼿や各フードバンク団体への⾷品提供量の充⾜を⽬指した。

2021年7⽉12⽇



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

対象世帯への案内

当初の予定では児童扶養⼿当のない偶数⽉に対象となる世帯へ直接郵送するだけの予定
だったが、⽀援機関で「今⽉は直接持参し訪問したい」など使⽤⽅法にバリエーション
も出てきた。利⽤者からも⽀援機関では知りえなかった困りごとを申込⽤紙に記載して
あるなどお互いの困りごとなどにも寄与する事ができる様になった。

企業への周知・訪問

コロナ禍の状況の変化により企業への直接訪問が当初の予定より減少したが、仙台商⼯
会議所の協⼒を得る事ができ、周知では想定以上の企業に案内を実施する事ができた。
(3135社)結果として企業は⾷品を保有していないが保有している団体等の紹介へとつな
がり、企業への周知からの良い影響が出始めている。

⾷品の提供

岩⼿と宮城のフードバンク団体への⾷品提供 フードバンク岩⼿、フードバンクいしのまき、ともに前年度より⾷品の受取り量は増加
した。(前年⽐ 岩⼿111%いしのまき135%)またそれ以外の団体特に岩⼿宮城以外のフー
ドバンク団体との⾷品提供の流れもでき今後東北6県での連携した活動が⾏われやすい状
態となった。

活動 実績内容 結果・成果・影響等

⽀援機関への周知
定期便事業の⽀援機関への事業内容案内 これまでの⾷料⽀援は対処的なケースと困窮世帯の掘り起し事業を⾏ってきた。本事業

は⾷品をツールに、対象となる世帯と⽀援機関が常につながる事ができる新たなツール
を提供した。

フードバンクこども応援定期便事業の案内（福祉的⽀援が⼀定⽬処がつい
た後も対象となる世帯へいつでもつながる事のできる⾷品配送事業）

東北事務局を企業へ案内するための訪問

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

【フードバンクこども応援定期便】
対象者がSOSをいつでも出しやすく、⽀援者もいつでも介⼊しやすくする事を主な⽬的としていたが、⽀援者が定期的にその世帯へ訪問するツールともなった。
対象となる世帯へ直接郵送するのではなく⽀援機関へ送付しそこから⽀援員が⾷品を対象となる持参した。例えばネグレクトやDVなどの疑いもある世帯へ定期的に
訪問するツールにもなることが分かった。(約10件)

【東北事務局】
企業からの寄付以外では企業がつながりのある⾏政の防災備蓄品の提供の話がつながった。
受⼊れるフードバンク団体側の体制や状況を把握したことで各団体が抱えている課題も分かり、より企業等への働きかけが具体的とする事ができる様になった。

課題を取り巻く変化

【フードバンクこども応援定期便】
今までの⽀援機関を通じた⾷料⽀援以外の新規事業を⾏うにあたり、⾏政・社協などの関係部署に改めて事業の説明を⾏った。また事業実施を通じて、これまで以上
に⽀援機関とのつながりが深まり、本事業以外でも⾷料⽀援が充実し、対象となる⽣活困窮者へよりニーズに則した⽀援活動を⾏える様になった。⾷料⽀援に必要と
する⾷品の中⾝についても、相談員と細部まで確認し必要な⾷品を⽤意するようになった、また⽀援機関では使⽤する⾷品の量が増加した事もあり、内部でも意識が
⾼まり、フードドライブにこれまで以上の協⼒があり寄付量で最⼤となった。

【東北事務局】企業からの⾷品提供量が多い場合でも無理なく困窮者へ配布できる様にするため東北6県のフードバンク団体へは協⼒依頼をしていた。そのため岩⼿
と宮城だけでは受領できない⾷品量も受領する事ができた。また東北の他団体からの⾷品提供の話もあり今後に向けた東北6県での連携のあり⽅が⾒えてきた。宮城
県、特に仙台市近郊には宮城県内だけではなく東北６県を⾒据えた活動を⾏う企業も多く、そういった企業の開拓を継続し東北全体の⾷料の差分を埋めながら東北で
くらす困っている⽅々へ⾷品が⾏き届くよう活動を継続する。

拠点と⼈員を設け、関係企業への協⼒依
頼を積極的に⾏う。同時に、宮城県内の
フードバンク団体への⾷糧供給をはか
り、企業からの中・⼤規模の寄贈を実現
する。

ほぼ計画通り

東北事務局から企業等への案内には、当初の予定より多くなりのべ3,135社となった。しかし直接の企業訪問に関しては、コロ
ナ禍の宮城県独⾃措置や、緊急事態宣⾔の発出（3/18〜6/13）、その後のリバウンド防⽌期間（5/12〜）、などにより積極的
な実施ができなかった。結果的に、関⼼を持った企業からの問い合わせを受け、具体的な話になった後はじめて訪問する形式
としたため、訪問企業数は想定増加には⾄らなかった。
しかし周知を効果的に⾏う事ができたことにより、各フードバンクの⾷品提供量に関しては
フードバンク岩⼿の⾷品取扱い量が前年⽐111%の+2669.3㎏、フードバンクいしのまきの⾷品取扱い量が前年⽐135%の+5548
㎏であった。またFB岩⼿→東北各地のFB団体へ提供した⾷品量(2619.66㎏)、東北各地のFB→FB岩⼿へ受取り⾷品量(1535.29
㎏)となった。

⾏政との連携合意のある県内10地域内
の児童扶養⼿当を受給している世帯に限
定して⾷料共有を図り、さらなる状況の
悪化や状況の変化があった際に⽀援を申
し出られる関係を構築する。

ほぼ計画通り

岩⼿県内10地域の⾏政や社会福祉協議会でこれまでに相談や他の⽀援機機関等よりつながれた継続的に⽀援が必要な⼦どもが
いる世帯(0才〜⾼校⽣程度)や、⽀援が⼀応終わっているがその後のフォローが必要と思われる世帯へ偶数⽉に⾷品を送る。⽀
援機関へ配布した申請書620枚、その内対象となる世帯への配布が133枚、申込のあった世帯は133枚で配布された世帯は全て
申請しており、必要に応じ⽀援機関が対象となる世帯へアウトリーチがいつでもでき、対象となる世帯もいつでも再度相談で
きる状態となっている。⽀援機関が当初、過去に相談を受けた世帯への申請書の配布に消極的であったこともあり、事業開始
から数カ⽉は利⽤世帯数が伸び悩んだ。その後、改めて関係機関への説明を⾏い、相談員が本事業をコミュニケーションツー
ルとして使⽤できることに気づき、利⽤⽅法にも慣れたことから、利⽤世帯が増加した。今後も増加する⾒込み。

【仙台市に東北事務局の設置】

考察等

①【フードバンクこども応援定期便】⽀援機関より本事業の案内を受け、申込のあった世帯と⽀援機関との関係は深まり相談を必要とする世帯はいつでも相談できる
様になった。また⽀援機関も対象となる世帯へアプローチをかける際(⽀援機関から訪問等のアクションを起こしたい時)にはいつでも連絡を取り合える状態となり、
双⽅にとって良い距離感で関係を保つ事ができるようになった。状況としては当初に⽬標としていた状態となっており今後件数を徐々に増やしていく。
②【東北事務局】フードバンク岩⼿の寄付量が前年同期⽐1.11倍、フードバンクいしのまきが1.35倍となった。企業が抱えている⾷品や⾏政等が備蓄している⾷品の
寄付は今後増えていく⾒込みである。今後は送料を持てない企業の⾷品の取扱いをどのようにして⾏くかが課題となる。

活動 進捗 概要
【要⽀援の⼦育て家庭に限定をした⾷料提供】



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）

有無

有

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

今後ワクチン接種が進むとともにコロナ禍以前の状態に近い⽣活習慣や社会となっていくことも想定されるが、企業の銀⾏からの貸付額が増加しており実質倒産状態の企業もあるかと思われる、貸付緩和が
終わり解雇や倒産が増えた際に⾷料⽀援のニーズがこれまで以上に⾼まる事が予想される。それまでに東北事務局の体制も整える事と東北各地のフードバンク団体が連携し活動できる状態とする事が急務で
あると感じでいる。今後は本事業で実施した東北事務局の法⼈化も検討する必要性も感じた。
本助成、特に東北事務局事業では「企業の開拓」を⽬標として⾏ってきたが、事業を実施して分かったことが各団体の組織基盤や⾷品の譲渡先や譲渡⽅法にばらつきがあり、東北事務局として⼀律に⾷品を
配分しづらいことが分かった。今後は各団体の組織基盤強化も同時進⾏する事により企業からの信頼を得る事も急務だと感じた。しかし結果としては本事業により東北地⽅のフードバンク団体の結束が強く
なり今後の連携した活動に幅が広がった、これな⽇本全国的にもない事例であり全国的にも展開できるようさらに東北事務局の機能を向上させたい。

リスク管理規程等、計4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。 はい -

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。 -

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 -

報告書等 -

補⾜説明
コロナ禍の状況の変化により企業への直接訪問を実施しづらくなってしまった。また宮城県以外の講師を東北事務局
に直接来所していただく事が難しくなってしまった。

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）

2020.10.21 テレビ岩⼿
2020.10.22 盛岡タイムス (新型コロナ対応の助成採択・フードバンク岩⼿定期⽀援、仙台に拠点)
2020.11.6 盛岡タイムス (災害⽤備蓄⾷料を寄付)
2020.11.7 毎⽇新聞 (災害備蓄⾷品フードバンクへ)
2020.12.28 河北新報 (フードバンク岩⼿ 仙台に新拠点 )
2021.3.22 河北新報 ⼣刊(困窮者⾃⽴⾷で⽀え・幅広い連携で⽀援の質向上)

合計 \5,681,671 \2,274,000 \7,955,671 \7,407,000 93%

93%
管理的経費 \0 \0 \0 \0 #DIV/0!

事業費
直接事業費 \5,681,671 \2,274,000 \7,955,671 \7,407,000

2020年度 2021年度 合計 実績額 執⾏率


