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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

ひとり親
⾷料関連の
不⾜

⾼齢者
居場所の不
⾜

⾼齢者
相談先の不
⾜

⽣活困窮者 引きこもり

⾼齢者 連携の不⾜

地域の⾒守り連携体制が構築されていく 連携機関・団体数、協
働数、ボランティア参
加数

連携機関・団体３ 協
働数２ ボランティア
参加が初期値ゼロから
増加

連携機関・団体５ ⾏
政との協働２
ボランティア中学⽣か
ら⼤学⽣・主婦等各回
3名以上、延べ100名
参加

コロナ禍で孤⽴感や閉塞感が⾼まる中で、居場所の意義や⼈との繋がりが再認識された。柏市こども福祉課からひとり親世帯（児童扶養⼿
当受給者）への連絡。柏市こども⽀援センターはぐはぐから対象者に紹介。北柏包括⽀援センターから対象者の紹介などがあった。⾃主的
に配達ボランティアを⾏うなどの広がりができた。単⾝⾼齢者への⾷⽀援を「我が⾝に」重ねて、地域の⽀え合いや個⼈のできる範囲での
連携が顕在化した所以と考える。また、北柏包括⽀援センターの紹介や住⺠からの情報で単⾝⾼齢者への訪問やお弁当の無料配達を⾏っ
た。

②こども⾷堂：50回
あおぞらカフェ30回
⾷材配布数：3100⾷

こども⾷堂52回開
催。あおぞらカフェ
29回開催。
配達⾷数：約600⾷
ひとり親家庭への配達
⾷数延べ400⾷ お弁
当とフードパントリ―
併せて4100⾷を配
布。

⽬標値は概ね達成した。わかりやすく、ストレートに伝わる活動であったことで、地域の共感が得られやすかった。⾷材配布・配達⾷に関
しては⾏政からの広報、依頼もあり継続的に実施できた。
キッチンカーのプチイベント要素が、⻑引くコロナの中で束の間の癒しになった。

対象者が団体のスタッフや専⾨家に気軽に困
りごとや相談ができている

相談件数 ③相談件数：50回
（こども⾷堂、あおぞ
らカフェ、暮らしサ
ポート）

相談件数59件。 作業療法⼠や社会福祉⼠など専⾨家を配置し、スタッフもソフトな会話でつぶやきを拾う形で、相談ブースに繋げた。地域に繋げてお困り
ごとが改善解消されたことで信頼も⾼まった。

参加者同⼠が顔⾒知りになり、交流ができて
いる

参加者の会話の頻度/
頻度の変化の度合い

④参加者の会話の頻度
がこども⾷堂、あおぞ
らカフェに参加する前
に⽐べて増えている。

スタッフの⽇報からの
データ抽出により、回
を重ねる毎にリピー
ターが増え、参加者同
⼠の会話する頻度、ス
タッフとも会話する頻
度が⼤きく増加した。

参加者にスタッフ⼿作りのエコバックを配布し、持参を呼びかけたところ、エコバック持参で参加する⽅が増えた。リピーター率の⽬安に
なることや仲間意識が広がり、参加者同⼠の会話する頻度や時間が増えた。
こどもや親が地域と顔馴染みの関係ができ、気軽に会話ができる状態。悩みや相談ができて「孤⽴を感じない」「ストレスを感じない」
「繋がりがある」と感じられる状態が作れた。

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: キッチンカーでGO！〜どこでもこども⾷堂＆暮らしサポート〜
資⾦分配団体名: 公益財団法⼈ ちばのWAちいきづくり基⾦
実⾏団体名: 特定⾮営利活動法⼈ワーカーズコレクティブういず

事業実施概要

キッチンカーを多⽬的に活⽤して
①こども⾷堂やあおぞらカフェを開催し
②暮らしサポート（⽣活⽀援総合事業）に繋げていく。
③SNSを活⽤した情報の受発信システムをプログラムし、キッチンカーを核とした地域の⾒守り、パーソナルなお困りごとの相談窓⼝として稼働させながら、孤⽴から⽣じる地域課題の解決に早期に繋げる。

実施時期: 2020年10⽉〜2021年９⽉
事業対象地域: 千葉県
事業対象者: ひとり親、⽣活困窮者、⾼齢者

課題設定、事業設計に関する振り返り

コロナ禍で優先的に解決すべき課題を下記①〜④と設定した。
①経済的困窮、家庭内に困難を抱えるこどもの⽀援
②社会的孤⽴や差別の解消に向けた⽀援③地域の働く場づくりの⽀援
④安⼼・安全に暮らせるコミュニティーづくりへの⽀援
①について、キッチンカーからの⾷の提供は、⼦供だけでなくコロナ禍で不安やストレスを抱えた親世代にも響きリピーター率の⾼いファミリーで参加するアットホームな活動になった。対象家庭には柏市こども福祉課からお知らせが届き、またソー
シャルワーカーが気になる世帯に配達もした。
②について、⾏動制限が⻑期化する中で話し相⼿も出かける場もなく筋⼒の低下や鬱、認知症を発症などの⾼齢者にとって、キッチンカーが、出かける機会、会話の機会を作り、社会的孤⽴の解消となった。家庭内で煮詰まっていた親⼦にも、キッチン
カーが孤⽴感・閉塞感から解放される場を提供した
③について、多くのボランティアの参加や協⼒は、スタッフの励みにも活⼒にもなった。参加者からの情報の提供は、地域ニーズの掘り起しや活動へのヒントになった。
④については、地域に共感が広がり、スーパーや近隣農家等からの⾷材の寄付や協⼒⾦が集まり、また、店舗前にポスターを貼る、町会の刊⾏物に活動が紹介されるなどがあった。コロナ禍という社会の共通課題に⾃分達でできる⽀援や協⼒で後押しを
頂けたと思っている。
こども⾷堂の開設を考える団体からの視察・相談を受け、10⽉からキッチンカーを出張して協⼒する。当初は、SNSを活⽤した情報の受発信システムを駆使することで、アフターコロナを⾒据え地域の⾒守りや相談窓⼝を考えたが、地域住⼈のネット
ワークで「⾷」を「つくる」「配る」「⾷べる」「ケアする」という社会参加の機会を作り、⽇常的な⾒守りやたすけあい活動への広がりを⽣んだ。地域参加型の活動の⾒える化と⼈の熱量が、当事者性を⾼めコミュニティーを結びつけた。

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

SNSやチラシを活⽤することで対象者がこど
も⾷堂や⻘空カフェに参加している

SNS/チラシの告知回
数、参加者数

①SNS告知：60回
⽉5回×12か⽉＝60
回、チラシ：24回 松
葉町、⼤津ヶ丘各⽉1
回、⽉2回×12か⽉＝
24回
こども⾷堂：計1700
⼈ 松葉町１０⼈ⅹ
20回＝200⼈、⼤津ヶ
丘50⼈×30回＝1500
⼈ あおぞらカフェ：
松葉町50⼈ｘ20回＝
1000⼈ ⼤津ヶ丘40
⼈×10回＝400⼈ 計
1400⼈

・フェイスブックでの
告知や報告計81回。
・HPでの活動報告更
新毎⽉実施。
・チラシ36回配布。
・こども⾷堂延べ参加
者数：1600⼈（松葉
町100⼈、⼤津ヶ丘
1500⼈） ひとり親
家庭への配達⾷数延べ
400⾷ あおぞらカ
フェ延べ参加者数：
1050名

⽬標は概ね達成できた。HPをキッチンカー事業独⾃で開設し、アクセスが累計1400件超となった。
Facebookの「いいね」やフォロワーもｘ名からⅹ名にの増加した。
⾷材配布やこども⾷堂のお知らせをするための、Line登録者80名超えている。急な変更や⾷品配布のお知らせにも混乱なく。誘い合わせ
て、学区外からも参加されている。

こども⾷堂やあおぞらカフェの開催により、
対象者が地域の資源と繋がる機会を得る

開催回数、⾷材配布数



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

Ⅷ. 他団体との連携

社会福祉⼠と連携し暮らしサポート相談窓⼝を開設した。成年後⾒⼈の成約1件。てとて

こども福祉課より児童扶養⼿当受給者へキッチンカーの活動について情報発信を実施。お⽶無料配布会を1回実施 21名参加。

SNSを活⽤した、⼦育てママ向けの「地
域での⼦育て」情報を随時配信し、ママ
との関係性を築きながら孤⽴を防ぎ、相
談に繋げる。

ほぼ計画通り

想定外のアウトカム、活動、波及効果な
ど

【参加者の変化】こども⾷堂では、祖⽗⺟や親⼦での参加が多くリピーター率も⾼い。遠⽅から⾞で来る⽅もいる。あおぞらカフェでは、お弁当を幾つも持ち帰り近所の⾼齢者に配達して回る⼈が現れる。また暮らしサポートでは、友⼈に紹介したり、
安否を尋ね合うなど参加者同⼠が繋がりを持ち⽀援の輪をひろげていった。
【スタッフの変化】若いスタッフが加⼊し、次々と新企画やアイデアがでて頼もしく動いてくれるので、年配のスタッフもいきいきしてきた。回を重ねるごとに、活動の意義や⽬的が明確に共有され「つくる」だけでなく「くばる」「ケアする」活動に
も転換されていった。配達は、対⾯での⾒守りとなるため、利⽤者の体調の変化やニーズに適宜対応し他団体との連携も取りやすかった。
【地域の変化】活動が広まるにつれて、住⺠から感謝やねぎらいの⾔葉をかけられるようになる。寄付（お⽶や野菜、⾦）が寄せられる。ボランティア希望の⽅が増え、中学⽣・⼤学⽣・⾼齢男性が熱⼼に参加するようになる。近隣町会の⽀援が得られ
る。
【こども⾷堂開設の動き】他団体から⾒学や視察が⼊る。隣地区でこども⾷堂が⽴ち上がり、⾷材の調達や情報なども連携することになった。こども⾷堂を開設するにあたり相談を受け、出張キッチンカーで⾷事作りのお⼿伝いをすることになった。な
どの動きに波及している
【相談】居場所の役割や効果を博⼠論⽂のテーマにしている東京都⽴⼤学⼤学院⽣に暮らしサポートの相談ブースを担当していただいたことで、外部からみた参加者の変化や団体の課題なども把握できた。外国籍や帰国⼦⼥の⽇本語の学習⽀援の依頼
や、⺟親との不和に悩む⾼校⽣からの就労相談など想定外の相談も寄せられ関係機関に繋いでいる。

課題を取り巻く変化

①こども⾷堂での15分程度の紙芝居や簡単な理科実験で⼦供たちの顔が輝く場⾯やペーパークラフトに夢中になる姿を何度もみてきた。「みんなで遊びたい」「マスゲームをしたい」「お婆ちゃんにあいたい」「夏祭りも中⽌、修学旅⾏も中⽌でつまら
ない」など、⼦供たちのつぶやきから我慢が限界にきていると感じる。家庭や学校とは別に⼦供たちのストレスを軽減するホットできる居場所を作って健やかな育ちを⽀援していきたい。②⻑引く⾏動制限が社会的孤⽴や差別を助⻑している。多様性に
触れ、互いを知る機会を作り、多世代や異⽂化が交流できる活動の場を作りたい。③急速に進むリモートワークで、働き⽅が変わってきている。地域で、地域のことで働きたいという⼈も増えてきている。地域の資源が活かされるコミュニティーづくり
を⽬指し、⼩規模地域単位で⼩さな経済が循環ができる、地域の働き場を起こしていきたい。④市⺠事業として活動が継続していく為には、地域からの共感や⽀援が必須条件である。顔の⾒える関係性の構築や共通の課題の設定や合意形成の積み上げ⽅
を学びながら地域が受益者となる活動を丁寧に積み上げて進めたい。

柏市こども⾷堂連絡会

北柏地域包括⽀援センター

沼南こどもはぐはぐ

寄付⾷材をこども⾷堂連絡会から提供を受け、フードパントリーで配布。こども⾷堂実施団体とのネットワーク会議を6⽉から3回開催・情報の提供を実施した。

単⾝⾼齢者の情報提供を受け、⽇常⽣活⽀援サービス事業者への接続を⾏った。

乳幼児の⼦育て広場から対象者への情報発信・紹介を実施してもらった。

連携先 実施内容・結果

SNSを活⽤した「地域での⼦育て」情報の配信までには⾄っていないが、柏市の⼦育て⽀援サイトや、柏市こども⾷堂連絡会を通じて、キッチンカーでのこども⾷堂が紹介され、エリア内の児童扶
養⼿当世帯21名からline登録があり、キッチンカーへの参加に繋がった。また、参加者からの要望で幼稚園や中学校の制服や体操服のリサイクル情報をSNSで流したところ、ランドセルや⽂具など
の持ち込みもあり仲介を⾏った。

対⾯で聞き取った相談ごとやSNSから受
けた相談をコーディネーターが受付、⾯
談等を実施し、必要な⽀援機関や団体に
つなげ、サポートする。 計画通り

暮らしのサポートでは、適時、関係機関
(⽣涯医療ネットワークなど）と連携
し、相談ブースの設置やミニイベント等
を開催し、必要な情報提供を⾏う。

ほぼ計画通り

あおぞらカフェでは、性別、年齢を問わ
ず 広く、飲⾷の提供し居場所を開設。
⼤津ヶ丘と松葉町2拠点で⽉２回ずつ、
1回2〜3時間。

計画通り

暮らしのサポート事業は、あおぞらカ
フェと同じ時間帯、場所で⾼齢者に向け
て暮らしの不安やお困りごとをスタッフ
が対⾯で聞き取り。⽉4回。

計画通り

主に⾼齢者を対象として実施。
松葉町：⽉２回 計20回
⼤津ヶ丘：⽉１回、計９回 2拠点で計29回開催。
松葉町では、キッチンカーからのお弁当配布だけでなく、ゆっくり1時間ほど歓談し会⾷できるスペースも設定した。

松葉町：⽉２回
⼤津ヶ丘：⽉２回
あおぞらカフェやこども⾷堂の開催時に、お弁当の配布するだけでなく、スタッフからの声掛けや密にコミュニケーションを取ることを⼼がけた。

松葉町では、⽉2回。あおぞらカフェと同時間帯で、暮らしサポートを実施し。毎回、社会福祉⼠と作業療法⼠に来ていただきお困りごとや不安を相談できる場を設定した。
⼤津ヶ丘では、第3⾦曜⽇の⻘空カフェ開催⽇と第4⼟曜⽇のこども⾷堂の⽇に、開設した。路上での聞き取りということもあり、踏み込んだ相談事には展開しなかったが、スタッフ以外が参加者の
動向を気にかけ会話を拾ってくれるという意味では有意義であった。暮らしサポートに持ち込まれた相談事から、地域包括⽀援センターに繋がり⽇常⽣活⽀援サービスが実施となった事例がある。
また、キッチンカーの参加者ではないが、エンディングについての相談、軽度の精神障害のある⾼校⽣のアルバイト就労の相談があった。前者は、成年後⾒⼈に繋ぎ、後者は地域⽀援センターから
の依頼。

社会福祉⼠がline講座を開催。⾼齢者を対象に、lineで繋がり、フェイスブックへの「いいね」の仕⽅などを教わった。
作業療法⼠からは、腰痛を⽇常の⽣活の中で改善するなどの情報提供を受けた。

SNSとチラシを活⽤して、こども⾷堂と
あおぞらカフェの開催毎に広報、告知す
る。全140回以上のSNSの配信。

計画通り

こども⾷堂では、フードパントリーや⾷
事の提供を週1回 ⼤津ヶ丘で開催。1
回1〜2時間、1回 50⾷の提供を⽬安。 計画通り

活動 進捗 概要

ポスターを商店会の掲⽰板や⼩学校、幼稚園、病院等5か所に掲⽰。参加者に次回のお知らせをチラシにして配布。HPに毎⽉のカレンダーとして開催⽇をお知らせ。フェイスブック（キッチンカー
公式と個⼈）に開催のお知らせや報告を掲載、全81回。Lineでも毎回のお知らせを⾏う。

当初、週1回、年間で60回のこども⾷堂の開催を⼤津ヶ丘で計画したが、⼤津ヶ丘で⽉3回、松葉町で⽉2回、総計で52回の開催となった。1⽉〜2⽉に近隣⼩中学校で度々感染者が確認されたことも
あり、急遽開催を中⽌。その都度、規模を縮⼩しフードパトリーに切り替えるなどの対応を⾏ってきた。⼤津ヶ丘では、⽉3回うち2回はお弁当の配布とフードパントリ―1回はフードパンドリーの
み。毎回50⾷（袋）⽤意。松葉町：⽉2回。⺟⼦福祉施設に配達も⾏った。両場所では毎回12時から開始、ニーズ多数のため、常に1時間以内で終了となった。

事業実施以降に⽬標とする状況
①こどもや⾼齢者がお互いに会話ができ、笑顔が多い地域になっている状態。⼦どもや親のストレスが軽減されている状態。
②⼦どもや親、⾼齢者が地域と顔馴染みの関係性が芽⽣え、気軽に話ができ、悩みや相談ができて「孤⽴を感じない」「つながり感覚がある」と感じられる状態。
③地域での困りごとや地域課題の解決のために、⼊り⼝である相談窓⼝が機能し、必要な⽀援に繋がるように地域の団体や機関と連携できている状態。

考察等

①キッチンカーのインパクトでリピーターの多いアットホームな活動として認知度が⾼まった。参加者と「つながる」ことに重点を置いて、⾷の提供だけでなく参加者の興味や関⼼を引き出す取り組みを⾏った。例えば、こども⾷堂では理科実験や紙⼯
作のワークショップを⾏うなどでストレスの軽減と会話の⼊り⼝を作った。学校⾏事や地域のイベントの中⽌が続く中で⼦供たちの笑顔が⾒られ、親のストレスも軽減できた。差別や偏⾒をつくらないためには、多様性を知る機会や場の提供が必要と考
える。性別・年齢・国籍を超えたボランティアの参加は、知る機会となった。⽬に⾒える成果を追うのではなく、時間と労⼒をかけて続ける活動にすることが必要。
②へのアプローチとして、夫々の居場所、活躍できる場・働ける場をコーディネートし、「孤⽴を感じない」「つながっている」状態を作った。
③「『困った』ときに『困った』といえる⾝近な⼈がいない。」「⾏政機関は敷居が⾼い」という状態がある。⼩域での顔の⾒える関係性を作ることが重要。地域に潜在する⼈の資源を循環させて、コミュニティーの主体的な活動に昇華させることで、
必要な⼈に必要な⽀援や情報を届く。地域の活性化にもつながる。今後は、まち単位のアプローチにより重点を置いていきたい。

柏市こども福祉課



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

Ⅻ. その他

内容

補⾜説明
特になし

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

計画額
8,842,966

0

実績額
9,004,475

0

執⾏率

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

101.8%

101.8%
管理的経費 #DIV/0!

事業費
直接事業費

8,842,966 9,004,475合計

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を含む)

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）

ダイアモンドオンライン2020年12⽉30⽇、東京新聞2021年5⽉5⽇、毎⽇新聞2021年8⽉12⽇、社会運動7⽉号（2021年7⽉発⾏：⼀般社団法⼈市⺠セクター政策機構、 休眠預⾦活⽤事業サイト4⽉16⽇公開、NHKク
ローズアップ現代から取材を受けるが取り上げられなかった5/26(⽔)放送 、第10回休眠預⾦等活⽤審議会WG資料に掲載2021年3⽉8⽇

ホームページの作成

⽉次事業報告書（2020年10⽉〜2021年9⽉）

キッチンカー⾞両への貼付  お弁当包材への貼付  チラシ・ポスターへのロゴマーク貼付

⾃由記述

特になし

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

はい

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

②ガバナンス・コンプライアンス体制

全て公開した https://with-kitchencar.org/about.html

変更はなかった

状況 内容

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

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。

完了
給与規定、理事の職務権限規程、倫理規定、利益相反管理規定、コンプライアンス規程、内部通報規程、情報公開規程、⽂書管理規定、リスク管理規定、監事監
査規程、経理規程、事務局規程、個⼈情報保護規定


