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2019 年度事業 進捗報告書（実行団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年９月２４日 

● 事 業 名 ： こども食堂サポート機能設置事業 

● 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 ： 一般社団法人 こどもの居場所サポートおおさか 

● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 ： þ 有 ☐無 

 

①  実績値 

アウトプット 指標 目標値 

 

達成時

期 

現在の指標の達成状況 進捗

状況

＊ 

 

0101.「こども食堂等居

場所」を支える企業（ヒ

ト・モノ・カネ等）が集

まる 

 

①支援をしてもらっ

た「こども食堂等居場

所」の数 

②支援をした企業等

の数 

③支援をつなぐハブ

の数 

 

①団体の数や割合や頻

度が 1 年目より 3 年目

の方が増えている 

②1 年目より 3 年目の

方が増えている 

③1 年目より 3 年目の

方が増えている 

 

2023

年 3 月 

 

①132 団体 

②支援企業 37、個人 4、支援交渉中企業 4 

③7 

1 

0102.地域に「こども食

堂等居場所」を運営した

①新しくできた「こど

も食堂等居場所」の数 

②こどもへの食提供

①②1 年目よりも増加

し、今後も減少しない

見通しがある 

2023

年 3 月 

 

①②8 2 
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いという人（組織・機関

等）が増える 

 

を新しく始めた居場

所の数 

 

 

0103.新型コロナウイル

ス感染拡大収束後もこ

ども食堂等居場所が安

定して活動できるよう

になる 

 

①「こども食堂等居場

所」が長く続けられて

いる 

②「こども食堂等居場

所」が支援地域内に十

分な数存在している 

③「こども食堂等居場

所」の運営者が気持ち

よく運営している 

 

①活動年数や、中止し

た団体数の割合を他地

域と比較する 

②1 年目より 3 年目の

方が活動団体数が増え

ている 

③気持ちよく活動して

いるという回答が多い 

 

2022

年 3 月 

 

①5 年以上約 29％、3～5 年約 32％、1～3 年約 28％、1 年未

満約 11％（2021 年 9 月アンケート N＝72） 

②食堂継続 11％、弁当配食 37％、物資提供 28％、休止 15％

（2021 年 2 月アンケート N＝54） 

③2021 年 9 月アンケート（N＝72）より 

・「今後も活動を継続する意向がありますか？」という問いに

対して「ずっと続けていきたい」「続けていきたい」と約 97％

が回答している。 

・2020 年度の運営費用の持ち出しの割合について、5 割以上

約 13％、3～5 割約 8％、1～3 割 25％、1 割未満約 18％、な

し約 29％、無回答約 7％となっている。 

・2020 年度の運営費用のうち、助成金の割合が 5 割以上約

46％、3～5 割約 14％、1～3 割 10％、1 割未満約 6％、なし

約 17％、無回答約 8％となっている。 

・多くの団体が助成金により運営費用をまかなっている状況

である。 

・回答者の約 68％が法人格を有しておらず（任意団体・個人）、

約 71％は組織経営の基幹となるような事業は実施していな

い。 
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0104.こども食堂等居場

所が生鮮食品を含む常

温・冷蔵・冷凍の多様な

食材の寄付を受けられ

るようになる 

 

生鮮食品を含む冷凍・

冷蔵品の寄贈食品・ロ

ス食品の利活用実績

として、 

①マッチングの物量 

②提供団体数（受け渡

す側・受け取る側）の

変化 

③こども食堂等居場

所への食材提供頻度 

 

①大阪市内 6 か所の冷

凍・冷蔵庫設置場所を

活用し、冷凍・冷蔵食品

の寄贈と提供を継続的

に行うことができる 

②身近な所に提供場所

を設置するとともに、

希望団体には車で直接

配送することで、必要

な団体に必要なときに

届く体制ができる 

③提供体制を整え、企

業等への寄贈の呼びか

けを増やすことで、活

動団体が必要な提供を

受けることができ、食

材費の持ち出しが低減

する 

2021

年 10

月 

 

①約 350t 

・冷凍冷蔵庫設置場所について、サポートセンターからの食

材を活用しているところ、独自の食材も活用しているところ、

十分に活用できていないところがある。中継拠点となる各地

のネットワーク団体が集まっての会合も行ったが、引き続き

検討が必要である。 

②提供団体 37，個人 3、受け取り 67 団体 

・必要な団体には、随時車で配送している。 

③143 回／18 か月、のべ 628 回／18 か月 

・企業等との交渉が増加している。支援企業 37、個人 4、支

援交渉中企業 4。紹介も増えてきている。 

 

1 

0201.学校が「こども食

堂等居場所」のことを伝

えてくれるようになる 

 

学校と「こども食堂等

居場所」の連携がうま

くいったエピソード 

 

運営者と学校関係者が

こどものことを話し合

える場がある 

 

2023

年 3 月 

 

〇「学校が協力的になった」と回答した団体が 2 割弱（2021

年 9 月アンケート N＝72） 

〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・今までこども食堂にあまり興味を示してくれなかった校長

なども、コロナ禍でこどもたちが食に困っていることがわか

ると、そのこどもを学校から食堂へ連れていくようになった。 

2 
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・休校中のこどもの様子について先生に定期的に伝える関係

になり、開催情報を学校のＨＰでも掲載してくれるようにな

った。 

・家庭の経済状況が他地域に比べても非常に悪い地域では、

学校が、食べられていないこどもがわかると、こどもを紹介

してくる。 

・コロナ禍において、学校が貧困家庭のために各近隣のこど

も食堂へこどもたちを連れて行ったり、活動者に連絡を取り、

こどもの状況を伝え、お願いしたりするようになってきてい

る。 

・区内のこどもの居場所一覧を作成して、各小・中学校に持参

し、こどもたち全体に周知するとともに、こども食堂等活動

団体と学校の関係構築を行っている。 

・小学校を巻き込んでのイベントを開催した。 

・中学校へのチラシ配布を行い始めた。 

0202.学校以外の様々な

ところが「こども食堂

等居場所」のことを伝

えてくれるようになる 

学校以外の様々なと

ころと「こども食堂等

居場所」の連携がうま

くいったエピソード 

 

連携がうまくいったエ

ピソードがたくさん集

まる 

 

2023

年 3 月 

 

〇約 46％の団体がつながりや交流機会が向上したと回答

（2021 年 9 月アンケート N＝72） 

〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・配食で、お弁当の手配に苦慮しているとき（個数が増え調理

時に密のため、自分の所で作り切れない）、地域の飲食店が、

無料でお弁当提供をされた。活動者にとっても、地域にこど

も食堂が根付いたと感じる機会となった。 

・民生委員・主任児童委員がこども食堂に関わっていること

が増え、増え続けている孤食や貧困家庭のこどもたちに直接

2 
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声をかけるようになっている。 

・イベント開催時に景品提供をしてくれた企業が、冷凍食品

を取り扱っている企業につないでくれ、冷凍食品の提供を不

定期だが受けることができるようになった。 

・緊急事態宣言中のお弁当配布のチラシを、区役所のＨＰに

掲載してもらった。 

・区役所の Twitter でチラシをみたということで別の小学校区

からの利用者が増えた。 

・ママ友同士での情報で利用を始めた。 

・マスコミ紹介された団体などもあり、こどもと居場所をつ

なげることには効果があったと聞いた。 

・区のこども食堂 NW 内で、支援が必要な家庭に対し、複数

のこども食堂を利用できるよう紹介した。 

・区役所のこどもサポートのＳＷが支援しているこどもをこ

ども食堂に連れて来てくれた。 

・区に「こども食堂マップ」があり、民生委員・主任児童委員

に配布し、気になる子どもへ声をかけるように頼んでいる。 

・関わるこどもや親の数が増えた団体が多い。活動形態の変

更やコロナ禍による困窮の高まりが要因。 

0203.「こども食堂等居

場所」が望む社会資源

（商店会や児童館，学

校，学童，こどもクラブ

「こども食堂等居場

所」と望む社会資源と

の連携がうまくいっ

たエピソード 

 

連携がうまくいったエ

ピソードがたくさん集

まる 

 

2023

年 3 月 

 

〇2021 年 9 月アンケート（N＝72）より 

・約 46％の団体がつながりや交流機会が向上したと回答。そ

のうち約半数が、サポートセンターの影響があったと回答し

ている。サポートセンターからの食材提供が媒介となって、

地域とのつながりづくりの契機となっていることがうかがわ

2 
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など）とつながることが

できる 

 

 

 

れる。 

・自由記述：役所の子育て支援からの問い合わせ、紹介が多く

なり、逼迫している家庭への支援が広がった 

〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・コロナ禍での休校期間中に、近隣の飲食店から食事を無料

提供してもらった。 

・企業から、お弁当代金を助成してもらった。 

・冷凍食品などの提供を受けた。 

・近隣の大手スーパーから日用品や食材（常温品）の提供もあ

った。 

・商店会（薬局）より物資提供を受けた。 

・（再掲）小学校を巻き込んでのイベントを開催した。 

・（再掲）中学校へのチラシ配布を行い始めた団体がある。 

・休校期間中から食事提供を行っている学童に対し、食材の

提供やお弁当の提供を行ったことがきっかけで、イベント開

催時に参加してもらえるなど交流が増えた。 

・コロナ禍で食堂を中止していたが、もともと使用していた

区民センターと交渉し、中庭も含めて使用を依頼し、少人数

で複数回の開催へ展開している。 

・休校時に配食を実施し、先生がこどもたちに会えないとき

に、配食で訪問することでこどもたちの様子がわかり、それ

を学校に報告することができ、学校との距離が近くなった事

例がある。 

・中学生への学習支援を展開するにあたり、地元の３中学校
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を訪問し、校長などから紹介されて参加するようになった中

学生が、大学生の支援により、学習意欲が向上している。 

・（再掲）区内のこどもの居場所一覧を作成して、各小・中学

校に持参し、こどもたち全体に周知するとともに、こども食

堂等活動団体と学校の関係構築を行っている。 

0204.地域住民が「こど

も食堂等居場所」を理解

し，協力的になる 

 

「こども食堂等居場

所」と地域住民との連

携がうまくいったエ

ピソード 

 

連携がうまくいったエ

ピソードがたくさん集

まる 

 

2023

年 3 月 

 

〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・こども食堂を手伝ってくれた。 

・食材やお菓子の提供をしてくれた。 

・気になる子どもの情報をくれた。 

・配食やパントリーの活動を通して、地域の「こども食堂等居

場所」の認知度が高まった。 

・地縁組織が食堂や学習支援を行っているところでは、顔見

知りの多い環境もできており、こどもたちの表情が、まるで

家庭で過ごしているように安堵していた。 

2 

0301.「こども食堂等居

場所」の活動者が十分な

スキルを有している（こ

こでのスキルとは，こど

もの話に耳を傾けるや

色々な気づきを得られ

る，など様々） 

 

①スキルのある or な

い活動者がいるかど

うか 

 

①参加しているこども

のことについて、話し

合える場がある 

 

2023

年 3 月 

 

〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・お弁当を持ち帰らずにその場で食べて帰るこどもがいる、

密を避けて外で食べて少し話をしてから帰るこどもがいる

（食の提供だけでなく、居場所や話す場をつくっている）。 

・虐待を受けたり暴言を吐かれたときに、逃げ場として来る

ようになった。 

・こどもが自分のことを話すようになった。 

・こどもが小さい子の面倒を見たり、世話をやいたりするよ

うになった。 

・不登校の子が休校期間からボランティアとして参加してい

2 
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る。最初は休憩も多く、さぼりがちであったが、1 年間継続し

てほとんど参加しており、今では簡単な作業なら指示がなく

ても自分で考えて動けるようになった。また、使命感をもっ

て参加してくれるようになった。また、他団体で行っている

学習支援に対しても休むことが少なくなった。 

・（再掲）中学生への学習支援を展開するにあたり、地元の３

中学校を訪問し、校長などから紹介されて参加するようにな

った中学生が、大学生の支援により、学習意欲が向上してい

る。 

・食を提供するだけでなく、家庭訪問の活動も増えて「どうし

ている？」とこどもに直接訪ねる活動の機会が増えた。 

0302.地域に多様な「こ

ども食堂等居場所」がで

きる（色々な人が参加で

きるような） 

 

①各「こども食堂等居

場所」の強み 

②区内の「こども食堂

等居場所」でいい連携

をとることができて

いるか 

 

①②地域内の「こども

食堂等居場所」が互い

の強みを共有し、連携

できる場がある 

 

2023

年 3 月 

 

①2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・外国籍の人が多く、経済的に困窮している家庭にお弁当配

布をする団体がある。 

・シングル家庭が多いところへパントリーを展開している団

体がある。 

・高齢者が多いところでは、サロンとして一緒に集って食べ

ている。 

・食事提供以外に居場所として工作イベント等を行っている

団体がある。 

・こども食堂外の活動として、地域のイベントの手伝いや協

力をしており、地域の企業や他団体との繋がりが多い団体が

ある。 

・子ども食堂同士では連携せずに、まったく孤立して運営し

2 
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ている食堂もある。個別対応でクローズに運営している食堂

においてしばしば見られる。 

・（再掲）地縁組織が食堂や学習支援を行っているところで

は、顔見知りの多い環境もできており、こどもたちの表情が、

まるで家庭で過ごしているように安堵していた。 

②2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・定期的に情報交換を行う行政区単位のネットワーク数 12 か

所 

・区内のネットワーク内で、大阪サポセンや市社協からの食

材提供の際に、他団体の分も配達するなどお互い助け合って

いる。 

・支援が必要な家庭については区内の他団体への紹介をした

り情報共有を行っている。 

・（再掲）区のこども食堂 NW 内で、支援が必要な家庭に対し、

複数のこども食堂を利用できるよう紹介した。 

・（再掲）区内のこどもの居場所一覧を作成して、各小・中学

校に持参し、こどもたち全体に周知するとともに、こども食

堂等活動団体と学校の関係構築を行っている。 

0303.「こども食堂等居

場所」が広い意味での

「食育」のことも理解

し、楽しい食卓を囲むき

っかけをつくることが

できる 

関わっているこども

たちの経年の変化の

エピソードを集める 

 

コロナ禍以後もそうい

った食の機会が提供さ

れているエピソードが

ある 

 

2023

年 3 月 

 

〇2020 年 11 月のセミナー参加者アンケート（回答数 38／参

加者数 72）で、「こどもたちに今後何が必要だとおもいます

か？」への自由回答として、16 名が「居場所」に関する回答

をした。食事そのものに関する回答は 0 であり、食を通じた

居場所づくりに高い関心があることがうかがわれる。そのこ

とが広い意味での「食育」の土台になっていくのではないか。 

3 
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 〇2021 年 2 月アンケート（N＝54）より抜粋 

・お弁当配布により、食中毒予防や対策が進み、持ち帰った日

に食べきるなど、食事に関するこどもの理解は多少深まった

可能性はある。 

・会食ができず楽しく食べるという状況でない中で、「いつま

で我慢したらいいの」、「はやく開けてほしい」という声をこ

どもがあげたという事例は、こどもたちにとって、たんに食

事を得る場所というだけではなく、友達や人と触れ合える楽

しい場であり、心の拠りどころとして切望している「居場所」

であることがうかがえる。 

・食事をつくることに注力していてこどもと触れ合う機会が

少なかったが、弁当を提供してもらったことによりこどもと

触れ合う機会が増えた 

・宅配により、家庭の状況をより知るようになった 

〇2021 年 9 月アンケート（N＝72）より抜粋 

・「今まで以上に食堂と参加者の子どもたちとの繋がりが親

密になったと思う。」 

〇オンラインによる料理教室（テレクック）に参画（2021 年

6 月小中学生 6 名参加：こども食堂 A、9 月幼児小中学生 5 名

参加：こども食堂 B） 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
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② 事業進捗に関する報告 

1.事業計画に掲げた短期アウトカム 

01.地域の「こども食堂等居場所」が充足し、その運営も安定している 

の達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

1.事業計画に掲げた短期アウトカム 

02.こどもが「こども食堂等居場所」につながることができる 

の達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

1.事業計画に掲げた短期アウトカム 

03.「こども食堂等居場所」がこどもにとってよいきっかけの場になる（そういった機能をしっかりともてるようになる） 

の達成の見込み 

  2.概ね達成の見込み 

2.アウトカムの状況 

A：変更項目  ※事前評価報告書からの変更点にチェックをしてください 

☐変更なし þ 短期アウトカムの内容  þ 短期アウトカムの表現  þ 短期アウトカムの指標 þ 短期アウトカムの目標値 

5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 

・感染対策に取り組みながら、各団体ができることを工夫しながら活動していることについて、物資提供を通じて、各団体の活動を応援し

ているというメッセージを伝えたこと。各団体の活動状況や工夫を、様々な団体に紹介することで、それぞれの団体がエンパワメントされ

合うこと。 

 

③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 

・毎日新聞 2021 年 8 月 9 日 朝刊 社会 大阪・徳島 
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 https://mainichi.jp/articles/20210809/k00/00m/040/115000c 

 「コロナ禍で思わぬ「追い風」 捨てられる野菜で子ども食堂を支援」 

 

2.広報制作物等 

 ・リーフレット 

 

3.報告書等 

 ・「2020 年度子ども食堂団体ヒアリング調査報告書 ～コロナ禍での子ども食堂等の居場所活動状況～」 

 

 

 

 

 

 

2019 年度事業 中間評価報告書（実行団体） 

評価実施体制 

 

内 部 ／

外部 

評価担当分野 氏名（非公開） 団体・役職 

内部 団体へのヒアリング・分析・まとめ  運営委員 

内部 事業評価  アドバイザー 

https://mainichi.jp/articles/20210809/k00/00m/040/115000c
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指標 目標値・状態 達成時期 これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 

01.地域の「こども食堂等

居場所」が充足し、その運

営も安定している 

 

①「こども食堂等居場所」

が長く続けられている 

②「こども食堂等居場所」

が支援地域内に十分な数

存在している 

③「こども食堂等居場所」

の運営者が気持ちよく運

営している 

 

①活動年数や、中止した団体数の割合を

他地域と比較する 

②1 年目より 3 年目の方が活動団体数が

増えている 

③気持ちよく活動しているという回答が

多い 

 

2023 年 3

月 

 

〇2021 年 9 月アンケートより 

「何気ない声かけや活動状況にまつわる会話・傾聴」が「とても役に

立っている」「少し役に立っている」を合わせて約 54%あった。「食材

情報の提供」に関しては、約 97%が「とても役に立っている」「少し役

に立っている」と回答しており、食材提供そのものへの満足感だけで

なく、食材の受け渡しの際の何気ない会話によって半数程度が役立ち

感を持っていると考えられる。 

また、「運営に関する情報提供や好事例の紹介」、「支援に関する情報提

供や支援者の紹介」もそれぞれ約 64％、約 71％が「とても役に立って

いる」「少し役に立っている」と回答している。 

一方、意見交換会や研修会などは 2020 年度に 3 回実施したが、6 割程

度は不参加であり、「十分に学べた」「学べた」は 2 割程度であった。

コロナ禍での研修のあり方を再考する必要はあるが、研修会で学ぶと

いうよりも、食材提供を媒介としながら、活動団体とサポートセンタ

ーが関係性を構築し、有益な情報が流れている様子をうかがうことが

できる。 

これらのことから、①②③に資する支援を概ね行うことができている。 

02.こどもが「こども食堂

等居場所」につながること

ができる 

 

「こども食堂等居場所」に

来た or 紹介されたきっか

けは何か（地域の様々な人

が繋げてくれたというエ

ピソードが得られる） 

 

①つながったきっかけを把握する 

①うまくつながったエピソードがたくさ

ん集まる 

 

2023 年 3

月 

 

〇2021 年 9 月アンケート（N＝72）より 

・約 46％の団体がつながりや交流機会が向上したと回答。そのうち約

半数が、サポートセンターの影響があったと回答している。サポート

センターからの食材提供を媒介として、活動団体がこどもや家庭、お

よび地域の様々な社会資源とつながりづくりのきっかけに活用してい

る。 
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A）事業のアウトカムの進捗状況の評価 

① 短期アウトカムの進捗状況 

 

 

②  アウトカムの分析「⑧アウトカムの達成度」（※任意） 

評価小項目 評価小項目の評価結果 評価結果の考察 

０１．支援地域のこども食堂

等居場所の数が充足し、運営

が安定しているかどうか 

 

・食堂継続 11％、弁当配 食

37％、物資提供 28％、休止 15％

（2021 年 2 月アンケート N＝

54） 

・2020 年度の運営費用の持ち出しの割合について、5 割以上約 13％、3～5 割約 8％、

1～3 割 25％、1 割未満約 18％、なし約 29％、無回答約 7％となっている。 

・2020 年度の運営費用のうち、助成金の割合が 5 割以上約 46％、3～5 割約 14％、1～

3 割 10％、1 割未満約 6％、なし約 17％、無回答約 8％となっている。 

03.「こども食堂等居場所」

がこどもにとってよいき

っかけの場になる（そうい

った機能をしっかりとも

てるようになる） 

 

①運営者とこどもの関わ

りがあるか（十分な関わり

があると判断できるエピ

ソードが得られる） 

②こどもの変化のエピソ

ードが得られるか 

 

①連携がうまくいったエピソードがたく

さん集まる 

②こども食堂での関わりを通じて、こど

もによいきっかけがあったと活動者・こ

どもが思えるエピソードがたくさん集ま

る 

 

2023 年 3

月 

 

各活動団体がそれぞれにできる範囲で支援の内容を深めていく方向性

と、それぞれの活動団体の特徴を活かして連携することで、地域全体

での支援機能を充実させる方法と両方がある。それは対立するもので

はなく、それぞれ深めたり、広げたりする過程においても相互作用が

生まれてくる。 

各活動団体の中で気づきや学びがあった旨のエピソードや、連携を行

っているエピソードを集めることができている。 

今後、それらを整理し、食フェスタ等で共有し、グループワークなど

を行っていくことで、より推進していくことができる。 
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・2020 年度の運営費用の持ち出

しの割合について、5 割以上約

13％、3～5 割約 8％、1～3 割

25％、1 割未満約 18％、なし約

29％、無回答約 7％となってい

る 

・多くの団体が助成金により運営費用をまかなっている状況である。 

・今後コロナ禍が落ち着いたり、助成金が減少したりするなど状況が変わってきたとき

に、どのように活動を行っていくのかを考えていく必要がある。 

０１ 

．コロナ禍でも、サポートセン

ターとの連携により、こども

食堂等居場所ができる活動を

行い、こどもへの支援を行う

ことができているか 

 

活動団体の約 56％は利用者が

増加したと回答し、その内の約

8 割がサポートセンターの支援

の影響があったと回答している

（2021 年 9月アンケートより）。 

〇2021 年 9 月アンケートより 

「緊急に支援しないといけない方に届けることができた」（緊急支援）、「個別で支援し

ている家庭への食料を集めるのに困っていたところ、提供しますよと心強いお言葉をい

ただきました。」（個別支援）、「頂いた物資が赤ちゃん向けだったので赤ちゃん連れの保

護者の方がきてくれた。」（支援対象者の拡大）、「食材提供いただき、ひとり親家庭や気

になる家庭への連絡が出来、地域の方へ食材提供する中継が出来て、コロナ禍ではある

が繋がりや会話が増えた。」（気になる家庭とのつながりづくり）など、新しい活動も後

押しすることができている。 

〇事業計画において、こどもがこども食堂につながる方策として、連携先（学校、学校

以外の機関、地域住民個人）を分類したり、どちら側からのアプローチかなどを分類し

てアウトプット 2021～2024 に記載したが、分類しきれず再掲が増えることになったた

め、事業計画の 20 をシンプルにする。 

０３．サポートセンターの関

わりにより、こども食堂等居

場所が子どもにとってよいき

っかけの場になっているか

（そういった機能をしっかり

・こどもや家庭への支援のあり

方について解決の糸口をもらっ

たという声があった。 

・食料支援だけでなく、食料以

外の生活用品や衣類等の提供も

サポートセンターが受け、困窮

〇2021 年 9 月アンケートより 

「どんなことが解決したか具体的に教えて下さい」という問いに対して、食材提供や助

成金に関する支援への声が多い中、「ハンディがある子どもさんへの対応の仕方」、「コ

ロナ禍でどのように活動するかということ」、「単にフードパントリーを行うだけでなく

相談等も一緒に行うことの大切さ」、「食材提供いただき、ひとり親家庭や気になる家庭

への連絡が出来、地域の方へ食材提供する中継が出来て、コロナ禍ではあるが繋がりや
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ともてるようになっている

か） 

 

家庭をはじめとした個別支援を

行う団体の支援に活用してもら

っている。 

会話が増えた」、「ボランティアの方の考え方が事例を聞くことで少し変わった」という

ようなこどもや家庭への支援のあり方について解決の糸口をもらったという声があっ

た。 

〇活動団体同士で食材の運搬やシェアを行ったり、複数の団体で共通のこどもを支援し

たりするなど連携している事例は所々にある。一方、あまり連携していない団体もあり、

クローズで個別支援に特化している傾向もみられる。個人情報には触れない方法で、個

別支援のあり方などの事例検討のような支援を深めるタイプの研修も必要ではないか。

一方で、活動団体にとって支援を深めることは負担にもつながるので、別の方法として

広くつなげていくような取り組みについても学んでいけばよいのではないか。 

 

 

 

事業のアウトカムの進捗評価 評価結果の考察 

事業のアウトカムの進捗の程度は、事業終了時には 

 ☐ 短期アウトカムの目標値を上回っての達成の見込みがある  

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成の見込みがある 

 þ 短期アウトカムの目標値はおおむね達成できる見込みがある 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は不透明である 

 ☐ 短期アウトカムの目標値の達成は難しい 

コロナ禍により活動を休止している団体がある一方で、弁当配食やフードパン

トリー、個別家庭への支援など新たな活動を実施している団体が 6～7 割程度あ

る。また感染状況をみながら、対策を工夫して、食堂形式で実施している団体

もある。 

コロナ禍と、フードロス対策の高まりという社会状況に対して、全国サポート

センターのはたらきかけにより、非常に多くの食材提供を受け入れるようにな

った。サポートセンターとしては、それにともなって多くの活動団体とつなが

るようになった。活動団体は食材提供を受けることで、運営の助けとなるとと

もに、こどもや家庭および地域とのつながりに役立てている。 

以上のことから、これまでの活動を継続・発展させることで短期アウトカムの

目標値を概ね達成できる見込みがある。 
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と自己評価する  

 

B）事業の改善状況の評価 

① 事業の実施過程・事業改善に関する評価 

評価項目 評価小項目 評価結果 考察 

特定された課題

の妥当性 

事業開始当初に設定した

課題は現状においても変

わらないままか 

課題の変化が生じた コロナ禍によりこども食堂の開催がままならなくなった。感染防止対策に取り

組みながらの開催や、活動休止となった。一方、困窮家庭の増加や顕在化、様々

な不安など多くの課題がみられるようになった。また、その課題に対し、配食

やフードパントリー、個別支援等を行う団体が増加したことにより、その活動

への支援も行うようになった。また支援方法についても、集合型の研修等が難

しくなり、変更が求められた。 

事業設計の妥当

性 

事業開始当初に策定した

事業計画（ロジックモデ

ル）の内容は現状において

も十分なものか 

ロジックモデルの修

正が必要である 

 事業開始当初の計画（ロジックモデル）は《こどもが「こども食堂等居場所」

につながり、食を通じて健康的な生活を送れるようになる》という中間アウト

カム（戦略目的）に向けて、以下 5 点の直接アウトカム（手段目的）を達成す

るものであった。 

（01）地域の「こども食堂等居場所」が充足し。その運営も安定している。 

（02）こども自身が「こども食堂等居場所」の情報をもてる。 

（03）地域にこどもを「こども食堂等居場所」につなげるための体制ができる。 

（04）「こども食堂等居場所が」こごもの成長に貢献できる場になる。 

（05）こどもが自立的に「食」を楽しめるようになる。 

 しかし、上記「特定された課題の妥当性」にて評価したとおり、コロナ禍で

こども食堂等居場所のニーズに変化が生じたことに応じて事業計画（ロジック
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モデル）の内容、とりわけ直接アウトカム（手段目的）の内容を次のように再

編し、より食料支援やネットワーキング等支援の比重を高めた。 

（01）地域の「こども食堂等居場所」が充足し、その運営も安定している。 

（02）こどもが「こども食堂等居場所」につながることができる。 

（03）「こども食堂等居場所」がこどもにとって有益な場になる。 

 以上のように、当面は、新たに表出される課題、より重要視すべき課題に応

じて事業計画（ロジックモデル）を改訂させ、こども食堂等居場所のニーズに

叶った支援を展開していく必要がある。 

実施状況の 

適切性 

活動内容は計画通りに実

施されているか 

 

 

〇2021 年 9 月アンケ

ート（N＝72）より 

・約 97％の団体が活

動の継続の意思を示

している。 

・約 97％の団体がサ

ポートセンターと今

後も連携していきた

いと回答している。 

・こども食堂の数は増え、関わるこどもや家庭の数も増え、こども 

食堂と連携・応援する機関や人も増え、こどもにとってよいきっかけの場とな

っているエピソードも聞くことができている。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

 

 

 

  

組織基盤強化・

環境整備 

運営委員会形式が効果的

に機能しているか 

 

実行体制が弱く、特定

の人員への負担が増

加している。 

物資の受け取り、運搬に多くの時間と労力が必要である。登録しているこども

食堂団体等から手伝いの申し出は多く受けているが、受け取りや受け渡しは、

日時の制約が多く調整が難航している。 

サポートセンターの近隣で、時間の融通がきいて、無償や安価で手伝ってくれ
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るような体制を整えることは限界があるなか、多くの好意やつながりで活動し

ている。生活支援コーディネーターや、生活困窮者支援団体等他分野の地域資

源との連携を模索中である。 

② 短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例 

・大量の物量支援 

・冷凍冷蔵庫の配備 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

・コロナ禍の状況。コロナ禍だからこそ活動を始める方、応援してくれる組織・人がたくさんいるということ。 

 

    

④ 事業計画の改善の必要性の確認 

 þ 社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 受益者や事業対象グループのニーズに事業計画の内容は合致している 

 þ 事業計画に記載している活動は、アウトプット➾アウトカムへのつながりが実際に確認できている 

 þ 残りの期間の資金配分・人員体制・スケジュールは活動を円滑に行えるよう計画されている 

 þ 短期アウトカム指標は、事後評価時に測定し、達成度を評価することが可能な内容になっている 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

添 

事業の改善状況の評価結果 評価結果の考察 

残りの事業期間で、事業が短期アウトカムを達成する

ために 

☐ 事業計画は適切に改善されたといえる 

þ 事業計画を適切に改善する見込みがある 

☐ 事業計画の改善について、課題が残っている 

 

と自己評価する 

・事業計画に則って概ね実施することができている。 

・サポートセンター自体の組織基盤の強化に継続的に取り組む必要がある。 

・サポートセンターと他のネットワークや中間支援団体との連携の強化に取り組

む必要がある。 

ただ、再びの環境変化、こども食堂等居場所運営者のニーズ変化があれば、その

都度対応した形で事業計画（ロジックモデル）の改訂も必要であると考えられる。 


