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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                                                        

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

その他
連携の不

足

③今回の事業実施で達成される状態

（アウトプット）

子どもの貧困や虐待問題に関心の

高い企業に取組みに参加を呼びか

け、物資による社会貢献を促す

参加する企業数 20社以上
パートナー企業29

社

複数回寄付を頂く企業様もおられた

が、9割の企業様は1回単発であった。

事業対象地域: 全国

事業対象者:

⑤目標値・目標状

態
⑥結果

事業実施概要

▼経済困窮等に陥っている家庭の中には、様々な理由から身近に支援があっても利用しない層が一定数存在する。自発的に支援につな

がるのが難しい家庭の課題は放置され、深刻化してしまう現状がある。特にコロナ禍においては「外出自粛でDVや虐待件数が増加」、「不

況で食費が削られる」等、リスクのある子育て家庭の状況が更に悪化。支援者側から積極的に関わっていくアウトリーチ型支援が重要と

なっている。

▼「こども宅食」事業は、生活に困難を抱える家庭に対し、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、家庭との関係性を

築きながら見守っていくアウトリーチ型支援事業の１つである。全国のこども宅食実施団体は、当該事業に必要な食品を購入・寄付を通じ

て調達しているが、限られたスタッフや財源の中で、食品の安定確保や寄付企業との接点づくりに困難を抱えている。食品等の安定的な

確保は、こども宅食事業の継続性に最も深く関わる課題である。

▼本事業においては「企業から寄付食品等をワンストップで受け付け、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）の創設を試みた。物流専門会社（ココネット㈱）との連携、オペレーションの整備により、毎月2-3品の寄付品を全国のこ

ども宅食実施団体に配送。寄付品総量87.5t 総額264.2百万円の寄付品を延べ約500団体（*）を通じて全国50,000人以上に届けることが

できた。コロナ緊急事態宣言の発出に伴い、こども宅食の利用を希望する家庭が全国的に急増する中で、各団体において、支援が必要な

家庭への食品提供と見守りを途切れずに提供することに大きく寄与した。

▼本事業の継続的な必要性は、21年11月のこども宅食実施団体に対するインタビュー調査などを通じて強く認められたが、需給双方の

想定以上の拡大により事業の再設計を行うべきと判断。新たに食品卸企業とのパートナーシップを結ぶことに成功し、仕組み創設の試み

を継続していく方針である。

（*注記）一部大量寄贈の製品は、こども宅食実施団体の他、国がコロナ禍で虐待防止などの観点で開始した、要支援世帯等の見守り強

化事業を実施する自治体を経由し、対象の子育て家庭に配布された。

課題設定、事業設計に関する振

り返り

▼「こども宅食事業者が家庭の見守りに必要とする食品等の安定的な確保が難しい」という問題については、地域のフードバンク事業者

等の中間支援団体との連携不足や購入予算の確保、対象家庭受入の計画性など、複数の課題があったが、本事業においては特に以下

２点に着目。

１）大量の余剰在庫を持つ企業（主にメーカー、大企業）にとって、信頼できる手続きや管理体制があり、大量受入ができるワンストップの

相談窓口が不在。

２）地域のこども宅食団体では人的リソースが限られているため、企業への営業活動や受け入れ対応、企業が求める報告などの工数が

割けずにいる。

▼双方の仲介役として、物流専門パートナー（ココネット㈱）と連携した弊会が、企業にとっての一括相談窓口となるとともに、寄付品をこど

も宅食実施団体へマッチング。更に団体で通常は必要になる納品調整や報告を弊会が一部代行し、事務工数を軽減することで企業から

地域のこども宅食事業者への寄付品流通を促すことを事業設計とした。本事業実施期間は、12ヶ月に渡って度々のコロナ緊急事態宣言

が発出される時期とも重なり、困窮家庭からの支援要請が急増し、物資供給が需要に対して逼迫しがちなこども宅食実施団体の其々個

別の状況に応じながらの遂行となった。

▼事業前半に、複数の企業へのヒアリングを実施。上記１）の課題について、特に「大量の物品提供をワンストップ」で相談できるニーズが

あることが確認することができた。実際に事業実施期間において、１案件あたり数万点規模の物品提供が度々あり、弊会の当初想定を大

きく上回るニーズがあった。「対寄付企業への一括相談窓口の設置」は、本事業で流通する寄付品量の拡大における大きな成功要因で

あった。

▼また、事業中盤からは、企業のロス品/廃棄品を前提にせず、あくまでも「こども宅食事業者が必要とする、困窮子育て家庭のニーズに

基づいた物品」を集めることを重視。家庭のニーズの高いマスク等衛生ケア商品や新品のレトルト惣菜等、を月次の定期・定形オペレー

ションで全国に配送を行った。これにより、フードロスのマッチング事業においては生じがちな、受取り団体側とのミスマッチを回避すること

ができ、流通量を更に拡大できた。コロナ禍で重宝される消毒ジェル（子ども用）やマスク、お菓子など地域の個々の団体では入手しにくい

内容の寄付品をこども宅食事業者に提供できたことで、各団体が地元で農協や商店、個人から集める寄付品との重複が避けられ、支援

が必要な家庭へ届けられる宅食物品にバラエティが出て、単なる家計支援にとどまらず、こども宅食団体と家庭との会話の充実や家庭の

前向きな気持ちの変化にも繋がった（「自由記述」欄の家庭の声ご参照）。

▼18百万円の事業費に対して、264.2百万円の全国への寄付品提供額という実績は充分評価可能であると考えるが、想定以上に寄付し

たいニーズも寄付が欲しいニーズもあったため（SDGs貢献機運の高まりとコロナ禍の長期化の影響と思われる）、寄付量と提供先団体数

を一層拡大するうえでコストあたりの生産性を更に高めるためには、事務局費および配送費が抑制的なビジネスモデルが必要と結論。最

小限のデジタル化まで実装し、システム化しきっていない労働集約的な事務局オペレーションを見直すとともに、全国各地のメーカー在庫

を一度東京の倉庫に寄付品を集めてから再度、全国に配送するという一極集中配送についても、主に配送コストの削減の観点で再考した

うえで継続としたい。

④指標 ⑦考察

事業完了報告書 （実行団体）

事業名: 全国こどもフードプラットフォームの創設                                                                                                                                                

資金分配団体: READYFOR株式会社                                                                                                                                            

実行団体名: 特定非営利活動法人フローレンス

実施時期: 2020年12月～2021年11月



その他
連携の不

足

子ども・

学生

食料関連

の不足

子ども・

学生

食料関連

の不足

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）*

事業実施以降に目標とする状況

以下の3つの当初目標のうち、1と2については達成した。3については下段に詳細を記載するように目標自体の変容があった。

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。

配送費内訳：企業ニーズとして、最大

5ヶ所までのみ配送費負担可、という要

望を多数頂いた（１ヶ所のみ可も多

数）。フローレンスが中間支援として65

団体への寄付品の全国配送を行わな

い場合、各団体は毎月の配送に対し、

9割の確率(参考：5/65=7%)で配送費

約20,000円（東京からの配送費の平均

値）を支払わねばならなかったと想定。

500団体 * 20,000円 * 90% = 900万円

人件費内訳：4団体へのヒアリングにお

いて、フローレンスが調達活動を代替

することにより、各々の団体における毎

月の調達業務の時間的削減効果とし

て「0時間」「3時間」「6時間」「15時間」と

いう回答があった。案件の大小に関わ

らず共通的に最低限発生する企業へ

の営業面談2時間、納品調整の工数1

時間　報告を踏まえて「3時間」を採用

し、延べ500団体に提供したことをもっ

て、3h * 500団体 * 最低賃金 900円 =

135万円とした。（1案件ごとには、事後

報告や引取りによる納品などでより多

くの工数を要するケースが多いのが実

態）

合計 1035万円

配送費 900万円

および

人件費 135万円

400万円以上工数削減効果
各地の子育て世帯の支援者たる、こ

ども宅食事業者の事業運営安定化

事業実施

上の困難
その他

子どもの貧困や虐待問題に関心の

高い企業に取組みに参加を呼びか

け、物資による社会貢献を促す

配布された物品

量
1900万円

困窮等の課題を抱える子育て世帯に

食品等の物資支援を行う

参加するこども宅

食事業者の団体

数

20団体以上

連携・支援対象の

こども宅食事業者

62団体

少なくとも5万世

帯。

物資が配布され

た延べ世帯数
延べ1.89万世帯

21年11月現在62団体は約10,000世帯/

月へこども宅食を実施している。フロー

レンスからの寄付品は20年12月以降、

延べ数で約650団体に配布されている

（各月の配布対象団体の累計）。各団

体の支援世帯数の中央値である100世

帯相当へ、全ての団体から配布が行

われたと想定し、500団体 * 100世帯と

して計算（各団体は10世帯～2300世帯

へ食品等をヒト月あたりで提供）。

困窮等の課題を抱える子育て世帯に

食品等の物資支援を行う

21年12月以降累

計 寄付品総量

87.5t 総額264.2百

万円

総額の内　消毒ジェル55百万円、洗剤

等25百万円、コフレ57百万円など単発

の寄付案件で高額商品を提供頂いた

背景がある。この他、供給については

企業へこちらから営業をせずとも次々

と相談案件が持ち込まれる状況が続

いたうえ、需要についてもコロナ感染症

の緊急事態宣言の度に各地で食品・

生活用品が足りないという子ども宅食

実施団体の声が聞かれ、需給双方の

規模が当初想定を大きく上回る結果と

なった。

62団体の内　4団体はグループ配送（1

団体がまとめて受取り）



Ⅴ．活動

[1]寄付企業への営業活動 

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

想定外のアウトカム、活動、波及

効果など

▼フローレンスには、食品の寄付提供だけでなく、洗剤、化粧品、絵本、衛生ケア用品などの寄付相談が寄せられた。これらの寄付品を全

国に配ったところ、こども宅食実施団体およびご家庭双方にとって、思いがけない物を貰える喜びがあり、その事を通じて普段はできない

会話が生じたり、ご家庭の新しい側面を伝えて頂くに至った、と団体から報告されることが度々あった。このことは、こども宅食において目

指す、支援者たるこども宅食実施団体と非支援者であるご利用家庭の関係性構築に寄与した可能性がある。

（21年8月にアンケートを実施した際に、26団体中17団体が、当該事業から提供した寄付品のもたらした効果として「ご家庭との関係構築

が進んだ」と回答）

[6]財務モデルのアップデート

ほぼ計画通り

こども宅食事業者へのヒアリングのうえ財務シュミレーションを実施。現在のオペレーションを継続する場

合、寄付量が拡大しても、経費（事務局人件費および配送費）を受益者（=こども宅食事業者）への課金で

賄うことは難しく、公的/民間助成金の活用は引き続き必要と判断。

計画通り

事業実施期間は、積極的に大規模な営業をせずとも毎月平均3-4社と商談があり、お断りをする案件も1-

2件発生した。これらの企業へのヒアリングを通じ、企業ニーズの1番は「余剰品が発生してしまった不定期

のタイミング」で「信頼できる寄付先」に「大量に一括引取」して貰えることであることを理解し、弊会内で、寄

付品の受入基準を整備。基準が明確になったことで、[3]の実行体制の整備をスムーズに行うことができ

た。

[2]こども宅食実施団体への営

業活動

計画通り

事業申請当初の「全国13都道府県のこども宅食事業者19団体」から連携先団体が11月時点では75団体

に急増。ただ、事業者の中には寄付品の提供が不要（地元で充分集められているなどして）の団体がいる

こともあり（10団体程度。したがって寄付品提供先としての連携団体は65。）、効率的な配送オペレーション

を実施するためには、最大公約数となりうる寄付品の内容や量の把握のために、連携団体との細かなコ

ミュニケーション（ニーズ理解のためのアンケートや都度の相談、インタビュー調査）を行った。

中止

フードバンク向け税制控除の対象拡大や寄付目的の物流費への補助、寄付目的での食品提供をきっか

けにした事故おける寄付者の免責などロビイング対象としたいテーマは見いだせたが、今後の事業実施方

針・スキームが最終確定していないため、提言をまとめ関係省庁へ持ち込むまでの活動は行わず。オペ

レーションを遂行し、寄付品をこども宅食実施団体に提供することを優先した。

[3]食品受付／配送業務の実行

体制の構築

計画通り

配送を担当するココネット㈱と協議を経て、倉庫への入出庫指示を含め、寄付品の企業からの受入から配

送にいたる30手順のマニュアルを作成。寄付企業との手続きをスムーズにするためのヒアリングフォーム

の作成やこども宅食団体側への説明（動画配信）も行い、プロセス全体におけるミスコミュニケーションが

発生しない環境の整備を行った。なお、高コストかつこども宅食団体のニーズとの不一致という理由から、

当初想定していたココネット倉庫でのアセンブリング・パッキングは実施なしとした。

[4]配送の実施とオペーレーショ

ンの改善
計画通り

毎月、寄付品を希望する全てのこども宅食実施団体に対し、2-3商品を各団体の支援対象世帯分、配送

するべく運用。効率的な寄付品のマッチング（こども宅食実施団体への割当）や弊会自身の会計処理およ

び対企業の報告に耐えうる管理を行うべく専用のスプレッドシートを活用しオペレーションのデジタル化は

実施（多次元データベースの活用等のITシステムの本格的な導入は見送った）。

[5]関係省庁へのロビイング

考察等

▼事業計画当時（20年8月）、弊会としては30団体程度のこども宅食実施団体（想定としては特にスタートアップ期の団体）への寄付品提

供を行う事業として構想していたところ、事業実施期間を通じて、こども宅食事業者数が急増したこと、また企業から想定以上の物品寄

付・提供の相談が持ち込まれたことから、当初検討していたマッチングプラットフォームの①規模および②果たすべき役割の双方で変更

が必要となった。

▼①規模の観点では、常時200団体・3万世帯相当への供給を想定した設計が適切と考える。

②また、果たすべき役割としては、供給量の拡大に合わせて、こども宅食実施団体専用の排他的なマッチングプラットフォームではなく、よ

り包括的な食支援のプラットフォームとして検討したい。

特に②の観点では、地域の物品寄付のコミュニティあるいは、他の全国規模の食支援のネットワーク（フードバンク関連の協議会など

様々）と相互連携できることが望ましい。

▼以上の観点から、事業モデルの構築については継続検討とし、物流費を削減した配送モデルの検証と適切な原資の獲得、という順番

で次の事業開発を行う想定である。大手食品卸企業とのパートナーシップ締結が事業最終月に行うことが出来たため、事業終了後の継

続的な事業開発についても、道筋も付けることができた。

活動 進捗 概要



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）

20年に物品寄付の提供を頂く一報、21年には弊会側から寄付を提供させて頂くなど相互に融通した。

宮崎県内の団体への配送についてフローレンスでは細かく対応しきれないところ、宮崎県の配送へのハブ拠点として連携頂い

た。

連携先 実施内容・結果

東京にある東京物流センターでの入出庫・保管（在庫管理）・全国への配送を実施頂いた。

300ケースを超えるような大量の保管および企業から配送されるプロの配送業者による搬入に応じるうえでは、4t車といった大

型トラックも出入り可能な、業務用の大規模倉庫がとプロのオペレーションが不可欠であった。また、全国への配送を到着日指

定の時間的制約の中で、最もリーズナブルな方法を選んで実施頂いたため、当該事業がコストを抑えながら大量に寄付品を流

通させることを実現頂いた。

▼こども宅食実施団体の状況

2021年3月にこども宅食実施団体向けに行った実態調査（有効回答58団体）では、「事業を安定的に実施するための財源がないこと」に

課題を感じると回答した団体が70.7%にのぼり、87.9%が「食料を安定的に確保するための仕組み、衛生管理や物流に関する情報提供」を

必要としていることが分かり、仕組みづくりに対する期待が高い事が改めて確認された。

また、2021年11月に4団体へのインタビュー調査を行ったところ「フローレンスに期待するサポート（中間支援）」として、特に食品の配布に

ついては全団体から高評価を得ており、今後も食品の配布については継続するべきとの見解を得た。

▼寄付企業の状況

他方、寄付を行う企業側においては、困窮子育て家庭等に在庫余剰品を配布したいニーズが、①対象家庭への共感　②環境負荷軽減の

プレッシャー　の双方から非常に高まっている。いずれもでSDGs貢献に繋がるとして推進されている。市場特性上、定期的に在庫余剰品

が構造的に発生する業界も少なからずあり、これまでは廃棄されていたものが、寄付取引へ流入するケースが増えていると思われる。

（フードバンク業界の取引量も増えていることが見聞きされる。）

▼食支援の中間支援的事業の状況

前述する寄付量の供給増大を受け、弊会以外でも、複数の中間支援組織が、同様にプラットフォーム的事業に取組み始めている。それぞ

れの被支援者への供給が増えるというプラス面があると同時に、寄付企業目線では、寄付候補先の各中間支援組織が増え、複数いる候

補先の方針や活動の違いを理解したいというニーズが今後一層増えると推測される。また、こども宅食実施団体でもあるフードバンク団体

は、双方の中間支援団体から同時に供給を受け、保管場所の調整に苦心することになる、といったことも生じうる。これは、コロナ禍での困

窮度合いの悪化・ストレス増や、孤立孤独への注目度の高まりを受け、国や民間の資金がさまざまな支援活動につき、活動主体が増加・

活発化している（例：厚生労働省「生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業」や、孤独・孤立対策担当室の設置）

ことと相似形の状況にある。

▼今後に向けて

食支援のためのプラットフォーム的事業は以下に掲示するような複数の論点の優先順位付け・組み合わせにより、今後も官民さまざま、

多様な活動が並列していくと想定されるが、事業運営方針や支援先団体が重なる・一致する活動については、物流共通化による効率化

や、供給側(企業)／受領者(支援先団体・世帯) への窓口集約のため、統合や連携による集約が生じる可能性があり、弊会の今後の事業

検討でも他団体と情報交換しながら検討を進めていく。

・支援対象：子育て世帯特化 or 全世帯支援

・支援目的：居場所づくり or 食育支援 or 困窮支援

・募集対象a：生鮮品を含む食品への特化 or 食品以外の幅広い生活必需品

・募集対象b：ロス品中心 or 支援対象者のニーズ中心

・物流：生活者に近い地域コミュニティ/小売からの供給 or 大量在庫を管理する企業本社/大口寄付者からの供給

・提供の最終経路：被支援者への直接提供 or 支援者を通じた提供

課題を取り巻く変化

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） なし

2.広報制作物等　当該事業費を使って製作したもの なし

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）

▼フローレンスの連携団体である「一般社団法人　こども宅食応援団」主催イベントにて、当該事業の概要

をこども宅食実施団体に説明。一般社団法人こども宅食応援団の公式Webサイトに掲載し、公開中。

・イベント概要：https://hiromare-takushoku.jp/2021/02/25/2922/　全国こども宅食サミット

・視聴対象者：こども宅食実施団体 約30名

・発表資料リンク：https://hiromare-takushoku.jp/wp/wp-

content/uploads/2021/07/49ed63d37c5e14044bac488c20e05e5e.pdf

※こちらの資料を利用して休眠預金の助成を説明いたしました。

0 0.0%

19,776,170 72.2%14,270,831

Ⅹ. 広報実績 

広報内容 内容

19,776,170 14,270,831直接事業費

合計

補足説明

ココネット㈱

おてらおやつクラブ（奈良事務局）

フードバンクみやざき

計画額 実績額 執行率

72.2%
事業費

管理的経費 0



Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

Ⅻ. その他

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

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

自由記述

寄付品を提供したこども宅食実施団体から寄せられた家庭の声を一部紹介する（※弊会にて抜粋・編集）

▼レトルト惣菜・四国のこども宅食実施団体

お米や、レトルトの肉じゃが、てんぷらうどん、届きました！本当にありがとうございます。

昨夜遅く、ある生保家庭のシングルママから（窮状を訴える）電話が入りました。

お母さんには、安心してもらえるように、日ごろの労をねぎらい、「生きてる限り大丈夫」と伝えると、だんだん電話の向こうの声が優しくなっていきました。

数十分弱音を吐かれた後に、「食品はどんなものをもらえますか？炊飯器が壊れて使えないので、レトルトがほしい～と・・・」と伝えてくれました。

アルファ米のごはんやおかゆをお渡しすることになったところに、（フローレンスから）肉じゃがやてんぷらうどんが、届けられました。すごいタイミングです！

頂いた食品、明日以降届けたいと思います。

▼口紅・関東のこども宅食実施団体

お弁当を定期的に配達している１４世帯のシングルマザーの方全員が快く受け取ってくれました。

いつもお弁当はお子さんに渡すのですが、「お母さんにプレゼントがあって」とお母さんに渡すと、横で子どもが珍しそうに「何をもらったんだあ？」とのぞき込む微笑ましい親子のやり取りな

どがあり、どの家庭も、このプレゼントを大変喜ばれました。

口紅のプレゼントをこのように喜ばれるとは、本当に驚きでした。勿論、私がこれまでお弁当を配達して関係を作ってきたことが大きな理由だったとも思います。

口紅を無造作に単品で渡すだけでなく、ジップ袋に２本セットにしてお手紙を添えたことも良かったと思います。寄付（プレゼント）は、単にモノを渡すだけでなく、そこに心を込めることによっ

て、変わってくるんだなあと思います

状況 内容

4.報告書等

▼Yahoo!ネット募金（Yahoo基金からも一部資金助成を受けているため、21年12月～3月期間の活動報告

として掲載）

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5197003

▼株式会社GIN　こども宅食実施事業者　業務報告書

https://drive.google.com/file/d/1UmdMPUrRXqgR_HiixjC24wDY-QeeBpyU/view?usp=sharing

▼認定NPO法人フローレンス　寄付サイト

JANPIA様を支援者様として掲載

https://florence.or.jp/donate/csr/

ガバナンス・コンプライアンス体制

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。
2021年5月にリスク管理規定、決済権限規定、情報公開規定をWEB公開

内部監査
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）

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


