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Ⅰ．事業概要 

事業概要 

次の 5 つの事業を総合的に関連付けて行い、緊急的に生じている生活困窮者(世帯)の深刻な課題を解決してい
く。(1)生活困窮者への貸付けを相談と共に行う「ソーネ基金」の準備活動、(2)「ソーネみんなでごはん」に
来る子ども達の学習支援活動、(3)困窮する外国人支援のイベント・相談活動、(4)生活困窮者の食・衣提供、
(5)居住支援を行っている人の見守り、食事提供。(1)・(2)・(3)は、わっぱの会の自主事業であり、(1)・(2)は、
既に取り組まれている活動を充実・発展させるものであり、(3)は新たに取り組む事業である。(4)・(5)は、連
携する社会福祉法人共生福祉会が取り組んでいる事業で、社会福祉法人ではできない活動を支援する事業であ
る。 
 
Ⅱ．進捗報告の概要 
総括 

日程の遅れのある事業もあるが、全体として予定していた活動を順次進めている。懸念点は、緊急事態宣言等
の発動により、当所予定していた活動の時間や内容を縮小しなければならなくなった点である。今後の見通し
も不透明な中、参加者や支援スタッフにアンケートを実施するなどして意見を取り入れながら、感染対策を徹
底して活動に取り組んでいる。 

  

事業名: 生活困窮者(世帯)緊急総合支援事業 

資金分配団体: 一般財団法人中部圏地域創造ファンド 

実行団体名: 特定非営利活動法人わっぱの会 

実施時期: 2021 年 2 月～2022 年 1 月 

事業対象地域: 愛知県 

事業対象者: 生活困窮者(世帯)緊急総合支援事業 



Ⅲ.活動実績  
(1)ソーネ基金 
アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

公的資金措置である住宅確保給付金の支給
基準緩和、生活福祉資金の特例貸付の終了後
を見据え、生活困窮者への緊急小口貸出しを
行うための基金開設準備をすすめ、ソーネ基
金の資金原資 1000 万円及び支援団体 10 団
体を確保する。 

まずは、基金貸出しができるようにするために必要な貸金業及
び特定非営利金融法人の登録を行うための準備を行っている。
そのための貸金業務取扱主任者の国家試験に合格した 3 人のメ
ンバーを中心に進めており、その作業の一定の進行に合わせて
今後、資金・支援団体確保を進めていく。  

 

活動 進捗状況 概要 

「ソーネ基金」による貸付け及
び相談支援実施に向けての準備
を進める。具体的には、2020・
2021 年度貸付け基金の貯え、貸
付け実施の際の支援団体の確保
の他、貸付のための法的整備や
準備作業、運営のための会員の
確保などの事務局の活動を充実
させていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1)準備のための運営委員会
(勉強会)を 4 回開催 
・この所コロナ感染拡大の影
響があって忙しいメンバーも
あり、隔月の開催となったり、
開催が中止されることもあ
る。 
 
(2) 貸金業及び特定非営利金
融法人の登録を行うための準
備作業会合を 2 回実施 
 
 
(3) 貸付け資金の確保・貸付
け実施団体の確保・運営のた
めの会費確保のためのパンフ
レット作成の準備中  

(1) 毎月 1 回ソーネ基金運営委員会を開催 
<スタッフ> 

  総括責任者  1 名 
  事業責任者  1 名 

   事業スタッフ 7 名 
が集まり活動を続けている。 

 
 
(2) 貸金業務取扱主任者の国家資格を取得
した者を中心に準備作業を進めている。 
・後半期において貸金業及び特定非営利金
融法人の登録を済ませる。 
 
(3) 貸付のための資金協力を単発で受け取
り、貸付け資金の確保や貸付け支援団体の
増加を図っている。 
  

  



(2)子ども支援 
アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

増大する生活困窮家庭 30 世帯の小学生の学
習支援を対面・オンライン双方で行い、学習
の遅れを取り戻すとともに、食料支援も行
う。 

第 1 次募集締切後、緊急事態宣言等が発令されたことから、学
習支援スタッフより、参加者を増やすことに対して不安の声が
あり、協議の結果、第 2 次募集は行っていないが、個別相談に
応じ新規参加者を受け入れている。緊急事態宣言発令中は、学
習支援を中止し、フードパントリーのみ実施。オンラインによ
る支援も実施を試みたが、自宅に wi-fi 環境が整っていない家
庭も多く、タブレットは会場内での利用に限られている。  

活動 進捗状況 概要 

(1)調理器具等の購入 
・当会が取り組んできた「ソー
ネみんなでごはん」において、
食事提供への急速な需要拡大に
対応するため、新たな調理器具
や設備を導入 
(2)新たな学習支援活動等 
・「ソーネみんなでごはん」に集
まってくる子ども達の家庭の困
窮度も増していることから、食
事の提供だけでなく、学習支援
も新たに行う。ソーネおおぞね
内にあるソーネホールの広いス
ペースで充分な感染対策を講じ
て実施するが、そこへの参加が
難しい子ども達には、タブレッ
トやパソコンを使っての支援を
実施したい。これらの支援活動
に対応するため大学生スタッフ
の協力を仰ぎ、地域交流の人材
育成も同時に進めていく。 
 
 

 

 
 
 
 
  

(1)計画通り 
 
 
 
 
 
(2)以下のとおり 
①スタッフ募集 
・ほぼ計画どおり 
 
②参加者募集 
・コロナ感染拡大のため、 

参加地域・人数を制限 
 
③学習支援 
・緊急事態宣言等発令に伴い、
一部中止 
【支援実施日】 
 4/13・20、6/22、7/6・20 
※8/5・12・19・26 
  
④食糧支援 
緊急事態宣言等発令に伴い、
一部変更 
【支援実施日】 
4/13・20、5/11・18、6/8・22 
7/6・20 
※8/5・12・19・26(昼食提供) 
 
※印…夏休み特別支援実施 

(1)「ソーネみんなでごはん」毎月 1 回開催 
・調理器具の購入により、学習支援に伴う
お弁当等の調理もスムーズに行えている。 
 
 
(2)以下のとおり 
①メール・チラシ配布等で募集 
・元教員 3 名、現役教員 1 名、学校での支
援員経験者 2 名の学習支援スタッフ計 6 名、 
調理ボランティアスタッフ 4 名を確保 
②当初は、参加地域に制限を設けていなか
ったが、コロナ感染拡大に伴い、開催場所で
ある地域交流拠点「ソーネおおぞね」から徒
歩圏内の学区に居住する小学生に対象を限
定。現在 18 名・12 世帯が登録。 
③原則月 2 回(第 1・3 火曜)15:00～17:00 
(当初 2 回は 14:30～17:30)学習支援を実施。 
・学年別に学習支援スタッフがつき、学校
の宿題を中心に、国語・算数に取り組む。 
・計算ゲーム・漢字ゲーム・トランプなども 
使用し、楽しみながら学習に取り組む支援
も行なっている。延べ 114 名参加 
④当初 2 回は、手づくりおやつを会場内で
提供し、空のお弁当箱を持参してもらって、 
詰めたものを持たせる支援を実施したが、 
緊急事態宣言発令に伴い、両者とも中止。 
後者は、パック詰めした手づくりの炊き込
みごはん弁当に切り換え。フードバンクか
らの提供食糧とともに、家族分も配布。 
延べ 1000 食分以上配布 



(3)外国人支援 
アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

困窮する外国人を励ますイベントを開催し
つつ、個々の生活・就労相談を行う。 
外国人 50 人程度への生活・就労相談を行う。 
 
 
  

コロナ感染が継続する中、まとまったイベント開催は難しく、
取組みのひとつとして外国人健康診断活動に取り組む団体と
連携して健康診断会を 1 回開催。もうひとつ、これまで全く明
らかにされていない、外国人の中の障害ある人の実態調査に取
り組む中で、個々の面談を通じて相談活動を進めていくための
準備協議のための会議を 3 回開催   

活動 進捗状況 概要 

コロナの影響による突然の解雇
などで生活や就労に困っている
外国人留学生や就労ビザを有す
る外国人のために、ネパール、
フィリピンなどそれぞれの母国
の食事や文化に合わせたイベン
トを、ソーネホール・ソーネカ
フェを活用して、広いスペース
でゆったりと開催する。外国人
支援団体とも連携し、元気をな
くしている人々を精神的にも励
ましつつ、対面で、あるいは
Zoom なども活用して、そこへ
の参加者に対して個々にも生
活・就労相談を行う。  

コロナ禍で、当初計画の単な
るイベント開催は難しくなっ
たが、かえって二つの事業の
方向が明確になり、それぞれ
が具体的に進行している。 
当初計画の相談件数としての
成果は、これからになるが、活
動は確実に進行している。 
 
 
 
 
 
 
  

①第 1 回目の健康診断会 
・4 月 25 日(日)午後ソーネおおぞねソーネ
ホールを借りて実施 
・本事業スタッフ 3 名に加え、外国人の健
康づくり活動を行う NPO 団体との連携で、
そのスタッフ 10 名の参加で行った。 
・外国人 10 名程の参加を得た。 
 
②外国人の中の障害ある人の実態調査 
・その準備のための会合を、外国人の方、そ
の支援団体を含めて、6 名程の準備スタッフ
で 3 回開催 
・今後 10 月～12 月に調査(面談方式)を行
い、具体的な相談にのりつつ、その成果を 1
月までにまとめる予定である。  

 
  



(4)生活困窮者の食・衣提供 
アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

仕事・暮らし自立サポートセンターが対応で
きず、他団体に頼っていては全く不足してい
る生活困窮世帯 50 への食・衣の不足物資の
提供を行う。  

2021 年度から生活困窮者への不足物資提供を進めているが、
当初計画にあった食料以外の生活関連物資提供を減らし、食料
提供を増やす変更申請を受理していただき事業を進めている。 

 

活動 進捗状況 概要 

仕事・暮らし自立サポートセン
ターでは、生活困窮者の自立相
談を行っているが、家賃支給以
外は現金・現物支給を行なえな
いことになっている。もっとも、
今日食べる物もなく切羽詰まっ
ている方には、ボランティアで
運営しているセカンドハーベス
ト名古屋から食料支援があるこ
とで、その方の命をつないでい
る。そこで、セカンドハーベス
ト名古屋では供給できないもの
を提供することで、生活困窮者
の食・衣をめぐる課題を解決し
たい。それは、以下に示したも
のである。これには、リサイク
ル品などの活用も行なう。 
・電気、ガス、水道を止められ
た人に必要なものとして、 
カセットコンロ、カセットコン
ロ用ガス、電気ケトル、 
・電子レンジ(米を炊けるもの) 
・乳児用粉ミルク 
・ハラル食材 
・子ども服 
・ふとん、カーテン一式(住居を
確保しても、所持していない人
がいる) 
・レンタル携帯・携帯用バッテ
リー  

上記「進捗状況」欄記載の変更
はあるものの、当初計画どお
り進んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

仕事・暮らし自立サポートセンターに訪れ
た生活困窮者から事情を聴き取り、本人の
要望にそって可能な物資・食料を提供 
・事業スタッフ 3 名程 
・提供世帯数 
  食料  月 30   衣類 5 
  炊飯器 5  電子レンジ 1 

<配布食品> 
ハラル食材 
米 ・バックごはん  缶詰等 

 
  
 
 
 
 
 
  

  



 
(5)居住支援を行っている人の見守り 

アウトプット（今回の事業実施で達成される
状態 ） 

進捗状況 

居住支援活動の中で確保された住居に住む
住宅確保要配慮者の見守り及び食事提供  
・借上げ住宅 20 戸の見守り及び食事提供を
行う。  

当会がサブリースした物件への生活困窮者の入居は 2020 年に
入って始まったが、順調に増大し、それと並行して見守り、食
事提供の数も増大し続けている。さらに、秋以降も増加の予定
があり、年内に目標を超えることになる。  

 

活動 進捗状況 概要 

北九州の NPO 法人抱樸は、今
春、住まいをなくした方々のた
めに、全国的なモデル事業とし
て、支援付き借上げ住宅の提供
を行う居住支援を行うためのク
ラウドファンディングを行い、
1 億円余りの資金を集めた。全
国 10 都市で各団体の協力を得
てこの事業を進めるが、名古屋
では当会がこの資金援助を得
て、15 戸以上の借上げ住宅を確
保することとなった。そこで、
20 戸の住宅を確保した上で、そ
の居住者への支援活動として、
見守り支援と食事提供を行うこ
とで、安心して暮らせる状況を
つくりたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1)サブリース住居 18 戸と借
上げ住宅 1 戸が確保されてお
り、ほぼ入居者が満たされつ
つある。ソーネ居住支援セン
ターの活動と連携しつつ、ほ
ぼ毎日のように見守り、食事
提供活動が行われている。 
 
(2)4 月以降、食事提供回数が
増加し、7 月には 1 日 10 食以
上提供するに至っている。 
今後サブリース住宅の拡大が
計画されているため、活動予
算の不足が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1)事業スタッフ3～4名が対応しているが、
全体的な計画、進行、管理については、ソー
ネ居住支援センターと連携している。 
・見守り 原則平日毎日 
 
(2)食事提供については、ソーネカフェに弁
当作りを依頼し、おいしくて栄養バランス
にも配慮した献立で食事提供を行ってい
る。 
・配布弁当 1.054 食 
 
 
 
 
 
 
  

 
  



 
Ⅳ. 事業実施後（1 年以降）に目標とする状態への所感（中間時点） 

自由記述 

当初事業開始前に、この事業の総括責任者であり、当会代表である斎藤縣三が思わぬアクシデントで怪我を
負い、事業開始が遅れてしまったが、2 月の事業開始後は、各事業とも、それぞれ異なった担当スタッフによ
って、事業の進捗にバラつきはあるものの順調に進んでいる。これまでの事業の継続であるものや全くの新規
事業となるものもあるが、それぞれにしっかり取り組まれている。 

この事業は 5 つの総合的事業として計画されている。それぞれ必要かつ大切な事業であり、この基金を活用
した 1 年間の総合事業が更なるバネとなって、今後につながっていく事業にしていきたいと考えている。 
(1)ソーネ基金 

既に 4 年前から構想されてきた事業であり、今回この事業活用で、法定整備を含めた準備作業を確立してい
くことで、来年以降の公的支援の撤退後に、既に一定の資金を集め始めているソーネ基金の正式出発への準備
となることができる。 
(2)子ども支援 

これも 3 年前から始まっている地域食堂を更に継続していく道筋が踏み固められ、かつ、新たに始まった学
習支援活動も、新しい熱心なスタッフの参加を得て、2 年目以降へとつなげていけるだろう。 
(3)外国人支援 
 今回始まった外国人健康診断会は、この 1 年で複数回実施することができ、2 年目以降、コロナの鎮静化に
応じて更に継続されていく。外国人の中の障害者実態調査の結果は、その成果を 2 年目以降に行政にぶつける
ことで、更に行政を交えた次の活動への足掛かりとなっていくであろう。 
(4)生活困窮者への食・衣等の支援 
 これは、行政補助による生活困窮者相談支援事業への補助的援助活動であり、これを元に更なる発展に資す
ることは間違いない。 
(5)居住支援を行っている人の見守り、食事提供 

居住支援法人としての居住支援活動と連携した当会のサブリース住宅や借上げ住宅への支援活動であり、こ
の 1 年の活動で、入居者の生活定着・安定を促し、今後の自立に向けた活動や更なるサブリース住宅展開に向
けた居住支援活動の充実を生み出す。  

  



 
Ⅴ．インプット 

              

 2020 年度 2021 年度 合計 執行金額 執行率 
事業費 直接事業費 ¥283,500 ¥5,451,150 ¥5,734,650 ¥1,773,233 30.9％ 

管理的経費 ¥175,064 ¥1,090286 ¥1,265,350 ¥600,575 47.5％ 

合計 ¥458,564 ¥6,541,436 ¥7,000,000 ¥2,373,808 33.9％ 
                
補足説明 直接事業費の執行割合は 30％程度にとどまっているが、前半期について

は各事業とも準備期間的な側面が強いので、費用の執行は後半期、特に終
盤期に偏ってくると思われる。 

                

 
Ⅵ. 事業上の課題 
事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応 

コロナ感染拡大により人が集まることが制限され、一部事業の縮小・延期を余儀なくされた。(1)ソーネ基金、
(2)子ども支援、(3)外国人支援は、その影響が見られる。人が集まる場面では、検温・手洗い・消毒を徹底し
てコロナ感染防止対策に万全を期している。 
逆に、(4)生活困窮者への食・衣等の支援・(5) 居住支援を行っている人の見守り、食事提供については、コロ
ナ感染拡大による生活困窮者・世帯の急激な増大により、その活動は深まらざるを得ない。各本事業担当者が、 
仕事・暮らし自立サポートセンターや居住支援の担当者と連携し、個々に必要な支援を迅速に行えるよう対応
している。 
 
 
Ⅶ. その他 

自由記述 

今まで活用してきた助成金に比べて、会計上の制限等が極めて大きいので、資金活用の柔軟性が乏しいと言わ
ざるを得ない点が残念である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



Ⅷ. 広報実績  
 

広報内容 有無 内容 

メディア掲載（TV・ラジオ・新
聞・雑誌・WEB 等） 

無   

広報制作物等 有 ・子ども支援のスタッフ募集及び参加者募集の各チラシ 
・外国人支援の健康診断会の日本語・外国語の各チラシ 
・わっぱの会「生活困窮者(世帯)緊急総合支援事業」HP  

https://konkyushien.wappa-no-kai.jp/  

報告書等 無   

      
  

         

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績   

ガバナンス・コンプライアンス体
制  

状況 内容 

1. 社員総会、理事会、評議会は定
款の定める通りに開催されていま
すか。 

開催されている。 
社員総会 6 月 
理事会 3 月、6 月 

1. 事業報告及び決算 
2. 事業計画及び予算 
3. 役員選任 

2.  内部通報制度は整備されてい
ますか。 

整備されている。 公益通報者保護に関する規程 

３．上記設問２で「はい」の場合、
利用はありましたか。 

利用はありません。   

 


