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2019 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） 

● 提 出 日 ： ２０２１年１０月２９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 

● 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 ： 有 ☐無 

 

①  実績値 

【資金支援】 

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

＊ 

１－１．「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 

 

企業による子ども食

堂の運営やサポート,

寄付などの数 

 

単発的な支援だけでな

く、各サポートセンター

に対して継続的にヒト・

モノ・カネ等の支援関

係にある企業が１社以

上ある 

 

2023

年 2

月 

 

 

【物の寄付（食料など）】（2020年 4月～2021年 9月） 

・那覇…定期支援 20企業団体個人。提供回数は 20年度 179件、21

年 100件と冷凍品、大手企業物資が増加 

・北九州…食材の提供 28企業 

・大阪…支援企業 34社、個人 4、支援交渉中企業 4 

・ふくしま…支援企業・団体 10 

【資金の寄付】 

・那覇…目的別寄付（子どもの居場所・困窮世帯支援事業）として約

600 万円（2020 年 4 月～2021 年 9 月）／寄付型自動販売機の設置

３台 

・北九州…寄付件数 21 年度 100 件。昨年度 90 件と比較して半期で

１ 
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超えている。馬主協会や慈善団体等が、地域団体など財政基盤が

弱い団体を中心に寄付金を贈呈（500 万）した他、北九州市と市社協

と連携して設置している基金への寄付が増え、助成金として子ども食

堂に助成している 

・大阪…特になし。 

・ふくしま…福島県共同募金会と連携協力して、「赤い羽根新型コロ

ナ緊急支援」寄付キャンペーン（2021 年４月１日〜9 月 30 日）を実

施。ふくしま未来研修会助成金（30 団体×20 万）への助成事業推進

の協力。 

 

【人的リソース】 

JANPIA と連携してヤフーボランティアのマッチングによる支援を始動

した。大阪では、運送会社による定期配送支援が始まった。 

 

以上より、地域によって集まっている資源の量の差があるが、食材提

供・資金提供、共に支援機関が増えている。コロナ禍において、人員

確保の課題がある一方で新しいボランティアや担い手を活動団体が

受け入れない傾向にあったため、人的リソースについては、今後も活

動団体のニーズを元に組み立てていくことが必要だと考える。 

１－２．地域に「こども

食堂等居場所」を運営

したいという人（組織・

機関等）が増える 

子ども食堂の開設に

係る相談件数や開設

所数 

 

各サポートセンターに

おいて１年目と比較し

て３年目の方が相談件

2023

年 2

月 

 

【21年度上半期相談件数】 

那覇１１２件（居場所、企業、個別支援などの総数）うち那覇の食堂

からの相談件数６件、市外の居場所・食料支援団体からの相談件数

30件 

２ 
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 数や開設支援実績が

増えている 

 

北九州 52件 

件数としては把握していないが、大阪では物資提供時に声かけを行

い、随時相談を受けている状況である 

ふくしま 42件 

【21年度上半期開設支援実績】 

那覇 6団体（立ち上げ相談は 15件ほど）、 

北九州 11団体、 

大阪開設支援2団体（初回物資提供支援）ネットワーク立ち上げ支援

１団体 

ふくしま 5団体 

 

【その他相談内容】 

コロナ対応、助成金申請、物資提供の依頼、個別支援の相談、今後

の展開について、子どもや世帯とのかかわり方・支援方法 

フードパントリー、緊急事態制限下の子ども食堂開催、子ども食堂に

対するクレームへの対応について 等 

事業開始時と比べて、物資提供の依頼・相談が増えている。 

１－３．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

安心して活動できるよ

うになる 

 

①こども食堂等居場

所の活動拠点が確保

され、活動を再開す

ることができる 

②地域の理解を得る

ことができている。 

①休止していた活動団

体のうち、７割以上のこ

ども食堂等居場所が新

型コロナウイルス感染

拡大収束後に無事再

開することができてい

2023

年 2

月 

 

① 現在休止中の団体は那覇１３％、北九州 30％、大阪 15%、ふくし

ま１％ 

②地域の理解については、大阪が実施したヒアリング調査（2021年 2

月）では、住民による食材やお菓子の提供、気になる子どもの情報

提供、配食やパントリーの活動を通した認知度の高まり、ボランティ

アとして関わってくれるようになったという事例が得られている。これ

１ 
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③サポートセンターと

して物資や資金の支

援を行っている状態

がある 

 

る。 

②地域との繋がりを作

るきっかけとなり、関係

性が改善している好事

例がある。 

③企業等からの支援を

受け、コロナ禍中も無

事活動ができ、収束後

も安定的に活動できる

状態がある。 

 

らの成果がサポートセンターの関わりによるものとは直接関係ない

が、住民の多様な関わり方の事例を集め、食でつながるフェスタ等の

催事や広報する際の情報としてストック・シェアしていきたい。 

 

③サポートセンターとして定期的に物資や資金の提供を行っており、

食材提供に関する活動に対する活動団体の満足度はとても高くなっ

ている（「こども食堂支援に関するアンケート調査」2021 年 8～9 月実

施より） 

 

以上より、コロナ禍におけるこども食堂等居場所が活動を継続するた

めに直接的に必要となる食材確保等の支援については十分行う事

ができていると考える。他方で、継続に係る会場確保や地域理解に

関しては、活動団体とのこまめなコミュニケーションや現場訪問等を

行っていく必要性が感じられる状況である。 

１－４．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こども食堂の開催

頻度や運営形態の変

化 

③提供団体数（受け

①支援地域において、

これまで廃棄されてし

まっていた食料品を無

駄にせず消費できるよ

うになる 

②こども食堂等居場所

が受け取る食材が豊

富になることで、活動

の開催頻度が増えた

2023

年 2

月 

 

②コロナ禍で会食型からフードパントリーやお弁当配布に切り替えて

いる団体が多く、活動に必要な食材量が増えている。定期的な食材

提供によって、開催数や提供可能世帯が増えたと答えている団体も

あり、各サポートセンターの取り組みの成果と考える。 

取り扱い食品群例：冷蔵、冷凍、常温、肉、調味料、飲料、菓子、米、

乾麺、缶詰、冷凍海鮮、野菜、乳製品、インスタント食品など 

③受取団体那覇 58 団体 250 回超（うち那覇の居場所 35 団体、残り

は市外の居場所・食料支援団体・社協など）、北九州 38、大阪 137、

ふくしま 48（うち。提供 15 団体はネットワークに加盟していない団

１ 
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渡す側・受け取る側）

の変化 

 

り、フードパントリー等

新しい食支援活動が生

まれる。 

③提供企業や受け取

れるこども食堂等居場

所が増えている 

 

体）。提供企業は１－１．の結果を参照。受取団体数ともに増えてい

る。 

 

以上より、コロナ緊急助成枠で整備した冷蔵冷凍庫が活かされ、こど

も食堂等居場所が活動するための食材確保に寄与していると考え

る。今後は、各地域で食糧分配をするにあたって課題となっている物

流・配送体制を持続可能なかたちにしていくため、物流企業等への

働きかけを行っていく他、倉庫の一時貸与に協力いただける企業の

開拓に注力していく。 

２－１．「こども食堂等

居場所」のことを伝えて

くれる人・機関が増え

ている 

 

①学校（教育委）との

連携体制の有無 

②居場所につながっ

た（居場所を知った）

経緯を調査 

 

①学校と個別団体との

連携促進をした事例が

生まれる 

②学校や友達の紹介、

他機関の紹介など繋

がった経緯が多様であ

る 

 

2023

年 2

月 

 

① 「学校が協力的になった」と回答している団体は那覇 27.6％、北

九州 40％、ふくしま 16.7％、大阪 17.4％と団体によりバラつきがあ

る。北九州では、新規開設の子ども食堂が所在する学校で児童への

チラシ配布に協力してもらえるよう連携を図っており、具体的な支援

が効果的であることを示唆している。 

一方で、コロナ禍で子ども達が食に困っていることが社会的にも広く

取り上げられたことで、関心を持つようになった学校長がいたり、休

校中の子ども達の様子を活動団体が定期的に伝える関係になったこ

とから、開催情報を学校のＨＰでも掲載してくれるようになった事例等

もヒアリングで得ることができた。サポートセンターの介入によるもの

ではないが、今後こういった好事例を活動団体と共有できるような研

修会を企画していくことが期待される。 

②すべてのサポートセンターで調査を実施しているわけではないが、

大阪で実施したヒアリング調査からは地域の飲食店、民生委員・主

３ 
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任児童委員、区役所のツイッター、ママ友同士の情報、マスコミ紹

介、ソーシャルワーカーの他、子どもが同士で知り合う等、活動形態

の変更やコロナ禍による困窮の高まりが要因となって、こども食堂を

知るきっかけが広がっている様子がうかがえる。 

また企業が別の企業を紹介してくれるような事例もあり、こども食堂

の社会的認知度がコロナ禍で更に高まっていることも影響していると

考える。 

①②より、上手く行っているケースではコロナ禍のこども食堂団体の

活躍がもたらす成果が大きい。サポートセンターとして子どもがこども

食堂団体に繋がるために出来る活動を改めて検討していきたい。 

２－２．地域の商店や

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」と地域商店、住民

との連携がうまくいっ

たエピソード 

 

サポートセンターの介

入によって連携が促進

された事例が生まれる 

 

2023

年 2

月 

 

得られた事例： 

・サポートセンターがサポートすることで自治会の回覧板でも広報す

ることができるようになった 

・お弁当提供の実施をきっかけに飲食店がこども食堂を開催するよう

になった 

・地元飲食店とのマッチングによりお弁当配布ができるようになった 

・地域の他のこども食堂団体等地域団体との繋がりができた 

・サポートセンターが行っている研修で学んだことを実践することで、

地域内での連携ができるようになった 

 

以上の通り、各地のサポートセンターが支援するこども食堂団体より

連携がうまくいったエピソードが生まれている。今後も引き続き、活動

を進めていく。 

２ 
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３－１．「こども食堂等

居場所」が多様な社会

資源（商店会や児童

館，学校，学童，こども

クラブなど）とつながる

ことができる 

 

こども食堂を支援す

るためにサポートセン

ターがマッチングした

社会資源の数 

 

サポートセンター介入

前と比べて社会資源と

繋がっていると実感す

る活動団体が増えてい

る 

 

2023

年 2

月 

 

こども食堂を支援するためのマッチングには各サポートセンターが企

業やロータリー、ライオンズクラブ、JA、地元飲食店等多様な資源マ

ッチングの事例が増えている。 

学校以外の社会資源（地元商店・児童館・親子広場・サービスクラブ

等）とつながったと答えている活動団体は那覇 27.6%、北九州 20%、ふ

くしま 12.5％、大阪 17.4%であった。 

資源の提供先や回数は増えているものの、実感に繋がっている活動

団体はまだあまり多いとはいえず、こども食堂団体にも多様な地域

資源の活用によってサポートセンターが機能していることを伝えてい

くための活動も必要だと感じられる。 

 

２ 

３－２．「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） 

 

運営者が子どもとコミ

ュニケーションが取れ

ている 

 

研修に参加した担い手

からのアンケートを通

じ、子どもとのコミュニ

ケーションに対する不

安感が解消されている

という回答が得られる 

 

2023

年 2

月 

 

今年度実施した研修回数・参加団体数・テーマ： 

那覇…食品衛生管理研修 1回 16団体が参加／社会貢献セミナー１

回 4団体が参加 

北九州…ロジハブ説明会及び SGDsセミナー 1回 13団体 

ふくしま…上半期はなし 

大阪…サポートセンター主催としては未実施 

 

コロナ感染拡大の影響で予定していた研修ができず、計画より進捗

が遅れている。 

３ 

３－３．こども食堂等居

場所が食に関心を持

①サポートセンターが

関与した食育活動や

調理プログラムなど

①サポーセンターが関

与した食に関するプロ

グラムの提供に関して

2023

年 2

月 

①サポートセンターが外部機関との連携することで、オンラインによ

る調理実習イベントを開催。オンラインの特性を生かして、ふくしまと

大阪を繋いでこども食堂・子ども達が一緒に調理体験をすることがで

３ 
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つ機会を提供出来る様

になる 

 

の体験機会の提供 

②好事例を他団体に

発信できているか 

 

運営者が継続的に実

施することができてい

る 

②研修機会等で他団

体に取り組み事例を発

信している 

 

 きた。 

②①のような新しい形の食育活動については、活動団体同士がつな

がる FB ページや、サポートセンター同士の Slack で共有し、別の団

体が参加できるようになった。他方、共同調理や片付け、会食はコロ

ナ禍で難しい現状が続いている。研修会での発信は今年度まだでき

ていないが、資金分配団体が制作した「あんしん手帖」をサポートセ

ンター経由で活動団体に広く配布。コロナ禍のこども食堂の居場所

や配食、お弁当支援、食育に関する情報提供を行った。 

 

以上より、主としてコロナの影響により食に関心を持つ機会提供の促

進は進捗が遅れている。 

３－４．こども食堂等居

場所が学び・交流など

の多様な体験の場を

提供できるようになる 

 

①サポートセンターが

関与した学び・交流な

どの体験機会の提供

数 

②好事例を他団体に

発信できているか 

 

①サポーセンターが関

与した学びや交流に関

するプログラムの提供

に関して運営者が継続

的に実施することがで

きている 

②研修機会等で他団

体に取り組み事例を発

信している 

 

2023

年 2

月 

 

①こども食堂と防災研修、学生部会による県外研修の企画開催（北

九州）、こども食堂主催の夏祭りの開催支援（大阪）、プログラミング

体験教室開催支援（ふくしま）、イベント企画の相談受付やＺＯＯＭア

ドレスの貸与（ふくしま）、資金分配団体マッチングによる絵本の寄贈

や飲食店のテイクアウト弁当提供、精肉提供等によって絵本読み聞

かせや外食体験、ＢＢＱ体験などを企画するきっかけを作ることがで

きた。 

②FB やホームページ等での情報発信に留まっているが、資金分配

団体から関係機関との会合や他休眠預金事業の実行団体へ発信す

ることを通じて４地域だけでなく、全国のこども食堂団体に情報発信

している。 

 

３ 
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今後もコロナ禍だからこそ、減少している体験機会の提供に資する

活動をサポートセンターとして取り組んでいければと考える。 

 

 

 

【非資金的支援】 

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

＊ 

 

１－１ . サポートセ

ンターにこども食堂

等居場所の支援に

必要な機能が備え

られる 

 

実行団体と合

意したサポセ

ンの機能が必

要十分備わっ

ている 

 

資金分配団体が設置

する評価委員会で承認

される 

 

2022

年 12

月 

 

2021年 2月に実施した評価委員会で得られた知見を基に、各実行団体がロジ

ックモデルを更新させていくための伴走支援を実施し、ロジックモデルの変更

箇所・理由が変遷としてわかるようにした。ロジックモデルが事業対象者のニー

ズに合っているものであるかを確認するため、サポートセンター登録団体を対

象として「こども食堂支援に関するアンケート調査」（202年 8～9月）を実施。那

覇 30件、北九州 16件、福島 25件、大阪 74件の回答からサポートセンターが

行っている活動に対する満足度を調査した結果、8 割を超える団体が「満足し

ている」「とても満足している」と回答していることから、現行のロジックモデルが

妥当であることが示唆された。 

また、今後受けたい支援としては、４サポートセンター共通して食料寄付に関す

る情報提供が１番高く、食料支援のニーズが高いことがうかがえる。 

以上の現状を踏まえ、今年度評価委員会でサポートセンターの機能について

協議するために、計画通り実行することができている。 

２ 
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１－２ . サポートセ

ンターがこども食堂

等に有益な情報を

発信できるようにな

る 

 

①サポートセン

ターの情報発

信数やその内

容 

②地域のこど

も食堂等居場

所の認識 

 

サポートセンターが支

援している団体のうち、

約７割が有益な情報を

得ていると感じている 

 

① ②

2022

年 2

月 

 

①各サポートセンターにおいて LINE や SNS 等媒体を通じて活動団体への食

品寄贈の他助成情報を中心とした情報発信を定期的に行っている。また、福

島では他支援団体と連携してネットワークに加盟していない団体に対して寄贈

情報の発信等も行っている。 

②「こども食堂支援に関するアンケート」では、サポーセンターからの情報は役

に立っていますか？という設問に対して、役に立っている・とても役に立ってい

ると回答（那覇 89.3%、北九州 81.3%、ふくしま 84%、大阪 86.5％）した団体が 8

割以上いた。 

以上より、十分計画通り進んでいると考察する。 

２ 

１－３ . サポートセ

ンターが，こども食

堂等に対して，備え

るべき知識・技術に

ついて学べる研修

を実施できるように

なる 

 

①サポートセン

ターの実施し

た研修会の回

数と内容、参

加団体 

②地域のこど

も食堂等居場

所の認識 

 

①研修参加者（支援地

域の半数のこども食堂

が参加） 

②参加したこども食堂

の約７割が知識・技術

について学んだ、半数

がそれを実践している

と回答 

 

① ②

2022

年 2

月 

 

①コロナの影響により、一部のサポートセンターでは計画通り研修を開催する

ことができていないのが現状。大阪では特に登録団体が増えている一方でオ

ンラインによる集合研修のむずかしさがあり、対面で集まれる機会を見計らっ

ている。 

その他地域でも第５波の緊急事態宣言に伴い、衛生管理研修等予定していた

研修が見送りとなっている。 

②「こども食堂支援に関するアンケート」では参加した食堂のうち、研修内容に

よって学びの度合いは異なるものの、運営に関するこども食堂運営会員同士

の意見交換会に対する満足度が高い団体が多く、概ね半数以上が学んだスキ

ルを実践に生かしていると回答（那覇 60.7%、北九州 64.3%、ふくしま 56.5%、大

阪 38.1%）している。 

以上より、研修が遅れていることによる影響はあるものの、研修受講に対する

満足度は一定数あり、今後計画的に研修を行うことはこども食堂等居場所団

体にとって有益な活動だと考える。 

３ 
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２－１.サポートセン

ターの存在が広く認

知されるようになる 

 

①サポーセン

ターのＳＮＳの

いいね数 

②サポーセン

ターの登録団

体数 

 

①１年目よりも増えて

いる 

②初期値よりも増えて

いる 

 

2023

年 2

月 

 

①サポートセンターのＳＮＳ等での周知数は初年度と比較して増えている。 

②サポートセンターの登録団体は、那覇 30⇒47、北九州 30⇒38、ふくしま

20⇒34 団体、大阪 0⇒135 団体と増えている。那覇と北九州では立ち上げ支

援の実績もあり、コロナ禍であっても立ち上げ相談件数が増えている現状があ

る。 

【その他の広報活動】 

食支援協のＨＰや、当会が主催する「子どもの居場所を考えるＳＤＧＳ学習セミ

ナー」、「広がれ、こども食堂の輪！推進会議」、または全国社会福祉協議会主

催の会合にて、企業・行政・社協・子どもの居場所づくり団体他関係団体が参

加する会議・情報交換会にて随時サポートセンターの活動を報告。 

 

以上より、計画通り活動が進んでいると推察する。 

１ 

２－２ . サポートセ

ンターが連携すべき

資源（例えば、地域

の関連団体・社協

などキーになる団

体）を把握している 

 

各サポセンが

作成・更新する

エコマップの内

容（点線） 

 

１年目よりもエコマップ

に広がり・深化が見ら

れる(エコマップに位置

づけられた資源との関

係性で判断) 

 

2023

年 2

月 

 

詳細はエコマップを参照 ２ 

３－１ . 行政・企業

がこども食堂等の

意義を理解し、応援

したい、提供可能な

①SDGs 学習

セミナーへの

参加企業数 

②支援に繋が

①年度ごとに新規参加

する企業の数が１０社 

②サポートセンターへ

2023

年 2

月 

 

①今年度は４回企業向け学習会を開催し、第 10 回では北九州における取組

みについて事例報告をしていただいた。参加者は回を重ねるごとに増えてお

り、企業だけでなく行政機関へも広がっている。今年度新しく参加した企業とし

ては、食品メーカー11 社、物流会社 6 社、その他企業（銀行・保険・商社等）11

２ 
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資源・支援メニュー

が増える 

 

った企業の数・

支援内容 

 

の支援につながった企

業の数が３社 

 

社、計 28 社。行政社協関係では 21 部局の参加があり、農政局や子ども福祉

関係の課にご出席いただいた。 

②サポートセンターへの支援繋がりとしては、JANPIA からの紹介でヤフー社

員によるボランティア活動のマッチングを通じた支援、21 社から複数回にわた

る食品寄贈を当会が仲介してサポートセンターへマッチングした。（別添：寄贈

マッチング実績参照） 

以上より、計画以上に活動が進んでいると判断することができると考える。 

※その他 

民間企業・財団の助成事業と連携して、インフラ整備を推進している。 

継続的な事業運営を考えると、今後企業だけでなく関係部局・省庁等の行政機

関との連携も必須であり、事業計画の指標として位置付けていくことを検討し

たい。 

３－２. 支援地域の

行政機関がこども

食堂のニーズを把

握し、必要な支援に

ついてサポートセン

ターと協議する場が

ある 

 

支援地域の行

政機関とこども

食堂のニーズ

を把握し、必要

な支援につい

て協議した数

／年 

 

各サポートセンターで

年１回以上協議の場を

設けている 

 

2023

年 2

月 

 

各地域において行政機関との情報交換機会を持つ機会を事業計画に位置付

けているが、コロナの影響により対面で会議体を持つ機会が中々作れていな

い。個別のキーパーソンへの訪問に対して、当会が個別支援を行っている。ま

た、寄贈品の分配時の調整負担を減らすべく、当会が開発した寄付情報シス

テム導入をきっかけとして、広域のネットワークを新たに構築するために必要な

協議の場を設けるため、各サポートセンターと連携を進めている。具体的には

サポートセンター活動県内の行政部局（福祉系・環境・食品ロス系）へ事業概

要の説明を行い、説明会の開催等の協力を腹多岐かけている。寄付情報シス

テムの使い方に関する説明や、食糧分配の方法や考え方について、個別に助

言を行っている。 

10 月から緊急事態宣言が解除され、下半期に食で繋がるフェスタ等の催事も

３ 
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かねてネットワーク会議の設定を行っていく。 

以上より、一部計画に遅れが生じている。 

３－３ . 企業などの

経済団体がサポー

トセンターに資金や

食材を提供するよう

になる 

 

食材や人的資

源を提供した

企業の数、提

供食数 

 

各サポートセンターに

支援したことのある企

業のうち、１割が継続

的に何かしらの支援を

行っている 

 

2023

年 2

月 

 

JANPIA からの連携により支援が始まった吉野家のほか、食品メーカーを中心

に継続的な支援が生まれている。ヤフーのボランティアマッチング等による人

的リソースの提供や、資金的支援に関しての伴走支援を今後強化していく必

要性を感じている。 

以上より、ほぼ計画どおり進んでいると考察する。サポートセンターへの継続

的な資金的支援を１社以上確保できるような伴走支援を行っていきたいと考え

る。 

２ 

＊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 

 

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 

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

会議のオンライン化 
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③広報（※任意）  

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 

2.広報制作物等 

コロナ禍における感染予防対策やこども食堂の新しいあり方の事例、食品の取り扱い・保管ルール等を記載したこども食堂あんしん手帖を制作し、１

万６千部を発行。こども食堂サポートセンターの取り組みについても掲載。１万４千部は既にサポーセンターや連携する中間支援団体、都道府県・政令

市社協へ発出された。また内閣府の協力により各自治体へ電子情報を配信。現在データは当会ホームページでも閲覧できる様になっている。

https://www.mow.jp/pdf/kodomoshokudo_2021_ol 

3.報告書等 

 

 

2019 年度事業 中間評価報告書（資金分配団体） 

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 全体総括  事業統括者 

内部 A) 短期アウトカムの進捗状況/事業の

改善状況の評価 

 ＰＯ 

外部 短期アウトカムの達成状況等  評価アドバイザー 

 

B) 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 

https://www.mow.jp/pdf/kodomoshokudo_2021_ol
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【資金支援】 

指標 目標値 

 

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  

１．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サポートセンターが支援する

食事を提供する「こども食堂等

居場所」の数が増える 

②「こども食堂等居場所」の自

己資金使用（持ち出し）が減る 

③「こども食堂等居場所」に提

供される物資や人が増える 

④獲得する助成金や補助金を

受ける「こども食堂等居場所」

が増える 

 

①４地域でこども食堂が 320 に増える。

そのうち、サポートセンターが直接的に

支援に関わっている団体が約半数

（160）になっている。食の提供がなかっ

た居場所で配食を含む食支援活動が広

がっている実績が生まれる。 

②自己資金の持ち出し平均支出が初期

値より減少している 

③物資や人的支援を受けたことのある

団体が半数ある 

④３年間のうちで何かしら助成金や補助

金を受けたことのある団体が半数ある 

 

① ～

④

2023

年 2

月 

 

①現在、サポートセンターに登録しているこども食堂等居場所

は 254 団体と既に目標値を上回っている。コロナの影響で会食

型がフードパントリーやお弁当配布支援に変わっていく活動に

も支援を行い、会食ができない代わりにオンラインを通じたクッ

キングや学習支援の場における食支援活動などの広がりが生

まれている。 

②2021 年 8～9 月に実施した「こども食堂支援に関するアンケ

ート」からは「2020 年度の運営に係る費用のうち、持ち出しの割

合はどれくらいですか。」という質問に対し、那覇 31％、北九州

42.9％、ふくしま 29.1％、大阪 23.2％の団体が３割以上と回答し

ている。 

③物資や人的支援に関して、情報はすべての登録団体に提供

されている。受けたことがある団体は那覇 58 団体 250 回超（う

ち那覇の居場所 35 団体、残りは市外の居場所・食料支援団

体・社協など）、北九州 29 団体、大阪 137、ふくしま 37（うち NW

加盟団体 23）とすべての登録団体が物資を受け取ることができ

ている。さらには、物資提供にあたっては、広域のネットワーク

を活用して食料を分配することができている。 

④2021 年 8～9 月に実施した「こども食堂支援に関するアンケ

ート」からは「この活動における 2020 年度の運営に係る費用の
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うち、助成金の割合はどれくらいですか。」という設問では、5 割

以上と回答している団体が那覇 41.4％、北九州 46.7％、ふくし

ま 62.5％、大阪 41.4％と助成金を活用している団体は多く、行

政との連携による基金集めや民間助成に関する情報提供・申

請支援のニーズが高いことがわかる。 

 

以上より、コロナ禍においても継続して活動を実施するこども食

堂等居場所に対してサポーセンターの支援が安定的な運営に

一定程度寄与することができていると考察する。 

２．支援地域内でこども食堂等

居場所が広く認知されるように

なる 

①「こども食堂等居場所」を利

用するこどもの数が増える 

②初利用のこどもが増える（推

移をみる） 

 

①４地域で利用する子どもの数が延べ

約 27万人 

②１年毎の推移が伸び続けている 

 

①

2023

年 2

月 

②

2023

年 2

月 

 

①未把握 

②コロナ禍によりこども食堂の会場等環境的な要因から受け入

れ人数が制限され、一部のサポートセンターでは利用する子ど

もの数が前年よりも減っている現状がある。 

 

当面コロナによる利用者数の上下が影響されることを考慮する

と、現在設定している指標でアウトカムを図ることは不十分であ

り、こども食堂等居場所を利用する子どもの数以外の指標の設

定について検討していきたい。 

その他、こども食堂等居場所への理解を促進する場としては、

2020 年度は北九州と福島が食でつながるフェスタの催事を開

催した。フェスタの実行委員会は、関係者が多数参加しながら

関係資本を再構築することで、子どもの居場所づくり団体への

理解を促進する場になったと考える。 
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３．こども食堂等居場所が子ど

もから高齢者まで多様な人々

を包摂することができる 

①こども食堂を利用する子ども

達の様子に関するエピソード 

②こども食堂が繋がっている

地域資源・機関の数 

①子どもから高齢者まで、多世代が関

係を持てる居場所が広がっている 

②運営者が子ども達と関わり、必要な

機関と連携することができている 

 

2023

年 2

月 

 

①未把握。 

②「こども食堂支援に関するアンケート調査」によると、各活動

団体において、他の複数の支援機関（ネットワーク・自治体・社

協等）と繋がっている団体は半数近くあるが、子ども達やその親

への相談援助機能を他機関と連携できている団体はまだ一部

に限られている。福島では県が大きい為、地域の中核となるこ

ども食堂に世話役的な位置付けをすることで新しくできたこども

食堂の支援を行えるような体制づくりを進めている。また那覇で

は、新たに必要に応じてソーシャルワークの専門職に個別食堂

が相談援助について相談できるよう仲介を行っており、こういっ

た取り組みを他のサポートセンターでも広げていくことがアウト

カム達成に近づくと考える。 

 

以上より、現状こども食堂等が包摂する地域住民は子どもだけ

でなくその親、ボランティアとしての高齢者等の広がりは想定さ

れるが、具体的な詳細については把握できていない。全国的な

調査からは、支援するー支援されるという関係を超えた社会的

孤立を予防するプラットフォームとしてこども食堂等居場所が注

目を集めている。各サポートセンターは活動団体へそういった

多世代の（シームレス化する）居場所という考え方について、学

びの場を提供されることが望まれる。 

また、こども食堂団体は各地域資源等に繋がっている現状が見

受けられる。しかし、コロナ禍で活動形態を変えたことでより生
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活苦・不安を感じている子育て世帯やひとり親支援に繋がって

いる活動団体が増えており、ソーシャルワーク機能を外部の専

門機関につなげられるようなサポートをサポートセンターとして

行っていくことが求められていると考える。 

 

【非資金的支援】 

指標 目標状態 

 

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  

１．地域のこども食堂等居場所

がサポートセンターの取り組み

に満足している 

 

地域のこども食堂等居場所の

サポーセンター（その運営）に

対する満足度 

 

５段階評価でアン

ケートを取り、約７

割が満足してい

る・とても満足して

いる 

 

2023

年 2月 

 

「こども食堂支援に関するアンケート調査」では、サポートセンターの取り組みに対

する満足度を図るために、「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」「開設相談」「運営相談」「食材情報の提供」「活動の

宣伝・広報」「ボランティア情報の提供」「助成金や寄付金の申請支援」「イベントの

企画・開催への協力」「地域の協力を得るための支援」「何気ない声かけや活動状

況にまつわる会話・傾聴」というそれぞれの活動に対して回答を求めた。結果、役

に立っていると回答が多かったものは、食材提供に関する情報が突出しており、い

ずれのサポートセンターでも一番役に立っていると回答している団体が多かった。

そのほか、助成金や寄付金の申請支援、開設相談などに関しては、サポートセンタ

ーが活動として力を入れているのと相関して満足度が高い結果が得られた。 

総合的にサポートセンターの支援に対して８割以上の団体がとても満足している・

満足していると回答した（那覇 89.3％、北九州 81.3％、ふくしま 84％、大阪 90.6%）。 

以上より、サポートセンターが繋がっているこども食堂等居場所より一定程度の評

価を得られており、アウトカム達成に値していると考察する。 
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２．サポートセンターが支援地

域において様々な資源（様々

な人・支援機関等）とつながる 

①サポートセンターが外部の

関係機関・地域のイベントや会

合に参加している状況がある

（声をかけてもらえている） 

②各サポセンが作成・更新す

るエコマップの内容 

 

①サポートセンタ

ーが外部の関係機

関や地域のイベン

トに参加し、こども

食堂等居場所の

取り組み推進に貢

献している 

②エコマップが深

化している 

 

①2023

年 2月 

②2023

年 2月 

 

①コロナ禍により、外部関係機関が行っている会合や対面での催事が激減してい

るが、資金分配団体が開催している全国連絡組織との会合や企業との学習会にも

参加し、他の支援機関や行政に対して取り組みを発信している。 

2020年 11月「地域の居場所づくりサミット」（約 140名が参加） 

サポートおおさかより現場中継を実施、サポートおおさかの取り組みを報告 

2021年 4月「北九州 SDGｓクラブ会員企業・団体へのこども食堂説明会」（北九州） 

子ども食堂への支援に関心のある企業向けにサポーセンターの取り組みについ

て、資金分配団体からも事例を報告 

2021年 6月「地域の居場所づくりサミット」（約 140名が参加） 

サポートセンター那覇と繋いで、取り組みを報告 

2021年 8月「SDGs交流セミナー」（那覇） 

那覇市内の企業向けに、資金分配団体からも全国の事例を報告 

2021年 9月「子どもの居場所づくり推進に向けた学習会」（約 70名が参加） 

企業・行政向けの学習会にて、北九州市の取り組みについて事例を報告 

その他、全国各地の催事にて本事業の概要を発信している。 

②各サポートセンターにて、食料支援を行うためのスキームが確保され、支援企

業・機関、連携先が増えている様子が見受けられる。一方、コロナ禍で対面の会議

や渉外活動、催事が減っているために行政関係、学校関係との協議体づくりには

当初計画よりも遅れを取っている。新しくつながった資源の広がりが事業対象団体

数、地域含め事業拡大をもたらしている。例えば、大阪では母子生活支援施設７施

設と繋がり、個別支援で悩みを抱えているこども食堂のケースを専門員につなげて

いる。那覇ではこども食堂にスーパーバイズができる相談員を配置している。今後

は、物資支援以外の相談機関や自治組織を巻き込むための地域資源開発に注力



20 

 

していくことが期待される。詳細はエコマップ参照。 

以上を踏まえ、概ねアウトカム達成を見込むことができると考察する。 

３．サポートセンターが継続的

に寄付食材等を受け取れるよ

うになる 

①サポートセンターを支援して

くれる企業等が増える（あるい

は，サポートセンターが 1 か所

でも継続的な支援をしてくれる

企業とつながっている） 

②サポートセンターを通じて支

援したこども食堂等居場所の

数 

 

①単発で支援して

くれる企業が事業

中に５社あれば○

あるいは，サポー

トセンターが 1か所

でも継続的な支援

をしてくれる企業と

つながれば◎ 

②支援地域内にあ

るこども食堂団体

の５割程度に提供

できていれば○、７

割以上だと◎ 

 

①2023

年 2月 

②2023

年 2月 

 

①コロナ緊急支援助成によって、各サポートセンターが冷蔵冷凍庫を地域内の複

数ヶ所に設置したことにより、こども食堂等居場所が食材供給を受けられるハブ拠

点が整備された。サポートセンターが全国からの寄贈物資・食料を受け止められる

体制と合わせて、配給する体制を整えることができた。 

食品の寄贈という観点でいえば、既に単発で支援をしている企業は各サポートセン

ターにおいて５社以上あり、そのうち複数社が継続的な支援を実施。人的リソース

としては、JANPIA との連携により Yahoo 社員ボランティアがサポートセンターの運

営や地域内のこども食堂の運営ボランティアとして関わりを見せ始めている。 

金銭的な支援としては、各サポートセンターにおいて単発的な支援があるものの、

継続的な資金提供による寄付を受け取っているのは一部のサポートセンターであ

る。寄付型自販機の設置や他機関との連携による基金の設置等を通じた運営資金

の確保を企業・行政を巻き込んで行っていくことが今後の課題である。 

②サポートセンターが活動する支援地域内で把握されているこども食堂等居場所

の数は那覇 47、北九州 39、ふくしま 82、大阪 414 であるのに対し、サポートセンタ

ーの登録団体は、那覇 47（100%）、北九州 38(99%)、ふくしま 34(41%)、大阪 135(32%)

である。 

福島県内には福島市のネットワーク等、民間組織によるネットワークが重層してお

り、こども食堂サポートセンターに登録していない団体も存在している現状がある。

大阪の登録割合は低くみえるが、大阪市内を中心に活動団体が網羅されている

(大阪市内で確認されている団体数は 155 ※2019 年 9 月時点)。以上を鑑みると、

下期の活動次第でアウトカム達成に近づくと考察する。 
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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 

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 

コロナ感染拡大に伴い 2020 年 5 月にロジックモデルの見直しを実

施。その後、9 月の評価委員会での意見をもとに、アウトカムの指標

の見直しを行い、2021 年 2 月の評価委員会で報告を行った。年度

評価レポートの作成を経て改めてロジックモデルをブラッシュアップ

してきた。 

＜当初のアウトカム＞ 

（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。 

（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」子ど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、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。 

＜最新のアウトカム＞ 

（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

積極的な事業計画・ロジックモデ

ルの見直しが行われていて、アウ

トカム達成に向けた活動の見直し

が行われている。 

 

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。 
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いる。 

（02）支援地域内でこども食堂等居場所が広く認知されるようになる 

（03）こども食堂等居場所が子どもから高齢者まで多様な人々を包

摂することができる 

 

サポートセンターが企業からの寄付や食

品ロスこども食堂等居場所団体へ分配

できる体制が整っているか 

 

①参画企業の数と関わり方・こども食堂

へ提供される食品の量と内容 

②分配・配送体制整備状況の持続可能

性 

【那覇】 

①モノの寄付定期支援 20 企業個人、こども食堂へは三温度帯のタ

ンパク質源を含む多様な食材が提供されている。 

取り扱い食品群（例：冷蔵、冷凍、常温、肉、調味料、飲料、菓子、

米、乾麺、缶詰、冷凍海鮮、野菜、乳製品、インスタント食品など） 

②社協内に冷蔵冷凍庫を整備するとともに、こども食堂へ届けるた

めの車両を整備。サポートセンターのコーディネーターが必要分配

量を集約するとともに、大量の物資寄贈に関しては県が行っている

食料支援事業と連携をして、寄贈品の一時受けを分担するとともに

那覇市外の子どもの居場所づくり団体にも分配できるスキームがで

きている。 

【北九州】 

①食品提供企業 28 社、こども食堂へは三温度帯のタンパク質源を

含む多様な食材が提供されている。取り扱い食品群（米、野菜（トマ

ト、大根、白菜）、肉（ビーフ、ポーク、ソーセージ）、加工品（うどん、

フライドポテト、せいろ蒸し、タコ飯、鯛めし、あかもくスープ、お弁

当）調味料（砂糖、マヨネーズ、ソース、ドレッシング、おでん、だし）、

飲料（カルピスウォーター、みかんジュース）、お菓子（袋菓子、ドー

 

各サポートセンターにおいて、食

品寄贈の申し出があった際に対

応する担当人材が確保され繋が

っているこども食堂への情報配信

を行い、配分できる体制ができて

いる。また、食料提供に関しては

当初想定していた事業対象地域

よりも広域のネットワークを活用し

て広くシェアできるようになってい

る。 

しかし、配送体制の持続可能性と

してはマンパワーによる配送にな

り業務過多が生じている。現在物

流企業への協力を働きかけてい

るが、すべての地域で具体的な

連携に至っていない為、企業学習

会等で広く呼びかけていく。 
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ナツ、ケーキ、ゼリー、飴、ラムネ）、石鹸、グッズ） 

②コーディネーター４名、ハブ拠点５ヶ所を整備し、寄贈品を分配す

るための車両を用いてロジ拠点からハブ拠点まで配送できるように

なっている。また、北九州市との連携によって、市が主に企業との連

携を行い、コーディネーターがロジハブの運営サポート・寄付食材の

分配を行っている。官民の強みを生かし、民間企業やコープの倉庫

を一時貸ししてもらうことで大量の物資を一時受けできるようになっ

ている。 

【大阪】 

①食品提供企業 34 社、取り扱い寄贈量約 350t。こども食堂へは三

温度帯のタンパク質源を含む多様な食材が提供されている。（米、

野菜、肉、お菓子、飲料、生理用品、おむつ、靴、文具用品その他） 

②サポートセンターの倉庫機能を拡充した他、母子生活支援施設

や社協等ハブ拠点として５ヶ所に冷蔵冷凍庫を設置した。ハブ拠点

の運営団体が集まっての会合を行い、食材の活用・分配について

協議を行っている。大阪市内だけでなく、八尾市や堺市への支援も

展開しており、八尾市内の母子生活支援施設も独自にハブ拠点とし

てサポートセンターに届く物資の受取を行っている。 

企業からの定期的な食料寄贈が増えているため、短期間のうちにこ

ども食堂団体に分配する必要があり仕分けや配送に係る業務の比

重が増している。 

【ふくしま】 

①食品提供企業 10 社、こども食堂へは三温度帯のタンパク質源を

 

以上より、①は十分アウトカムに

達成していると思われる。②に関

しては、現状アウトカムを十分達

成しているとは言えないが、事業

終了時までに達成する見込みが

あると思われる。 
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含む多様な食材加工総菜（100 ㎏）、砂糖（40 ㎏）、米（14 トン）、冷

凍肉（30㎏）、調味料（250㎏）、ジャム（60kg）が提供されている。 

②福島県内のロジハブ拠点７ヵ所（福島・二本松・郡山・南相馬・会

津若松・白河・いわき）が稼働。冷蔵冷凍庫は３ヵ所（南相馬・会津

若松・白河）に導入し、冷蔵冷凍品の受入れを開始した。域外から

の大量物資の寄贈に関しては７か所まで寄贈主から直接配送する

ことができないため、一時受け拠点からの寄贈品の配送が今後の

課題である。 

 

 

 

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を達成の見込みがある 

  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 

と自己評価する 
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C) 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 

実施状況の 

適切性 

➀活動内容は計画通りに実

施されているか 

②実行団体による活動は計

画通りに実施されているか 

 

①2020 年 5 月、9 月、2021 年 2 月とこれまで３回評

価委員会にて本事業に関する報告・協議を計画通り

実施した。 

②実行団体の進捗状況報告書を参照 

①評価委員からのコメントをきっかけにアウトカムの指

標の見直しや評価委員を招いての勉強会の開催、ロ

ジックモデルの見直しを行った。コロナ禍により、事業

対象者となるこども食堂団体の活動実態が変わったと

ともに、困窮家庭の顕在化、様々な活動継続に対する

多くの課題がみられるようになった。その課題に対し

て、行うべき支援方法についても、協議・推進すること

ができたと考える。 

②実行団体の進捗状況報告書に対する点検・検証を

参照。 

実施をとおした

活動の改善、 

知見の共有 

➀事業を通してどのような新

しい連携事業が生み出され

たか 

②サポートセンターが地域

資源（様々な人・支援機関

等）とつながっているかどう

か 

③サポートセンターが支援

地域におけるこども食堂等

➀吉野家による月１回の牛丼提供／餃子の王将に

よるお子様弁当無料配布／Yahoo 社員ボランティア

マッチング／全国食品メーカーから資金分配団体・

サポートセンターを経由した食品寄贈／あんしん手

帖の製作協力／サポートセンター同士の協働による

オンラインイベントの開催 

「こども食堂支援に関するアンケート調査」ではサポ

ートセンターの支援を受ける様になって、活動の支

援者（個人/行政/企業など）が増えたと（那覇 74％、

①事業を通して様々な連携が生まれており、また継続

的な連携になりつつあることが成果だと考える。成功

事例に至る背景としては、サポートセンターが支援地

域内のこども食堂等居場所と積極的にコミュニケーシ

ョンを図ったり、ニーズ把握を行っていることで企業連

携等が滞りなく実施できていると考察する。 

アンケート調査からも「継続的な支援が増えた」「食料

や食材の定期的な支援をいただけるようになりました」

「コロナ禍で活動が停滞していましたが支援物資の配
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の活動状況を現状の課題も

含めて把握しているかどう

か 

北九州 56.3％、ふくしま 68％、36.4％）が回答してい

る。さらに、その変化がサポートセンターの介入によ

るものだと感じている団体がそのうち、（那覇

70.3％、北九州 56.3％ふくしま 68％、大阪 38.8％）だ

った。 

 

②これまで、４サポートセンターと合同で定例ミーテ

ィングを行い、各地域で新しくつながった支援機関や

連携事例を共有してきた。また、各地の視察にはで

きるだけ他のサポートセンターも訪問、地域資源開

発に向けたネットワーク会合に同席し、知見の共有

を図ることができた。そのほか、各実行団体でも自

地域内で新しい地域資源との繋がりが生まれてい

る。例えば、那覇では「ランチサポート（県委託による

食料支援事業）・シンポジウム」で登壇し、活動を報

告。JANPIA 連携による吉野家の牛丼提供モデルを

確立し、他地域での水平展開に貢献した。また、

KFC チキンの居場所提供開始を受け、沖縄子ども

の未来県民会議、KFC、FC 社 2 社が関わる仕組み

のプレスリリースを行っている。那覇のサポートセン

ターが母体となる社協として主催した企業向け社会

貢献セミナーには関係者含む 51 名が参加。那覇市

外との連携も進めており、九州沖縄 ONETEAM、女

布活動などで利用者が大幅に増加した。」といった運

営支援に資する連携になっていると考察する。 

 

②コロナ禍による課題の顕在化が後押しして、新しく

つながった機関が増え、繋がりが深化している。サポ

ートセンターが各地域の既存資源を最大限活用できる

ようにするためには、行政や社協等地域福祉の下支

えをしている機関との連携が望まれる。加えて、母子

生活支援施設等福祉専門職との連携が求められると

考える。そういったネットワークの視座をサポートセン

ター同士で高めあうような協働を資金分配団体として

推進していきたい。 

 

③コロナ禍によって全体研修等の開催ができないでい

るが、その分個別のこども食堂団体と食材等物資の

提供をきっかけにコミュニケーションを図りニーズを聞

き取るという関係性が生まれている。こども食堂団体

の不安解消や悩み相談に結び付くことができ、加えて

居場所に来る子ども達の新たな課題を発見することに

結び付いている様子がうかがえる。 
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性を元気にする会との会合に参加している。北九州

でも同様九州沖縄ＯＮＥＴＥＡＭや休眠預金を活用し

た他事業の九州圏域の実行団体と情報交換をする

会合に参加し、広域的なネットワーク、北九州市近

隣地域でこども食堂への支援制度がない地域への

支援拡充を図っている。2021 年春に行ったロータリ

ークラブやライオンズクラブ、ＳＤＧｓ推進企業向けの

事業説明会でもサポートセンターの取り組みを発信

し、新しい支援獲得に繋がっている。 

大阪では、区域のネットワーク会合に参加する他、

大阪市ボランティアセンターが事務局となる地域こど

も支援ネットワーク事業の運営協議会の運営委員と

して会合に参加、地域こども支援団体連絡会でも活

動紹介を行っている。資金分配団体とも連携して、

2021年 1月には SDGs交流セミナーを開催し、関係

者含め約 50 名が参加した。また、母子生活支援施

設ルフレ八尾やボ・ドーム大念仏寺とは食糧分配の

ハブ拠点としての連携が進んでいる。福島でも、福

島中央ライオンズクラブ定例会にて活動報告を行

い、福島県内ライオンズクラブのすべてと、ふくしま

こども食堂ネットワークで協定を結び、物資、資金の

提供関係を構築することができた。 
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③各サポートセンター独自でヒアリング調査やオンラ

インフォームを活用したアンケート調査を実施し、こ

ども食堂等の活動状況・現状の課題を把握する努

力をしている。詳細は実行団体が報告書提出時に

添付しているアンケートやヒアリング調査報告書を

参照。「こども食堂支援に関するアンケート調査」で

も各サポートセンターにおいて登録団体と連絡を取

り合う頻度は月２回以上の団体が３割程度、「何気

ない声かけや活動状況にまつわる会話・傾聴」に対

して５割以上の団体が「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。 

 

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 

「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」【資金的支援アウトカム１】 

 貢献要因：コロナ禍で活動継続するにあたって負担となる食材確保にサポートセンターが注力してこども食堂団体への伴走支援を行ったこと。 

        冷蔵冷凍庫の設置・貸与による食品のストック・シェアのインフラ整備が大きい。また、キユーピーみらいたまご財団が「新型コロナ 

禍対応」推薦枠としてサポートセンターへの助成を実施。サポートセンターの推薦に基づき、「子どもの居場所づくり支援をする 39団 

体（こども食堂）」へ合計 600万円を助成することができた。この助成はコロナ第１波において先行きの見えない居場所団体に対して 

活動を継続するための支援や励ましに繋がったと考える。（https://www.kmtzaidan.or.jp/service/2020.html#ct03） 

その他、資金分配団体が行う冠基金助成の情報連携、サポートセンターによる団体の申請支援活動の実施。 

「サポートセンターが支援地域において様々な資源（人・支援機関等）とつながる」【非資金的支援アウトカム２】 

     貢献要因：事業計画としてサポートセンター同士の情報交換や支援地域外とのネットワークづくりを意識していること、サポートセンターのこども 

食堂団体の声に寄り添う活動が常に良い実践を模索できており、アウトカム改善に寄与していると考える。資金分配団体としては、 
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特に前者のサポートセンター同士のつながりづくりや他休眠預金事業で活動している団体との接点づくりによってサポートセンター 

が多様な資源とつながる機会に貢献できていると考える。 

「サポートセンターが継続的に寄付食材等を受け取れるようになる」【非資金的支援アウトカム３】 

 貢献要因：資金分配団体が仲介役として全国規模の食品メーカー等からの寄贈申し出を一括して受け止め、全国の居場所に配りたいという意 

向の寄贈をマッチングできる社会的環境整備を他事業で行っていることで、サポートセンターにも域外の寄贈品が届くようになった。 

また、他事業の実行団体の好事例紹介をきっかけに、サポートセンターが他実行団体とつながり、寄贈品のシェアを行うようになった。 

 

 

③ 事前評価時には想定していなかった成果 

当初こども食堂等への団体立ち上げ支援や運営相談、食育活動の推進等を目途としていたが、コロナ禍によって、食料支援に係る活動がここま

で広がるとは想定していなかった。当会が今年度実施した食支援活動に関する調査においても、活動団体からは食材費に対する補助等のニーズ

が非常に高いことがわかっており、こども食堂サポート機能として食料支援が必須になってきていることがうかがえる。しかし、食支援活動はまさに

行政の制度の狭間であり、子どもの支援に関連する福祉部局と食品ロスを取り扱う部局とが連携できていない実状も垣間見え、官民連携を推進

するためにコロナ禍で実績を積み上げたサポートセンターが担う役割が重要になっていくと考える。他方、サポートセンターで把握したコロナ禍に

おける最新のニーズに着目したことからスピンオフして、寄贈食材等資源の全国物流・ストック・シェアをしていくプロジェクトが立ち上がったことは

大きな成果である。 

サポートセンターにおいては、物資寄贈が増えたことで、事業開始時と比べ事業対象としていた地域や活動団体が広がっている。企業からの寄贈

を広域で受け止める窓口のモデルにもなりつつあり、今後更にネットワーク整備を加速していくことが必要となっている。ニーズを吸い上げて課題

を把握し、必要な機関と課題を共有し、解決に向けたアクションを行うという一連のスキームがサポート機能として備わることに加えて、それらを共

有するネットワークが広がれば、こども食堂等居場所支援から水平展開して、食料支援やコロナ禍で浮彫となった制度に紐づかない新たな課題解

決に取り組む機能も有する可能性が見えてきたと考える。 
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④ 事業計画（資金分配団体）の改善の必要性の確認 

  社会課題のニーズに事業計画の内容は合致している 

  受益者や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 

  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 

  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 

 ☐ 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 

 

 

 

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 

☐ 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 

これまで、2021 年 3 月の初回事業計画策定時より、5 月には既にコロナの影響で事業

計画の見直しをせざるを得ない状況の中、コロナ緊急助成を活用してお弁当配布やフ

ードパントリーに活動形態を変えたこども食堂への支援として寄贈品の分配活動を進

めてきた。サポートセンターとして網羅的に取り組むべき活動のうち、食育活動等の推

進においてはコロナ禍で中々進められないという点、支援の申し出等企業連携への対

応、寄贈品の受取・仕分け・配送に係る活動が生み出す成果をより最大限もたらすため

に、注力すべきアウトカムを精査しブラッシュアップを図ってきた。 

以上より、事業計画は適切に改善されており、今後も必要に応じて適宜最適なロジック

モデルへと書き換えながら子ども達とつながるこども食堂団体への支援活動を展開し

ていくことが必要である。 

 


