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2020 年度事業 進捗報告書（実⾏団体） 

● 提 出 ⽇ ： ２０２１年 １０⽉ １５⽇  ※１０⽉１５⽇締切※ 
● 事 業 名 ： 九州沖縄こども⾷堂「⾷」の連携事業 
● 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 ： 特定⾮営利活動法⼈チャイルドケアセンター 
 

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＊ 

 

ロジ拠点で保管機

能が⼗分にあり、

ロジ拠点がこども

⾷堂団体に⾷品を

分配する⽅法があ

る 

①ロジ拠点における

冷凍冷蔵庫の保管容

量 

②ロジがこども⾷堂

等居場所に分配する

体制がある 

 

①ロジ拠点に冷凍冷蔵庫が設

置されている 

②ロジ拠点を運営していくた

めの員数が確保されている 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

①九州沖縄８県のうち７県のロジ拠点において冷凍冷蔵庫が設置され

ている。（佐賀県のみ現時点では設置されていない。） 

②各ロジ拠点とも員数の確保が課題となっている。 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

01)冷凍冷蔵庫を持っているロジ拠点を増やす 

実施状況：初年度⽬に冷凍冷蔵庫の設置を⽬標としている⻑崎県、⿅

児島県、福岡県のロジ拠点について、設置場所等の調整を開始した

ところである 

02)各⽀援地域におけるロジ拠点に関連する物資の輸送について、福岡

筑紫フードバンクの物流システムを参考にしながら改善を⾏っていく 

 実施状況：各地域のロジ拠点についてその物流機能の調査を開始した

ところである 

03)企業からの寄付の受け⼊れ量を増やすため、⽀援地域内の地元企業

 ２ 
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や⽣協組織などへ遊休スペースの⼀部貸与や使⽤を開拓する 

実施状況：⿅児島県や⻑崎県の保管機能の拡充を図るため、九州電⼒

の⽀店・営業所や当該地域の⽣協組織の遊休地が活⽤できないかに

ついて、調整を始めたところである 

北から南へ物資を

運ぶ輸送網が整備

されている 

輸送ルートや体制が

できている 

 

北から南へモノを運んだ事例

が出来ている 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

現時点では北から南へ運ぶルートは確保されていない。 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

01)⽀援地域におけるロジ拠点を中⼼としてどのように物資が動いてい

くのかについて実態調査を⾏う 

 実施状況：各地域のロジ拠点の物資の流動を把握するため、中間⽀援

組織や⾏政関係団体、フードバンクやその他の⼦どもの居場所等に

対しての調査を開始したところである 

02)圏域を超えたものの輸送に協⼒してくれる物流会社を開拓する 

 実施状況：九州全域や⻄九州をカバーする物流システムを有する企業

や団体に対して、広域的な輸送の可能性について打診を始めたとこ

ろである 

   また沖縄や離島への海運の利⽤について関係者と検討を開始し

ている 

 ２ 

各ロジ拠点が安全

に管理されている

（ロジ拠点の品質

管理機能が向上す

る） 

①⾷材品質管理規程 

②品質管理⽅法の研

修会 

 

①⾷材品質管理規程が整備さ

れ、その規定に基づき安全点検

が随時実施されている 

②品質管理⽅法の研修会が開

催されている 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

①事前調査を実施できていない。 

②事前調査が実施できていない。 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

01)各⽀援地域のロジ拠点の運営者に対し、⾷材等委託管理契約を結び、

⾷材や冷凍冷蔵庫の管理について万全を期す 

 実施状況：⾷材の提供や冷凍冷蔵庫の設置が実施できていないので、

今後取り組んでいく予定である 

 ３ 
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02)ロジ拠点の⾷品取扱いのルールやガイドラインを整備する 

 実施状況：今後必要な時期に取り組んでいく予定である 

03)ロジ拠点の運営者に対し、⾷材などの品質管理⽅法の研修を⾏う 

 実施状況：今後必要な時期に取り組んでいく予定である 

ロジ拠点が資⾦分

配団体が開発する

システムを運⽤で

きるようになる 

システムの登録団体

数 

 

全ロジハブ団体が登録し、各ロ

ジが繋がっているこども⾷堂

のうち 80%が登録している 

 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

９⽉時点においてシステムの登録が始まった段階であり、初期値の０％

である。 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

 実施状況：九州内の他地域において⾷⽀援活動協⼒会の主催で実施さ

れた WEB システム説明会に参加し、当該システムを実際に体験す

ることにより、寄付⾷材がスムースかつ効率的にこども⾷堂等の場

に運ばれ、また寄付団体へのリアクションが実施できることを実感

できた。 

 ★WEBシステム説明会への参加について 

  (1)2021/7/6 北九州市（ミクニワールドスタジアム）「北九州 SDG

ｓクラブ会員企業・団体へのこども⾷堂説明会」 

  (2)2021/8/6 熊本市（フラットスクエア イベントホール）「ミー

ルズ・オン・ホイールズ ロジシステムの取組みについて」 

 

 ２ 

企業・⾏政がロジ・

ハ ブ シ ス テ ム

（「⾷」の連携事

業）の内容を理解

している 

①⾷フェスタや学習

会に参加した企業・⾏

政が本事業の内容を

理解 

②連携の事例が⽣ま

れているかどうか 

①参加した企業・⾏政へのアン

ケートで７割が必要性に賛同

している 

②好事例が創出されている 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

①１０⽉に⾷フェスタを開催予定である。 

②企業との連携事業については数件の好事例が⽣まれている。（⻄⽇本

シティ銀⾏、イオン等とのフードドライブの取り組み） 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

01)ONE TEAMの協議会を定期的に開催し、企業や⾏政を巻き込んだ情

報共有の場をつくる 

 ２ 
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  実施状況：2021 年 10 ⽉に ONE TEAMネットワークのミーティング

(10/13 オンライン)、及び 12 ⽉に協議会（12/18,19 福岡県太宰府

市）を開催予定であり、その準備を⾏っているところである 

02)⾏政の横ぐしをさしたり、官⺠協働による好事例を学習会等で発信

する 

 実施状況：「⾷でつながるフェスタ in 福岡／九州沖縄」を 2021 年 10

⽉ 22⽇、23⽇に福岡市で開催予定であり、その中で各地域のこど

も⾷堂の運営や官⺠協働の事例発表を実施する予定である 

03)「九州 SDGs経営推進フォーラム（事務局：九州経済産業局）」に参

加することによって、企業・⾏政に⽀援を働きかけていく 

 実施状況：「九州 SDGs 経営推進フォーラム」に加⼊したところであ

り、今後、企業や⾏政と協働で活動を⾏っていきたい 

04)インタビュー等のメディアの取材を積極的に受け、マッチングの実

績を発信する 

 実施状況：⻄⽇本シティ銀⾏がチャイルドケアセンターと協働でフー

ドドライブ活動を開始するにあたり、2021 年 7⽉ 30⽇に⻄⽇本シ

ティ銀⾏本店において村上頭取をはじめ銀⾏関係者及びチャイル

ドケアセンター⼤⾕代表理事が共同記者会⾒を⾏い、今後フードド

ライブ活動を通じてこども⾷堂など⼦どもへの⽀援を継続的に⾏

っていくことについて記者発表を⾏った。 

05)⾷でつながる⾷フェスタを⽀援地域で開催し、企業による社会貢献

活動の事例を発信する 

 実施状況：１０⽉２２⽇、２３⽇に福岡市において「⾷でつながるフ

ェスタ in 福岡／九州沖縄」を開催するにあたり、８⽉３０⽇に実⾏委
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員会を開催し、フェスタのテーマなど実施⽅針について打ち合わせを⾏

い、実施の⽅向性を確認した。 

実⾏委員会メンバーは以下の通り 

 

⼤⻄ 良（筑紫⼥学園⼤学 ⼈間科学部 准教授） 

⻑迫 和宏（北九州市 ⼾畑区役所総務企画課 イベント担当係⻑） 

⻄村 健司（（⼀社）コミュニティシンクタンク北九州 理事） 

⼭⽥ 健⼀郎（（公財）佐賀未来創造基⾦ 代表理事） 

⼤神 嘉（（福）福岡県⺟⼦福祉協会 ⺟⼦⽣活⽀援施設 百道寮 施設⻑） 

⽥⼝ 吾郎 （NPO法⼈いるか 理事⻑） 

雪⽥ 千春 （NPO法⼈フードバンク福岡 理事） 

数⼭ 有⾥（ながさきこども⾷堂ネットワーク ） 

前⽥ 幸輔（⻄海みずき信⽤組合 地域振興室 室⻑） 

引地 渉（かごしまこども⾷堂・地域⾷堂ネットワーク） 

北川 哲朗 （(株)⻄⽇本シティ銀⾏ 広報⽂化部 主任調査役） 

阿利 浩⼆ （エフコープ⽣活協同組合 組合員活動部 部⻑） 

⼤⾕ 清美 （NPO法⼈チャイルドケアセンター 代表理事） 

副島 広⺒ （NPO法⼈チャイルドケアセンター 理事・事務局⻑） 

 

⽀援地域のロジ拠

点に企業との調整

を担うコーディネ

ーターが育ってい

る 

①中⼼的な⼈物 

②運営組織 

 

①コーディネーター役を担う

中⼼的な⼈物が存在する 

②ロジ拠点を⽀える運営体制

が整っている 

 

2024 年

3 ⽉ 

 

①九州沖縄８県ともコーディネート役を担う中⼼的な⼈物が存在して

いる。ただしその地域をまとめ切れていない状況も⾒られる。 

②各ロジ拠点とも運営の体制は確保されているが、事前の聞き取りでは

運営するための⼗分な員数や資⾦⾯で課題があるという意⾒があった。 

《アウトプットに対する活動の実施状況》 

 ２ 
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01)⽀援地域のロジ拠点に、コーディネーターの必要性を伝える 

 実施状況：各ロジ拠点において本事業の趣旨である「⾷の連携」を説

明する中で、コーディネーターの役割や必要性を伝えているところ

である 

02)⽀援地域のロジ拠点同⼠が連携を取り、コーディネートのスキルや

ノウハウを伝授していく仕組みをつくる 

 実施状況：各ロジ拠点の主要メンバーの全貌が把握できた段階で、コ

ーディネートのスキルやノウハウを議論できる場を設定したいと

考えている 

03)ONE TEAMの協議会で、⽀援地域の中間⽀援組織同⼠の情報共有を

進める 

 実施状況：本年１０⽉及び１２⽉に⾏われる予定の九州沖縄 ONE 

TEAM ネットワークの打ち合わせや協議会において中間⽀援組織

同⼠の情報共有を進めていく 

04)⽀援地域で新たにつながった企業や連携事例を、他地域の中間⽀援

組織と共有する 

 実施状況：１０⽉に福岡市で開催予定の「⾷でつながるフェスタ」や

１２⽉の九州沖縄 ONE TEAMネットワークの協議会、さらにはそ

れ以降の九州沖縄他地域の⾷フェスタ等の機会をとらえ、企業や他

団体等の連携事例について情報共有を進めていく 

 

＊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 
þ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 ☐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 
事前の聞き取り調査においては⼗分な実状を調査するために、本来は実際に⾯談をおこなったり現地を踏査するなどが必要であると考えて
いたが、コロナ感染防⽌を徹底するため、Zoom などの利⽤によるオンラインでの聞き取り調査を多⽤することとした。 

 
 
③ 広報 (※任意) 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 
【リリース内容】 

西⽇本シティ銀⾏が 2021 年 7 ⽉ 30 ⽇にニュースリリースを⾏った。 
－SDGs の取組みを推進－ 

“子ども食堂”を支援する「フードドライブ活動」の開始について 

～子供たちの豊かな生活づくりのために～ 

《９⽉８⽇（⽔）RKB毎⽇放送のテレビニュースで放送》 
 

 
2.広報制作物等 

  特になし 
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3.報告書等（期間中の活動報告） 
  【カルピス】 

⽇時：6 ⽉ 18 ⽇(⾦) 
数量：1364 ケース(430ml×24 本⼊り) 
ボランティア⼈数：14 ⼈ 

 
 
 
 
 
 

【餃⼦の王将】 
〇みずほまちこども⾷堂 

⽇時：8 ⽉ 25 ⽇(⽔) 
数量：50 個 
ボランティア⼈数：2 ⼈ 

 
〇⽔曜夜のこども⾷堂 

⽇時：8 ⽉ 21 ⽇（⼟） 
数量：50 個 
ボランティア⼈数：2 ⼈ 

 
 
 


