
第２回 実施報告書
（2020年４⽉配送分）

たくさんの⽅々のご協⼒のおかげで第2回発送を実現できました
誠にありがとうございました︕



神⼾こども宅⾷プロジェクト第2回配送 概要
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神⼾こども宅⾷プロジェクトとは、神⼾市内の児童扶養⼿当受給世帯や「⽣活
が苦しい」と感じているひとり親の家庭に⾷品等を届けることで、親⼦を⾷を
⽀えるとともに、LINEや配送時のコミュニケーションを通してゆるやかな⾒守
りを⾏い、家庭の困窮状況を察知し、必要な⽀援につないでいく取組みです。

第1回（実証実験）でお届けした世帯からのニーズが多数あったこと、新聞報道
等により寄付が多数集まったことから、前回と同じ世帯を対象として⾷品パッ
クのお届けと、宅配スタッフによる⾒守り活動を実施しました。

事業名 神⼾こども宅⾷プロジェクト第2回配送

プロジェクト
構成団体

主催︓BE KOBEミライPROJECT
特定⾮営利活動法⼈神⼾こども⾷堂ネットワーク

協⼒︓⼀般社団法⼈こども宅⾷応援団
後援︓神⼾市

対象世帯 神⼾市北区在住の児童扶養⼿当受給世帯
または「⽣活が苦しい」と感じているひとり親世帯

配送世帯数 98/100世帯（2世帯は利⽤者都合により⾷品の受取りができなかった）

配送⽇ 2021年４⽉２３⽇〜２５⽇（3⽇間）



今回配送した⾷品等の内容と調達⽅法
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分類 品名など 1世帯
あたり 寄付者 購⼊先

飲料
カルピス(280ml) 2本 アサヒ飲料

オロナミンC 2本 ⼤塚製薬

菓⼦類

越後製菓 おせんべい 1袋 トーホー

フルーチェ 1個 泉平

神⼾ローストショコラ 1袋 匿名企業

⾷品

エースコックワンタンメン5⼊ 1袋 ⼤吉財団 ⼤吉財団

ボルカノパスタ 1袋 ⽇本製⿇

ケンミンビーフン 2個 ケンミン⾷品

カットわかめ 1袋 泉平

韓国のり3袋⼊ 1個 松⾕海苔

精⽶ 2キロ コープこうべ

⽟葱、ほうれん草 1個 タケシタ

コーンスープ 1箱 コープこうべ

分類 品名など 1世帯
あたり 寄付者 購⼊先

⾷品

森永ホットケーキミックス
400g 1袋 ⼤吉財団

カンピーいちごジャム 1個 ⼤吉財団

ごまドレッシング 1本 トーホー

キャベツがおいしいパリ麺 1袋 ⼤吉財団

洋⾵まぜごはんの素 1パック 泉平

三島⾷品ふりかけ 1パック 泉平

乾麺うどん 1袋 トーホー

パスタソース 1袋 ⽇本製⿇

レトルトカレー 1個 個⼈・泉平

グリルシーチキン 1個 泉平

⽇⽤品

サラヤ消毒ジェル 1個 サラヤ

ウェットティッシュ 1個 神⼾こども⾷堂NW

⼿作りマスク 1個 個⼈



今回のプロジェクトにご協⼒いただいた企業さま
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⾷品等のご寄付

⾷品等の割引提供やプロジェクトへのご協⼒



⾷品等の仕分けや詰合せの様⼦
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全ての段ボールを開けるだけでも⼀苦労本当にたくさんの⾷品・⽇⽤品が集まりました この⽇は読売テレビさんの取材も⼊りました

規格外野菜などフードロス削減の⾷品を活⽤おいしそうな⾷品をたくさん詰めていきます 15名のボランティアさんに参加いただきました



利⽤者の反響
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測定⽅法
2021年4⽉23⽇〜25⽇にかけて実施した⾷品配送時
にWEB⼊⼒⽅式のアンケートを依頼（⾷品パック内
にQRコードとURLを同封）

評価対象期間 2021年4⽉の配送（1回分）

実施期間 2021年4⽉23⽇〜30⽇

調査対象 98世帯

回収数／回収率 31世帯／31％（前回は47%）

アンケート調査の概要

前回実施時に⽐べて回答率が⼤きく下がっているが、利⽤者の感想はどれも感謝に溢れた
内容だった。「仕事や家のことが⽴て込んで買い物すら⾏けない」「朝昼の仕事に加えて
夜勤にも出ているため⼦供との時間が減っている」など、忙しいひとり親家庭の状況が書
かれており、アンケートに答える時間的・精神的な余裕がないのかもしれない。



アンケート調査結果（お⼦様の年代について）
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１３〜１５歳

１６〜１８歳

１９歳以上



97%

3%

アンケート調査結果(⾷品パックの満⾜度)
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とても助かっています。本当に感謝しています。
配達の⽅も渡すだけじゃなく⼦供さんどうですか︖とお声
がけしていただいたり、丁寧な対応に感激しています。

⼦どもたちが宝箱を開けるようにとても楽しそうに開封し
ました︕⾷べたいけど買えないもの(スープやジュースや
ふりかけ)が⼊っていてとても⼤喜びしてました。

とても満⾜

やや満⾜

⾷品パックの満⾜度は⾮常
に⾼い。1回⽬よりも「⾒
守り」に対する感謝が増え
ており、⾷品だけでなく声
掛けや相談といったコミュ
ニケーションのニーズが⾒
えてきた。

1回⽬も2回⽬も本当にとても助かりました。
節約する上で⼀番に削っていたお菓⼦、ジュースは⼦供が
⼤喜びでした。本当にありがとうございます。

ステイホームの中で⼦どもたちからしたら宝箱が届くよう
な感覚のようで毎回ワクワクしながら開封しておりました
(^^) こども宅⾷さんは⾷の⽀えだけでなく⼼の⽀えにも
なっていると感じました。

気になりながらも買えなかった物や⾊んな物が⼊っていて
とても有難いです。
配達の⽅も⼦供の事を気にかけてくださり、恥ずかしくて
周りには話せない事も聞いていただいて嬉しかったです。



アンケート結果（⼊っていて嬉しかったもの）
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保護者

こども

1位 2位 3位

お⽶

チョコレート

乾麺

カルピス ホットケーキミックス

レトルト⾷品



アンケート調査結果（今後配信してほしい情報）
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回答者のほぼ全員がお⾦に関する情報を求めており、経済的な⽀援を必要としている。また、
時短レシピなど⾷⽣活に関する情報にも需要があり、調理にかける時間や⼿間をなるべく減
らしたいというニーズがあることが分かる。
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お⾦に関すること（給付⾦・助成⾦・奨学⾦）

教育に関すること（学習⽀援など）

⼦育て⽀援に関すること（ファミサポや病児保育）

⾷⽣活に関すること（時短レシピなど）

住まいに関すること（家賃補助など）

お仕事に関すること（就労⽀援や労務相談など）

法律相談に関すること（DV・離婚・債務相談など）

健康や医療に関すること（医療費助成など）

福祉サービスに関すること（障害・⾼齢者向け⽀援など）

特になし



配送時の⾒守り
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測定⽅法 宅配スタッフが⾷品パックを利⽤者に⼿渡しする際に、
６項⽬についてチェックを⾏う

チェック項⽬

１．お届け先状況…誰に、どのように渡したか
２．住まいの様⼦…きれいか、散らかっているか
３．保護者の健康状況…元気そうか、疲れているか
４．お⼦さんの状況…何か問題がありそうか
５．コミュニケ―ションの有無…会話はできたか
６．⾃由記述（宅配ドライバーが気付いたこと）

評価対象期間 2021年4⽉（第2回）の配送（1回分）
実施期間 2021年4⽉23⽇〜25⽇

調査対象 98世帯（2世帯については利⽤者都合により⾒守り可能時間
帯での受け取りができなかった）

⾒守り数／⾒守り率 98世帯／98％

⾒守りの実施概要



⾒守り結果（共通チェック項⽬）

11
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お届け状況 住まいのようす 保護者の健康状況 ⼦どものようす 会話の有無
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お⼦さんのみへの⼿渡し

保護者への⼿渡し
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⾵邪や怪我など

84%

4%12%

問題ない
問題ある
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簡単な会話はできた

宅⾷の受渡しのみ

1回⽬（3⽉）

2回⽬（4⽉）

1回⽬（3⽉）

2回⽬（4⽉）

1回⽬（3⽉）

2回⽬（4⽉）

1回⽬（3⽉）

2回⽬（4⽉）

1回⽬（3⽉）

2回⽬（4⽉）

1％
0％



⾒守り結果（⾃由記述欄※宅配スタッフのコメント）
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親⼦共に、病気やけがもなく、頑張っているとの事で
した。

笑顔で喜んで受け取って頂きました。

前回お会いした時よりも、今⽇はお化粧もされており
笑顔が出ていらっしゃいました。

娘さんは、ダンスを頑張っている様⼦でした。

お⼦さんから、お礼の⾔葉を頂きました。スタッフの
皆さんに、よろしくお伝え下さいとの事でした。

お⼦さんが、宅⾷を楽しみにしているそうです。

お⼦さんは、部活で陸上を頑張っているとのことでし
た。

⾮対⾯の受け渡しを希望されましたので、置き配して
おります。

お⼦さん、⾵邪をひいている様⼦でした。

お⼦さんの病気によるストレスで、全⾝に痒み出てい
る。特に左⾜がひどく通院治療をされている。

仕事がコロナで⾚字になり⼤変。

上のお⼦さんが咳があり、⼼配しているとの事です。

お仕事の⽇数が減ってしまい、経済的な⼼配をお持ち。

お⼦さんに微熱があり、⼼配している様⼦でした。

元気そうだったご家庭 ちょっと⼼配だったご家庭



アンケート調査結果（感想欄）１
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⺟⼦家庭で、仕事や家のことが⽴て込んで買い物すら⾏けなかった
り、私⾃⾝の体調が悪い時に簡単にさっと作って出してあげること
が出来るような⾷材ばかりでとても助かりました。
また、こうして寄付して下さる⽅がいらっしゃることに感動してい
ます。本当にありがとうございます。

スゴく助かりました。
⼦供と⼀緒にメニューなど考えれてよかったです。

今回も届けてくれてありがとうございました。
⼦どもたちが宝箱を開けるようにとても楽しそうに開封しました︕
⾷べたいけど買えないもの(スープやジュースやふりかけ)が⼊って
いてとても⼤喜びしてました。
ほんとに助かりました︕

とても助かっています。
本当に感謝しています。

配達の⽅も渡すだけじゃなく⼦供さんどうですか︖とお声がけして
いただいたり、丁寧な対応に感激しています。

本当に2回⽬もいただけるなんて、感謝の気持ちでいっぱいです︕

⾷品をたくさんいただき、助かります。
⼿作りマスクは温かい気持ちになりました。

お菓⼦やレトルト⾷品、野菜にお⽶に、すべてのものがすごく助か
りました。⼦供がレトルトカレーとスープを朝ごはんに1⼈で⽤意
をしていました。そしてお昼ご飯にラーメンをいただきました。作
り⽅を教えました。たくさんの皆さんのご協⼒、優しさのおかげで
この⾷材⾷品やマスクなどをいただけてることを⼦供に伝えました。
感謝しかありません。
⼦供に⼤きくなったら、恩返しをすることを伝えました。私も⽣活
が落ち着いたら、世の中に役⽴てるように恩返しをしたいとおもっ
ています。ありがとうございました。

ほうれん草、さっそく湯がきお浸しにして今夜いただきます。半分
は明⽇、息⼦とほうれん草のケ―キを作ろうと思ってます。(ホッ
トケ―キミックスも戴いたので)お⽶に、ホットケ―キミックス、
スパゲッティーなど、そろそろ買わないとと思ってたところに届き
ました︕タイミングにびっくりです。

とてもありがたく、感謝してもしきれないほど、感謝してます。あ
りがとうございます。

ただ ただ 嬉しいです 本当に感謝してます



アンケート調査結果（感想欄）２
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ありがとうございました。
⼦供と⼀緒に楽しく開けさせていただきました。

本当に助かります、ありがとうございます。
4⽉から男⼦⾼校⽣2名になりお弁当が2つになり、⼟⽇も部活でお
弁当や捕⾷を持って⾏くのでお⽶や⾷材が直ぐに無くなります。
⼦ども達が良く⾷べて健康でいられる事に感謝です。
協⼒して頂いている企業さまや配達等全ての⽅に感謝致します。

2回も配達していただいてありがとうございます。本当に助かって
います。
もしコロナに感染して、家を出れないとなっても作れるものが沢⼭
⼊っていたのでありがたいです。

とても感謝しています。温かい⼼も頂きました。恩返しできるよう
に頑張ります。

1回⽬も2回⽬も本当にとても助かりました。
節約する上で⼀番に削っていたお菓⼦、ジュースは⼦供が⼤喜びで
した。本当にありがとうございます。

気になりながらも買えなかった物や⾊んな物が⼊っていてとても有
難いです。
配達の⽅も⼦供の事を気にかけてくださり、恥ずかしくて周りには
話せない事も聞いていただいて嬉しかったです。
本当にありがとうございます。

届いた箱を⼀緒に開けて⼦供は⼤興奮で満⾯の笑みでした。

コロナで夫の収⼊が減った事で私が朝昼の仕事に加えて夜勤にも出
ているため、⼦供との時間が減って寂しい思いをさせていますが、
いただいたホットケーキミックスやフルーチェを⼀緒に作って少し
でも⼦供との時間を作りたいと思います。

みなさま、ありがとうございました。

すみません、⼀つだけお願いです。
できれば⽟ねぎは袋に⼊れていただけるとありがたいです。
そのまま⼊っていたので⽪や汁が頂いたもののほとんどについてし
まっていて拭き取らなくてはいけなくなっていました。

買い物に⾏く回数が減りとても助かりました︕
今回もありがとうございました。⼤変、嬉しく思います

とても、助かっています。ありがとうございます︕

⼦供が2⼈なので、1個より2個の⽅が、ケンカにならず、よりあり
がたいです。



アンケート調査結果（感想欄）３
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2度⽬の宅⾷をいただいて家族共々すごく感謝しています。
また緊急事態宣⾔が発令してしまい、毎⽇が不安が募る中、本当に
嬉しく思います。
また⼦供が⾃由に外出出来ない事がストレスと感じてすぐ怒ってし
まいます。⼦供達が家でもストレスをあまり感じないお家遊びで出
来る何かを提案していただきましたら助かります。どうぞよろしく
お願いします。

本当に助かる物ばかりで、有難いです。
前回の様に図書カードなど⾦券などがあれば、⽂房具など買いたい
物が1つでも買えるので助かるかと思います。

働く親にとってお⽶とか重たいので⽇々⽇常の仕事帰りに購⼊する
にはなかなか⼤変。シーチキングリルフィッシュなどそのまま⾷べ
れる⾷品は⾼校⽣の息⼦にとって⼿軽に⾷べれるので喜んでました。
⾃粛が続く中、季節も暑くなってくるので飲むゼリーとかプロテイ
ンが⼊ってる様な物があれば⾷育の⾯でも親としては助かると思い
ます。今回2度⽬のパック受け取ることが出来、とても感謝してい
ます。本当にありがとうございました。その反⾯この情報を知らな
い家庭もあると思うので申し訳ない様な気持ちもあったり。⼤切に
使わせて頂きます。コロナ禍の中、⾷品ロスをなくすためにも期限
切れや廃棄する前の⾷品を配ってはいけないのでしょうか︖我が家
ではもったいない位の物がたくさん届いたので提案させて頂きます。
本当にありがとうございました。

２回にわたりとても助かり励みになりました。
⼩さな贅沢も少しずつ⽣活費の負担になってくるものでチョコレー
トやジュースなどもとても助かりました,そしてなによりもステイ
ホームの中で⼦どもたちからしたら宝箱が届くような感覚のようで
毎回ワクワクしながら開封しておりました(^^)私もお給料⽇近く
で届くのでとても助かりましたし⽉１度の楽しみな⽇ができて幸せ
でした、ありがたいことです。こども宅⾷さんは⾷の⽀えだけでな
く⼼の⽀えにもなっていると感じました。これからもご無理なさら
ず頑張ってください(^^)

介護中であり負担が多く 買い物時間も減り助かりました。

⾷べ物助かりました。インスタントラーメンなど、健康⾯、添加物
など気になるものもありましたが、⾮常に助かりました。



神⼾こども宅⾷プロジェクトはたくさんの⽅々の⽀えで成り⽴っています
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⽇本製⿇さま 匿名希望さま⼋百屋タケシタさま

サラヤさま ケンミンさまアサヒ飲料さま

コープこうべさま 松⾕海苔さま匿名希望さま

泉平さま

神⼾ビルダーズさま

ボランティアのみなさん



収⽀報告
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収 ⼊

科⽬ 数量 単価 ⾦額 摘要

寄付⾦ 1 ¥75,000 ¥75,000 ⼤吉財団より

繰⼊⾦ 1 ¥186,994 ¥186,994 神⼾こども宅⾷プロジェクトへのご寄付より

合計 ¥261,994

⽀ 出

科⽬ 数量 単価 ⾦額 摘要

通信費 10 ¥84 ¥840 メール不達分郵送

⾷品調達費 1式 ¥166,794 ¥166,794 不⾜⾷品調達費

梱包費 1式 ¥11,200 ¥11,200 梱包資材

配送費 108 ¥770 ¥83,160 4⽉配送費・再配達料

合計 ¥261,994

収⽀決算 ¥0


