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Ⅰ.団体の社会的役割 Ⅱ.事業の背景・社会課題

(1)団体の目的

(2)団体の概要・事業内容等

入力数 (1) 146 字 (2) 191 字 入力数 800 字

Ⅲ.事業内容

入力数 288 字

入力数 200 字

経済困窮等に陥っている家庭の中には、支援が届けるのが難しい、身近に支援があっても利用しない層が

一定数存在する。実際、困りごとを抱えた家庭の実に8割が行政の相談窓口など既存を利用していない、

というデータもある（こども宅食応援団「「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート」）。これ

は、既存の行政サービスの大半が「当事者が窓口に直接来るのを待つ」お店モデルのため、自発的に支援

につながるのが難しい家庭が放置されてしまうためである。

これは、心理的な障壁（恥ずかしい、申し訳ない）、周囲のまなざし（人に知られたくない）、物理的な

制約（窓口に行く時間、お金がない）、情報の伝達不足（誰に相談すればいいかわからない）といった要

因などによる。支援者側でも「保護者との接点、信頼関係づくり」「困難を抱える子どもを発見する仕組

み」が不足していると認識がある（長崎県子どもの生活に関する実態調査（平成31年4月））。

コロナ禍においては「外出自粛で家庭内のストレス、DVや虐待のリスクが高まる」、「不況で子どもの食

費が削られる」等、子育て家庭の状況は悪化している。また、休園・休校中は家庭や子どもの状況が外か

ら見えづらくなるという問題もある。一方で、こども食堂等の居場所での支援は感染リスクから中止にな

ることもあった。こうした状況下、支援者側から関わっていく出前型の支援（アウトリーチ）は益々重要

になる。

「こども宅食」は食品等の定期配送を通じ、見守りを行うアウトリーチ型事業で、全国での実施が進む。

しかし、財源や設備が十分ある団体は僅かで、食品等の確保は全国共通の課題。一方で国内では年間600

万トン以上の食品ロスが出ており、その量は世界の食糧援助量の1.7倍。そうした余剰食品が、困窮等の

ハイリスク家庭にピンポイントでつながりを持つ「こども宅食」のような支援事業にマッチングせずに廃

棄されているという現状がある。

事業

対象地域
全国

活動地域の働く母親・父親たちに対して、地域社会を核にした新しい子育てモデルに基づく、保育及び子

育てに関する事業等を行い、地域の子育て環境及び学習環境の向上、次世代の子育てについての啓発、ま

たこれによる地域社会の活性化及び住みよいまちづくりに寄与すると同時に、これを全国に発信し広めて

いくこと。

2004年設立。「親子の笑顔をさまたげる社会問題」を事業を通して解決することをミッションに、病児保

育事業、保育園運営事業、障害児保育事業、赤ちゃん縁組事業、こども宅食事業などを展開している。こ

ども宅食事業では、困窮世帯に食品を宅配してアウトリーチを行う支援活動モデルである「こども宅食」

の運営と、このモデルを日本全国に普及させる中間支援組織である「こども宅食応援団」の事務局を運

営。

(1)事業の概要

こども宅食事業では、定期的に自宅に直接食品を配送することをきっかけにして、家庭とのつながりをつくり、関係性を築きながら見守っていくことができる。その中で、ご家庭の変化をいち早く見つけ、様々な専門

的支援につなぎ、家庭の状況が悪化するのを予防していく。

特に申請事業においては「企業から寄付食品等をワンストップで受け付け、パッケージ化してこども宅食の実施団体に定期的に送付する」仕組み（こどもフードプラットフォーム）を創設することで、こども宅食事業

の継続性に最も深く関わる「食品等の安定的な確保」を実現し、全国で利用家庭への支援を継続的に実行できる環境を整備していくことを目指す。

(2)事業実施後（1年後）以降に目標とする状態

1: 困窮等の課題を抱える子育て世帯1.89万世帯（のべ数）に対し、全国の連携先のこども宅食事業による食品等の物資支援を定期的に行い、コロナ禍での家庭の見守りを強化して虐待等の早期発見・発生を未然に防

ぐ。

2: 企業から食品・物品寄付を調達、全国のこども宅食を実施／実施予定の20-30団体に合計で66.2トンの食品を分配。

3: 食品・物品寄付が安定獲得・供給できる持続可能な事業モデルを構築。

上記以外

その他の解決すべき社会の課題

SDGsとの関連

ゴール

1. 貧困をなくそう

 2. 飢餓をゼロに

事業

対象者人数

のべ1.89万世帯

（1世帯2.5人と

すると約4.7万

人）

新型コロナウイルス感染症により深刻化した社会課題

事業対象者：

（事業で直接介入

する対象者と、そ

の他最終受益者を

含む）

経済的な困窮等を抱え、こども宅食を利用している全

国の子育て家庭

 12. つくる責任、つかう責任

実施時期 2020年12月 2021年11月

⑥地域の働く場づくりの支援

⑦安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

READYFOR株式会社

優先的に解決すべき社会の諸課題

領域 分野

①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援

②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援

③社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援

資金分配団体名

○ 1) 子ども及び若者の支援に係る活動

2) 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係

る活動

3) 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直

面している地域の支援に係る活動

  新型コロナウイルス対応緊急支援助成
事業計画（実行団体）

事業名(主) 全国こどもフードプラットフォームの創設

事業名(副)

※任意
コロナ禍で困窮する親子に食品を安定供給！

特定非営利活動法人　フローレンス

④働くことが困難な人への支援

⑤社会的孤立や差別の解消に向けた支援

実行団体名



Ⅳ.事業実施体制

Ⅴ.関連する主な実績

(1)メンバー構成と各メンバーの役割

1:プロジェクトマネージャー（新規事業開発・全体統括・全国連携先コーディネート）1名

2:物資受付・事務補助　1名（バックオフィスチームより兼務）

法人寄付担当チームなど社内の他部署と適宜連携する。

有☑ 無□

②本申請事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金（ふるさと納税を財源とする資金提供を含む）を受けていな

い
無☑ ※有の場合、選定の対象外となります（公募要領：助成方針参照）

　(2)申請事業に関連する調査研究、連携の実績

【実績1: 文京区こども宅食コンソーシアム】  2017年10⽉より、文京区内の経済的に困窮する⼦育て世帯（児童扶養⼿当、就学援助受給世帯等約1,000世 帯対象）のうち希望者（2020年8月現在で628世帯）に対し

て、こども宅食事業を実施。配送頻度は2か月に 1回、お米、レトルト⾷品など加工食品、調味料、お菓子など。ふるさと納税の寄付によるファンドレイジ ングを行い、財源を安定確保(2019年度83,461,000円(2019

年12月末時点)※)。食品や物品・体験（観劇チケ ットや図書カード、演奏会チケット、書籍など）などの寄付提供者は45社にのぼる。 ※本申請事業においてはふるさと納税などを通じた自治体(文京区)の資金は用

いない。

【実績2: こども宅食応援団（こども宅食事業全国普及のための中間支援）】  一般社団法人こども宅食応援団より経営企画・事業支援コンサルティング業務の委託を受けて、全国にこど も宅食を普及させる事業に従

事。コロナ禍での緊急支援も含め、全国13都道府県（佐賀／東京／兵庫／宮崎／沖縄／山梨／熊本／秋田／奈良／宮城／新潟／長崎／京都）で事業を実施している19団体に対する事業の立ち上げ・事業運営を支援。こ

の他、実施希望者、一般市民、行政関係者(100名)に向け、事例紹介やノウハウ提供の勉強会を実施（2019年10月）。 ※本事業においては、一般社団法人こども宅食応援団より資金助成支援は受領しない。

【実績3: 新型コロナこども緊急支援プロジェクト】 ・新型コロナウイルスの影響を受け、緊急的な支援要請が増えたこと、寄付食品の確保が難しくなったことから、全国各地のこども宅食事業者の家庭へ配布する食

品・物品の確保に関して厳しい状況が聞かれた。 ・フローレンスとして20社以上の企業・団体から食品・物品の寄付をうけ、全国17箇所にお米・お菓子・飲料・マスク・消毒液などを合計約21トン以上を送り（2020

年8月まで）、こども宅食事業の運営サポートを実施した。【実績4: 食品ロス問題の啓発事業、こども宅食実施希望者事業者のニーズ調査】 ・2019年10月、全国のこども宅食事業者や市民・行政関係者を集めた勉強

会(100名参加)にてパネルディスカッション「NPO・企業・行政が取り組む！親子に食品を届ける仕組みを作るには」を実施。全国フードバンク推進協議会事務局長米山広明氏、食品ロス問題専門家井出 留美 氏など

を呼び、国内の食品ロス問題、そして困難を抱える親子支援事業のための食品確保について全国の先進事例紹介や、課題についての意見交換を行った。 ・2020年8月、厚労省の虐待防止対策推進室と連携し「自治体・

社協向け こども宅食事業に関するオンライン勉強会」を実施(全国から135名が参加)。こども宅食事業のようなアウトリーチ型の見守り事業に興味を持つ自治体関係者等へのアンケートを実施したところ、事業を実施

する上での課題として「財源の確保」・「継続的に食品を確保できるか」などをあげた人が8割近くいた。

1: 参画する企業数：20社以上

2: 年間の寄付物品量：1,900万円分（想

定物資 66.2トン換算）

3: 参画するこども宅食事業者の団体数：

20団体以上

4: こども宅食事業者を通じて食品等を配

送する子育て世帯数：のべ1.89万世帯以上

5: こども宅食事業者の工数削減効果：400

万円

1-5すべて：2021年11

月末時点

時期

2020年12月～2021年11月（通年実施） 

2020年12月～2021年11月（通年実施） 

2020年12月～2021年11月（随時改善を実施） 

2021年3月～2021年11月（配送は各月を予定） 

5:関係省庁へのロビイング：今回の取り組みの実績をもとに「寄付食品の安定供給のための仕組み」として消費者庁や農水省に提案。課題についても共有し、普及に

向けて法や予算の整備の検討を進めていく。

6:財務モデルのアップデート：配送の実績や営業を通じた実施団体、寄付企業のインサイトの探索結果を踏まえ、改めて財務モデルをアップデートする。加えて、継

続性を確保していくための課題を明確にする

1: 参画する企業数

2: 年間の寄付物品量

3: 参画するこども宅食事業者の団体数

4: こども宅食事業者を通じて食品等を配

送する子育て世帯数

5: こども宅食事業者の削減工数

1: 参画する企業数：本プラットフォー

ムに食品や日用品を提供した企業数のカ

ウント

2: 年間の寄付物品量：年間で獲得した

寄付食品や日用品等の総金額

3: 参画するこども宅食事業者の団体

数：本プラットフォームを通じ食品や日

用品を配布した団体数のカウント

4: こども宅食事業者を通じて食品等を

配送する子育て世帯数：2が配布された

のべ世帯数

5: こども宅食事業者の工数削減：削減

できた人件費・物流費の概算

(4)活動

1:寄付企業への営業活動（広報キャンペーン含む）：フローレンスが現在つながっている企業50社に対して営業を行う。また、SNSなどを活用した広報キャンペーンも

実施する。

2:こども宅食実施団体への営業活動（既存コミュニティ内外問わず）：現在つながりのある全国13都道府県で事業を実施している19団体に加え、今年度実施予定の新

規20団体以上にアプローチ、各団体を通じて全体で経済困窮に苦しむ3千世帯（のべ）とのパイプラインを作る。

3:食品受付／配送業務の実行体制の構築：配送を担当するココネット社と連携し、受け入れから配送までをワンストップで実行できる体制や業務フローを整備する。

4:配送の実施とオペーレーションの改善：企業からの寄付を受け付けて、実施団体に月に1回程度の頻度で1世帯あたり3.5kgを目処に食品や物品を配送する。オペ

レーションの改善をしつつ、配送世帯については、最終的にのべ1.89万世帯への配送を目指す。

2021年6月～2021年11月 

2020年8月～2021年11月

有の場合

その詳細

J-Coin基金（公益財団法人パブリックリソース

財団）／こども宅食を通じた低所得家庭やひとり

親家庭を含む困窮家庭に対する長期的支援

(2)他団体との連携体制

1:西濃運輸株式会社・ココネット株式会社（600世帯超の大規模事業である文京区こども宅食で、倉庫管理・運送など物流全般を担当している。当会の「新型コロナこども

緊急支援プロジェクト」では寄付企業から集まった食品・マスクなどの衛生品・日用品などを全国の施設や家庭へ配送する取り組みで連携中）

2:一般社団法人こども宅食応援団（全国のこども宅食を実施する団体へのアドバイスやノウハウ提供、全国勉強会の開催等を実施。子どもの貧困や虐待問題の中でも、「支

援が届けるのが難しい、つながりにくい親子がいる」という社会課題に関する広報発信や、自治体向けの事業説明なども行う。当会が事務局を担当）

3:フローレンス政策シンクタンクチーム所属のアドバイザー（元厚生労働省医療政策企画官、現 内閣府政策統括官）

(3)想定されるリスクと管理体制

●感染症拡大リスク： ・食料収集や配送手配：これまでもマスクや消毒液などの全国配送を委託してきた専門性の高い物流企業（西濃運輸等）と連携する。 ・連携先の全

国のこども宅食事業者においても、手指消毒や三密対策を取った梱包作業など感染症対策を取っていることを等を確認。

●個人情報漏洩リスク：個人情報管理規程により、当法人のスタッフが遵守すべき事項を定め、個人情報の適 切な取扱を確保。また当該規程に紐付き、運用ガイドラインな

どを定める。

●苦情リスク： ・食品の提供企業とは企業指定の契約書を締結し責任範囲を明確にするとともに、食品に関する自己等をカバーする賠償保険などを付保する（文京区こども

事業で手配実績あり）。 ・保育園事業や病児保育事業などを運営する当団体では、顧客からの苦情を受け付ける窓口を設置しており、早急に情報共有と原因究明、対応策の

実施、当事者への連絡を行う体制を構築。対応フローも規程にて定めて運用。

●災害発生リスク：事故発生時の対応マニュアルおよび防災緊急対応フローを詳細にわたり定めて おり、当該マニュアルと同様のフローにて本事業においても対応。

  (1)休眠預金以外の助成・補助金活用の有無

　コロナウイルス感染症に係る事業

①本申請事業について、コロナウイルス感染症に係る助成金や寄付等を受け活動を実施している(予定も含む）

(3)今回の事業実施で達成される状態（アウトプット） 実施・到達状況の目安とする指標 把握方法 目標値/目標状態 目標達成時期

本プラットフォームでは、食品や物品の寄付元となる企業

と、困窮等の課題を抱える子育て世帯に物資を届けながら状

況が悪化しないよう見守る役目のこども宅食事業者をつな

ぐ。 具体的には、過去にロス品などの寄付実績のある大手食

品企業・メーカーを含め20社以上の企業と、全国のこども宅

食事業者20団体以上の参画を予定する。 全国のこども宅食事

業者を通じて、困窮等の課題を抱える子育て世帯1.89万世帯

（のべ数。月平均1575世帯）に食品等の物資支援を行う。計

画では、1世帯あたり月1回、約3.5kg分の食品や日用品の詰

め合わせパッケージを届けられるよう物資を集め・全国に分

配する（全体で3.5kg✕1.89万世帯分＝66.2トン）。 こうし

た食品・日用品の配送を通じてこども宅食利用家庭のQOLを向

上させるとともに、こども宅食事業者側の寄付獲得工数の削

減も同時に実現し、各地の事業の持続安定性を後押しする。

尚、助成終了後も事業を継続していくために、1年間かけて仕

組み化を進め助成終了後は新規事業開発費分、プロジェクト

費をスリム化するとともに、(1)子どもの貧困や虐待問題に興

味関心の高い寄付者・企業からの寄付金や助成金の獲得、(2)

食品ロス削減を促進したいニーズのある企業、工数削減のメ

リットをえられるこども宅食事業者、および、訪問型見守り

事業を推進が必要な自治体等との一部運営費のシェアなどを

進め、事業の安定持続を目指す。 また、事業環境としても、

2019年10月に「食品ロス削減推進法」が成立。フードバンク

等慈善事業への支援が検討されており、消費者庁や農水省な

ど関係省庁とも意見交換しながら、さまざまな企業・地域団

体・行政が連携するプラットフォームの構築を進める。


