2019 春休み子育て応援

「学校給食のない時期のひとり親世帯への食料支援事業」
実施報告
NPO 法人フードバンク狛江

【事業実施の目的】
昨年夏休み学校給食のない時期に、初めて子育て支援課の協力で狛江のひとり親家庭を対象に食料
支援を実施し、ほとんどの世帯が希望していたことから、その後引き続き冬休みにも実施した。その際
の資金をクラウドファンディングで募ったところ、目標額を上回り約 46,000 円の余剰金が出たこと
もあって、卒業・進級・入学を迎える春休み期間にも生活費に余裕がなく忙しいひとり親家庭の実態か
ら緊急食料支援を改めて実施した。

【実施の方法と実績】
1）申し込み案内について
夏休みと冬休みに申し込みのあった５８世帯のひとり親家庭に申込書を郵送した。
2）実施期間と回数について：これまで同様、学校の春休み期間に１世帯１回、宅配便で提供した。
申し込み受付期間 :３月１１日（月）～３月２５日（月）
配送期間 :３月２６日（火）以降配達予定で随時発送。
3）実施経費について：クラウドファンディング FAAVO での支援金の余剰金を使用。
4）申し込みについて
■申し込み経由内訳：HP３５、メール３件、電話１件 ＝３９件
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申し込み数：
世帯数

総人数

高校生以下人数

世帯主他の人数

今回

３９

１０６

６２

４４

前回（冬休み）

５０

１３６

７７

５９

前々回（夏休み）
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６７

５５

1

■ 子ども（高校生以下）の人数内訳：
小学生未満

小学生

中学生

高校生

今回

９人（15%）

前回（冬休み）

12 人（15.6％） 29 人（37.6％） 20 人（26％） 16 人（20.8％）

前々回（夏休み）

7 人（11％）

２１人（３４％） 18 人（２９％） １４人（２２％）

29 人（43％）

17 人（25％） 14 人（21％）

■人数別世帯数内訳：
２人世帯

３人世帯

４人世帯

今回

14 世帯（36%）

22 世帯（56％）

3 世帯（８％）

前回（冬休み）

19 世帯（38％）

26 世帯（52％）

５世帯（10％）

前々回（夏休み）

17 世帯（39％）

20 世帯（45％）

7 世帯（16％）

5）提供食品について
重さ：１人当たり 3～4kg
内容：お米、麺類、レトルト、缶詰、調味料、お菓子、飲料など（アレルギーへの対応はしない）
■

食料支援実績：総重量 376.1 ㎏、お米 114 ㎏（一人当たり平均：3.5 ㎏）

（参考＝冬休み支援：506.3 ㎏、お米 138 ㎏、夏休み支援：431.5kg、米 117kg）
6）提供の方法について：宅配便（送料は当団体負担）
■

発送履歴及び時間：

費やした時間：６９時間（概算） ／ボランティア参加人数：延べ１８名
日付
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7）同意書とアンケートについて
食品発送の際の「食品提供に当たっての同意書」は、夏と冬の申込者に限定した支援であるため同封し
なかった。アンケートとこま YELL のチラシ、市内の子ども食堂ごはんマップを同封した。
■

アンケート回収状況（結果詳細は別紙参照）：

・回収枚数：27/39 ・回収率約 69％ ＊アンケート結果参照

【食品集荷目標と実績】
・目標：400kg～540kg（50 世帯 3 人家族想定）
・実績：2 月…598.2 ㎏（内訳：常設 42.8 ㎏、市民 114.2 ㎏、団体 81.9 ㎏、生協 359.3 ㎏）
＊東都生協 FD 品 344.3 ㎏、コープみらい調布染地店 FD 品１５㎏）
3 月…697.6 ㎏（内訳：常設 44.6 ㎏、市民＊イベント含 190 ㎏、団体 255 ㎏、生協 208 ㎏、）
＊東京南部生協 FD 品 201 ㎏、コープみらい調布染地店 FD 品 7 ㎏
＊イベント：3/8～10 中央公民館の集い 25 ㎏
※FD=フードドライブ
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【実施経過】
/8

子育て支援課と冬休みひとり親支援、振り返り春休み支援協議

/15

東都生協フードドライブ品を入間センターから受入れ

/21

コープみらいフードドライブで広報開始

3/ 4
/7

`18 夏・冬休みの支援先 58 世帯に申し込み案内を郵送。
コープみらい調布染地店で定例フードドライブ

/8～10 中央公民館の集いでフードドライブ
/11

春休みひとり親支援申し込み開始

/12

東京南部生協フードドライブ品入荷

/25

春休みひとり親支援申し込み締切

/26

春休み開始、支援食品の発送終了

【広報活動】
・チラシの作成：食品寄贈呼びかけ A5 チラシ 400 部カラー印刷で作成。
・チラシの配布：狛江市の後援名義申請は行わず、フードドライブ開催時などで配布した。

【事業実施の振り返り】
1）アンケート回答を受けて
《申し込み理由》学校給食がなく昼食分の食品が必要なこと、進学・入学のため食費負担増が主な理由。
《提供食品の内容》従来通り、特に主食の米やおかずを必要とする声が多かった。また、今回多めに提
供したお菓子に対して喜びの声が多く返ってきた。さらに狛江野菜の提供を求める声も２件あったが、
農協や農家と連携を取るのが難しいことに加え、鮮度保存の点からも現時点での提供は難しい。
《食品以外の支援》：食品箱に入れてある手書きのメッセージカードへの感謝や、この支援自体が生き
る励ましや支えになっているとの声も多く寄せられた。
2）今後の支援について
今後も受けたい支援策として期待されていることから、当団体事業として継続予定でいる。そのため、
子育て世帯に提供して役立つ食料の確保と必要経費の確保が優先課題。さらに、行政の施策としても
「ひとり親家庭への食料支援」を子育て応援の一環として実施するよう要請していく。

収支決算報告書
■ ＦＡＡＶＯ支援金残金を主に活用した。
収入

収入金額

支出科目

FAVVO 支援金残金

45,936 円

印刷・製本費（広報チラシ）

寄付金

14,312 円

運送費（ゆうパック）

合計

60,248 円

支出金額
2,100 円
44,280 円

通信費（郵便）

4.756 円

食品セット備品（精米代）

2,600 円

消耗品費（文具、段ボール）

6,512 円

合計
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60,248 円

2019 春休み子育て応援
「学校給食のない時期のひとり親世帯への食料支援事業」アンケート回答
1) 今回の食料支援へのお申込みの理由をお聞かせください。
・前回の冬休みに初めて申し込みをさせて頂き、とても助かったため。４月から子供の進学で出費が多
かったため、お世話になろうと思いました。
・家庭の事情で就職活動が出来なくなっているため。
・長期休みは食費にお金がかかるので生活費が上がるのでその分苦しくなる。休みで子供のため出かけ
ることをしたくてもできないので本当に助かる。感謝しかない。
・ひとり親ですのでとても助かっています。給食のないこの時期はとても有難いです。素晴らしい活動
に感謝します。
・お菓子等、自分で作れるメニューがある。
・生活費に余裕がないため。
・毎月の生活費を切り詰める際、ついつい食費を削り、なかなか満足に買い物が出来ないため。以前に
も助けていただきとても助かったため。
・仕事を休めず、子どものごはんを心配していたため。
・生活保護でギリギリの生活で食べ盛りの高校生が二人もいて大変なので。
・春休み中、３食用意するとなると経済的に厳しいので。
・食費を軽減したい。
・今まで申し込んで良かったから。子供たちも喜んでいたから。
・前回に続き、お知らせが届いたので申し込みさせていただきました。子どもも大変喜んでおり、荷物
が届くのをとても楽しみにしています。
・前回も申し込みとても助かりました。今回も申し込みさせていただきました。
・子供の進学にお金がかかり食品購入が大変なため。
・やっぱりお金がないので頼ってしまいました。
・三食休みの間は食費がかかるので申し込みました。
・母子家庭で家計に余裕が無いため。
・前回も申し込みさせていただきました。今回は、新入学で学用品の出費が重なったり、簡単におかず
にできるものが夕食時にとても助かりましたので申し込ませて頂きました。
・長期休み、必要以上に食費がかさむ為、とても助かると思ったため
・昨年の冬休みにご支援頂き、大変助かったため。長期休みは昼食の用意も必要になるため、レトルト
食品や麺類は非常に助かります。ありがとうございます。
・食べ盛りの子どもがいて、食費に負担があったのでとても助かりました。
・春休みで子供が家にいることが多くなるため、食品提供していただけたらと思ってお願いしました。
・母子家庭で食べ盛りの男の子が 2 人います。食費がかかりますので前回お願いしたときとても助かっ
たので、またお願いしました。
・前回申し込みとても助かりましたので、今回も利用させていただきました。
・子どもが３人で教育費、食費と大変出費がかさみ、収入の少ないシングルマザーの私にとっては非常
に助かっております。
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2) その他、ご意見。
・子供の入学や親の介護で出費が多いため、出費を節約することが出来てとても助かっています。なま
ものは NG だそうですが、豊作で余る廃棄野菜は狛江はないのでしょうか？
・ギリギリの生活の中で子供中心のお母さんは自分が食べたい物も買えない（買っても子供に食べさせ
る）のでちょっとしたお菓子やカップラーメンとか、お母さんが食べられる分があるだけでとても嬉
しいと思う。一人じゃないんだな、頑張ろうって思う。ありがたい支援だと思う。
・狛江の農家さんたちで、出荷できない野菜とかをセットで安く配達できたら、もっと日々食べ物で困
っている人は（特に子供に渡ってほしい）助かるのではないか。お金がないと生ものは高くて買えな
い。狛江は小さいからこそ、高齢者が多いからこそできる（子供が必要な昔ながらのあたたかさ）生
きがいにつながることがたくさんあるはずだと考えます。
・過去２回食品提供を頂いて本当にありがとうございます。今回が一番子供に利用できる食品が多く助
かりました。お身体に気を付けてこれからもお元気でご自愛くださいませ。
・今回は食べられるものがほとんどで、大変助かりました。
・いつも素敵な贈り物をありがとうございます。まるで宝箱を開けるような楽しい気分も分けて頂いて
います。温かいメッセージいつもありがとうございます。いつか人を助ける側になれるようにがんば
ります。
・本当に感謝しています。
・子供もフードバンクから届くのを楽しみにしています。私も助かります。これからも続けて下さい。
・今回の内容は子供たちがとても喜ぶものばかりでした。どうもありがとうございます。助かります。
このような支援はありがたいです。
・おいしいお菓子、たくさんの食べ物を頂けてとても助かります。
・いつもありがとうございます。お菓子がいっぱいでうれしかったです。
・母子家庭にとって孤独になりがちな環境ですが、このような支援が間接的ではありますがとてもあり
がたく、たくさんの人に助けていただいていることに思え、がんばろうと思えます。ありがとうござ
います。ずっと続けていけるよう応援しています。
・お米やソバ、パスタ、とっても嬉しいです。ありがとうございました。
・備蓄缶詰のキューピー野菜雑炊が金属集で食べられませんでしたが、他お米、調味料、菓子、飲料品
などとても助かりました。温かいメッセージを日々の活力にしています。ありがとうございました。
・いつもありがとうございます。
・お米や幼児食など生活に必須の食料をご提供いただき大変助かっています。
・重量があるアイテムはあると便利ですが、日頃の買い物では持てたり持てなかったり時と場合を選ぶ
ので本当に助かります。ありがとうございます。
・２回申し込みさせて頂きましたが、子供達もとても喜んでいました。本当に有難うございました。
・親の私はお米や缶詰など主食主菜が嬉しいです。子どもたちは、普段購入しないお菓子や紅茶などの
ぜいたく品が嬉しかったらしく、箱を開けてすぐクッキーを食べ、自分で紅茶を入れていて驚きまし
た。次回も楽しみにしています。
・この企画を続けてほしいです。
・毎回春休み、夏休み、冬休みのたびにお願いしています。とても助かっています。大変だと思います
が、続けていただけたら嬉しいです。
・お米や子どものお菓子がとても嬉しかったです。ありがとうございました。
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