
(第 1 号議案) 

1 
 

2017 年度事業報告書(案) 
 

１、全体の報告（成果と課題）…Ｐ１ 

２、事業報告…Ｐ２ 

Ａ ボランティアセンター…２ 

Ｂ フードバンク宇都宮…11 

Ｃ 災害救援…15 

Ｄ ＮＰＯ活動推進センター…16 

Ｅ とちぎコミュニティ基金…19 

Ｆ 若者自立支援…25 

３、その他の事業   

４、財政・組織運営…Ｐ27 

 

１．全体の報告（成果と課題） 
①子どもの貧困撃退❤円卓会議による「課題解決のプラットフォーム」作りができた。 

 中期計画にそって若手スタッフとともに事業の分割と建直しを行ってきた。中でもとちぎコミュニティ基金は、地

域の課題を調査し必要な資源を集める一連の活動を、多様な主体の参加によって実現するコレクティブ・インパクト

を狙い、成功への道筋を作った。 

子供の貧困撃退♡円卓会議は３回の公開会議、２回のシンポジウムのほか、２回のプレ会議、20 回以上の調査の分

科会等を行い、課題の可視化と目標・イメージの共有、多様なステークホルダーの巻き込みができた。また、サンタ

ｄｅラン＆ウォークを円卓会議の寄付イベントと位置付け、昨年比 1.6 倍の寄付（４００万円）を集めた。さらにた

かはら子ども未来基金の助成プログラムを新規に立上げ60万円を６団体に助成した。 

今後基金は、子どもの貧困を先行事例として「課題解決のプラットフォーム」となるコミュニティ財団化を図る予

定である。今期は、コミュニティ財団の取り組み方法を内外に周知することができた。 

 

②学生の活動者の増加。職員採用の難しさと人材不足 

ミヤラジ「みんながけっぷちラジオ」の学生パーソナリティの活躍や円卓会議で、宇大を中心に学生の参加が増え

た。 

一方で職員は前期から 2 年間で６人をあいついで採用したが、退職・採用の繰り返しが続いた。本会はマルチタス

クを要求され、関係者も多様で多数いる。ボランティア活動やＮＰＯ・福祉職などの知識・経験がない人には向いて

いない傾向がある。職員の人材確保・育成、能力開発が難しかった。 

 

③拠点拡大に連動していない「組織の縮小」「会員の減少」。フードバンク中期計画の空論化 

中期計画の２年間で県北事務所、ＦＢ日光事務所など拠点整備に取り組んできた。だが、そこに集う人や会員は増

えていない。高齢化にともない会員の減少も続いている。県北事務所は 11月から新職員を採用し無料学習支援教室を

開催したが、自主財源（会費・寄付）の目標は未達成となった。本部も職員が 2 人交替し、事務の立て直しが続いて

会員拡大がほとんどなされなかった。 

フードバンクは食品の流流量、困窮者支援数が増えた。しかし通常の範囲での増加でありＦＢ中期計画に沿っての

拡大ではない。計画を実行する具体的な指示、人の配置、動機づけ、予算執行(財源獲得)がなかった。ボランティア・

マネジメントの力がなく計画が机上の空論となっている。一方で、チャリティウォークは職員・ボランティアの努力

により過去最大の参加者となった。 
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２．事業報告 

Ａ．【ボランティアセンター】 

(1)ボランティア・コーディネーション事業（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

ボランティアしたい希望者に活動の場を紹介し、「ボランティアの応援求む」ＳＯＳニーズに対応するため需給調整

をした。困難ケースは解決を図った。個別ＳＯＳの解決は「総合相談支援センター」が担ったため、この事業も「ボ

ンティアとともに実施するＳＯＳ対応事業」へと重点が変わってきた。  

①総合相談支援センターの運営 

総合相談支援センターは、フードバンク（ＦＢ）宇都宮でのＳＯＳ対応とその後の生活支援、さらに若者支援や社協

の困窮者自立支援事業からの依頼ケースに対応するため、本会が行ってきた「個別のＳＯＳに同行支援する方法」を全

面的に公開して実施した。この事業ではボランティアの個別性・柔軟性を最大限に活用することが、これからの地域福

祉推進に必要な能力と考える。 

年末から社会福祉士の資格をもつ専従職員を配置したことにより、生活困窮者の相談支援が飛躍的に活性化した。即

戦力の「個人からのＳＯＳへの対応を行い社会課題の解決を図る」部門として自立的な活動ができてきた。 

今期の支援件数は248件（世帯）、のべ572回と、回数は前期の1.63倍になった。これは奨学米プロジェクトの利用回

数（27世帯に346回提供）が増えたためである。困窮世帯への継続支援によりお母さんの孤立防止の一助となった。 

表１は相談者の状況のまとめである。母子家庭など地域で定着している困窮者(世帯)への支援方策は見えてきたが支援

総数は宇都宮の母子家庭だけで2700世帯（推定）であり、掘り起しが必要である。また、89％を占める単身男性への支

援方策はまだ見いだせていない。表２は相談支援の内容（一部）である。 

 

【表１：相談者の状況のまとめ】 

 
のべ 
(回) 

月平均 
(回) 

実数 
(件) 

内複数回 
支援(件) 

宇都宮市内/市外 
( )は住所不定 

世帯の人数 男/女 

2012年度 30 2.5 30 ５ 19(9)/11(1) 単身:23、2人:5、3人以上:2 22/８ 
2013年度 75 6.25 46 11 32(10)/14(1) 単身:27、2人:14、3人以上:5 28/18 

2014年度 196 16.08 135 25 72(47)/16 
単身:101、2人:11、3人6、4人:3、 
５人:5、６人:1、７人:3、10人:1 

106/29 

2015年度 243 20.25 165 49 102(11)/65(25） 
単身:140、2人:25、3人:11、4人:7、 
５人:6、６人:4、８人:1 

118/47 

2016年度 350 29.8 185 49 144/18(23) 
単身:126、2人:33、3人:10、4人:10、 
５人:３、６人:１、７人:1、10人１ 

124/61 

2017年度 572 47.7 248 182 177/15（29） 
単身:158、2人:35、3人:11、4人:11、 
５人:6 

160/61 

2017年度【全世帯】 
●困窮の内容（複数）：仕事探し・失業・就職117 病気・健康・障害69、住居15、金銭管理25、精神疾患人間関係など35、日々の生活
(低年金)15、債務（家賃滞納など含む）４、子育て・介護18、DV・離婚など32 
●生活保護の世帯数 受給：38 手続き中：16 
●本会までの経路：自治体79、社協67、ＮＰＯ・関係機関（弁護士・議員含む）20、ネット・テレビ6、知人・困窮者仲間４、地域包括
6、障害者施設1、職安等4、病院3、教会1，不明30 
【住居なし】25件 
●男女比は、男24：女1。単身25世帯。女性世帯1件は精神疾患のためアパートの大家とトラブルとなり契約解除となった事例。 
●年齢 10代3，20代１、30代4、40代3、50代10、60代3、70代1。 
●困窮の内容（複数）仕事探し就職16、ホームレス10（うち車上生活2，移動中3）、仕事上の不安やトラブル3、精神疾患・人間関係6，
収入生活費９、病気・健康１、高齢1 
●緊急の一時宿泊 1泊（1人） 
【女性相談者】60件 
●単身22/世帯持ち38（内、母子家庭20） 
●困窮の内容（複数）：収入生活費・低所得26、病気16、仕事探し・失業26、金銭管理不能・債務7、DV４、無・低年金３、子育て３ 

 
【表２：相談支援の内容】 
 
６月：17人(23回） 
4/5●TK男55・宇都宮。１０年以上前上司に誘わ

れて独立し失敗。以来転職繰り返す。１年前から

無職。働く意欲はあるが車ないので住み込みの仕

事探している。生保申請中。生保窓口で話を聞き

FB知る。⇒食品提供。ボラ、Ⅴ飯に誘う。●4/21

⇒食品支援。 

4/8●OO女30代・宇都宮。ＤＶで逃げてきている。

⇒生活保護を受給できるまでの1週間程度の食品

を提供。米3kg 

4/12●KR男33(千葉)。北海道出身。16年間漁師の

父を手伝っていたが数年前に父親が亡くなり廃

業。以来仕事を求めて転々とする。直近まで千葉

に住んで生保受給していたが、千葉で人間関係が

上手く築けず北海道に帰りたい。パチンコ依存症
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で持ち金使い果たした。家に帰る交通費がなく歩

いて帰ることに。⇒食品提供。 

4/12●AS女43・宇都宮。５人（本人・両親・20

男）昨年離婚した。長男（20）もパニック障害で

３月から無職。実家に戻り、両親と子ども２人の

５人暮らし。親は年金生活。⇒食品提供。 

4/12●SG女40代・佐野。4人（父・本人・中1男・

小3男）。昨年離婚成立。前夫暴力団でDVがあった。

宮城から父を引き取り同居、父はがんが再発。本

人就活中。⇒食品提供。奨学米ＰＪ。毎月佐野の

ＮＰＯに食品を届ける。 

4/13●OK女34・宇都宮。結婚して小山に住んだ。

第一子を妊娠したが夫の暴力を女性相談所に相

談しシェルターに入った。その後小山市役所で生

活保護の手続きが進み、宇都宮市への転。本人の

意思より速い速度で支援が進み、生活環境の変化

に対して出費が嵩み困窮してしまった。⇒次回生

保受給までの半月分の食品支援。 

4/13●TJ男36・宇都宮。東京生まれ、派遣の仕事

をしていたが正社員の就職口が見つかったので、

２年前に県内の会社に入社した。しかし、2016

年7月に会社のリストラにい退職することになっ

た。無職となり仕事を探すも見つからず収入も途

絶え困窮した。現在生活保護を申請中、この間の

食品の支援が欲しい。⇒食品を２日分支援。 

4/17●OH男57・宇都宮。一時的な収入不足。３か

月休職し休業補償がでない。前の給料のうち12

万円を銀行ローン返済し所持金なくなる。給料は

手取り１６万、賞与もあるが独身で貯金なし。⇒

10日分の米を提供。●⇒6/22：休職期間中のマイ

ナス分が生活圧迫。食品提供。 

4/20●UM男46（東京・葛飾）。型枠大工で福島で

仕事の口があり行ったが「人手いらない」といわ

れ、戻る途中、酒飲んで居眠り中に置き引きにあ

う。郡山から切符だけもらい宇都宮に来た。⇒本

当のようだ。食事提供。２日分のパン提供。 

4/20●WK女64・宇都宮。2人。ケアハウスで料理

の仕込みの仕事をしていたが3月末に体調不良

（心不全）。病気で休職中。高１女の孫を養子と

して3月から引き取り、2人暮らし始めたところ。

娘も母子家庭で子だくさんなため金銭援助頼め

ない。⇒食品提供。生保受給できれば何とか生活

可能。かなり息が苦しそう。お茶のみに誘う。 

4/25●TZ男28・継続支援・宇都宮。中卒。片目失

明。転々と職を変える。自転車の窃盗で何回かつ

かまる。生保受給しているが光熱費等で数日困窮。

⇒一回だけ支援。食事・食品提供。4/25人材派遣

で面接予定。 

4/25●OO男53・宇都宮。四国出身。知人に仕事を

紹介されて流れてきた。4/17までは建築関係の仕

事をしていたが体調不良で辞めた。生保申請中。

4/26工場での仕事の面接予定。⇒つなぎの食品提

供。 

 

５月：15人(65回） 
5/6●KK女39・宇都宮。子ども２人とも不登校。(発

達障害あり）2016年末離婚。現在保険外交の仕事

をしているが、やめて看護師の仕事したい。⇒米

5ｋｇ食品５キロ提供。奨学米PＪ開始。●⇒5/10，

5/24，8/10来所。病院勤務が8月からできると報

告。 

5/12●TK男50・宇都宮。離婚経験2回、精神手帳2

級。宇都宮市にきて2年だが、いとこに財布から

４万円を抜き取られて一時的に困窮。障害者生活

相談支援センターの支援員により、ＦＢにつなが

る。今までに金銭管理で困窮することはなかった。

⇒米5kgとおかず類支援。●⇒6/27：再度、従弟

にお金をとられて困窮。支援員が来所し持ってい

く。 

5/16●AK男42・前年から継続支援５回・宇都宮。

母65と2人暮らし。就職しづらく、アルバイトで

生活。母の年金を足しても10万に満たない。8月

に無職になり、精神科にかかり困窮。糖尿もある。

持ち家のため生保が難しい。障害者相談支援セン

ターが相談に入っている。⇒米、缶詰、調味料等

提供。グループホーム入居が決定。つなぎの食品

提供。●⇒2/28～：7回継続支援。実家から出て

生保受ける覚悟で5月中旬からホームレスになっ

た。●⇒6/7：「生活保護を申請することにしたが、

母親が本人と一緒に住みたい意向で生活保護を

受けられない」とのこと。施設の担当者と障害福

祉課の支援を受けて対策を立てる。 米10kg、食

品3キロ提供。●⇒7/7：米10kg、食品3キロ支援。

●⇒7/12「母親が生活保護に入りたくない。訪問

し母親に会うことにした。米10kg食品5キロ提供。

7/13母親から「面接したくない」と連絡。中止。

●⇒8/3：食品提供。●⇒9/5：生活保護申請でき

るのに母が納得せずに妨害。食品提供。●⇒

1/13： 1月初旬にめまいがして緊急搬送され4日

程入院。入院費支払えず生活保護を受ける予定に

している。つなぎの食品を15㎏提供。●⇒2/3：

米10㎏食品支援。生保申請の相談を始める。●⇒

2/10：自宅を訪問し母親と面接。2/15：本人より

独居は無理そうだ」と連絡あり。2/24「当面母親

との同居を続ける」と表明。米10㎏食品3㎏提供。

●⇒3/10：食品提供。●⇒3/17食品提供 

5/16●TY男42・前年から継続支援３回・県央。妻

が精神疾患で、錯乱すると近所とのトラブルが絶

えず何度も転居しているが、精神病院でも診断名

が出ない。精神疾患と発達障害の疑いがあると判

断し対応を開始。奥さんの病気診断をしっかり行

い障害者認定を切望。（→Ｕ病院では健常者と判

断していた）これまでは電話で相談し食品配送し

ていた。今回初めて来訪。⇒再度Ｕ病院のＭＳＷ

に電話し紹介状を申請する。別の病院でセカンド

オピニオン予定。●⇒6/6：食糧支援依頼。自立

支援医療申請が受理された。●⇒8/2：食品提供

配送。 

5/16●YU男61・宇都宮。整体を営業していたが2

月前に廃業。仕事がなく家賃を滞納。まだ働きた

いので生保は受けたくない。⇒食品提供。南大門

で整体師を募集していたので案内→5/19無事就

職。 

5/16●HG男42・宇都宮。２回目の来所。生活保護

費8万円を内縁の女性が持ち逃げし困窮した。糖

尿を直して社会復帰したい。⇒食品提供。ボラに

誘う。 

5/16●OO女59・前年から継続支援５回・宇都宮。

同居の息子はコンビニでバイト。娘（22）は子供

一人を抱えた母子家庭で、夜働いているので夜は

Ｏさんが面倒をみる。娘も借金が数百万あるとの

こと。清掃会社勤務。電気料などの未払が数か月

あり、お金の使い方など問題がある。貧困の連鎖

である。●⇒定期的に食料提供。2/8、3/16、4/20、

5/16、6/14、8/24、9/14。（以前、若者支援のＮ

さんが関わって息子と世帯分離する手続きした

が母が取り下げた経緯有） 

5/17●MJ男45・宇都宮。沖縄出身、14年前に宇都

宮に来た。5月に体調悪化し自力で生活不能にな

った。生保申請中。体調が良くなったら仕事を探

すことが可能。⇒生保までのつなぎの食品提供。 

5/18●AN女52・宇都宮。4人家族。生保が6月より

支給される。その間のつなぎの食品がほしい。（昨

年10月に初支援）⇒半月分の食品提供。 

5/18●KB男40・宇都宮。無職で大家さんの好意で

居住したが、家賃2年未納。その後大家さん死去

し、遺産分割により来月中に退去を促される。3

月で失業保険きれる。腰痛17年近く継続。大学卒

業後派遣で20年ほぼ工場勤務。チック症があり精

神的に少し参っている感がある。⇒食品提供。

Ｖ・食事に来るように言う。●⇒6/30：転居する

部屋も決まり、生保受給を準備中。腰痛の治療も

開始。 

5/23●KT女7・宇都宮。夫（74）と二人暮らしで

年金月16万円。夫の兄弟の冠婚葬祭の出費で困窮

した。本人は元看護士、C型肝炎、鬱病、乳がん

の治療中。夫と離婚も考えているが、生活してい

けるかも心配。一緒に居るとイライラするので図

書館で本を読むのが楽しみ。⇒ 今回だけ

食品提供。妻曰く「夫に痴呆の疑いあり」。地域

包括に相談に行くこと勧めた。 

5/24●IS男61・宇都宮。地方公務員だったが早期

退職。退職金は離婚慰謝料・家のローン返済でな

くなった。1年半前から生保受給。光熱費などか

さみ一時的に困窮。⇒生保受給者には支援しない

旨伝え食品支援。（2017/1/26から食品提供してい

る）●⇒5/24：メガネを作ったり光熱費で困窮。

前回「生保受給者には継続支援しない」旨伝えた

ので食品を少量提供。●⇒2018/1/13：光熱費の

出費がかさみ困窮。だが、説明のつじつまがあわ

ない。食品アルファー米を中心に3㎏提供。●⇒

2/8：「ぼや騒ぎを起こし鍋などを買いお金が無く

なった」。作話の様子。米以外の食品を提供。●

⇒2/17：食品支援。3月になりボランティアに来

るように強く進めた。 

5/25●OO女60・宇都宮。夜の皿洗いと派遣仕事の

かけもち。月収は６、７万円だが今月は3万くら

い。年金は2.7万円なので、一時的に困窮。家賃

は3.3万円。10年前に離婚。1人でいると気分が悪

くなり、吐き気がしてくる。⇒米3kg、食品3キロ

提供。 

5/26●YM男80・宇都宮。2016年3月から継続支援

(20回)。夫婦とも軽度の認知症。昼間から妻と徘

徊している。突然、事務所に来て食品を求める。

地域包括支援「きよすみ」とのパン提供の段取り

は、年金が入った後1か月は来なかった。次の年

金が入る6/15までは来るがその後はまた来ない

だろう。●⇒４日程度の食品支援。翌週「きよす

み」柴野さんと対応協議。Ｖネットで対応、条件

として「毎週取りに来るように約束する」ことに

した。●⇒5/30より週2回（火・金）ＦＢ協力パ

ン屋から地域包括にパン届ける。●⇒6/29：来所。

週一回火曜にパン屋に取りに行き、ＹＭさんに必

ず毎週取りに来てもらうよう話す。食品提供。●

⇒7/20：パンのみ支給。「水曜来ること、生保手

続き始めること」を約束。●⇒ 9/6、9/26毎週水

曜と決めたが、相変わらず断続的に来る。●10

月：地域包括から「夫婦とも施設入所となった」

と連絡あり。 

5/26●NG男46・宇都宮。2016年から継続：10年前・

母が亡くなり塾が廃業、無職状態となった。その

後短期でアルバイトをしていたが、派遣会社から

の仕事がなくなり困窮。3/4単発でアルバイト収

入があったが、生活費には十分でない。仕事が見

つかる間、ＦＢで食品を支援してもらいたい。⇒

米５キロ、食品２週間分提供。●⇒相変わらず、

日雇いの派遣の仕事をしている。月平均６万円程

度の収入で暮らしている。 ●⇒6/14：食品を15

日分提供。電気を40Ａに変更予定。電話はあいチ

ャネルのみ解約(-150円)、●⇒1/12：また職を探

している。無職状態で食品支援を求めてきた。米
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5kg食品5キロ提供。●⇒3/24：米5㎏乾麺調味料

など提供。●⇒3/27：生保申請を勧める。●⇒

4/5：生保開始決定となる（3/27付け）。今後は債

務整理など進める。 

5/30●YS男43・宇都宮。35歳までうつ病で自宅療

養。8年前に両親と死別。2年前に飛び降り自殺未

遂→圧迫骨折→生保受給→6月2日までのつなぎ。

⇒3日分の食料提供。 

5/31●NK女45・宇都宮。4人家族。生保受給。夫

と長男(21)は長野に出稼ぎに行くが1月から仕事

がなくなり、仕送りが途絶。長女が子供を2人残

して行方不明で、現在は次男（14）、孫8歳、7歳

の4人暮らし。●⇒7/25：米30ｋｇ調味料、おか

ず提供。●⇒7/25：夫から17万円の仕送りが再開

したが、４、５か月分家賃の滞納あり困窮。米20

キロと食品提供。●⇒9/20：夫からの仕送り減の

困窮。中学生の息子と小学生の孫2人の面倒を見

ているので働く時間増やせない。米20キロと食品

14キロ提供。●⇒11/9：中２の次男は一年間不登

校。社協の学習支援を紹介。米20キロ、里芋など

食品6キロ提供。●⇒2018/2/27：夫の仕送りがか

なり減っているため困窮。次男は時々学習支援を

受けている。米30キロ提供 

" 

６月：17人(23回） 
6/1●OG女32・宇都宮。外国人と入籍したが夫が

犯罪組織に関わっていたため、離婚しようとした

が妨害に合う。その間別の外交人男性Ｂと恋愛関

係となり妊娠。妊娠8か月マタニティブルー。Ｂ

さんとはまたも別居状態。ＤＶ系NPOの依頼で訪

問した。⇒4日程度の食事提供。寂しいことが主

訴なので居場所としての利用を進める。⇒●その

後ほぼ毎週来所。 

6/7●IW男74・宇都宮。家族４人。18.5万（年金

10.5万/月、妻の従弟の年金8万/月）で長男・三

男・親類男の4人が暮らす。長男は働いているが

借金500万、収入の足しにならない。生活費が足

りず、ツケで買う。光熱費の支払いも遅れる。⇒

米8kg+おかず類の食品提供。 

6/8●SK男42(宇都宮）住家無し。仕事を転々とし

ている。ケンカして辞めてしまう。明日ホテル住

込みの面接予定。数年前にも来所。⇒つなぎの支

援。食品1日分提供。 

6/13●GO男38・宇都宮。（継続支援）かつて工場

現場監督だったが、鬱・心身症になり離婚。サポ

ステに定期的に行っている。アパート隣人が妄想

癖があり、どなったり、警察を呼んだりするため、

引っ越しした。その費用負担で困窮。⇒生保受給

者のためパンのみ提供。ボラに誘う。（前回2017/3

月食品提供） 

6/14●YM男35・（宇都宮）住家なし。十代の頃不

良であったが改心し、過去の借金精算のために返

済しつつ働くが、返済のをだまし取られていた。

これに気付き逃げ出した。知人宅に同居していた

が追い出された。ホームレス3日。市役所→社協

を紹介され住み込みの仕事を紹介された。明日仕

事の面接。今晩と明日朝の食品と清涼飲料水を渡

す。 

6/15●OO男46（福島市）住家なし。福島に除染作

業にきていたが薬物中毒の同僚に日常的に暴力

を振るわれるため夜逃げし、２日かけて宇都宮に

来た。青あざが痛々しい。静岡で無職になりアル

中になった。両親と喧嘩別れした。親方と5人で

来たが、親方の飲酒運転に同乗のため免許取消し。

他の４人と徐々にわかれた。その後暴力を受ける。

⇒食事提供。静岡に帰っても居場所がないため無

料定額宿泊所（TM)につなぎ、宇都宮に定着を図

る。 

6/16●KK男60・宇都宮。トラックの運転手として

働いてきたが、今年癌になり手術をして2か月間

休職した。傷病手当がまだもらえないので生活が

苦しくFBに助けを求めてきた。⇒１週間後に傷病

手当がでるので１週分の食品提供。 

6/20●KG男36・宇都宮。４人で暮らす。解体のひ

とり親方。今月仕事がなく食費もない。来月は仙

台で仕事があるので家族全員(居候1人含む)で引

っ越し。⇒米20㎏、海苔等食品提供●⇒7/21仙台

の仕事もなくなり困窮が続いている。8月に栃木

で仕事がある。●⇒米10kg食品5kg提供。 

6/22●SM女50・宇都宮。生保申請中。統合失調症

を発症し、金銭管理ができず困窮。16歳の息子と

78歳の知人と暮らす。知人は要介護３のため、更

に困窮する。⇒生保受給までの1週間分の食品提

供。 

6/23●HS女41・宇都宮。母・息子の3人家族。パ

ートで働いているが低所得。友人からFBを教えて

もらってきた。⇒米５ｋｇ＋食品７ｋｇ。 

6/23●OZ女47・宇都宮。15女、３人家族。本人も

精神疾患。娘15歳も脳性マヒで特別支援学校、小

6息子は場面性緘黙症。重度身体障害の娘の介助

をしている。自分と娘の障害福祉年金で15万/月。

別居夫の給料がしばらく入らず困窮、4/23正式離

婚した。娘介助のため車有りなので維持費が厳し

い。生保申請中。次の年金か生保が出るまでの間

の食品ほしい。⇒米10kg＋食品５kg 

6/27●MR男75・宇都宮。生保受給しているが金銭

管理ができない。コンビニ弁当で生活し、月末に

なると食品なくなる。糖尿・骨折。（民生委員の

佐藤さんが食品を取りに来る）⇒食品提供。 

6/27●TK女70・宇都宮。夫と２人暮らし。骨折し

働けず困窮した。夫も1年前に肺の手術し働けな

い。夫婦ともに無年金で治療費も親戚に借りてい

た。生保申請中で出るまでの間の食品が欲しい。

⇒2週分の食品提供7kg 

6/29●YM男87・宇都宮。（2015年から継続支援）。

低収入のため食品ほしい。15日の年金まで食品な

い。収入は年金７万、支出は家賃５万。生活保護

を受給すること、毎週1回はパンを取りに来るこ

とを条件に支援をするが約束は守られない。先日、

認知症の妻が中央警察署に徘徊で保護された。⇒

食事提供。1週分のパン提供。 

6/29●IG女58・宇都宮（継続支援）。運送会社の

夫が失業し困窮。夫婦で10-13万程度。日払いな

ので安定しない。家賃・光熱費6万。年齢で引っ

かかり収入の良い仕事に就けない。今は健康だが

先行きは暗い。以前生保手続きしたが書類に不備

があり途中でやめた。⇒米10kg調味料、おかず等

提供。●7/29⇒米10k+食品提供。一時的に生保申

請することを提案。 

6/30●KK男30歳・宇都宮。精神障害。自分の気持

ちを抑え込み、耐えられなくなると爆発。職場や

家族との人間関係を壊す。⇒食事提供す。 

6/30●MS男21・宇都宮。派遣で宇都宮にきたばか

り。初給料が7/15なのでそれまで金・食品・炊事

用具もない。北海道出身。高２で中退し母のいる

沖縄に。そこから愛知→滋賀→栃木と流れてきた。

⇒2週分の食品提供。米５kg+食品、鍋貸出し。●

7/18鍋返しにきたが食品提供。米５kg。●8/11

食品提供。8/16に若者支援しごとやに相談に行く。 

 

７月：22人(26回） 
7/4●OG男76・宇都宮。生保申請中。糖尿・腰痛

悪化して働けず困窮。手間仕事やテキヤなどのた

め無年金。ローン会社等に借金有。N市議が同行

してきた。⇒米10kg+食品提供。 

7/6●AI男45・宇都宮。（2015からの継続支援）仕

事が長く続かない。⇒米10kg+食品提供。職が安

定しないのが課題。 

7/7●TK男54・（郡山）住家なし。郡山から移動し

てきた。埼玉・東京・千葉・茨城と無料定額宿泊

所を数か月で追い出される。住人とケンカし追い

出される繰り返し。故郷の郡山で２か月ホームレ

スしていたが、定着しようと茨城に戻る途中、力

尽きたので宇都宮に定着したい。金曜夕方なので

手続は月曜になる。⇒夕食提供。●7/9食品提供、

休憩。●7/28報告来所。無事、宇都宮で生保受給

しAPに暮らしている。 

7/11●TK男57・宇都宮。生保のお金を封筒に入れ

管理していたがスーパーで支払ったあとなくし

た。食品ほしい。精神疾患あり。更生保護施設半

年、刑務所12年。知り合いなく、行くところ・や

ることがない。⇒米８kg、食品５kg提供。FBボラ

ンティアにも誘う。 

7/12●AR男63・宇都宮。生保申請中。７年間無職。

宇都宮に2年前居住。⇒食品提供。 

7/12●MI男29・宇都宮。22歳まで実家から日産に

工場勤務していたが、父親のDVで家出し4年間東

京でフリーター。現在失業手当13万/月で暮らす。

家賃滞納1か月。漫画家志望で漫画を描く時間が

なくなるから仕事はしたくない。ＡＤＨＤ、新型

うつ病の疑いあり。⇒米2ｋｇ+食品提供。 

7/14●ME女57・鹿沼。リュウマチで仕事ができな

い。息子が年2月から無職となり困窮した。生保

申請中なので受給するまでの1週間分のおかずが

欲しい。⇒食品１週間分提供。 

7/14●II男67・宇都宮。（継続支援）生保受給し

ているが病院に入院して、出費がかさみ一時的に

困窮した。⇒米７kg+食品提供す。 

7/15●HR男53・宇都宮。若い頃は証券会社で収入

も良かった。その後派遣で転職を繰り返し、借金

返済に追われる。ギャンブル好き。8/30で今の職

場も終わり。あまり深刻に考えていない様子。⇒

米、調味料を提供。 

7/18●AB男78・（宇都宮）住家なし。スーパーで

財布の入ったかばんを盗まれた。今住んでいるAP

が取り壊し予定で半年以上家賃を滞納し締め出

しにあう。APの廊下で寝ている。8/15に（26万円

/2月）年金が入るまで苦しい。地域包括のHさん

が同行。大家さんとの話し合い、今後の住まいも

相談に乗っている。⇒すぐに食べられるパン、お

かずを提供。 

7/18●OK男60（宇都宮）住家なし。所持金なく家

もない。長年勤めた会社の寮に住んでいたが、社

長と口論になり飛び出してきた。明日の住み込み

の面接がある。⇒食事提供＋２食分のパン。●

7/19食事提供。面接するもまだ決断できず、社協

で継続相談。 

7/20●OO女21・県南。5人家族。再婚した母の夫

（義父）のいじめにあう。義夫、母、弟2人の5

人家族だが自分だけ孤立。食事の用意がなかった

り、義父がいるときは台所を使えないなど食事が

できない。現在看護学校に通いながら寿司チェー

ン店でバイト中だが、賄がでない。卒業して自立

すれば自立可能。⇒カップめん、レトルト、菓子

提供。 

7/20●MY男51（福島市）住家なし。福島で働いて

いたが仕事がなくなり困窮。東京を目指し移動し

てきた。以前は自動車工場の期間工で10年働いた。

その後福島で3年働いたが、次第に仕事量が減り、

会社の寮と光熱費が負担で出てきた。今日は小山

市を目指す。⇒食事提供、1日分の食品提供。 
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7/20●YG男47・宇都宮。AP家賃未払いで居られず

公園で寝泊まり。仕事やめたが離職票が２か月届

かず困っている。10年前自己破産。目が悪く、心

臓病、保険証もない。⇒食事提供、食品提供。 

7/21●TR女40・宇都宮。内縁夫と２人家族。風俗

店を解雇され住み込みのAPを８月末で追いされ

る。所持金もなく８月中の食品ほしい。内縁夫と

も仕事探し・家探しの最中。⇒米５kg＋食品５kg

提供 

7/26●MR女46・宇都宮。離婚して一人暮らし、生

保受けているが光熱費を払ったらお金が足りな

い。19歳で胃がん全摘、DVで眼球破裂、交通事故

で椎間板ヘルニアなどで働けない。子供は3人い

るが上２人は父方に引き取られ、下の娘は施設に

いる。⇒米、おかず提供。生保なので継続的な支

援はできないと説明。ボラに誘う。 

7/26●TK男52・宇都宮。前科5犯。人付き合いが

苦手で職を転々とした。累犯で服役年数13年。出

所後一時的に母親と同居するが、公営住宅での同

居が認められず生保申請中。16歳の頃から腎臓が

悪い。⇒食事提供。不動産会社を紹介。 

7/26●SN女49・宇都宮。病気で働けず生保受給。

娘夫婦から出産費用が足りないと相談され、お金

を渡して困窮した。⇒次回の生保受給までの6日

分の食品提供。 

7/27●TK男35・宇都宮。前職は製造業。次のあて

なく離職して困窮。害虫駆除・清掃会社の正社員

になったが8/20までお金が入らない。家賃滞納4

か月光熱費2か月あり。⇒つなぎ支援のため米、

おかず、菓子提供。 

7/27●OO男23・宇都宮。7人家族。死亡した母の

連れ子で義父一家６人と暮らすが、義父に「もう

大人なので７月一杯で出ていくように」言われ、

仕事と家をさがしている。同居の叔母との関係は

悪いが他とは普通。てんかんがある。⇒食事提供。

生保申請のため市に同行支援。不動産紹介しAP

探し。その後サポステにつなげる。 

7/28●TT男36・（埼玉・草加）住家なし。東京出

身、両親は2歳の時に離婚。以後は母の実家に祖

父母と同居していた。祖父が亡くなり家族を解散

してからはひとり暮らし。仕事に合わせて住む場

所を変えていた。仕事がなくなりAP家賃を2か月

滞納して退居することになった。仕事を探しに彷

徨ったが見つからず、自転車で宇都宮にきて、社

協に相談しFBを紹介された。⇒食品1日分提供。

住み込みの仕事面接をし就職。 

7/28●SS男52・宇都宮。７月に父母が相次いで亡

くなった。無職のため8/15（親の年金）までお金

がない。8/1から介護施設で働く。一時的に食品

支援してほしい。⇒米３kg＋食品５kg（炊飯器な

い） 

 

８月：20人(28回） 
8/1●SG女50・宇都宮。母子家庭で13歳の息子が

いたが、6月から施設に預けたので生活保護費の

減額があり、月3,000円に。パートで4万の収入が

あるが光熱費でなくなる。栄養失調で無料低額診

療所に来た。知的障害のボーダーラインか。医療

ケースワーカーが同行。⇒食品提供。 

8/1●SI男18（埼玉・深谷）住家・職なし。明日

住込みの面接する。会津若松出身。母子家庭で中

学から飲食店でバイト。中卒で深谷で造園土木の

仕事したがいやになりＳＭと一緒に来た⇒8/2食

事提供、就職面接。即日就職。 

8/1●SM男19・2回（埼玉・深谷）住家・職なし。

明日住み込みの面接する。中卒で働き、造園土木

の仕事を転々とする。連れ子同士の父母再婚の家。

SIと来所した。⇒食事提供、就職面接。●8/12

就職先を辞めてきた。職・住なしになった。⇒食

品提供し相談対応。 

8/2●TY男42・前年から継続・３回・県央。奥さ

んが精神疾患、近所とのトラブルが絶えず、何度

も転居。精神疾患と発達障害の疑いがあり個別相

談に乗る。病気診断と障害者認定をすすめる。6/6

自立支援医療申請が受理。⇒8/2食品提供配送。 

8/3●SI男75・前年から継続・２回。宇都宮。生

保受給者で、財布を落したので食品が欲しい。認

知症の疑いがある。⇒食品提供。何度も財布落と

しており、対策を具体的に教えた。  

8/3●TM女34・前年から継続・２回・宇都宮。夫

の収入月20万円で家族4人生活。苦しい。5/22に

女児出産。妻のパートができず収入なく困窮。親

類がいないので頼れない。田舎なので車所持⇒食

品提供。 

8/4●YS男51・2回（福島）。住家・職なし。今日

福島から車で来た。派遣の寮にいたが人間関係が

いやで出てきた。明日住み込みの面接する。⇒食

事提供。●8/5食事提供。面接し就職したと報告

あり。 

8/8●SN男57・宇都宮。生活費がない。5月に薬物

使用と銃刀法違反で逮捕。拘置所にいる間に離婚

した。２年前から付き合った彼女が覚せい剤使用

で一緒に使用した。執行猶予３年の保護監査中で

ダルクに５回行かないといけない。少し反省して

いる様子。⇒米５㎏＋食品５kg提供。 

8/18●NN男20・2回（宇都宮）住家・職なし。食

費込みで6万円で先輩宅に居候していた。先輩が

住居を引き払うので住む場所がなくなった。路上

生活になったので、生保申請している間、食品が

欲しい。⇒食事提供。社協と同行し生保申請を行

く。●8/26不動産屋を紹介。生保受給までの食品

２㎏提供。 

8/18●ＯＫ男51(宇都宮）住家なし。愛知・浜松

の自動車工場で技術職をしていた。３回離婚を繰

返す。離婚調停後、元妻にお金を渡し仕事も退職

し、職を転々とした。腸の病気と糖尿病になり、

仕事もできなくなり生保受給。友人宅に居候をし

ていたが、友人の引っ越しで住家なくし生活保護

を申請。⇒不動産屋を紹介し生保申請の段取りを

した。 

8/18●ＷＴ男48（宇都宮）住家・職なし。高校中

退し暴力団に入り覚醒剤の売人で逮捕。刑務所に

６回服役。出所後更生保護施設に入居した。引っ

越しを手伝った知人に財布を盗まれ無一文にな

った。⇒真偽定かではないが、３日分の食品提供。

●8/29・食品2食分提供。 

8/22●ＭＴ男63・宇都宮。去年夏まで40年内装の

自営していたが、仕事が無く困窮。家賃1年滞納

し光熱費払っていないので止められた。あるもの

売って生活してきたが限界になり生保申請。給付

までのつなぎの食品ほしい⇒食品3.5㎏。 

8/23●TT女60・宇都宮。生保と年金で生活するが、

ついつい毎日飲酒し家計を圧迫する。⇒米２㎏、

食品２㎏提供。 

8/23●YS女65・2回・宇都宮。30年前、夫がロー

ンで家を建てた。自営業で返済は可能だったが、

年取り廃業してからは困窮状態。来年2月まで年

金でローンを払わなければならない。その間、部

分的に食品を支援しほしい⇒食品５㎏支援（調味

料、麺類）。9/13米5kg、食品3kg支援。返済が滞

っている状態。 

8/25●SB男52・宇都宮。自営で清掃業を行ってい

るが、経営が成り立たず困窮。生活保護の申請し

つつ仕事もする予定。受給までのつなぎの食品と

ガソリン代2千円を貸してもらいたい。⇒米3kg、

矢野・徳山で2千円貸す。8/29現金2千円返済。 

8/25●YM男39・宇都宮。病気（うつ状態）で6/30

日に失業。失業保険を申請中だが、自己都合なの

で3ヶ月後でないと支給がない。あと1か月間の間

食品を支援してほしい⇒米５㎏、食品２㎏支援。 

8/26●IW男55・宇都宮。ラーメン屋でバイトして

いたが、痛風の発作で仕事が数日できなくなり解

雇・困窮。兄夫婦が同行して訪問してきた。性格

が他力本願タイプ。生保申請中。⇒つなぎの食品

を支援（アルファー米、クラッカー１㎏） 

8/27●JN男60（宇都宮）。住・職なし。会社が6

月に倒産して無職。その後やる気が起きず家賃未

納で自主的にアパートを退居し、路上生活に。1

週間路上生活をしたが耐えきれず、フードバンク

の情報を耳にしたので訪問した。⇒食事提供。気

力・生活力が落ちていたので無料低額宿泊所に照

会。 

8/29●YM男36・前年から継続・宇都宮。７月下旬

から特養老人ホームで働き始めたが、その前が次

の給料日までお金がなく困窮。9/5が給料日。⇒

一時的困窮。米５㎏、食品4kg支援。 

8/30●ME女74・宇都宮。20年内縁の夫が入院して

独居に。８.５万円年金あるがタバコ代、車代な

どで困窮。ほとんど食事もとれていない。調理も

できず一人で生活が難しい、部屋の片づけ、債務

等、今後どうするか考える気力もない。本人が体

調不良なので担当ケアマネが代理で来所。包括も

支援中。⇒9/28携帯食12㎏提供。 

 

9月：26人(34回） 
9/1●HK男49・宇都宮。高校卒業後ラブホテルに

就職し15年勤務。支配人までなったが経営陣と折

り合わず退職。その後7年間転職を繰り返す。宇

都宮にきて、まもなく糖尿病の発作で入院。生保

を受けながら回復し就職し、生保も脱出した。平

均月10万(5万～15万)で1人で生活。猫27匹がいる。

⇒米5㎏、食品5㎏。猫も処分するように言う。 

9/3●OO男35・（宇都宮）職・住がなし。10日食べ

ていない。5年前宇都宮に戻り住み込みの建築会

社にいた。倒産し同居人３人とともに無職に。小

学校の頃は養護施設、中１から実家にもどるも中

卒で就職。10年以上音信普通。生保申請予定。⇒

食事提供、不動産屋を紹介。 

9/5●NT男42・前年からの継続・2回・宇都宮。ア

ルバイトで生活。母の年金を足しても10万に満た

ない。8月に無職になり、精神疾患もあり困窮。

糖尿もある。持ち家のため生保難しく、障害者相

談支援センターの相談員が就職相談に入ってい

る。⇒8月に家庭訪問するも母の頑なな拒否反応

変わらず。制度を利用できるのに母が拒否してい

る。今回で最後の食料支援と説明。本人をボラに

誘う。⇒食品提供：4/12、7/20、5/9、5/16、6/7、

9/7。 

9/5●WT男62・（埼玉・越谷）。福祉施設で暮らし

ていたが、ふらりと旅に出てお金が無くなり困窮。

1か月前にもといた施設に連絡したら除籍になっ

たとの事。宇都宮市の生保窓口に行ったら住所地

で生保申請するように言われた。両親はいるが5

年前の地震で実家がなくなって現在の所在不明。

埼玉に向かって社協で500円交通費を借りながら

帰る途中。⇒携帯食品2.5㎏支援 

9/5●HI女40・宇都宮。祖母と子2人の５人母子家

庭。生保支給10年になる。5月から障害年金も受

給し、そのため児童手当、児童扶養手当が支給対

象外になった。5，6，7月分障害年金支給分を8

月生活保護費より返納させられる。また、児童手
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当分で過払い金請求があり、月2万×12回返納が

発生。⇒一時的な支援。米20㎏、食品13㎏支援。 

9/8●SO女40代・宇都宮。５人（本人・夫・実父

親・子２人）。夫は歩合制の仕事で、収入減。本

人知的障害あり、金銭やりくりが苦手でローンも

あり困窮した。社協の応援で立て直し中。⇒食品

(2週×５人)提供。 

9/12●KW女76・宇都宮。高齢で体調も悪く働けな

いうえ、無年金のため貯金を取り崩して生活して

きた。20歳の孫と同居しているが面倒は見てもら

えない。鬱っぽく認知の可能性あり。子供は3人

いるが連絡が取れない。⇒携帯食、栄養剤ドリン

ク13㎏提供。 

9/12●YS男48・(宇都宮市）。住・職なし。中学卒

業後、左官業、家業のペンキ屋27年。弟とけんか

し廃業。その後7月まで就職したが無職になり、2

か月、駅に寝泊まりした。⇒9/29に生活保護受給

予定⇒数日分の食品提供。 

9/12●OO男80・前年から継続・２回・宇都宮。独

居で認知症。「泥棒が毎日来てお金を盗まれるが

警察もとりあってくれない」。ライフラインなく

調理できず、風呂も入っていない様子。後日、地

域包括に連絡。病院に行かせたくて訪問している

が不在でなかなか会えない、とのこと⇒米2㎏、

食品2㎏ ●9/12再度来訪。携帯食、栄養飲料提

供。 

9/14●UE女65・宇都宮。年金と生保のバランスが

計算できず、出費も重なり一時的に困窮。⇒食品

3㎏提供。 

9/15●SO男27・宇都宮。親から虐待を受け、児童

養護施設で育った。中学卒で東京で働いていたが、

リーマンショック後栃木に戻った。ＮＰＯ関係者

に仕事や生活面の支援を受けていたが、仕事が続

かず入退職を繰り返し困窮。生活保護の受給が決

まったのでつなぎの食品をほしい。⇒食品3㎏（ア

ルファー米など）支援。 

9/19●TD男56（塩谷）職・住なし。1日食べてい

ない。午後に住み込みの面接する。2年前兄死亡、

1年前母死亡。家の農業をやっていたが、その後

田畑売却。現金は次の仕事の投資のため使った。

住み込みで埼玉の行くも続かなかった。⇒食事提

供。 

9/20●KM女47・宇都宮。子ども2人の母子家庭。

DV被害で母子寮にいたが、現在は部屋を借りて暮

らす。収入10万円は、家賃等で7万円になる。低

賃金で困窮した。⇒奨学米ＰＪを実施。米20㎏、

食品15kg提供。 

9/20●SZ男46・宇都宮。発達障害とうつ病を抱え

る。アルバイトで7月中旬まで働いていたが、人

間関係もつれで退職。日雇いの仕事を探している

が、障害者Ａ型事業所での就労が確定している。

12/25の給与支給日まで食品支援を希望。⇒米㎏、

食品２㎏提供。 

9/21●OK女58・支援3回・宇都宮。パートの仕事

求職中、お金もなく食品ほしい。4年前から知的・

発達障害のある姪と暮らすが、姪の体調不良によ

り作業所の仕事が安定せず、自分のパートも休ま

ざるをえず、退職した。求職中で生保に相談する

も、自宅・田畑あり処分する決断もつかず困窮し

た。⇒9/21：食品10㎏提供（社協）●9/29：食品

5㎏提供（社協）●10/12：食品10㎏提供 

9/21●OO男51・宇都宮。5月まで運転手として働

いていたが、交通事故と肺炎で解雇された。母親

との関係も良くなく仕事も見つからず困窮した。

生活保護を申請中でつなぎの食品をほしい。⇒米

5㎏、食品2kg提供 

9/22●OO男47（宇都宮）住家・職なし。中古車販

売の仕事をしていたが、交通事故で免許証を失効。

その後無職となり困窮した。現在路上生活で生活

保護を申請中。⇒生保までの食品5kg提供。 

9/26●KW男19・4回（宇都宮）職・住なし。母が

再婚して弟が生まれた。父のDVから逃れるため家

出した。相談者の双子の兄はそのまま暮らしてい

る。東京で働いていたが生活費が高すぎて辞めて、

地元に帰ってきた。公園で野宿中で生活保護をと

るため不動産屋に行く予定。⇒朝食提供、携帯食

2㎏提供。●9/29食品3㎏提供。不動産屋紹介。●

10/5食品2㎏、●10/10食品3㎏提供。なかなか物

件が見つからず公園で野宿している。 

9/26●IS男65・宇都宮。病気で困窮した。生保受

給中で来年働けないと言われている。借金を毎月

3,000円返済している。金銭管理できずお金がな

くなった。⇒今回のみ米10kgを支援。 

9/26●SW男65・宇都宮。生活保護だが、妻の実家

が病気で仕送りして、返済（生保返還金）のため

手持ちがなくなった。11月まで2か月は大変。⇒2

か月だけ食品提供。米10㎏等。 

9/26●YM男81・前年から継続・２回・宇都宮。低

収入のため食品ほしい。年金まで食品ない。収

入：年金７万、支出：家賃５万。生活保護を受給

すること、毎週1回はパンを取りに来ること条件

に支援再開した。先日、妻が中央警察署に保護さ

れた。認知症の進行が心配。⇒食事提供、1週分

の食品提供。 

9/27●AR女37（福島）。職・住なし。派遣先で知

り合った男性と仕事を探しに宇都宮へ来て車上

生活をしながら就職活動をしている。地元では仕

事を探すことができないので、県外に活路を求め

て仕事を探しているが見つからず困窮した。⇒調

理不要の食品提供3kg 

9/28●HR男43・宇都宮。金銭管理を誤り生活費が

不足。食品を支援してもらいたい。 ⇒食品提

供3㎏ 

9/29●NG男72・宇都宮。防水加工業を自営。月給

5～12万、平均8万円のため、生活がいつもギリギ

リ。生保申請を検討中。来月20日まで入金がない

ため、早急に申請する。⇒ライフラインは止まっ

ていると言っているが、つじつまが合わない。1

か月分の食品５㎏支援（アルファー米＋おかず） 

9/29●MZ男70・県央。８年前にがん発症。保険適

用外の抗がん剤を使い困窮。生保申請を検討中。

⇒米10㎏＋食品５㎏提供。 

9/29●SK男44・前年から継続。６年前に脳梗塞で

左半身麻痺。障害者枠で勤務していたが転職した。

次の給料までお金なくつなぎの食品ほしい。⇒1

週分のおかず1㎏提供 

 

10月：13世帯(18回） 
10/4●KR女30宇都宮・4人（本人・夫・娘6・息2）。

テレビで知った。バツイチ同士で再婚。連れ子1

人ずつ。夫は建築関係の正社員で月収26万あるが、

生活費は7万円しかくれない。税金、社保など滞

納が150万円の他に前妻に養育費を払う。負債総

額は不明。家賃と水道代は舅が見かねて負担して

くれる。下の子を保育園に入れてパートの仕事を

始めたが給料日まで苦しい。⇒スポットで支援。

かなり不満がたまっている模様だが傾聴し、当面

の食品支援したら落ち着いた。米20kg食品10kg

提供。 

10/4●IS男61宇都宮。若い頃は自営業で働いてい

た。知人の誘いでホテルで働いていたが営業不振。

2012年に宇都宮に戻り中古車販売会社で営業を

していたが、9月に吐血して体調を崩し、退職し

て困窮した。生活保護申請中。⇒アルファー米を

中心に食品3kg食品提供 

10/4●TN男47宇都宮・2人家族。去年10月に刑務

所出所。原因はケンカ。宇都宮に帰り半年引きこ

もる。その後7月からトラックの運転手として働

くが、職場の人と揉めてクビ。原因はやはりケン

カっ早いところ。母親の稼ぐ5万と年金6万で生活

しているが住宅ローンもあり生活は厳しい。新し

い職を探し中。⇒米10㎏、食品5㎏提供 

10/5●HR男53宇都宮。2回。調理師だったオート

バイ事故で右肩骨折。肩は順調に回復しているが、

握力が回復しないので仕事できない。借金が300

万ある。生保申請したので、借金返済等は後日弁

護士と相談。ガスは止まっている。鬱気味だが少

しずつ回復している⇒食品1週間分を提供。●⇒

10/17：米5㎏とおかず提供。●⇒11/14「生保取

れました」報告あり。 

10/10●TK男58・前年から継続・小山。10年前埼

玉で塾講師していたが、小山で教室始めようとし

たもののうまくいかずに職を転々とする。9/15

まで東京でドライバーの仕事をしていたがヤク

ザがらみの経営で賃金不払いで困窮。⇒米30㎏、

食品6㎏提供。 

10/10●NG男75宇都宮。障害年金５万/月、生保3

万で生活。家賃は3万円。30年間、那須で大工や

っていた。親族の葬儀に10万円を知人に借金。全

て支払ったため残金なく、一時的に困窮した。⇒

米3kg乾麺ほか5kg提供。地域包括に連絡し、訪問

をするとのこと。 

10/11●WT男63・宇都宮・2回支援。三協アルミの

下請だった。妻は4年前に死亡。10年前からパー

キンソン病発症し、右手が激しく震える。車がな

いと買い物、病院が不便なので生保は受給したく

ない。現在、就職活動中。一人娘は寄り付かなく

て、どこに住んでいるのかわからない。⇒米3kg

食品5kg提供 ●⇒10/17:：米5kg、食品提供。最

近まで鬱気味でしばらく家に引きこもっていた

とのこと。 

10/17●KK男36・宇都宮・2回支援。多重債務350

万。10年間車メーカー関連会社にいたが失業し、

その後派遣で次の仕事までお金がない。来週、債

務整理のため社協と相談する。⇒米４kg、食品５

kg提供。●⇒11/10：米５㎏、食品5㎏提供。相変

わらず整理がついていない様子。 

10/17●TK男48・宇都宮。今年突然、後縦靱帯骨

化症(OPLL：指定難病）になり仕事を続けられな

くなった。獨協→鷲谷病院→御殿山病院と回され

手術を行い療養中。車の運転もできず、仕事に就

けないので困窮した。生活保護を申請中。⇒つな

ぎの1週間の食品を提供。●⇒10/20：食品を追加

支援。 

10/18●YM男75・宇都宮。10/2に生保を受給した

が、東京に行き散財して無一文に。宇都宮に戻り

生保再申請中だが、当然のことながら11月までは

何もい。食品ほしい。⇒米５kg、食品３kg提供。 

10/22●YM男50・前年から継続。宇都宮。日雇い

の仕事をしていたが、仕事が切れてしまい困窮。

生活保護申請中ででつなぎの食品が欲しい。⇒米

３㎏、食品3kg 

10/24●TN男60・前年から継続2回・宇都宮。選挙

の応援ボラで弁当購入が響き困窮した。⇒食事提

供（パン)。   

10/25●WK男42・宇都宮・2人家族。双極性障害で

仕事が長く続かない。現在は復調してきたので仕

事を探している。最近はネットの仕事で月2万円

稼げるようになったが、父の年金7万円で、生活

費は2人で9万しかない。⇒支援の主体は市社協な

ので、食品の支援。米５kg、食品２kg提供。 
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11月：20世帯(28回） 
11/1●IW男63・鹿沼・3回。解体業の会社で17年

以上働いていたが、人間関係で退職した。その後、

預金とフードバンク食品でしのいでいたが、家計

管理ができず困窮。社協職員が同行しても支援が

まとまらず、食品と一時的に住む場所を求めて相

談しにきた。⇒一晩倉庫で宿泊させる。夕食、朝

食（カップラーメン）提供。●⇒11/2宇都宮市役

所に生活保護申請。しかし最終的に鹿沼で生保を

受けて暮らすことになった。●⇒11/7鹿沼のケー

スワーカーとケンカして生活保護を打ち切りに

なる。車上生活している。フードバンク鹿沼で支

援中。 

11/2●SD男68・宇都宮・2人家族。13年ゴミ収集

のドライバーやっていたが体がきつくなり定年

でやめた。妻28歳も無職。妻は精神が不安定で家

計の管理ができず、調理も難しい。生保申請中の

ためつなぎの支援。働く意欲はあるが年齢でなか

なか仕事が決まらない。少し妻が重荷になってい

る。⇒米5kg食品5kg提供。 

1/2●YK男37・宇都宮。社協Aさんが食品だけ取り

に来たので詳細未確認。⇒米1kg食品2kg提供。 

11/7●ON女58・宇都宮。体調を壊し生保申請して

来た。飲食店でパートしていたが体調を壊して働

けない。3年前に交通事故、頭痛。借金40万程。

生保申請が通ったらアパートを移る。家賃4万円、

生保が降りるまで食品を提供してほしい。⇒米

5kg食品5kg（じゃがいも・里芋等）提供。 

11/7●KD男77・住居なし。３月前から駅にいる。

40年間ホームレスしてきた。高齢で辛くなってき

た。仲間に勧められ生保を申請した。⇒食事提供

し、不動産屋を紹介。 

11/10●MN女34・宇都宮・3人（夫、本人、子）。

共働きだが、夫がバイトから準職員になった時、

税金の未納が発覚し、給料から天引きをされるよ

うになった。この頃から生活費をほとんど入れて

くれず、自分のパートの給与しかなくなり困窮し

た。市担当課職員と保健師が代行で食品を取りに

来た。⇒保健師に食品５kgを渡す。●⇒11/29：

米10kg食品10kg提供。母子で家を出て友人宅で居

候中。 

11/11●SK男46・前年から継続・さくら。2015年

12月から支援。脳梗塞で半身が不自由になり失業。

障害者枠で働くが契約が切れた時つなぎ支援し

ている。10月から那須烏山の老人施設で働き始め

るが、初回給料までの食品がほしい。⇒食品5kg

提供  

11/15●TR男48・宇都宮。認知症の母75と2人暮ら

し。4月まで警備の仕事をしていたが介護のため

辞職、退職金で暮らしていたが蓄えが尽きた。社

協に相談して仕事を探しているが携帯がないの

と腰を痛めているので難航。食品2kg提供。 

11/15●MR男58（宇都宮）・2回。路上生活を続け

ていて知人からフードバンクを聞いて訪ねてき

たが自分のことは何一ついわない。⇒パンを食べ

させる。●⇒11/16：食事提供 

11/16●TN男46・宇都宮。清掃の仕事が始まった

ばかり。収入が少なくて（5万円程）食品買えず。

⇒米2㎏、食品1kg（のり、乾麺）提供。 

11/17●UC女36・宇都宮。昨年7月に失業し困窮。

障害者枠で雇用されたが、給与までお金がなく食

品がほしい。⇒食品８kg提供。 

11/17●NO女42・宇都宮。5人（本人・母・姉・子

２）。甲状腺機能亢進症・うつで休職中。中学生

と小学生の2人の子どもがいる。2人とも発達障害

あり。同居の母と姉が子どもの面倒を見てくれる。

⇒奨学米20㎏渡す。 

11/18●OO男46・高根沢。ポラリス斎藤さんから。

お金なく両親・家族と連絡も拒否。孤立しており、

今から訪問するのでとりあえずの食品がほしい。

（町⇒ポラリス）⇒食品3日分提供（パン等）を

斎藤さんに渡す。 

11/21●II男72・宇都宮。工場の寮付きの日雇い

での仕事を長年してきた。社会保険の加入をして

いなかったので、1か月7万5千円の年金で生活。1

年ほど前に知人が住んでいる宇都宮市に移住し

た。自転車の購入等で出費がかさみ困窮した。⇒

米３kg、食品３kgを支援。 

11/21●OK女81・壬生。本年2月自宅で転倒。病院

は受診していない。認知症あり。3月から生活困

窮自立支援を受ける。「お米がなくなった」と来

所。次の年金までの食料がない。米・食品５㎏支

援。  

11/22●SG男25・宇都宮・2回。福島出身、宇都宮

大学を3年で中退。それ以降バイトと派遣の仕事

をしてギリギリの生活をしていた。しかし派遣会

社からの仕事が激減して困窮した。⇒あまり調理

しない食品５kg提供。●⇒11/21 食品５kg提供。

就労に悩んでいる。 

11/22●KT男36・宇都宮。父親死去、母親行方不

明で、中学卒業後アルバイトで生活していたが、

11/15に失業して困窮した。抑鬱状態で判断能力

や計算能力の欠如があり、知的障害があるかもし

れない。光熱費は滞納気味。⇒食品５kg提供。宮

ハローワークを紹介。その後、生保を受け日雇い

の仕事に就けた。 

11/28●KI男37・宇都宮・2回。昨日生保を申請し、

フードバンクをされる。2月に建築住込み（兵庫

県赤穂）の仕事続けられず離職した。岡山出身。

同郷の友人を頼り宇都宮の友人勤務の建築会社

へ勤めるが、対人関係が上手くいかず勤められな

かった。吃音（どもり）あり。実家では精神科受

診していた。眠剤と安定剤で吃音消失する。友人

のアパートに居候のため食事がとりにくい。⇒米

食品５㎏提供。12/12生保開始まで2週間分。 

11/28●KM女26・宇都宮・4回。2人家族。生後1

か月の四女と生活。本日転居しガス台・電子レン

ジ等なく調理できない。生保受給がでていないの

で現金がない。赤ちゃんのミルクがほしい。上の

子3人は施設入所している。⇒米2㎏、食品５㎏提

供。●⇒12/1：インスタント食品２㎏提供。●⇒

12/1：米10㎏提供。12/5市子ども家庭課と情報共

有。●⇒12/12：米10㎏食品2㎏提供。 

11/30●SM女43・宇都宮。４人（本人、娘17、男9、

男6）。離婚したが、児童手当等を元夫が受け取り

ったままなので、一時的に困窮。パート16-18万。

家賃6万。来日16年だが日本語できず娘が通訳・

面談。家賃は3月滞納、光熱費も１、2月滞納。生

保の相談で市に行きここを紹介された。⇒米10kg、

食品5kg提供  

 

12月：20人（28回） 
12/1●SG男59・4回・宇都宮。派遣で働いていた

が肺気腫で失業。家賃は２月、水光熱も滞納。別

居の妻と子（精神疾患）がいる。絶望感があり元

気がない。調理道具・能力もない。軽度の知的障

害があるかも。⇒食品３キロ提供（カップ麺等）

●⇒12/5：食品4キロ提供 ●12/10乾麺等５キロ

提供、●⇒12/18：炊飯器が買えたので米５キロ、

食品1キロ提供。 

12/5●AR男47・宇都宮。数か月前に失業。友人の

援助でアパートの契約できたが生活費が尽き、食

品が買えない。明日社協で仕事に相談を予約した。

⇒インスタント・レトルト食品中心に3キロ提供。

12/7社協にはまだ相談していないと連絡有り

12/6●HG女44・宇都宮・2回。２人家族（13男）。

民生委員さんが来所。関わっている母子で、生保

だが金銭管理できない。周囲から孤立しているの

でFB食品で関係性を作りたい。長男も不登校・多

動。日常生活乱れているが母は放置している。母

も精神的に参っている。希死念慮もある。働きた

いとは口にするが行動には移せない。当初は会う

ことも困難だった。⇒民生委員さんとの関係を良

くするために食品提供。米３キロ、食品1キロ提

供。●⇒12/19：今日届けた。FBを紹介し、前任

民生委員さんと来所するかも。●⇒12/20：来所。

13歳の男子（引きこもり）と同居。リウマチの通

院中。子どもの食事量が多くなり米がなくなった。

子どもの生活改善については何とかしたいと考

えている様子。子ども食堂に興味を示す。地区担

当ケースワーカーと相談するように言う⇒レト

ルト食品等を支援。 

12/12●DI男64宇都宮。6月から車上生活。大田原

の公園から移動し、八幡山、御幸の公園駐車場で

寝泊まりしていた。年金3万/月程度で所持金は20

円。食事ができない。昨日警察で相談したら市役

所に相談するようにと言われた。生保申請を勧め

た。⇒食事提供、カップ麺等を提供。 

12/12●OO男31・宇都宮。美容師だが、昨日勤務

先解雇となった。明日ウィクリーマンションを退

居しなければならない。遅刻等のため。2週間前

に社協の就労相談受ける。⇒社協の相談と生保申

請を勧める。 

12/12●IN女37・４人家族・宇都宮。子ども食堂

で知った。夫と離婚し、9歳男子を頭に3人の子供

がいる。うつ病+お金の困る。パート収入は9万円

⇒1/10に米１０キロ、食品5キロを昭和子ども食

堂を通して支援。 

12/13●TK男47・宇都宮。更生保護施設を飛び出

し困窮。脳出血で半身麻痺で障害年金を受給。就

労継続支援での就労を目指している。⇒単発で2

日分の食品提供。 

12/14●HT男44・宇都宮。障害年金６万と生保6

万で暮らしていたがお金がなくなり、３日食べて

いない。明日年金がでる。日中は作業所に通う。

⇒一時的な困窮。食事提供。 

12/19●OO男47・宇都宮。前月から生保受給。12

月分受給後、冬服を買い食品買うお金が無い。⇒

担当ケースワーカーへ相談するように勧める。米

２キロ、麺類を提供。 

12/20●NR男60・宇都宮。HTさんの付き添いで来

所。関係性は不明だが共通の民生委員さんの名前

を出す。精神疾患か薬物中毒か？通院中。「お化

けが沢山身の回りに居て米を食べてしまう」⇒生

保受給者なので米2キロのみ提供。  

12/20●NG男59・2回・宇都宮。9月末より生保受

給。2週間前に12月支給額のうち47,000円を財布

ごと落とした。炊飯器や電子レンジなど調理器具

を買う予定のお金だった。⇒担当ケースワーカー

へ報告するように勧めた。レトルト食品提供。●

⇒12/26：年越しで不足と再び来所。食品２キロ

追加で提供。 

12/20●KT男53（福島会津）。ダンプの運転手して

いた。会社とトラブルになり退職。3度の離婚経

験。7月から車上生活をしながら宇都宮で仕事を

探していたが、所持金がなくなり困窮。 

住込の面談が決まっているので1日程度の食品を

希望⇒調理不要の缶詰パン等を食品３キロ提供。 

12/21●SW女30・前年から継続・２回・宇都宮。

2016年に初来所。15歳の時に母のいる日本に来た。
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その後様々な人と同居し、16年8月から生保だが、

何故か17年３月に福島へ。10月に居所不在で生保

返上されたが、昨日戻ってきた。住居・食品なし。

明日住み込み面接するので食品ほしい。⇒食事提

供。翌日時間に来るように言う。●⇒12/22：事

務所で住み込み就職先と面接。 

12/22●YM男61・3回・宇都宮。アルバイト収入（6

万程度）を得ながら生保を受給。人間関係が悪く

なりバイトを辞め、飲んでしまった。飲み代で食

品を買う金がなくなった。保護観察所に相談しＦ

Ｂを紹介される。年明け早々仕事探しをしたい。

⇒米2キロ、食品２キロ提供。●⇒1/11：滞納し

た2か月分家賃（82,000円）支払いをして食品買

えない。米５キロ提供。●⇒1/25：来月保護費支

給日までの食品がない。米5キロ、砂糖提供。 

12/26●KM男49・宇都宮。12/15に解雇され生保申

請した。会社には借金がある。所持金なし。整形

外科的疾患の治療を要す。⇒米２キロ、食品２キ

ロ提供。 

12/26●SI男56・宇都宮。昨夜、宇都宮駅構内で

野宿。12/17奥日光の旅館に住み込みで勤めたが

実質3日間しか働けなかった。別な勤め口を探し

たいとハローワークを訪ねた。ＦＢ紹介してもら

う。⇒食事提供。 

12/28●TK・男77・宇都宮。3人家族。地域包括の

職員が来所。本人、褥瘡寝たきり状態で同居の長

男が主の介護者。長男は大腸癌の手術後でアルバ

イト就労。本人・妻は無年金。長男のバイト収入

で生活している。介護のため急速に生活困窮した。

食費がなく年越しができない。⇒米8キロ食品５

キロ提供（レトルト粥、備蓄用のパン缶詰等）。 

12/28●KN・男51・前前年から継続・宇都宮。３

人家族。仕事みちからず手持ちのお金がないので

食品ほしい。建設業の仕事に就きたいと思ってい

る。⇒米、食品提供。建設会社を紹介コーディネ

ート。●⇒1/5：1/9から試験的にバイトとして採

用される。 

12/29●AR女47・壬生。2人家族。引越し費用がか

かり困窮。年末食品がない。収入：生保７万、母

子手当4.2万。娘は発達障害。ぎりぎりの暮らし

で一時的に困窮の様子。⇒米５キロ、食品７キロ

提供。次の支給日までの分。 

 

１月：21人（29回） 
1/5●TK・男61・３回・宇都宮。1郵便局のアルバ

イトへ自転車で向かう途中道路縁石に激突し、左

肋骨・肩甲骨骨折。自宅療養となるが痛みで動き

がとれず。食事は以前から調理せず出来合のもの

を食していた。市役所へ相談したところＦＢを紹

介された。⇒取りに来られないので配送で食品提

供。●⇒1/10、1/17 

1/6●KB男53・宇都宮。年末、宇都宮駅東口で財

布を落とし所持金無い。保護観察所へ相談したと

ころＦＢを紹介された。1/10収入が入る予定。⇒

3日分の食品提供。●⇒1/9：食べ物が無くなった。

今日は何も食べていないと来所。食事提供。●そ

の後も、ケガしてバイトできなくなった、炊飯器

がない、電磁調理器だが鍋がない、など言い訳ば

かりで、いい加減なので「鍋買って米が炊けるよ

うになったら米を支援する」と約束した。その後

は来ていない。 

1/9●YS男23・宇都宮。3人家族。子供のため収入

の多い仕事を探している。12月に勤めた麻雀屋の

給与が2月中旬にならないともらえず、長男（3

か月）のミルク代がない。⇒米を中心に当座の食

品を渡す。社協の相談員の面接を同時に行い就労

支援への引継ぎをする。  

1/9●HS男23（北海道北斗市）。益子の知り合いの

女性のところに12月初旬に来た。2日前に追い出

され、北海道へ帰りたいが所持金が無い。⇒食事

提供。数日分の食品提供（カップ麺ばなど）。今

日の宿を提供する(？)というＴ町消防署へ向か

った。 

1/11●ST男40・2人家族。10月に宇都宮に転入。

派遣会社へ登録し仕事探しをしている。てんかん

あり。妻（内縁）パニック障害あり。2人とも療

育手帳（Ｂ２）所持・障害年金受給。夫のてんか

んを理由に派遣会社からの仕事の依頼は見込め

ない。生保受給し安定した通院加療のうえ、でき

る仕事を探すことが賢明である。⇒１週間分の食

品提供。●⇒1/23：2/1までのつなぎ食品（米5

キロ等を提供。派遣会社の寮は退居させられ、今

泉の新住所となる。 

1/12●YM男36・前年から継続・宇都宮。刑余者。

昨年9月から福祉施設の夜勤で働くが低収入（10

万）。次の給料まで10日分の食品がほしい。⇒米

４キロ、食品３キロ提供。 

1/13●MT男82・鹿沼。弁護士から。体調が悪く十

分に動けない。生活保護を受けているが、金銭管

理を誤りお金が無くなった。⇒食品10キロ提供

（アルファー米、ラーメン等を自宅へ配送） 

1/18●WT男48・宇都宮。単身でトラックの運転手

をしていたが、仕事が減り収入が激減した。家賃

を30万円滞納して大家さんから退居してといわ

れた。糖尿病で体調もすぐれない。⇒食品３キロ

提供。 

1/18●WY男63・４回・宇都宮。6年前に心筋梗塞、

糖尿病で獨協に通院。月約8.5万の年金生活だが、

住宅ローンが1600万円ある。年金支給と同時に1

月分のローン返済があり、手元に金が残らない。

電話は2月前に不通で、電気も未払。市役所に生

保相談したら、法テラス(債務整理・自己破産)

とＦＢに食品もらいに行くようにと紹介される。

⇒レトルト食品1週間分を提供。●⇒1/24：再度

来所。一昨日電気が止められた。4日分の食品提

供し、自宅を訪問。市役所へ行き弁護士事務所へ

つなぐ。国保税の納税相談も行う。●⇒1/25：弁

護士事務所へ同行。自己破産の手続きに入った。

電気は「支払いが確認できないと送電できない」

と言われる。●⇒2/1:食料品ガスのみで調子可能

なもの支援。弁護士よりローン返済請求が止まっ

たと連絡。 

1/18●KJ男47・宇都宮。37歳で若年性認知症にな

った。身障手帳所持。野木病院に通院中。昨年12

月までフリーランスでＤＴＰデザインの仕事を

自宅でやっていた。ギャンブル依存症があり生活

困窮した。妻と離婚して、1人暮らしになり生保

受理された。生保開始までの食糧支援してほしい。

⇒数日分の食品提供。野木は遠いので日常の管理

として協立診療所を紹介。●⇒1/23：本人より生

保支給があった。協立診療所受診でき、通院中と

報告。 

1/19●SK男52・宇都宮。7月に失業、貯金で食い

つなぐがお金なくなった。失業保険手続き遅れて

３月に出る予定。その間の食品ほしい。ガス止ま

っている。生保で一時しのぎ、その間に就労支援。

⇒食品２週分提供 

1/19●KY女37・宇都宮・５人家族（母、本人、妹、

子14・11）。低収入（給料14万、母年金2万、妹５

万、児童4万+1万）で、家賃７万、支払い等で困

窮。車もあるので費用がかかる。⇒米20キロ食品

５キロ提供。今後、奨学米PJで支援する。 

1/23●YG男46・宇都宮。独居。心臓疾患で済生会

に緊急入院し、心臓カテーテル検査及び治療施行

する。昨日ＭＳＷより生保申請となる。1/23自宅

退院。退院後受給開始まで食べるものが無い。⇒

１週分の食品提供（調理不要のもの）。社協の支

援員が訪問し届ける。 

1/23●HS男67・２回（宇都宮）。刑務所をでて1

か月。無職・住居無し。明日生活保護の申請に行

くが、食事していない。⇒食事提供。食品2食分

を提供。不動産屋さんを紹介。●⇒1/24生保申請

受理された。明日アパート入居予定。前日同様カ

ップ麺とパンを提供。●⇒1/29：何か手伝いたい

と来所。1/30事務所の清掃をする 

1/26●OG男36・宇都宮。精神疾患で仕事できなく

なった。生活保護を受けているが、金銭管理がで

きなず困窮。生活保護費は週払いで受給している。

⇒１週分の食品提供。 

1/27●SG男61・宇都宮。派遣で仕事をしていたが

腰痛がひどくなり1週間休んだ。収入は働いても

ぎりぎりかマイナスで、カードローンで生活費を

補填し、借金が約100万円ある。糖尿病の治療費

も月1万円かかり生活費を圧迫。⇒食品10キロ提

供。簡易的に無料低額診療の紹介も行う。 

1/30●IG男61・宇都宮。市・生活保護でＦＢを紹

介される。１月中旬失業。7～8年前より胃潰瘍の

治療中だが、無保険で受診できていない。3～4

年前に一度生保の相談に行った。今回は本格的に

受給したいと相談した。⇒1週間分の食品提供。

几帳面な性格か生保受給に対しスティグマがあ

る様子。信頼関係の構築が必要。 

1/30●MU男65・宇都宮。月10万の年金で生活、

12/20に年金の入った封筒を落とした。今まで我

慢していたが社協に相談してＦＢを紹介された。

バス代もないので駒生から歩いてきた。本日何も

食べていない。⇒食事提供。米3キロ、食品3キロ

提供。 

1/30●SM男66・宇都宮。月12万年金でギリギリで

暮らしていた。大雪で秋田の実家（現在空き家）

の雪下ろしのため秋田と宇都宮を行き来せざる

を得なくなり、出費が嵩み食品を買えなくなった。

社協の就労支援を受けている。⇒米5キロ、食品3

キロ提供。 

1/30●SK男55・宇都宮。親の年金で生活していた

が親が施設入所したため、仕事を探している。社

協が訪問し支援している。⇒米5キロ、食品３キ

ロ提供。 

1/31●HS男25・宇都宮。昨年11月に大宮から転入。

仕事探しをしているが就労できず無職。２回生保

の相談したが、若いことなどで就労勧められ社協

を紹介される。人間関係を上手く構築できず、仕

事も長続きしない。高校入学後退学し2年ほど引

きこもり状態を経験し、定時制高校を20歳で卒業。

ガスは止められている。2/4頃電気も止まる模様。

⇒食事提供。米２キロ提供、食品１キロ提供。Ｖ

ネットへ顔を出すように強く言った。 

 

２月：15人（32回） 
2/2●MR女49・宇都宮。3年程前から派遣会社へ登

録しているが仕事が長続きしない。そのためカー

ドローンで生活を続けていた。本日生保の同行支

援に行った。ガス、電気止められそうである。情

動失禁が顕著にあり精神疾患を疑う。⇒米2㎏、

麺類、缶詰要食品9㎏提供。●⇒2/7：米2㎏。ふ

たば診療所（無料低額診療所）を案内する。 

2/3●ME女26・3回・宇都宮。1か月前まで同居人

女性２人で住んでいたが出て行き、独居。生活費

にカードローンなどを使い借金80万程ある。仕事

辞め無職。10日前にガスが止まっている。⇒レン

ジで調理可能食品4㎏提供。●⇒2/7：訪問。●⇒
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2/13：電話し、仕事に就いたが2日で辞めた。2/2

から0カード会社より取り立てが始まる。債務整

理の意向を示したため弁護士事務所を予約する。

●⇒2/21：同行するが「車購入のローンを組みた

い」ので整理はしないことになった。2/22コンビ

ニバイト面接予定。 

2/6●TK男52・３回・宇都宮。1か月前までウィク

リーマンション。退去後マンガ喫茶や駅で過ごす。

生活保護を昨年7月まで受給しており、昨日市へ

相談したが申請受理されなかった。宮ハローワー

クへ行く前に来た。⇒食事提供し宮ハローワーク

へ行ってもらう。住込みの仕事がなかったのでア

パートを契約し生活保護申請を支援する。●⇒

2/6：大家さんにお願いし後払いでその日のうち

にＡＰ契約。●⇒2/7：生保申請、受理。2/14お

金支給された。2/26担当ＣＷより就労を強く勧め

られている、と。  

2/6●MK男74・宇都宮、3人家族。妻（66）脳梗塞

で病院入院、義妹（48）統合失調症（10年間未治

療）。老齢年金だが金銭管理ができず所持金は300

円。病院から社協に相談。そしてVネットにつな

がる。本人が認知症の可能性あり、地域包括セン

ターと社協が連携して、病院受診の方向で話を進

める。⇒食品3キロ提供。 

2/9●US男60・宇都宮。2人家族。失業中、障害あ

り調理が一切できない。電気、ガスも止まってい

る。同居の母親が入院中のため地域包括が支援を

要請する。生保受理された。⇒食品3キロ（調理

不要なクラッカー等）提供。 

2/13●ND男53・2回（綾瀬）。1週間前、綾瀬市の

無料低額宿泊所を出てきてしまった。所持金なく

宇都宮へ来て居所が定まらなかった。2日間寝場

所もなく何も食べていない。⇒食事提供。災害用

クラッカーを渡す。18時過ぎ寝場所を提供してほ

しいと来所。⇒寝袋を提供。 

2/13●HK男49・前年継続３回。宇都宮。身体障害

ある。昨日保護費の入った財布を落とした。10

か月府中刑務所へに収監。出所後現住所へ転居。

アレルギーあり、魚の缶詰や海藻類は食べられな

い。⇒食品5㎏提供。●⇒2/20：届ける。●⇒3/22

病院受診前に事務所来所。食品提供を求めてきた。

後日届ける。  

2/17●YS男37（宇都宮）。東京で家がなくなり住

所不定に。住み込みを探すので建築関係が多くな

り、人間関係トラブルで辞める。「①生保（無低）、

①人間関係ダメ、③出奔出し職住住み込み探し」

を10回以上繰り返す。職探ししている。⇒米５㎏、

食品６㎏提供。 

2/20●SU男47・宇都宮。同居の母親が家を出て行

ってしまった。施設入所し生保受給しているため、

県営住宅を退居しなければならない。昨年7月よ

り失業し、収入ない。生保申請前に務めていた職

場に寮付きで雇ってもらえたが、明日までの食料

がない。C型肝炎の治療を中断している。⇒当面

（2日分）の食糧支援。納税相談と無低診の案内

をした。 

2/20●YM男50・前年継続３回。宇都宮。刑余者、

日払いの派遣。仕事少なく収入が少ない。生保申

請したいと相談に来る。⇒米5㎏と食品8㎏支援。

2/21社長に実情を話したところ仕事量を増やし

てくれた。当面はこれでいけるとのこと。 

2/20●YM女28・下野市・２人家族。所持金がなく

なり、風邪のため食品を購入できな。配送して欲

しいと電話。5ヶ月の男児と2人暮らし。⇒2/21

様子の確認を含めて配送。粉ミルクも欲しいと要

望あり。初回配送で一旦打ち切り。 

2/20●OY男44・６回・宇都宮。統合失調症で精神

科デイケア利用中。障害年金と生保で生活中。金

銭管理できず。本人も財布を落としたと話す。⇒

食品1キロ提供。デイケアのない日は事務所へ来

るように話す。●⇒2/23小澤と話す。2/23、3/14、

3/17、3/22来所。  

2/23●IT男62・宇都宮。大家さんからの支援依頼。

運送会社へ転職後2日目に労災事故（左足複雑骨

折）で入院加療後、12/30付で退職。所持金3千円。

インスタントラーメン（1袋4ヶ入り）で2日間を

過ごす毎日。⇒食料品（米9㎏乾麺など）など2

週間分を配送。労災補償があると判明し会社へ確

認してもらう。 

2/23●YB男43・前年継続３回・宇都宮。子供3人

（2・3・7）。7月に離婚して子供（幼児3人）引き

とったが、仕事がパートで金銭的に困窮。生活保

護と父子手当を受けているが金銭管理ができな

い。母も生活保護受けているので頼れない。転職

も考えてはいるが子供たちの世話のため時間が

融通が利くところでないと難しい。⇒１年ぶりで

来所。生保返上した。子どもの保育園小学校への

送り迎えの出来る時間帯の仕事を探している。⇒

米10㎏、食品５キロ提供。奨学米ＰＪについて説

明する。利用したい旨表明あり。●⇒3/6：米１

０キロ提供。●⇒3/22報告。面接し3/16から白沢

のラーメン店で働き始めた。子供は母親に面倒見

てもらっている。  

2/23●KN女44・3回。宇都宮。両親は死亡し天涯

孤独。潔癖症で、布団や日用品を触れなくなり新

品に買い替えたりと一時期は激しかった。若い頃

は水商売などで生活した。保健師との関係は良い。

アパートの水漏れなど訴える「誰も自分の訴えを

聴いてくれない」と話す。不動産屋に問い合わせ

るがそんな事実はなく不動産屋も困っていると

のこと。⇒カップ麺、缶詰など渡す。持参のレジ

袋に入れてやる。事務所の椅子にも触れない。●

⇒3/16：カップ麺、ジャム、レトルト食品など。

●⇒3/23：お菓子、レトルト御飯、缶詰など支援。

食品提供は可能だが担当保健師を通じて支援が

妥当と判断。本人に直接来させない方が良いと保

健師に伝える。 

 

3月：16人（35回） 
3/1●NG女29・宇都宮。6歳の娘と２人で生活。働

いているが低収入。現在、社協の困窮者自立相談

支援事業を受けながら生活改善を行っている。⇒

米10キロ、食品5キロ提供。 

3/2●NR男48・2回支援・宇都宮。昨年11月まで派

遣社員だった。体調不良で退職。胃潰瘍、肋骨骨

折。生保申請してFBに来た。潰瘍を直して仕事を

したい。⇒ガス台、炊飯器なし食品３キロ提供（カ

ップ麺、缶詰）。●⇒3/21：生保受給者には原則

は提供していないと伝え、炊飯器を買うことを条

件にアルファ米等3kg提供（10日分）  

3/2●KK男32・４回支援・宇都宮。10年前に両親

と那須に移住したがほとんどど引きこもってい

た。今年、宇都宮に単身で引っ越しWEBデザイン

の職業訓練を受け、仕事に就きたいと会社を希望

したが気持ちが続かずまた引きこもった。人と接

するのが非常に苦手。⇒米3キロ、缶詰、ふりか

けなど渡す。●⇒3/8：電話するが出ない。ＦＢ

ボラに訪問してもらう。●⇒3/15：米1㎏、ラー

メン・レトルト食品提供。●⇒3/27：米3㎏渡す。 

3/2●YS男40・3回支援・宇都宮。夫婦2人。仕事

みつからず困窮。郡山で除染の仕事していたが不

払いなどのトラブルで宇都宮へ戻る。脚に障害が

ある兄が住むアパートに移り住んだ。⇒米10キロ、

食品10キロ提供。●⇒3/23：米2キロ、食品１キ

ロ提供。「来週には生保出ると思う。兄とは別世

帯と主張した」●⇒3/27：生保申請に同行、受理

される。米2キロ提供。 

3/7●HJ男40・４回支援。宇都宮。5人家族。失業

で困窮。訪問看護の仕事をしていたが勤務先のパ

ワハラで精神的に追い詰められ退職。⇒米30㎏、

食品15キロ提供。法テラスに相談し佐野地区労の

相談窓口につなぐ。●⇒3/17：アルバイト2か所

始めた。無料低額診療利用を勧める。●⇒3/23：

妻と2人で来所。米2キロ、食品１キロ提供。●⇒

3/27：来所生保申請に同行受理される。米2キロ

提供。  

3/8●YS女61・宇都宮。生保は4年前から。昨年か

ら大家と家賃未払いのトラブル。一方的に鍵を変

えられ出入りできなくなる。警察、弁護士に入っ

てもらっているがうまくいかない。12月で一旦生

保打ち切られ、現在生保申請中。食品が欲しい。

重症筋無力症、パーキンソン病、貧血、C型肝炎。

⇒米3キロ、食品2キロ提供（缶詰、ふりかけ、乾

麺等） 

3/13●MU男65・宇都宮。年金生活者。ぎりぎりの

生活をしていたが、2万円を友人に持ち逃げされ

所持金がなくなる。⇒米2キロ、乾麺など食料3

キロ提供。当面4月年金支給までつないでもらう。

社協窓口を紹介。 

3/13●YS女35・宇都宮。２回支援。統合失調症で

一昨日アパート退居となる。渋谷区役所に移転し

たいと相談したい。⇒食事提供し生活福祉課職員

に駅まで付き添われて東京へ行く。●⇒3/14：医

療機関受診が条件と言われその日のうちに戻っ

てきた。数回事務所に来てＡＰ探しの事で自分の

主張を繰り返す。生活福祉課とやりとりを1日中

行う。●⇒3/15：ＡＰみつかり生活福祉課の職員

が引越をしてくれた。食品３kg提供（パック御飯、

シリアル、カップ麺等、電気で調理できる食品）。 

3/14●SK男59・２回支援・宇都宮。3年前よから

無職。貯金取り崩して生活した。生活保護を申請

した。15～16年前に心筋梗塞なったが、無職とな

り加療中断。本日は何も食べていない。⇒食事提

供。食品１キロ提供。●⇒3/17：ガス電気が止ま

った。友人に金を借りようと小山に歩いて行くが

挫折し、突然電話がある。⇒パン10個などを届け

る。●⇒3/20：まだ帰れなかった。1日分追加し

て届ける。  

3/15●KU男53・2回支援・（徳島）。徳島で生保受

給し暮らしていたが2月中旬、心機一転宇都宮で

生活したいと想いたち飛行機に乗ってきた。ホテ

ルに宿泊し、所持金無し。3/14アパートに入居で

きた。心療内科中断。躁うつ病・てんかん・本態

精神性ＨＴなど。突然切れる。⇒米2キロ提供。

●⇒3/16：薬が切れて久しいので病院を紹介して

ほしいと。協立診療所を紹介。 

3/16●AS女47・宇都宮。現在無職。4/1付けの就

職を目指している。3社ほど面接し結果良さそう。

⇒食品3キロ提供（パン、乾麺、ラーメン麺、シ

リアル等）。 

3/20●NK男87・宇都宮。2人家族。食品を買う金

が無い。地域包括が介護保険申請した。同居の50

代の息子が無職だったが社協の紹介で就職でき、

初回給与が4月末となる。⇒米５キロ提供。包括

職員が取りに来る。 

3/20●AI男76・宇都宮。2人家族。3/16より地域

包括支援センターが関わり始める。認知症で受給

したお金が無いと訴える。お金を下ろしたことも

覚えていないようである。⇒米２キロ提供。包括

職員取りに来る。3/23米を炊いて食べていると連

絡あり。 
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3/23●SZ女28・宇都宮。2人家族。ネバール人の

男女で同棲をしている。しかし、両方とも法的に

就労できない。男性はオーバーステイで暫定的に

入国許可を得ている状態。永住外国人ではないの

で生活保護も受けられない。女性は妊娠6か月、6

月に出産予定。済生会のＯ課長の支援を受けてい

る。⇒半月分の米5キロ、食品３キロ提供。 

3/27●TT男75・宇都宮。3人家族。1月中旬から病

院に入院。退院できる見込みがない。子供2人の

生活がままならなくなった。清原地区の民生委員

より市社協に支援依頼あり。子２人（16・19歳）

はアルバイト始めた。⇒米キロ、食品５キロ提供。 

3/29●TK女40・宇都宮。高齢の母親(74)と二人暮

らし。母親は糖尿で弱視、日常生活に支障あり。

本人は統合失調症などの障害で金銭管理ができ

ない状態。訪問看護者が見るに見かねてFBに連絡

し食品を受取りに来た。月初めに生活保護費がで

るので1週間程度の食品を渡す⇒食品4kg提供。 

 

②趣味活動「吹きだまり習字塾」の開催 

困窮者の余暇、趣味活動として習字塾をしているが、宣伝不足もあり女性のみ毎月２～３人が来訪した。本来は男

性向けのプログラムで、毎日やることがなくパチンコと飲酒、カラオケなど短絡的な快感に走りがちな男性に対して、

お金をかけず、「少しうまくなっただけで、すぐに褒めてもらえる」書道を余暇活動として導入した。毎月第 3 水曜日

の 10 時 30 分から 12 時まで、ボランティアの講師を招いて実施した。 

③コールセンター栃木の運営支援 

今期も厚生労働省社会的包摂ワンストップ相談支援事業を受託する（一般社団）社会的包摂サポートセンターの「コ

ールセンター栃木」の運営支援をした。栃木では年間１９２４件の電話相談に対し１３人のスタッフで対応した。その

うち緊急支援の必要があるものについては本会のネットワークを使って同行支援をおこなった。 

④無料職業紹介所の運営（生活困窮者の支援） 

 生活困窮者の職業自立支援のため無料職業紹介所を４年前に設置した。毎年数人が就職しているが、専従職員を配置

できず、今期も成果はあがらなかった。 

 

(2)講師派遣事業（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

 ボランティア活動、ＮＰＯの啓発普及のため役職員等を講師として派遣した。派遣は2８回（聴講数のべ423人）で、

昨年から５割、３年前の116回からは４分の１に激減した。講義は大学、シルバー大学校の他、ロータリークラブ等で

あった。円卓会議関連で「子どもの貧困」がテーマの講義が多かった。講義内容の変化はＮＰＯやボランティアを学ぶ

ことから「社会問題の解決への実践とその糸口を見出したい」という求めであろう。 

 回数 月日 講座名（内容） 主催等 場所 講師 
聴講数

(のべ) 

１ ４ 4/25～5/16 宇大国際学部「国際ＮＰＯ起業論」 宇都宮大学・国際学部 宇都宮 矢野 24人 

2 ８ 4/27～5/25 宇都宮短期大学「ボランティア論」 宇都宮短期大学 宇都宮 矢野他 56人 

3 ８ 10/31～12/７ シルバー大「ボランティア入門講座」 栃木県健康福祉協会 宇都宮・矢板・栃木 矢野 180人 

4 １ 10/7 災害時のボランティアコーネーション講座 災害ボランティアコーネーター三島 静岡・三島 矢野 35人 

5 １ 10/30 「栃木県協働推進セミナー」ＦＢ発表 県、ぽぽら 上三川 矢野 5人 

6 １ 11/18 宇都宮南ロータリー「フードバンク」卓話 宇都宮南ロータリークラブ 宇都宮 徳山 30人 

7 １ 12/2 女性の視点で見る避難所生活「HUG」 市、新しいネットワークを作る会 宇都宮 矢野 30人 

8 １ 1/13 役職員研修会「子どもの貧困撃退円卓会議」 栃木県保健医療生協 宇都宮 矢野 25人 

9 １ 2/14 国際ロータリー卓話「子どもの貧困撃退円卓会議」 国際ロータリー第2550地区 宇都宮 矢野 ８人 

10 １ 10/24 「ＦＢ・サンタdeラン」説明会 ニュースキン 真岡市 徳山 30人 

11 １ 2/27 「ＦＢ活動紹介」県北ブロック民生委員研修会 県北ブロック民生・児童委員協議会 矢板 木村・藤田・實 100人 

計 29      423人 

 

(3)Ｖネット学校事業（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

実施しなかった。 
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事業報告 Ｂ.【フードバンク宇都宮】 

(1)フードバンク事業（生活困窮者の支援） 

賞味・消費期限内に食品を無償でいただく、無償で配るフードバンク（ＦＢ）活動は、

当期は約 13 トンの食品受贈があった。内、企業からの受贈は５.4t あった。寺院から

の受贈も 0.5tあった。 

 企業からの受贈はスーパーカスミが昨年 11月より県内 6店舗から賞味期限の迫った

食品を寄贈してくれることになった。 

 奨学米プロジェクトは口コミのみでの広報で展開したが、それだけでは支援世帯が増

えことが課題であり、新たな周知法方や対応が必要である。 

 全国の動向として、フードバンク団体が増えたのに伴い全国フードバンク推進協議

会と日本フードバンク連盟（旧称セカンドハーベスト・ジャパンアライアンス）の２

つの潮流ができてきた。当会は、日本フードバンク連盟の正会員として活動している。

17年度は現地集合会議（兵庫、東京）を２回行い、名称と日本ＦＢ連盟の今後の方向

性を話し合った。 

①フードドライブの実施 

フードドライブの食品受口の拡大として食品受付箱（以下：きずなボックス）を多くの人が出入りする場所に設置

した。公共施設、店舗、会社事務所、病院、寺院等の 10か所に設置した。一定の宣伝効果があり戸祭地区民生委員・

児童委員協議会で設置したものは、新聞社の取材を受けることができた。しかし、きずなボックスの食品受取りにつ

いては、管理する店舗の善意と、ボランティアでの回収が前提なので、普及拡大するには時間を要する。 

フードドライブ（FD）は定期的に実施できたのはとちぎコープ、宇都宮市役所ゴミ減量課、栃木保健医療生協で

９回、ＦＤを行った。また市内・光琳寺では毎月 1日に境内で行うラジオ体操時に FDを実施した。 

一方でＦＤでの食品量が増えたのに伴い、セカンドハーベスト・ジャパンからに大量の食品の受け入れが困難とな

り食品受贈量が減った。今後、子どもＳＵＮＳＵＮプロジェクトによるＦＢ活動の拡大に合わせて、倉庫、ボランテ

ィア、資金の調達が急務になってきている。 

フードドライブ：13回 

8/19(土)：もったいないフェア（ＦＤ） 
9/1(金)光琳寺FD(きずなBOX設置) 

9/24(日)：もったいないフェアＦＤ 
10/6：JU栃木チャリティーオークションＦＤ（並木・門馬・菊池） 
10/29（日）：コープ栃木市店ＦＤ（ 笠間、田崎、徳山） 

10/29：双葉クリニックＦＤ（澤根、並木） 

11/1：光琳寺FD（澤、並） 

11/12：コープおもちゃの町店ＦＤ（徳、笠）、 
11/12：フェアトレード祭りでＦＤ（澤、並、千、門、島） 
11/26：協立診療所健康祭りＦＤ（徳、澤、並） 

12/1：光琳寺ＦＤ（澤根） 
12/17：反貧困炊出し（徳山、他40人） 

3/3-4：エコまつりＦＤ（徳山） 

②ＦＢ食品の利用 

 学齢期の子供がいる低所得の母子家庭等に対し毎月定期的に米を提供し、浮いたお金で学用品などを買ってもらう

「奨学米プロジェクト」を実施した。年度末からは月１回の米の他に、合間に野菜・パンの配達もボランティアによっ

て実施した。 

母子家庭のほとんどは働いているが非正規が多く、また生活・通勤に都合で自家用車を持っている場合、生活保護を

受けられない。低所得のうえ社会保障の給付の枠組みから外れていて、事実上生活保護以下の暮らしをしている人も多

い。 

お母さんたちは毎月定期的に支援者と話せたりすることで困り事を言える状況が生まれ、母子家庭の孤立を防ぐこと

が主眼である」が、ＦＢ内部の奨学米ボランティアの確保ができず、支援体制の構築には至らなかった。 

母親が相談する人（聞き役：女性の相談員）が少ないのと、日夜働きづめである母との、接点の時間を確保すること

が困難であることが原因でる。研修（オザワがけっぷちゼミ）から女性支援ボラ等を段階的に育成し、お母さんの悩み

を聴ける体制を整える必要がある。 

 

 

 

月 受贈量
(kg) 

寄贈量
(kg) 

4月 565 482 

5月 1596 647 

6月 2142 1,252 

7月 254 1,051 

8月 891 723 

9月 1102 1525 

10月 1170 960 

11月 738 696 

12月 1254 766 

1月 867 577 

2月 491 654 

3月 1918 1199 

合計 12,968 10,532 

前年(2016 13,183 12,201 

増減 -215 -1,669 

※内、企業からの寄贈は5,400kg 
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学齢期にある生活困窮家庭への“奨学米”プロジェクト要項 

１、目的 

2010年度の国の調査では、母子家庭のうち65％が年収180万円以下であ
り、夫婦２人世帯の平均年収では300万円以上の差がある。また国民の相対
的貧困率は16.1％であるが母子家庭の貧困率は54.3％である。様々な事情

で身内や地域に頼れない人も多くフードバンクに頼れない（頼らない）人も
多い。さらに2014年度に本会・フードバンク(FB)宇都宮が、女性(世帯)へ
支援した割合は３割であり、非常に少ない。 

こうしたことから、ＦＢ宇都宮では学齢期の子供がいる母子家庭等に対
し、米による家計負担の支援を定期的に行い、同時に生活の相談を行うこと
で困窮母子家庭の生活支援をしていく。 

母子家庭等と、本会職員・ボランティアがつながりを持つことによって、
何か困った時に頼ることができる関係＝縁を作り、一緒になって解決できる
ようにすることが重要である。 

 
２、対象者 
・原則として県央地区に住む学齢期の子供がいる母子家庭等、20世帯 

・低所得（例/3人家族で月収20万円、年240万以下）の世帯であり、身内
や友人にたよることが難しい世帯。 
・生活保護世帯は対象外とする。 

 
３、内容 
①１か月白米10-30ｋｇの支援を毎月行う。対象世帯の人数と状況を勘案し

決定する。 

 

②対象世帯数20世帯。米の確保、倉庫の課題が解決されれば対象者数の増加
も検討する。 
③米保有量は4.8ｔ（10ｋｇ×12月×20世帯） 

④配送方法は原則としてボランティア等が相手宅まで届ける。配送の際に相手
宅の玄関をまたぐことが関係構築や状況把握の上で重要と考える。（場合によ
ってはフードバンク事務所に本人が来ることも可とする。） 

⑤配送日は原則として、火曜日13：30-17：00.対象者の都合が悪い場合は要
相談。 
⑥受付はＶネット事務所（028-622-0021）で行う。 

⑦ボランティアは５人程度募集。同じ人が同じ家庭に継続的にかかわる。 
⑧保管は玄米で行いその都度精米する。保管場所は、当面ＦＢ大田原の倉庫と
するが、宇都宮近郊で倉庫を探していく。 

⑨配送社はＦＢ所有のハイエースやボランティアの自家用車とする。 
 
４、広報 

・米募集…インターネット及び、チラシを作成しＪＡやコープ等に営業。 
・対象世帯向け…対象世帯むけのチラシを作成。ＤＶ関係ＮＰＯ、母子家庭関
係者に対象世帯の選定、ピックアップの要請をする。 

・ボランティア募集…チラシの他、インターネットでの周知、本会会員・ボラ
ンティアに対しては電話、機関紙等での勧誘を行う。 
（福祉プラザ、まちぴあ、ピックアップ要請団体、若者支援係の団体） 
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③県内ネットワークの拡大 

芳賀地区については、真岡市の団体がフードバンク活動を開始するというので準備会を始めた。2018年度より稼働

開始するので連携を取りながら育成していく。 

④広報 

フードバンクという名前もマスコミ的には目新しさがなくなる傾向にある。フードバンクのエピソードが下野新聞

のほっとニュースの欄に掲載され大賞を受賞したがあまり注目されることはなかった。 

⑤各拠点ごとの事業 

全拠点の特徴として、行政や社協などの支援機関を通して食品支援を実施した。 

＜フードバンク大田原＞県北事務所の開設により、拠点事務所の整備が進んだ。支援機関の要請により食品支援の実

施。学生向け奨学米プロジェクトを計画している。 

＜フードバンク日光＞２月から毎月会議を実施。新拠点に引越しして新たな活動展開を計画している。 
ＦＢ日光会議：12回 4/2、5/7、6/11、7/2、8/6、9/3、10/6、11/5、12/3、1/7、2/4、3/4 

 

＜フードバンク那須烏山、フードバンク鹿沼＞フードバンク鹿沼は、社協ＦＢとＮＰＯのＦＢとの連携の形を模索し

ている。 

フードバンク(ボランティア)会議(毎週木)：20回 

4/27フードバンク会議（島田、笠間、小野塚、菊池、田村、徳山） 
5/25（木下、島田、小野塚、田村、笠間、並木、徳山） 
6/1 (笠間、石江、木下、並木、徳山） 

6/22（木下、小野塚、田村、並木、徳山）6/22（石江、並木、徳山） 
7/6 （笠間、石江、田崎、徳山） 
8/17、8/24、8/31、 

9/7、9/14、9/21、 
10/5、 

12/7ＦＢ会議（小澤、澤根、木下、石江、田崎、徳山） 
2/1(木)、2/15(木)、2/22(木) 
3/1、3/8、3/15、3/22 ＦＢ会議(徳山) 

 

(２)ファンドレイジングの強化（生活困窮者の支援） 

①チャリティ・ウォーク56.7（ＣＷ56.7）の実施 

フードバンクへの寄付集めと広報のため９月30日-１０月１日に寄付イベント「チャリティ・ウォーク 56.7」を開催

した。結果 2,400,478 円の寄付があり、チャレンジャー46人、ウォーカー37人、ボランティア74人の参加があり、

昨年並みの成果となった。また、協賛紙袋をヘイコーパック㈱に提供いただき、協賛寄付をいただいた企業名を掲載

し配布した。 

 運営のために６月から実行委員会を組織し実行委員会・ボランティア説明会を7回、「ためし歩き」を２回実施した。

さらにチャレンジャー個人や協力団体のファンドレイジング事前（事後）イベントが行われた。 

 時期を 9 月末にしたので、天候・日没などの不安定要素がなくなった。ＣＷ56.7 は参加すれば非常に楽しいイベン

トであるが、参加者・寄付額とも第 2回が最高で、その後はほとんど伸びていない。実施体制・組織の強化が必要であ

ろう。 

第５回 チャリティ・ウォーク56.7 ～みんなで作るセーフティネット＝フードバンク～  

2017/９/30－10/1（宇都宮・矢板―今市―中禅寺湖） 

１、開催趣旨 

 本会が行うフードバンク活動への資金造成（寄付）とフードバンク活動の理解促進のために1泊2日でチャリティイベントを実施する。 
寄付を集めることとともに、以下のような困窮した状況にある人たちの現状や制度の限界を伝えることで、「私たち自身がセイフティネットを作ってい

く」必要性を理解し、またこうした仕組みの存在があることで「やりなおしがきく社会」をつくる希望となることを伝える。 

・不安定な就労をし、雇い止めと同時に職と住居を失うワーキング・プアの存在 
・パートをかけもちしながら働く貧困線以下の母子家庭の窮状 
・病気、精神疾患になり年金も少なく、「人の縁」に恵まれないなど、経済的にも精神的にも困窮、孤立している高齢者の窮状 

・生活保護が急増し、財源的に一定の限界があり、それらは給付制限となるなど社会保障には一定の限界があること。 
・生活保護では困窮者の全部は救えておらず、事実上生活保護以下の収入で暮らしをしている人が数倍（推計）いること、等。 
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２、日時・場所 

・2017年９月30日・9時―10月1日・15時頃（雨天実施） 
・宇都宮市、日光市、矢板市、塩谷町 
■1日目 ９/１(土) 

宇都宮コース：（出発）宇都宮市中央（まちかど広場） ⇒(経由)長岡公園 ⇒
(泊)今市市街 
 矢板コース ：（出発）矢板市（長峰公園）⇒（経由）矢板市道の駅 ⇒(泊)

今市市街 
■２日目 10/１(日) ※宇都宮、矢板コースは今市で合流します。 
 今市 ⇒ (経由)いろは坂 ⇒ （到着）中禅寺湖畔 

 
３、内容 
＜メインイベント：①チャリティ・ウォーク56.7＞ 

●チャリティ・ウォーク56.7 
・宇都宮市まちかど広場（レディオベリー前の公園）と矢板市長峰公園から日
光市中禅寺湖畔の大鳥居までの56.7ｋｍを1泊２日で歩く。 

・団体／1チーム３～５人 
・参加費（寄付）／参加費 30,000 円+ 寄付 30,000 円以上（チームで期日ま
でに集める） 

・個人／参加費10,000円＋7,000円以上の寄付 
・チャレンジャーは、各自で寄付者を募る簡単な催しを行い、実行委員会事務
局とともに表出する。各チームが独自にファンドレイジングをすると同時に、

各種メディア、SNS等で事務局に直接寄付をいただくようにする。 
・またチームや個人はJust Giving等 ネット上の寄付サイトにも登録する。 
【サブイベント】 

●送り出しウォーク（宇都宮、矢板） 
・９月30日、9：30～11：00 
・56.7km チャレンジャーを送り出すためのサブイベントとして、①宇都宮市

二荒山神社から長岡公園までの４ｋｍ（往復８ｋｍ）を一緒に歩く。②同様に
矢板市長峰公園から道の駅矢板までの往復4Km。公園でフードバンク等の 
簡単なスピーチやボランティアによる出し物を行い、盛り上げる。 

・個人／一口1000円以上の寄付＋食品１品 
・現地に直接集合も可。 
●「いろは坂」出迎えウォーク（日光） 

・10月１日、12：00～14：30 
・56.7kmチャレンジャーを出迎えるためにゴールまでの約７km（いろは坂） 

を一緒に歩いて登る。 

・個人／一口2000円以上の寄付＋食品１品 
・集合場所／日光市 馬返し休憩所（いろは坂の一方通行分かれ道の手前） 
※上記「参加費」はすべて寄付扱いとする。また「寄付」はなるべく自分

以外の人から寄付を募ってくる。 
 
４、広報 

WEB サイトによる広報。①チャレンジャーのイベントを逐次公開 ②フー
ドバンクの周辺にいる困窮者の実情を記事で紹介する（毎週３回更新） 
 

５、募集 
・参加者 
①チャリティ・ウォーク56.7…100人（団体：20チーム、個人：30人） 

②送り出しウォーク…80人程度（7日のみ） 
③出迎えウォーク6.7…30人程度（8日のみ） 
・ボランティア…100人 

・宿所提供…自治公民館、体育館などルート上の公共または民間施設 
（30km地点に設置。今市の市街地を予定) 
・協賛企業…参加者への支援飲料、食品など 

 
６、目標金額：３00万円 
 

7、開催までの日程 
8/27(日)ＣＷ試し歩き(矢板から東照温泉まで) 
910(日)CW試し歩き (宇都宮－今市) 

924CWボランティア説明会 
 
８、開催後の日程 

10/15(日)ＣＷ打ち上げ（参加 10人位） 
10/21(土）CW女子会打上げ(3人) 
10/28(土) ＣＷチャレンジャー打上げ（9人） 

1115県北事務所ＣＷ打ち上げ（12人） 

実行委員会：実施７回 4/26、5/31、6/14、7/12、8/23、9/6、9/20 

【事前・事後イベント】 

Ａ 7/8-9：映画でフードドライブ（主宰：澤根千晴さん） 
●日時：7月８・９日 ●場所：宇都宮：ヒカリ座 
●趣旨：英国のホームレス問題を扱った映画「私は、ダニエル・ブレイク」
を一緒に見て、社会問題を啓発・普及するとともに、フードバンク 

支援のため食品１品を持参（フードドライブ）するイベント。ヒカリ座に設
置した「きずなＢＯＸ」の宣伝のため、同館と提携して実施。 
●参加：約 30人食品 21KG 

Ｂ 8/9： ＢＧチャリティ（主宰：立野匠さん） 
「BGチャリティ2017～食べて集めるファンドレイジング～」 
日時：2017年 8月 9日（水）19時から 

会場：来らっせ（きらっせ）本店 
（MEGAドンキ・ホーテ ラパーク宇都宮店地下 1階）●参加：８人 

Ｃ 8/12：チャリティ・タイ料理パーティ（主宰：上田家） 
●日時：8月 12日  ●場所：日光市・上田家 

※材料費以外はフードバンクへの寄付となります（要予約）  

●参加：10人、寄付額 12000円 

Ｄ 8/13：チャリティー・ネイル（主宰：ネイリスト・ヨコヤマ） 
●日時：9月 13日(水)11-15:00 

●場所：とちぎ Vネット事務所 
●料金：ネイル 10本 1,000円（安い！） 

※全てフードバンクへの寄付となります（要予約） 

●参加：6人 

Ｅ  11/4：FBチャリティ社交ダンスパーティ（主宰：門馬芳子さん） 
●日時：11月 4日(水)11-15:00  
●場所：田原コミュニティセンター 
●料金：1000円＋食品１品 

※全てフードバンクへの寄付となります） 
●参加：135人 寄付 135000円 

②フードバンク芋畑オーナー制 
 フードバンクへの食品供給とお返し付き寄付として、芋畑オーナー制を開した。1口8000円で30～50kgのサツマイ

モ畑のオーナーになり、そのうち半分をフードバンクに寄付してもらうという手法。 

 畑の管理は会員の有機栽培の農家に依頼した。オーナー20組を募集したところ、生協パルシステムの広報誌に載っ

たこともあって 20組のオーナーが集まった。5月と 10月に植えつけと収穫を元困窮者やボランティアで実施した。 

②チャリティ食事会 

5/31(水)ＦＢ芋畑オーナーの苗植え 10/30(月)FBオーナー制・芋ほり（矢野、矢野ひ、田崎、田村） 
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 実施しなかった。 

③団体会員の拡大 

 会員増にならなかった。 

 

 

 

 

 

Ｃ．【災害ボランティア・オールとちぎ】 

(1)防災出前講座（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

実施しなかった。 

 

(2)救援・復興支援事業（災害救援事業） 

7 月に発生した秋田水害で救援活動を行った。調査および避難初期の避難所への対応として、震災がつなぐ全国ネ

ットワークの冊子を避難所に届けた。 
■災害関係の会議：4回 
4/4(火)：災害会議（５人） 4/18(火)：災害会議（５人） 

7/11：災害会議  7/25：秋田水害会議（5人） 

 

(3)東日本大震災の復興支援（災害救援事業） 

①まけないぞうプロジェクト 
今期も、東日本大震災被災地の復興支援のために「まけないぞう」の制作・販売を行った。寄付でいただいたタオ

ルを、被災地のお母さんたちが手縫いで「ぞう」の形にした壁掛けタオルである。これを本会が買い取って販売する。

売上の２５％が作り手の収入になり、生きがいやコミュニティづくり、生業の支援になっている。当期は２８５頭、

114,000円の売上となった。（同事業は気仙沼、いわきで実施） 
②復興わかめの販売 

東日本大震災の被災地の復興支援のため、石巻十三浜のわかめを「まけないぞう」とともに販売した。今期は３２

４個、126, 000 円の売上となった。 
 

 (4)「とちぎＶネット災害救援ボランティア基金」（ＮＰＯの活動資金の援助事業） 

今期は使用しなかった。 
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Ｄ．【ＮＰＯ活動推進センター】 

(1)ＮＰＯに関する相談・協働事業（ＮＰＯの育成事業） 

①福島県からの避難者支援「福島県復興支援員事業」、 

「福島県外避難者への相談・交流・説明会事業」 

 「とちぎ暮らし応援会」の事務局業務を３年前から担い、さらに福島県から 

「復興支援員設置事業」と「生活再建支援拠点事業」の２つの事業を受託した。 
現在、栃木県内には福島からの避難者が推定 1700 人いる。福島県復興支援員 

(非常勤２人)は、避難者の訪問支援活動をおこなった。応援会で全戸訪問した 
名簿をもとに毎月２回、要継続支援50人を対象に訪問支援をした。また、１年 
間休止していた広報誌『とちぎ暮らしの手帖』を再開し 4回発行した。 
また、生活再建支援拠点事業は避難者が来訪し相談できる窓口を開設し職員 1 
人が兼務する形で週３日開設した。また、福島からＮＰＯを招き「未来会議」 
を大田原と栃木で２回開催し、合計で 90人の参加があった。9 月には復興大臣 
の栃木県内の視察対応を行った。 

【「説明・相談・交流会」と提案事業】 

[福島の市民活動の今① ]  「未来会議」で福島の未来を話そう！in 大田原  10/8日曜13:30-16:00  

●大田原市生涯学習センターで 
●いわき・浜通り各地で開かれている“未来会議”。年代・職業も様々な
人たちが100 人も集まり、多様な異なる意見を述べ合い“未来”を語り合
っています。 

 「未来会議のこれまでとこれから」について霜村さんにお話いただきま
す。そして栃木( 大田原) でも 福島・故郷・自分たちの未来について( 少
しでも) 対話しましょう。 

●ファシリテーター：霜村真康さん＋他３人位 
   （未来会議副事務局長/ いわき市・菩提院( 袋中寺) 副住職） 
●対象：①福島県から避難してきている方 ②県内に移住・定住した方  

    ③支援者 ④一般の方（興味関心のある方） 
●内容● 
① 13:30-15:30/ 講話＋ワークショップ（みんなで未来を話す） 

② 15:40-16:10/ アフターサロン：交流会 
（避難している方や支援者中心に） 
※同日、同会場で「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」の 

個別相談会を10 時～ 16 時に実施しています。 
★要予約⇒ 0120-330-540 ★一組60 分。★専門弁護士による相談。 
●事務局（認定NPO とちぎボランティアネットワーク） 

【未来会議とは】 
 震災と原発事故は被災状況や仕事、環境、価値観の相違などによる分断
や軋轢を引き起こしました。福島には長期的に続く、誰も経験したことが

ない物事が横たわっています。 

 人と人が出会い、感じていることを共有し、違いや問題からも気づきや学び
を得る。一人ひとりが一歩を踏み出すきっかけや、疲れたら戻れる苗床のよう
な場を目指し、継続開催をしていきます。ともに物事をみつめ、これからを考

える時間を持ちませんか。みなさまのご参加、お待ちしております。お気軽に
いらしてください。 

■参加：10/8大田原43人うち避難者14人、1/29栃木47人うち避難者20人 

10/8：福島県事業「未来会議in大田原」（矢野、門馬・矢野ひ他40人） 
1/28：福島未来会議in栃木市（矢野、小澤） 

■広報誌の発行：4回（6月、10月、12月、3月） 

■福島県事業関係の会議■ 

5/17：福島県事業の研修・全体会合(矢野) 
6/20・21：福島事業研修（矢野・並木・矢野ひ・門馬/東京） 
7/21：FM福島ラジオ出演(福島県事業のこと/矢野） 

7/26：福島県事業研修 
9/14：復興大臣視察・意見交換会(矢野、門馬、矢野ひ／他15人) 
11/9：福島県事業・研修東京（矢） 

1/16：福島県事業研修（矢野） 
2/1-2：福島事業全国研修（矢野/福島） 

 

②SAVEJAPANプロジェクトの実施 

 今期は実施しなかった。年度末になって、次年度応募の助成があり準備をすすめている。 

③ＮＰＯに対する備品・機器の貸出事業 

コピー機・輪転機・紙折り機等の貸出をおこないＮＰＯへの便宜を図った。 

■貸出・利用備品：輪転印刷機(有料)、紙折り機、ビデオプロジェクター、パソコンプロジェクター 
④コーヒーサロン事業 

県内のＮＰＯ、ボランティアのリーダーを招き、顔の見えるネットワーク作りと他分野の団体の活動紹介をするこ

とで、県内の市民活動の活動推進を図った。身近なスゴイ人・面白い人を紹介するいわば「耳学問の場」である。、今

年は総会時のサロンのみ行なったまた。サロンの内容は「月刊ボランティア情報」紙上に掲載した。 
日時 講義名・内容 話し手 参加数 掲載号 

5/28 会員総会・第 2部・拡大コーヒーサロン 
「鹿沼東中制服リサイクルバンク」 川田さん（鹿沼市幸町自治会） 30人 218号（2015/5/15） 
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⑤委員の委嘱などでの運営協力 

各種委員に委嘱される等で会議、研修、講座の選考等に協力した。 
①栃木県社会福祉協議会・ボランティア活動振興センター委員（矢野） 

③宇都宮市社協・生活困窮者自立相談支援事業/運営委員会 (矢野) 

 

(2)ボランティアの啓発・普及事業（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

①『とちぎＶネット・隔月刊ボランティア情報』の発行 

『隔月刊ボランティア情報』を700部、年６回発行した。ＷＥＢによる本会の活動情報提供の提供を開始し紙面に再録

するなど紙媒体と連動するようにした。職員、学生ラジオパーソナリティ、新聞切抜き隊、ボランティアによる取材、

執筆を行い、担当職員による印刷とボランティア２～３人による製本・発送で成り立っている。 
月 号 特集記事  月 号 特集記事 

3-4月 223 特集/東日本から６年・福島の今 報告/ラジオ開始/

とちコミ研修・計画 

 9-10月 226 報告/円卓・シンポジウム、福島未来会議、 

特集/学生の貧困 

5-6月 224 報告/会員総会、FB芋畑オーナー制、震つな移動寺子

屋、円卓会議 

 11-12月 227 報告/サンタdeラン＆ウォーク 

7-8月 225 報告/子どもの貧困撃退❤円卓会議  1-2月 228 特集/未来会議IN栃木市  

②「みんな崖っぷちラジオ」の放送 

「ラジオ局の運営」を、コミュニティＦＭ「ミヤラジ」の開局と同時に、前期・2017年3月8日から開始した。身近に

コミュニティＦＭが開設されることから、その番組枠を買うことにした。 

学生パーソナリティがゲストに話を聞き、それを職員等がコメントするスタイルで、取材・放送・ブログ作成までを

学生が臨時職員（アルバイト）として担当した。学生は当初１人が毎週行う形式であったが、１月から３人体制にし２

人が隔週で交替する形式にした。12月に「学生ラジオパーソナリティ募集説明会」を実施した。 

「半径８キロしか聞こえない」コミュニティＦＭという媒体では、放送による広報（ラジオ聴取）はほとんど意味を

なさないが、媒体作成・媒体出演者との関係性に学生が加わることで、学生自身の成長と本会関係者の変化が見られた。 

学生がもつネットワークの活性化(活動への導入)に必要な媒体であるだろう。また「学生のアルバイト先としてのＮＰ

Ｏ」という観点からいくつかの出演ＮＰＯを紹介した。学生にもＮＰＯにも有意義な出会いとなった。 

【番組表】 
回 月日 テーマ ゲスト/所属 コメント、学生司会 

１ 3/14 Ｖネットの正体 柴田貴史、君島福芳、中村圭(熊本地震ボランティア) 矢野、緑川沙智 

２ 3/21 フードバンクとは 澤根千晴(職員)、並木孝夫(ボランティア) 徳山、緑川 

３ 3/28 若者支援 中野謙作（栃木県若年者支援機構） 矢野、緑川 

４ 4/4 月初め「もっと！フードバンク」 澤根千晴（職員) 徳山、千葉和 

５ 4/11 熊本地震と災害救援活動 柴田貴史(Ｖネット災害担当理事) 矢野、千葉 

６ 4/18 「昭和こども食堂」やってみて 荻野由香里（昭和こども食堂） 矢野、千葉 

７ 4/25 あしなが育英会・学生募金 桑島さん（あしなが学生募金・学生） 千葉 

８ 5/2 月初め「もっと！フードバンク」 實寿夫（フードバンク大田原） 徳山、千葉 

９ 5/9 ネグレクト家庭の支援 前田利一（NPO法人だいじょうぶ） 矢野、千葉 

10 516 森と若者を育てる 大木本舞（トチギ環境未来基地） 澤根、千葉 

11 5/23 星の家の 20年 星俊彦（星の家） 澤根、千葉 

12 5/30 医療的ケア児 高橋昭彦（うりずん） 矢野、千葉 

13 6/6 月初め「もっと！フードバンク」 神山大（ＦＢ鹿沼・鹿沼市社協） 徳山、千葉 

14 6/13 若者支援 清野香苗（ポラリス★とちぎ） 矢野、千葉 

15 6/20 「デート DV」知ってますか？ 丸山由美子（ウィメンズハウスとちぎ） 矢野、千葉 

16 6/27 ＤＶ被害者支援 仲村久代（サバイバルネット・ライフ） 矢野、千葉 

17 7/4 月初め「もっと！フードバンク」 福田さん（フードバンク高根沢） 徳山、千葉 

18 7/11 薬物依存回復の現場① ダルク秋葉さん（栃木ダルク） 矢野、千葉 

19 7/18 薬物依存回復の現場② 蓮（れん）さん（女性ダルク） 矢野、千葉 

20 7/25 制服リサイクルバンク 川田さん（鹿沼市幸町自治会） 矢野、千葉 

21 8/1 月初め「もっと！フードバンク」 小堀さん（フードバンク那須烏山） 徳山、千葉 

22 8/8 「子どもの貧困」撃退ラジオ① 宮本進（栃木県保健医療生協） 矢野、千葉 

23 8/15 「子どもの貧困」撃退ラジオ② 畠山由美（ＮＰＯ法人だいじょうぶ） 矢野、千葉 

24 8/22 「子どもの貧困」撃退ラジオ③ 荻津守（済生会宇都宮病院・ＦＭＳＷ） 矢野、千葉 

25 8/29 鳥からつながる町おこし 遠藤孝一（オオタカ保護基金） 矢野、千葉 

26 9/5 月初「もっと！ＦＢ」ＣＷの魅力? 高田さん(ＣＷ常連の撃退レンジャー) 徳山、千葉 

27 9/12 地域に住む障害者の暮らしと仕事 牧岡健（こぶしの会・上三川ひまわり） 矢野、千葉 

28 9/19 困窮母子家庭の支援 澤根千晴（Ｖネット職員） 矢野、千葉 

29 9/26 知的障害者のオリンピック 雷都隊長（スペシャルオリンピックス日本・栃木） 矢野、千葉 



 18 

30 10/3 月初「もっと！ＦＢ」ＣＷの感想 熊倉宏（チーム鹿沼） 徳山、千葉 

31 10/10 フェアトレード 小川・永島さん（KAKEHASIs）  矢野、千葉 

32 10/17 地域に根ざす食堂①市貝「地域食堂」 永島朋子（羽ばたき・地域食堂） 矢野、千葉 

33 10/24 地域に根ざす食堂②佐野 神田さん（ほほえみ子ども食堂） 矢野、千葉 

34 10/31 地域に根ざす食堂③高根沢 中島さん（高根沢ぽかぽか食堂） 矢野、千葉 

35 11/7 月初「もっと！ＦＢ」食の安全保障 石田千織（星の家） 徳山、千葉 

36 11/14 サンタ deラン①意義・意味・企て 大木本舞さん（とちぎコミュニティ基金） 矢野、千葉 

37 11/21 サンタdeラン②楽しいランと寄付集め 本多さん（地方公務員） 矢野、千葉 

38 11/29 サンタ deラン③チャレンジを応援する 金井さん（教えない教育ファシリテーター） 矢野、千葉 

39 12/5 月初「もっと！ＦＢ」企業の社会貢献とＦＢ 菊地さん（スーパーカスミ環境・社会貢献部） 徳山、千葉 

40 12/12 介護保険じゃ届かない所 小暮悦子（NPO法人まごの手） 矢野、千葉 

41 12/19 若者・子供の貧困と学習支援 伊熊（栃木県若年者支援機構） 矢野、千葉 

42 12/26 サンタ deラン＆ウォーク報告 塩澤達俊（とちぎYMCA） 矢野、千葉 

43 1/9 ボランティアの伝説①東日本大震災 二見令子（Vネット理事長） 徳山、宮坂真耶 

44 1/16 ボランティアの伝説②阪神大震災 佐藤洋（Vネット会員/下野新聞社・社会部） 矢野、佐藤綾香 

45 1/23 ボランティアの伝説③ 我妻英司（元アウシュビッツ平和博物館職員） 中野、宮坂 

46 1/30 環境のがけっぷち？？ 塚本竜也（トチギ環境未来基地） 矢野、佐藤 

47 2/6 月初「もっと！ＦＢ」民生委員と FB 菱沼さん（民生委員・児童委員） 徳山、水野祐平 

48 2/13 学生の活動① 学習支援 内田恵（宇都宮大学・学習支援ボラ） 中野、宮坂 

49 2/20 学生の活動② 高齢者の御用聞き 濱野さん（国際医療福祉大卒・えんがお） 矢野、佐藤 

50 2/27 学生の活動③  松田さん（宇都宮大学・あいあい食堂） 矢野、宮坂 

51 3/6 月初「もっと！ＦＢ」 前田さん（ＦＢボランティア） 徳山、佐藤 

52 3/13 薬物依存のこと 栃原さん（栃木ダルク） 中野、宮坂 

53 3/20 重度身体障害者も街で一人ぐらし 齋藤さん（自立生活センター栃木） 矢野、佐藤 

54 3/27 福島県からの避難者の今 早川美奈子（とちぎ暮らしネットワーク） 矢野、宮坂 

 

(３)震災がつなぐ全国ネットワークへの加盟、運営（ボランティアとＮＰＯに関する啓発普及等事業） 

災害時の全国的なボランティアネットワークを構築するため「震災がつな 

ぐ全国ネットワーク（略称＝震つな）」へ加盟し、役職員を同ネットワーク 

の顧問・理事として業務にあたらせた。今期は、総会・移動寺子屋を栃木 

で開催することになり、６月に実施した。また、昨年から全国災害ボランティア支援 

連絡会（ＪＶＯＡＤ）に加盟した。 

移動寺子屋では60人の参加、震つな総会では30人の参加があった。 

 
震災がつなぐ全国ネットワーク 
移動寺子屋ｉｎ栃木（日本財団助成事業） 
 

■６/３（土）14:00-16:00 
■宇都宮市総合福祉センター・９階会議室 

住民、ＮＰＯ、福祉、行政など多様な担い手に
よる連携のコツやつながりも考えます。 
■定員/ ４０人 

■内容/ 
１●福祉避難所の基礎理解 
 跡見学園女子大学・鍵屋一さん（予定） 

２●熊本地震での避難所運営 
 阿蘇ケアサービス 松尾弥生さん（予定） 
３●運営の課題と解決方法を探る 

レスキューストックヤード 浦野愛さん 

■主催/ 認定ＮＰＯ法人とちぎボランティアネッ
トワーク+ 震災がつなぐ全国ネットワーク 

■趣旨：栃木県の集中豪雨から２年半毎年発生す
る水害だけではなく、巨大地震への備えも必要で
す。しかし、避難生活を詳しく知っている人は多

くありません。また、人手不足が深刻な福祉施設
の職員は、ボランティアで被災地に行った経験者
はほぼゼロ。誰もが経験する避難生活の中で、今

回は「福祉避難所」をテーマに全国各地で避難所
を支援した経験者（災害ＮＰＯ）が集まり、実際。 
の取り組み事例・課題/ 成果を話します。また、 

■参加：約60人 

震つな/ＪＶＯＡＤの会合 
6/3：総会、移動寺子屋（矢野・柴田/宇都宮） 
6/4：震つな総会（30人/矢野・柴田） 

6/6：県社協・防災会議ＪＶＯＡＤ（矢野・柴田） 

 

(４)「ボランタリズム推進団体会議（民ボラ）の運営（ボランティアとＮＰＯに関する事業） 

全国の市民活動やボランティア活動の中間支援団体が一堂に会し、市民活動の推進方策、中間支援団体自身の経営

について研鑽し話し合う、「第 33 回ボランタリズム推進団体会議（民ボラ）」を６月 17・18 日に静岡で実施した。企

画・準備のため本会職員１人を派遣し、年度末までに４回の会議に参加した。次年度は 6月 30日―7月 1日に栃木で

実施する。 
民ボラ会議：４回 617-18民ボラ（職員 5人参加）8/30：民ボラ会議（矢野他９人)11/9：民ボラ会議（矢野他 10人） 2/19：民ボラ会議（矢野他９人) 
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Ｅ．【とちぎコミュニティ基金】 

昨年から非常勤職員とともに「とちぎコミュニティ基金」の運営強化を行った。新規事業として「子どもの貧困撃

退円卓会議」を実施し、円卓会議(マルチステークホルダー・プロセス)の手法で集積的効果（コレクティブ・インパ

クト）を狙った。こうした「とちコミの仕事の仕方」を周知することで寄付受入窓口としてのブランド化を進めた。

一方で寄付金額は「円卓会議」の影響もあって、サンタ deラン＆ウォークが昨年比1.6倍の405万円となった。新規

の冠基金「たかはら子ども未来基金」は第 1回目の配分を行った。 

 

(１)メイン基金の運営（ＮＰＯの活動資金の援助事業） 

①子どもの貧困撃退♡円卓会議(宇都宮)  

地域の課題を解決するプロジェクトとして「子どもの貧困」をテーマに円卓会議を開催し、②調査⇒必要数の積算・

目標数の設定⇒②資源集め(ファンドレイジング)・事業立上を行った。今期は下表（表●：調査まとめ）のように調

査・目標数の設定と資源集めの方法までを実施した。事業の規模は合計43回の会議となったを実施した。（円卓会議=

３回、公開シンポジウム=２回、準備会としてプレ会議=３回、５種のチーム会議と月例会(世話人会)=34 回）を実施

した。（調査の詳細：Ｐ●ふろくを参照） 

 

【表：調査まとめ】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【各会議の実施日・回数】 
■円卓プレ会議：3回 
4/23：子供の貧困撃退円卓会議・プレ会議①（25人/講師：久津摩さん） 

5/23：円卓会議・プレ会議②（20人) 
6/20：円卓会議・プレ会議③（15人) 
 

■円卓会議（公聴会）：3回 
7/16：子どもの貧困撃退・円卓会議「旗揚げ会議」（108人） 
10/15：円卓「中間報告会」＆「資源集め仲間づくり」（50人） 

3/3：円卓「最終報告会」＆「子どもSUNSUNプロジェクト発足会」（50人） 
 
■公開シンポジウム：２回 

9/23：円卓シンポ「あなたの知らない子どもの貧困の世界①」(130人参加) 
12/16：円卓シンポ「あなたの知らない子どもの貧困の世界②」（１部 150
人、2部50人） 

 
■世話人会・月例会：11回 

6/1(木)円卓・世話人会（３人） 
6/14(水)円卓・世話人会 

7/12(水)円卓・世話人会（４人） 
7/22(土)子どもの貧困撃退円卓代表者会議（９人） 
8/19(土)：円卓・代表者会議(10人) 

9/9(土)：円卓・代表者会議 
11/4(土)：子どもSUNSUNプロジェクト月例会（９人） 
12/2(土)：子どもSUNSUNプロジェクト月例会 

1/6(土)：子どもSUNSUN プロジェクト 月例会 
2/3(土)：子どもSUNSUNプロジェクト月例会（７人） 
2/28：子どもSUNSUNプロジェクト会議（5人） 

 
■ＦＲ会議（ファンドレイジング・プロボノ・社長会議）：11回 
8/2(水)：円卓・ＦＲ社長会議 

8/16：円卓・ＦＲ社長会議(７人) 
9/2：円卓・ＦＲ社長会議 

推計

必要人数 必要数 　資金 数 “志金” ボランティア

無料学習支援教室 2,400人 96か所 2億467万円 25か所 5530万円 7, 200人 2

子ども食堂 12,455人 415か所 ―

(ケア付子ども食堂) (4,800人) (160か所) ―

2800万～ 1000万～

2億1000万 5500万円

12,455人 623t
(5190世帯) 12か所

母子家庭就労支援 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中 調査中

（夜間託児等） 〃 〃 〃 〃 〃 〃

(制服リサイクルバン

ク)
〃 〃 〃 〃 〃 〃

7200万円 3009万～
4134万円

3億5973万～ 8131万～ 31,200人

5億4173万円 2億670万円
合計

居場所/もうひと
つの家

208人

フードバンク

広報・総務

推計

9,600人

ー５か所14か所

5,506万円 5,506万円 14,400人

12

8

18

目標

623トン

※上記と一体型で運営

 

子どもの貧困撃退♡円卓会議 

 中間(暫定)報告会

2017/10/15 

まとめ 

宇都宮で子どもの貧困が 

なくなるには 

 
①必要：５億4173万円 
②目標：２億670万円 
宇都宮市の人口52万人 

 
①54173万円÷52万人 

＝1042円 
②20,670万円÷52万人 

＝397.5円 
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9/6：円卓・ＦＲ社長会議、 
9/20：円卓・ＦＲ社長会議 

10/4（水）：円卓・ＦＲ会議、 
10/25(水）：円卓・ＦＲ会議（８人） 
11/15(水)：SUNSUNプロジェクトＦＲ会議（６人） 

12/21：SUNSUNプロジェクトＦＲ会議（５人） 
1/17：SUNSUNプロジェクトＦＲ会議（７人） 
2/21(水)：SUNSUNプロジェクトＦＲ会議（６人） 

 
■ＦＢチーム会議（フードバンク調査チーム会議）：６回 
7/19円卓ＦＢチーム会議（４人） 

8/2：円卓ＦＢチーム会議 
8/30：円卓ＦＢ会議(３人) 
9/13：円卓ＦＢ会議、 

9/27(水)：円卓ＦＢ会議 

10/11(水)：円卓ＦＢ会議（６人） 
 

■学習支援チーム会議：４回 
8/22：円卓学習支援チーム会議 
9/2(土)：円卓学習支援会議 

9/19(火)：学習支援会議 
 
■居場所/もうひとつの家チーム会議：３回 

8/29(火)：居場所チーム会議(７人) 
9/15：居場所チーム会議 
9/23・居場所チーム会議 

 
■円卓会議(子どもの貧困)の講演等 
6/25(日)医療生協の総代会・円卓営業（矢野）

 

 

 

 

円卓会議「趣意書・要項」               円卓・旗揚げ会議(７/16) 
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円卓・中間報告会(10/15)                円卓・最終報告会(３/３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開シンポジウム① (9/23)              公開シンポジウム② (12/16) 
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①「こどもの貧困撃退❤サンタdeラン」の実施 

円卓会議のファンドレインジング・イベントとして、12月23日に子どもの貧困撃退♡サンタdeランを実施した。子ど

もの貧困問題について市民が自らの力で解決するための行動の機会をつくることが目的。子供食堂やフードバンク、無

料学習支援などの県内ＮＰＯ９団体の合同企画として実施した。1.5万円以上の寄付をした人がサンタクロースの格好

をして宇都宮の町中を走るというもの。寄付4,044,9491円（313件）、参加サンタは200人となった。 

また、サンタｄｅランの事前イベントとして、チャリティ飲み会、チャリティボウリング、サンタで街頭募金（宇都

宮、佐野）が開催された。 
 
第２回 子どもの貧困撃退💛チャリティー「サンタ de ラン＆ウォーク2017」 
 

■参加者 300 人（サンタ 200 人、スタッフ100 人） 

■寄付総額 4,044,939 円（313件） 

〇大人サンタ:42 人 〇学生サンタ:３ 人 〇子どもサンタ:28 人 〇会社でサンタ(3～5 人):15 チーム 
１、開催趣旨 
子どもの貧困問題について市民が自らの力で解決するための行動の機会を

つくることを目的に実施します。栃木県内で子どもの貧困問題に取り組むＮ
ＰＯ８団体の合同企画として実施し、各団体の活動動資金を集め、貧困問題
を知る啓発の機会とします。去年に続く２回目の開催には、行政、企業、NPO

などからなる円卓会議を行い、サンタdeラン開催中の各プロジェクトの発
展を目指します。 
２、開催日時  2017年12月23日（土） 11:00 ～ 15:00 

３、開催場所  宇都宮市中心部 
 
４、内容 15,000円以上の寄付をした大人サンタクロース100-150人と、子

どもサンタが集まり、宇都宮市内でマラソンを行う。 
・走れない人も、早くゴールした人も、子どものためにサンタ姿で3時間活
動する。 

【コース】 
〇共通 オリオンスクエアに集合し、市内をパレード。 
コース① 12km コース：オリオンスクエア→大町通り→上河原通り→大通り

→オリオンスクエアを４周 
コース② 6kmコース：〃コースを２周 
コース③ 3kmコース：〃コースを１周 

コース④ 1kmコース：オリオンスクエア周辺 
※早くゴール出来た人も、イベントに参加してPR した。 
 
５、参加費（寄付） 
〇大人サンタクロース150人：参加費5000円+10,000円以上の寄付 
〇学生サンタ：参加費1,000円+4000円以上の寄付          

〇子どもサンタ：1,000円以上の寄付  
〇会社でサンタ(3～5人)40,000円以上（内、40,000円 
以上はなるべく周囲の人から寄付を集める） 

・寄付目標 4,000,000円 
 
６、主催等 

・主催：特定非営利活動法人とちぎボランティアネットワーク 
（とちぎコミュニティ基金/サンタdeラン＆ウォーク実行委員会） 
・参加団体：９団体 

７、収支報告 
寄付総額 4,044,939 円（75％が各団体へ、25％が事務局へ） 

・認定NPO 法人とちぎボランティアネットワーク 927,992 円 
・一般社団法人栃木県若年者支援機構 373,992 円 
・認定NPO 法人だいじょうぶ 578,217 円 

・認定NPO 法人サバイバルネット・ライフ 79,937 円 
・公益財団法人とちぎYMCA 372,112 円 
・認定NPO 法人うりずん 308,933 円 

・ＮＰＯ法人トチギ環境未来基地 314,013 円 
・認定NPO 法人青少年の自立を支える会 月の家 78,510 円 
・ 事務局へ（とちぎコミュニティ基金）1,011,235 円 
 
８、その他 
・当日ボランティア・スタッフ：100 人 

・テント出展 11 店（カネダヤパン、Makana こども食堂、焼きたて屋コパ
ン、コブル、ボードゲームGobuGobu、おこげ食堂、ZENZEN＆カジルシイ
チバ＆大関香似顔絵魂、小さな雑貨屋 Pola nico、KAKEHASEEDs、ベトナ

ムのフォー！、こどもコーナー） 
・ステージパフォーマンス ３団体・者（宇都宮聖ヨハネ協会聖歌隊クワイ
ヤーアイノス、マジックとんび、坂本絵津子） 

・ゆるキャラ（とちまる、さのまる、ミヤリー。もおかぴょん、コットベ
リー、とちふく、やこうくま）、バルーン など 

 

９、実行委員会開催：11回（7/5、9/9 、9/5 (6人) 、10/4（16人）、10/25
（7人）、11/15（8人）、12/5、12/13（10人）、12/15ボラ説明会（13人）、
12/17ボラ説明会（5人）、2/13（6人） 

 
イベント日程 
11/16：鹿沼社協神山・サンタ事前イベントチャリティー飲み会（澤） 

12/23：サンタdeラン＆ウォーク、キャンドル・カフェ宇都宮2017 
12/9-10：サンタde街頭募金（10人、16人、寄付2・7万、10万） 
12/22：宇大街頭募金（千葉） 

12/15：「子どもSUNSUN（サンサン）ボウリング」 
1/14：サンタdeラン＆新年会 34人参加 

各ファンドレイザーが行った事前イベント 

Ａ 11/6：「子どもの貧困撃退チャリティ飲み会」 
●主宰：神山大さん  
●日時：11月 16日 ●場所：西茂呂集会所（鹿沼市西茂呂 3-28） 

●ルール 
①参加費 1,500円（子どもは 100円） 
②約 1,000円分の飲み物 or食べ物を持参（子供 500円分）アルコールも

OK。自分の飲みたいもの、食べさせたいもの等々なんでも OK！。 
③但し！飲酒者は帰りの足は自分で確保お願いします！ 

※集まった参加料は、とちぎボランティアネットワーク主催の「サンタ de ラ
ン＆ウォーク」への寄付及び生活困窮者支援のために使わせていただきます。 

※参加費から諸経費を差し引いた額を寄付します！ 

※駐車場が狭いので、乗り合わせをするなどご配慮をお願いします 

参加14人 

Ｂ 12/15：「子どもSUNSUN（サンサン）ボウリング」（主宰：立野匠さん） 
●主宰：立野匠さん 

●日時：12月 15日、●場所：ラウンド１ 
●趣旨：「子どもの貧困撃退のため」サンタｄｅランの事前イベントを
企画します。12 月のボーナス時期に、明るく寄付集めをする方法とし

てチャリティ・ボウリングを実施します。 

●ルール 

・幸運にもハイスコアを出せた場合は、そのスコア×100円を寄付・ 
・残念ながらハイスコアが出せなかった場合は、1人当たり席料 1,000円寄付 

●参加７人 

Ｃ サンタｄｅ街頭募金 
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12/●：サンタde街頭募金 

 主宰：とちぎＹＭＣＡ 
12/9-10：サンタde街頭募金 
主宰：とちぎＶネット（26人、寄付127,000円） 

12/22：宇大街頭募金 主宰：千葉和さん 

12月：サンタde街頭募金（佐野） 
主宰：ぽかぽか子ども食堂（●人、寄付●円） 

Ｄ 事後イベント「キャンドルカフェ宇都宮2017」 
12/23：「キャンドルカフェ宇都宮2017」 主宰：ヘイコ―パック㈱ ●16:30-19:30 

●2000本のろうそくの点灯で、サンタｄｅランの会場で、事後イベントとして実施。●参加：約200人 

 

(２)冠基金の運営（ＮＰＯの育成事業） 

①冠基金「花王ハートポケット倶楽部・地域助成」 

花王㈱の同助成金を活用しＮＰＯへ助成金を贈る地域助成を行なった。第５回目の助成金配分である。とちコミの

宣伝を兼ねる意味で「ＮＰＯデータバンク」への登録を必須とせず、簡易な方法での応募とした。 

 審査は 12月 17日の第 1次審査で 6団体を選考し、それらを、花王ハートポケット倶楽部の社員 1700人の投票によ

り３団体にしぼる方法とした。メイン助成は 20万円が１団体、10万円が2団体、サブ助成各団体３万円の総額49万

円である。応募は14団体だった。３月３日に贈呈式およびインターン報告会をおこなった。 
栃木県内のＮＰＯ・市民活動団体を応援 
―2017年度 花王・ハートポケット倶楽部地域助成（栃木地区）― 【とちぎコミュニティファンド・冠ファンド助成】 
 

花王㈱では社員有志による社会貢献寄付プログラム「ハートポケット倶楽部」を組織し、全国・地域のNPOを社員と企業で応援しています。今年は、栃木
事業場のハートポケット倶楽部が、栃木県全域の全ての分野で活動するＮＰＯや市民活動団体から、「心温まる活動」「地域で必要とされる活動」を対象に
助成します。 

１、助成内容 
・助成総額：49万円   ・助成団体数：６団体 

・助成金額/メイン助成：20万円（1団体）10万円（２団体） 
サブ助成：3万円（３団体） 

・１次選考(書類審査)を通過した団体のうち２次選考にもれた３団体

にサブ助成として各３万円 
 
２、選考までの流れ 

◎応募受付開始：10月１日 ◎応募用紙提出締切：11月20日必着 
◎一次選考：12 月中旬。とちぎコミュニティ基金運営委員会により６
団体を選出。 

◎二次選考（投票選考）：１月中旬。 花王ハートポケット倶楽部に参加
している社員に応募申請書を公開し、投票で採択団体を決定します。 
◎贈呈式・レセプション：２月10日。１次審査通過団体においでいた

だき、贈呈式・レセプションを行います。 
◎活動報告：助成金を使った様子を所定の書式で簡潔ご報告ください。 

 

３、応募団体の条件 
①営利を目的とせず、公益的・社会的な活動をすでに 1 年以上継続的
に行っている栃木県内のNPO・市民活動団体・ボランティア団体（法人

格の有無は問わない） 
②昨年度「メイン助成」を受けた団体でないこと（１年お休みのあと
の応募は可）。 

※とちぎコミュニティ基金の「NPO データバンク（CANPAN）」への登録
は必須ではありません。 

４、応募・問い合わせ先 
とちぎボランティアネットワーク「花王・ハートポケット倶楽部係」 栃

木県宇都宮市塙田2-5-1電話028-622-0021 
FAX028-623-6036  tochicomi.org 

 

■選考結果 
◎メイン助成 
・みらい・ともに・すすむ（20万円） 

・子ども食堂ネットワークかぬま（10万円） 
・ボランティア わおん（10万円） 
◎サブ助成（各３万円） 

・NPO法人地域生活相互支援 大山田ノンフェール・くらねぇ 
・ちいきカフェ「円と縁」 
・NPO法人こころのバトン 

 
■年間日程 

9/27花王助成の説明会 

9/7たかはら未来基金・インターンシップ助成審査会 
11/2(木）たかはら助成審査会 
12/3(日)たかはら子ども未来基金」助成金贈呈式 

12/12(火)花王ハートポケットクラブ助成金審査会、 
3/3「花王ハートポケット倶楽部地域助成贈呈式+たかはら子ども未来基金
インターン報告会」 

 

②冠基金「とちぎゆめ基金」 

 今年度は助成を実施しなかった。 

③冠基金「たかはら子ども未来基金」★新規 

新しい冠基金として矢板市の篤志家からの寄付で「たかはら子ども未来基金」を創設した。「境遇や生育環境に関わらず、

全ての子どもや若者が等しく人生を拓く機会を得られること」が目的である。子どもの貧困に関するボランティア・NPO
の活動に対し、栃木県北地域を中心に助成を行った（今後 10年間継続して寄付を受け、助成を行う）。 

 
とちぎコミュニティ基金・冠基金 [たかはら子ども未来基金] 

 
（申込締切）②助成部門 2017 年９月 30 日（土）   ②学生インターン部門 2017 年７月 31 日（月） 

１．たかはら子ども未来基金とは？ 

 たかはら子ども未来基金は、子どもや若者の未来を応援する目的で、県北
在住の夫妻が設立した基金です。現在、家庭の経済的困窮が要因となり、子
どもや若者の「未来への可能性」を奪う様々な不利が生じています。境遇や

生育環境に関わらず、全ての子どもや若者が等しく人生を拓く機会を得られ

・最大３年間継続して助成。1年毎の申請とし、毎年申請書を提出。 

《選考の流れ》助成部門の選考の流れは以下の通り。 
9/1～9/30：応募受付：所定の申請書に記入。 
10月中旬 ：選考（書類選考）基金運営委員会で選考します。 

10月末   ：決定通知  
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るように「たかはら子ども未来基金」を創設し、特に栃木県北地域の子ども

や若者を支えていきます。 
 
２．2017年度の助成事業 

 基金は、とちぎコミュニティ基金内に設置し、助成部門と学生インターン
部門を設けています。１つの団体は、どちらか１つの部門に申請できます。 
 助成部門は、従来の活動の発展を促すほか、新しく立ち上げた団体の活動

の応援をすることを目的としています。公募または推薦で選考します。 
 学生インターン部門は若者とNPO、市民活動団体が共に成長できる仕組みを
作ることを目的とします。学生が一定期間、NPOや市民活動団体にスタッフ見

習いとして研修することを応援します。奨励金で活動することで、若者の積
極的な参加と NPO や市民活動団体への継続的な応援者を増やすことを目標と
します。 

 
３．対象団体 
（１）活動内容 

①子どもの食事と居場所を支える活動…例）こども食堂の運営支援、新規設
立支援。 
②子どもの学習を支える活動…例）無料学習支援、学びなおしの支援。学用

品の物品支援など。 
③子どもの体験を支える活動…例）自然体験や文化体験などの子どもの心の
成長を支える活動を支援。 

④若者の社会参加や就労、生活を支える活動…例）若者の居場所づくりや就
労訓練プログラムを支える活動を支援。困窮学生支援。 
⑤基金を増やすための活動…例）「たかはら子ども未来基金」の成果を広く発

信し、後に続く篤志家を増やす活動を行う。 
 
（２）団体の条件 

営利を目的とせず、公益的・社会的な活動をすでに 1 年以上継続的に行っ
ている栃木県内のNPO、市民活動団体、ボランティア団体（法人格の有無は問
わない） 

※ とちぎコミュニティ基金の「ＮＰＯデータバンク（CANPAN）」への登録は、
今年度は必須ではありません。ただし、登録すると冠ファンド「とちぎゆめ
基金」への応募資格、NPO春の合同寄付キャンペーンへの参加資格など様々な

特典があります。登録・更新の方法については以下のホームページ
（ tochicomi.org ）をご覧頂くか、事務局までお問い合わせください。 
※ＮＰＯ情報公開・信用システム(ＮＰＯデータバンク)とは…民間（企業・

個人）から NPO への寄付・寄贈品の提供を促すには、信用を得ることが大前
提です。 
「NPO情報公開・信用システム」は、登録したNPOの情報を身近なＮＰＯセン

ターに行って閲覧したり、HP上でそれぞれのNPOの活動内容・財務状況まで
参照できる仕組みです。 
 

（３）選考基準 
前出の条件を満たす団体の中から、以下の選考基準で選考いたします。 
①子どもや若者の未来の可能性を本気で応援したい団体 

②地域で必要とされ、一般の人に開かれて参加できる活動であること 
③ 助成を受けることで、活動の基盤を強化できる団体であること 
 

４．助成部門の内容 
・助成総額  40万円 
・助成団体数 ３団体 

・助成金額 メイン助成 20万円1団体 、サブ助成10万円2団体 
・助成地域：3団体のうち2団体は県北地域、1団体は県内全域から選考 
＊県北：矢板、塩谷、高根沢、さくら、大田原、那須塩原、那須、那須烏山 

＊県内→宇都宮、上三川、壬生、東西（日光、鹿沼、芳賀郡、真岡） 
（該当地域に事務所がある、または活動している団体に助成） 
・学生には半年間、１か月 4 日程度、団体の必要な業務、ボランティア活動

を行っていただきます。 

11月     :贈呈式(必ず出席) 

2018年春:成果発表会（必ず出席） 
 
５．学生インターン部門の内容 

・学生のインターンシップ受け入れを希望する団体と、NPO活動に関心の高い
学生をマッチングします。 
 

（団体の利点） 
学生のインターン生を受け入れることで、活動に新たな視点が持てるほか、

新しい年齢層の参加を増やすなど、活動を発展させることを期待できます。 

（学生の利点） 
参加できる機会が少ない学生に、スタッフの視点で関わることで、活動の

背景や課題などを深く学ぶことができます。 

助成金があるので、バイトに時間がとられなくても済みます。 
 
（対象団体） 

開始時期のオリエンテーションや振り返りの実施などができる、学生のイ
ンターンシップを受け入れられる団体を対象としています。 
（その他） 

団体からの推薦者となる学生を優先します。 
 
 ・助成総額 40万円（インターン生４人分） 

 ・助成金のうち、20～30％は団体の受入のための必要経費にできます。 
例：団体2万円+学生8万円 

 ・インターンの受け入れ団体数：３〜4団体 

 ・団体の活動エリア：中央、東西、県北から１〜２団体を選びます。 
  中央（宇都宮市、上三川町、壬生町） 
  東西（日光市、鹿沼市、芳賀郡、真岡市） 

  県北（矢板市、塩谷町、高根沢町、さくら市、大田原市、那須塩原市、
那須町、那須烏山市） 

※該当する地域に事務所があるか、活動している団体に助成。 

  ・学生インターン：1団体に1人または２人が半年間活動する。 
  ・単年度での支援を行う。 
 

《選考の流れ》 
7/1-7/31：受付期間…所定の申請用紙に記入。 
7月中：学生の応募…団体からの学生の推薦を優先します。 

「とちぎコミュニティ基金」に学生からの応募があった場合は、 
マッチングを行います。 

7/31 ：団体応募締切…応募用紙の提出後、順次訪問します。 

7-8月：面談＆選考…指定した日時に学生と面談を行います。 
8/31 ：団体の選定…基金・運営委員会で選考。 
9/25～：学生インターン開始…全体オリエンテーションはとちぎコミュニ 

ティ基金で行います。 
1月中 ：中間報告＆面談（必ず出席） 
3月中 ：活動報告会（必ず出席） 

 
６.問合わせ・申込み 
下記の連絡先から、メール、郵送、FAXからお申し込みください。 

日曜日・月曜日は事務所がお休みです。 
とちぎコミュニティ基金 

（認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク内） 

 担当：大木本・矢野 
 〒320-0027 宇都宮市塙田2-5-10共生ビル1階 
    電話028-622-0021 FAX：028-623-6036 

    メール info@tochicomi.org 
       HP https://www.tochicomi.org  
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Ｆ．【若者自立支援】 

（1）若者未来基金の運営（若年無業者、障害者の就労支援及び自立支援） 

様々な悩みを抱えた若者や仕事に就くことが困難な若者に対して、総合的・段階的なサポートを行うために、とち

ぎボランティアネットワークに「若者未来基金」を設置し寄付を募った。 
寄付金は（一般社団）栃木県若年者支援機構のユースアドバイザーの活動費用や、若者の就業訓練の経費（奨励金）、

また一般就労が困難な若者のための新たな仕事作り、若者自立支援の緊急一時金とした。 
今期は基金からは拠出せず資金ストックの時期とした。（P●→若者自立支援助成要綱） 

 

 

 

 

 

Ｇ．【とちぎ県北ボランティアネットワーク】 
県北Ｖネット総評：2017 年度の上半期は事務局職員の

不在が続き、県北事務所は既存の活動の維持や問い合わせ

への対応をするのがやっとという状態が続いたが、11 月

から職員 1 人を採用し、事務局が再度動くようになった。

それに伴って学習支援活動を開始したり、事務局をいかし

て相談対応を行うことができるようになったりと、活動の

幅を広げることができた。だが県北地区の会員活動の活性

化や、会員の増加などのアクションはあまりできなかった

ので次年度の課題となる。 
 

(１)生活困窮者支援 

①フードバンク大田原の活動 

フードバンク大田原では、今年度３．４トンの食料を集

め、そのうち３．１トンを生活困窮者に届けることができ

た。大田原市の協力で市の施設を倉庫として利用すること

もできるようになった。困窮者のフードバンクに対する相

談は社会福祉協議会を通じて多くが寄せされるようにな

った。ベテランボランティアの皆さんの活躍により、年々

協力の輪が広がり、支援の量も増加している。また、拠点ができ

たため、相談支援も事務所を使って行うことができるようになっ

た。 
引き続き、フードバンク協力者の輪を広げながら、困窮者への

食糧支援を継続していく。また、関わりが出来た人への相談対応

の質を高めるために、小澤さんと協力し、県北地区でも相談・支

援者研修を開催するなどの取り組みを今後やっていきたい。 
 

(２)子どもの貧困対策 

子ども食堂の運営の加え、学習支援の機能や体験活動も付加し、子どもたちの生活と学びを支える。 

2017
年 

受入 
件数 

個数 重量 k g 

支
援 
件
数 

個数 
重量 ｋ
g 

4 月 23 160 315,800 42 282 2456 

5 月 14 100 107,419 36 344 304 

6 月 18 340 200,407 31 203 242 

7 月 27 490 341,576 39 285 354 

8 月 26 192 129,500 36 294 291 

9 月 22 280 166,770 46 325 311 

10 月 56 480 1,496,290 36 330 393 

11 月 21 194 409,598 29 208 272 

12 月 57 583 446,444 40 366 323 

1 月 18 184 120,581 37 321 300 

2 月 38 376 279,972 27 235 276 

3 月 19 238 106,102 48 567 445 

合計 339 3617 4,120,459 447 3760 3,757 

月平
均 

28 301 343,372 37 313 313, 
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①「やまのてこども食堂」の運営 

やまのてこども食堂は 49 回開催し、706 人が利用した。営業は毎週金曜の 18～20 時で、子どもたちの食事の場、居

場所として、また地域のお年寄りなどとの交流の機会としても多く利用いただいている。利用者の中には、非常に生活が困

窮している家の子どもたちもおり、必要に応じて、フードバンクの食材を家庭につないだり、自転車の寄付を募り渡すなど

の対応も行っている。 
運営面では、毎回４－５名のボランティアが集まり調理、運営を行っている。今期は、のべ260人がボランティアとして

やまのてこども食堂の運営を行った。ボランティアは子育てをおえた女性の方が多く、料理も上手な方が多いため毎回おい

しい料理ができあがり、非常に好評である。毎月のメニューも、旬の食材や栄養のバランスなどを考えながら決めている。 
地域の方からの食材の差し入れが増えてきたり、近隣の企業にも、こども食堂の時間帯は駐車場を無料で利用させていた

だいたりといった協力をいただいている。また、子どもと子ども食堂をつなぐという点では、スクールソーシャルワーカー、

社会福祉協議会、学校の先生など様々な方と連携をつくることができてきた。新聞や社協だよりなどにも紹介していただき、

認知度も高まってきた。 
 

②無料学習塾「やまのて学習ルーム」の開催 

事務所の２階を活用して１月から「やまのて学習ルーム」

という名称で、無料の学習支援活動を開始した。開催日時

は毎週金曜の 15時から20時で、勉強の合間に時間がきた

ら１階のこども食堂でみんなで一緒にご飯を食べるという

流れで運営している。開始後から、３月末までに 回開催

し、 人の子どもたちが利用した。利用している子どもた

ちは、フードバンク大田原の活動でつながっている家の子

どもや、スクールソーシャルワーカーからの紹介の子ども

などがあつまっている。国際医療福祉大学の学生ボランテ

ィアが活躍中。毎回楽しくてなかなか勉強は手につかない

が、子どもたちの放課後の居場所としてはよい環境と時間

を提供できている。 
 
 
 
 

 

 

 

３．事業報告【その他の事業】 
今年は実施しなかった。 
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４．財政・組織運営 

(１)会員 

 会員数は568人（団体29、支持233、賛助306）、会費は215万円になった。４年前からは125人減少した。長期の低落傾

向が続いている。 

通常の会員拡大の方策は、①団体会員などの新規会員の拡大、②現会員の継続の２つである。会費の振り込み手続き

が面倒であることも予想され、「ついつい未納」になることが多い。クレジットカードでの振り込み（ホームページか

ら手続き）、会員総会、Ｖネットの集い等で現金で納入できることも周知している。 

会員拡大は事務局の職員が中心に行うことが多く、声をかける人が限定されているのも会員増加につながっていない、

会員になる目的をもっと打ち出せるようにしなければならない。 

対応策として会員の集いで接点を増やすことや、会員への電話かけでのコミュニケーション方法を見直している。

また、フードバンクや寄付ハイクなどボランティアやファンドレイジングと連動した活動にするように事業を変えて

いる。 

 

(２)寄付 

年間寄付額は1231万円になった（前期 1736円）。前期は臨時の寄付が多かったが通常の状態に戻った。本体への寄

付よりとちコミへの寄付が270万円増加した。サンタdeランと子どもSUNSUNプロジェクトの相乗効果であると思う。 

とちコミの冠基金「たかはら子ども未来基金」に継続的に拠出する寄付（毎年100万円）があった。 

また、ＮＰＯ法人会計基準によるボランティアの活動時間を「ボランティアによる役務の提供の評価額」とし、最

低賃金で換算して寄付として充当した。今期はボランティア活動評価益は151万円となり前期より30万円そうかした。 

現在の寄付金の項目は以下の通り。 

①一般寄付 通常の寄付（災害救援ベンダーの寄付も含む） 銀行引落し 
年1回とマンスリーサ
ポーター（毎月引落）

の方法が選べる。 

オンライン寄付 
ホームページからク
レジット決済ができ

る。マンスリーサポー
ターになれる 

②年末年始募金 年末年始のキャンペーン時の寄付。12月１日～1月末まで 

③災害救援ボランティア基金  災害救援目的の寄付 

④サンクスＶクラブ Ｖネット“後援会”寄付金(後述) 

⑤フードバンク寄付 フードバンク宇都宮に対する寄付 

⑥プレミアム寄付コース Ａ：SOSを出している人の人生寄り添いコース：50,000円 
Ｂ：創意工夫のある郷土づくりコース：100,000円 

⑥とちぎコミュニティ基金 「とちコミ」のメイン寄付。認定ＮＰＯ法人の利点を活かして、 
本会特別会計で預かっている 

①とちコミ寄付 ②SUNSUNプロジェクト寄付 

オンライン寄付 
ホームページからクレジット決済ができる。マ

ンスリーサポーターになれる 

 

（３）事業収入 

 講師派遣事業は減少した。一方で受託事業収入は550万円になり、前々期からは500万円増加した。また助成金も熊本

地震（146万円）、県北事務所（240万円：子ども食堂等）、とちコミ（60万円）、FB(50万円)など５つの助成金をうける

ことができた。職員が増えたことから助成金獲得と管理の人手が確保できたことが要因であろう。 

バランスのとれた財源構成が重要だが、安定した委託事業等はない。大局的には本来事業を今の時期に伸ばすことが

必要である。寄付をのばすなど、中期計画に沿った努力が必要である。 

 

(４)組織：会員総会 （会員の集い・県央） 

支持会員・団体会員による会員総会に続いて、第 2 部に会員の集いを開催した。「拡大コーヒーサロン/制服リサイ

クルバンク」と題して、鹿沼市・幸町自治会長の川田功さんを招いてコーヒーサロンを行った。第２部では約 30人の

会員が集まった。 

５月 28 日に実施した定期会員総会は 188 人出席（うち委任状 168 人）があり会員総会が成立した。議案のすべて

が原案どおり可決成立した。また本会員総会に先立って、5月 23日に監事による業務監査・会計監査が実施され、会



 28 

員総会で「適切に事業運営、適正に会計処理」されている旨の監査報告がなされた。 

 

(６)理事会（役員会） 

 理事会を３回開催した。 
月日 議題/出席者 

5/23 監査  菅又、趙 

5/28 第 1回理事会 ① 2016年度事業報告・決算について ②定款の変更について  
矢野、塚本た、中野、大浦、徳山、二見、藤田、鈴木、大金、柴田、栗山、岩井 

3/28 第 2回理事会 ① 2017事業計画・予算について ③役員の選任について 
矢野、二見、徳山、大金、中野、塚本、、岩井、藤田、新理事：大木本、竹之木進、廣瀬、職員：小澤） 

 

(７)職員会議・運営委員会・ケース検討会 

第２・４水曜10時から、職員会議を毎月２回開催した。うち１回は運営員会とした。総合相談支援センター運営の情報

共有たと事業執行についての会議をおこなった。ケース検討会は第１・第３水曜に総合相談支援センターのケースの情

報共有を行った。 
●運営委員会・職員会議 411、425、5/9、5/29、6/13 6/27、7/11、7/25、8/22、8/8、9/12、9/26)、10/10、11/11、11/29、12/13、12/27、1/24、2/14、

2/28、3/14 

●ケース検討会：7/18、8/1、9/5、10/17、11/7、11/22、1/31、3/7 

 

(８)役員、職員、Ｖネットサポーターの研修など 

 前記は、理事が一部担当制になったことで研修システムが利用されだしたが、今期も災害ボランティアについてはこ

の研修規定を使って会議・研修に行っている。（交通費・参加費の７割を本会が負担）。同様に職員・ボランティアを「東

海地震の広域図上訓練」に参加させた。民ボラ、ファンドレイジング大会、ＪＶＯＡＤ設立総会に参加させた。また、

役員・職員・ボランティアの懇親を目的に２回の交流会（飲み会）を行った。 

７/29/暑気払い（20人） 1月/新年会＆サンタdeラン打上(20人)  6/24(土)県北・会員のつどい（10人）、12/12県北・子ども食堂1周年パーティー 

 

(10)サンクスＶクラブ(後援会) 

サンクスＶクラブは、年間２万円の定期的な寄付をいただけること、クラブ員の親睦のため年に２回の定例会(親睦

会)を行うことの２項目だけを条件にした「ゆるやかな」つながりが持てる会である。今期は１回の開催となった。高

齢化のためか毎年集まりが悪くなってきている。 

 

(11)委員会・チームの会議、ボランティアの活動日 

①新聞切り抜き隊＋しみん情報玉手箱 

…毎週木曜日 1３時半から活動を行う。各自新聞の切り抜きを持ち寄り、ファイリング、要約、パソコンへ入力を行

う。情報の収集・提供のためのボランティアチーム現在２人。 
② フードバンク会議 

…毎週木曜15：00から会議。(詳細は、ＦＢで報告) 

サンクス"V"クラブ 会則 2005年７月30日 
（第１条）本会はサンクス"V"クラブと称する。 
（第２条)本会の事務局を宇都宮市塙田２丁目５番

１号とちぎボランティアネットワーク内に置く。 
（第３条）本会はとちぎボランティアネットワーク
の応援をすることを目的とする。 

（第４条）本会は前条の目的を達成するため次の事
業を行う。 

 1．寄付に関すること 
 2．クラブ員の親睦に関すること  
 3．その他、目的達成に関すること。 

（第５条）本会は栃木県内のボランティア、NPO、
企業及び本会の目的に賛同するものを会員とす
る。 

（第６条）本会に次の役員を置く。 
〔1〕代表 1名 
〔2〕副代表1名以上 

〔3〕会計 １名 
（第７条）本会の経費は寄付金、その他の収入をも
ってこれに当てる。 

（第８条）本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わる。 
 

役員名簿 
代表：高橋昭彦さん 副代表：高木敏江さん 会計
＆事務局：菊池順子 

4/2サンクスＶクラブ（15人） 
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監査報告 

 

2017年度の業務および、一般会計決算書、特別会計決算書は監査の結果、適正に処理されていることを報告します。 

 

2018年  月  日      監事          

 

 

               監事          

 

 

 

 

 

 


