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事業概要 

 

◆事業目的 

本事業は、全国のフードバンク団体が行う子どもを含む困窮世帯への支援を拡充す

るために、フードバンク団体の組織基盤強化や食品提供企業の開拓、及びフードバ

ンク団体とのマッチングによる寄贈食品の分配、さらに全国的な広報やイベントの開

催により、市民や企業のフードバンク活動への参加を促進することを目的とする。 

◆事業の柱 

（１）組織基盤強化を目的としたフードバンク団体への伴走支援 

（２）オンラインのWEB会議や直接訪問によるノウハウ支援 

（３）全国フードドライブキャンペーン 

（４）食品企業開拓及びマッチング 

（５）シンポジウムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 
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（1）組織基盤強化を目的としたフードバンク団体への伴走支援 

 

①目的 

  外部専門機関の協力のもと、フードバンク団体に対して継続的な伴走支援を行うことで、

個別の課題の解決や組織基盤の強化を図る。 

 

②実施内容 

  助成事業終了後も、全国フードバンク推進協議会が独自に伴走支援を行えるように、弊会の

人材育成及びノウハウの蓄積を実施（コンサルタント養成講座に事務局2名が参加）。 

  フードバンク2団体に対して組織診断、優先課題の抽出、解決策の立案及び実施をサポ

ート。 

 

③実施日（期間） 

  2018年7月～9月（通信講座「ＮＰＯ実践マネジメント入門講座」） 

  2018年9月～12月（人材育成「NPOマネジメント支援コンサルタント養成入門講座」） 

  2018年12月～2019年3月（フードバンク団体への組織基盤強化支援）  

 

④実施回数 

  通信講座（ＮＰＯ実践マネジメント入門講座）の受講 

  NPOマネジメント支援コンサルタント養成講座（座学7回、実地研修2回） 

  組織基盤強化支援（対象の2団体へ、延べ5回の訪問） 

 

⑤連携団体名及び役割 

  公益財団法人パブリックリソース財団と連携。コンサルタントの人材育成、組織基盤強化支

援に対する助言、組織診断の実施にご協力いただいた。 

 

  

事業内容 

コンサルタント養成講座修了 コンサルタント養成講座実地研修 
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コンサルタント養成講座修了 フードバンク団体への基盤強化支援 

（第一回目団体訪問） 

 

フードバンク団体への基盤強化支援 

（第２回目団体訪問） 

 

フードバンク団体への基盤強化支援 

（第２回目団体訪問） 
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（2）オンラインのWEB会議や直接訪問によるノウハウ支援 

 

①目的 

  WEB会議や直接訪問を通して、優先順位の高い課題や重要な情報について、国内フードバ

ンク団体との情報共有、ノウハウ支援等を行なうことで、国内フードバンク団体の発展をサポ

ートする。 

 

②実施内容 

  重要な情報の共有、既存の団体へのノウハウ支援、新設団体の立ち上げ支援を実施。 

 

③実施日（期間） 

  2018年4月～2019年3月 

 

④実施回数 

  WEB会議6回（自治体向けアドボカシー、フードドライブ、ファンドレイジング活動等について） 

  直接訪問18回（立ち上げ支援、自治体向けアドボカシー、フードバンク支援税制の説明等） 

 

⑤対象者・数（団体） 

  フードバンク団体等、38団体 

 

⑥その他 

  その他の方法によるノウハウ支援として、電話（27回）、メール（43回）、資料提供（41回）、来

所による対面支援（5回）、合計116回のノウハウ支援を実施。  

事業内容 

WEB会議によるノウハウ支援 直接訪問によるノウハウ支援 
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（3）全国フードドライブキャンペーン 

 

①目的 

  給食のない冬休み中の子ども達への支援を充実させるため、全国各地のフードバンク団体

間で時期を合わせて全国的なフードドライブ（一般市民から食品を集める取り組み）キャンペ

ーンを行なう。 

 

②実施内容 

  加盟団体と連携してフードドライブを実施、加盟団体へのノウハウ支援、実施方法に対する

助言。 

  広報の効果を高めるためのに著名なインフルエンサーを獲得する。 

 

③実施日（期間） 

  2018年12月1日～2019年1月31日 

 

④対象者・数（団体） 

  フードバンク団体18団体が181ヶ所の食品回収拠点を設置して実施 

  集まった食品の重量の合計は42.9トン 

 

⑤その他 

  今回は女優の石田ひかりさんにインフルエンサーとして協力していただき、写真と応援メッセ

ージを各団体の広報物（HP,facebook、プレスリリース）へ掲載させていただき、集まった食品

の箱詰め作業にもご本人にご参加いただきました。 

 

 

  

事業内容 

おなかをすかせている子どもたち、 

お父さん、お母さん、弱い立場に置かれている 

全ての人のお役に立てるよう、私も微力ながら 

行動したいと思っています！ 

心はいつも皆さんと共に！ 

女優 石田ひかりさん 石田ひかりさんからのメッセージ 
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■第４回全国フードドライブキャンペーン実施団体一覧  

 

（１）参加団体 

 

  

団体名 住所 連絡先 

NPO法人フードバンク岩手 
〒020-0887 岩手県盛岡市上ノ橋町1-50 

岩繊ビル3F－7 
019-654-3545 

NPO法人ふうどばんく東北AGAIN 〒981-3341 宮城県富谷市成田8丁目1-1 022-779-7150 

一般社団法人フードバンクあきた 〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西2丁目3−24 018-845-2868 

NPO法人フードバンク茨城 
〒300-1221 茨城県牛久市牛久町1024-1 

パルシステム茨城うしくセンター内 
029-874-3001 

NPO法人フードバンクネット西埼玉 〒359-1162 埼玉県所沢市和ヶ原1-166-7 04-2968-3067 

フードバンクちば 
〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町1-25-11 

コーポ立花101 
043-375-6804 

フードバンク調布 
〒182-0035 東京都調布市上石原1-27-8  

カフェ侘助気付 
090-8051-3922 

NPO法人フードバンクTAMA 〒191-0061 東京都日野市大坂上2-6-10 070-5072-5097 

NPO法人フードバンク八王子えがお 〒193-0823 東京都八王子市横川町108番地8-11 042-649-7125 

NPO法人フードバンク狛江 
〒201-0012 東京都狛江市中和泉3-12-3  

パインハウス狛江101号室 
03-5497-0272 

認定NPO法人フードバンク山梨 〒400-0214 山梨県南アルプス市百々3697-2 055-298-4844 

NPO法人NPOホットライン信州 〒399-0011長野県松本市寿北5-4-28-1 0263-75-8368 

NPO法人セカンドハーベスト京都 
〒600-8127 京都市下京区梅湊町83-1 

ひと・まち交流館京都2F-86 
075-343-7250 

フードバンク奈良 〒636-0114 奈良県生駒郡班鳩町法隆寺西3-1-31 0745-74-3350 

フードバンク和歌山 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部778-7 080-3792-0000 

順正デリシャスフードキッズクラブ 

（学校法人 順正学園） 
〒716-8508 岡山県高梁市伊賀町8 0866-22-3548 

NPO法人フードバンク北九州ライフ

アゲイン 

〒805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央2丁目1

4-17 
093-672-5347 

NPO法人Joyステーション 

（フードバンクお助けマン霧島） 
〒899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田1-3-37 0995-42-3212 
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（２）拠点情報（拠点を公開している団体のみ） 

 

① NPO法人フードバンク岩手 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

フードバンク岩手事務所 盛岡市上ノ橋町1-50岩繊ビル3-7 019-654-3545 

岩手県社会福祉協議会（ふれあいラン

ド岩手） 
盛岡市三本柳8-1-3 019-637-1000 

西部公民館 盛岡市南青山町6-1 019-637-1000 

ちいさな野菜畑 盛岡市三ツ割鉢の皮36-23 019-661-7170 

盛岡市役所 地域福祉課(5階) 盛岡市内丸12-2 5階 019-626-7509 

岩手県公会堂 盛岡市内丸11-2 019-623-4681 

クロステラス盛岡 盛岡市大通3丁目4-1 019-626-5911 

盛岡市保健所(1階) 盛岡市神明町3-29 019-613-8356 

見前南公民館 盛岡市西見前13-50 019-601-6735 

盛岡市役所1階 市民ホール 盛岡市内丸12－2 1階 019-626-7509 

遠野市社会福祉協議会 遠野市松崎町白岩薬研淵1-3 0198-62-8459 

矢巾町活動交流センター やはぱーく 矢巾町大字又兵エ新田6-15-5 019-656-6610 

赤石公民館 紫波町日詰駅前1-10-2 019-676-3999 

紫波南さぷり 紫波郡紫波町日詰中新田227-1 019-601-7359 

滝沢市社会福祉協議会 滝沢市中鵜飼47-1 019-684-1110 

滝沢市役所 滝沢市中鵜飼55 019-684-2111 

ビックルーフ滝沢 滝沢市下鵜飼1-15 019-656-7811 

滝沢ふるさと交流館 滝沢市土沢265‐3 019-687-5511 

陸前高田市社会福祉協議会 陸前高田市高田町字鳴石50－10 0192-54-5151/515

0 

陸前高田市コミュニティホール 陸前高田市高田町字栃ヶ沢210-3 0192-54-5520 

大船渡市 市民活動支援センター 大船渡市盛町町10-11 0192-47-5702 

 

② NPO法人フードバンク茨城 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

地域福祉交流センター 北茨城市磯原町本町2-4-16 0293-42-0782 

北茨城市老人福祉センター「ライト」 北茨城市華川町臼場187-27 0293-43-5361 

日立市役所 日立市助川町1-1-1 
0294-22-3111（代）

内線：391、453 

福祉プラザ 日立市会瀬町4-9-13 0294-37-1122 

常陸太田市総合福祉会館 常陸太田市稲木町33 0294-72-2111 
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常陸大宮市役所 常陸大宮市中富町3135-6 0295-52-1111 

那珂市社会福祉協議会 那珂市瓜連321 那珂市役所瓜連支所分

庁舎1階 

029-229-0309 

那珂市社会福祉協議会菅谷分室 那珂市菅谷3198 総合保健福祉センター

ひだまり内 

029-298-8881 

ひたちなか市総合福祉センター ひたちなか市西大島3-16-1 029-274-3241 

ひたちなか市那珂湊総合福祉センタ

ー（しあわせプラザ） 

ひたちなか市南神敷台17-6 029-263-7424 

たまり場 ぽぽ 
ひたちなか市東石川3634-73(株)水工エ

ンジニアリング内 
080-4350-4150 

コープひたちなか店 ひたちなか市高場1673-21 029-354-3051 

コープ水戸店 水戸市元吉田町1048-1 029-246-1421 

食と農のギャラリー葵 水戸市南町3-3-40 029-231-8331 

茨城県労働福祉会館 水戸市梅香2-1-39 029-227-2225 

生活クラブ水戸センター 水戸市元石川町302-12 029-291-8280 

水戸京成百貨店 本館地下1階 食品

総合カウンター付近 
水戸市泉町1-6-1 029-231-1111 

茨城県保健衛生会館3F 水戸市緑町3-5-35 茨城県保健衛生会館

内 

029-221-6900 

茨城新聞みと・まち・情報館 水戸市南町2-6-10 029-306-9500 

茨城県総合福祉会館 水戸市千波町1918 029-241-1134 

水戸市福祉ボランティア会館 水戸市赤塚1-1 MIOS2階 029-309-5001 

南部老人福祉センター ふれしあ 水戸市吉沢町850 029-247-6377 

トヨタカローラ新茨城水戸千波店 水戸市千波町2294-2 029-241-1911 

フードバンク茨城水戸支部事務所 水戸市栄町2-3-28 029-231-1649 

笠間市役所本所 笠間市中央3-2-1 0296-77-1101 

笠間市立友部中学校 笠間市中央4-1-1 0296-77-0073 

笠間市社会福祉協議会本所 笠間市美原3-2-11笠間市地域福祉セン

ターともべ 

0296-77-0730 

笠間市社会福祉協議会笠間支所 笠間市石井717 0296-73-0084 

笠間市社会福祉協議会岩間支所 笠間市下郷5139-1 0299-45-7889 

グランパとグランマのお店 笠間市笠間2247-1 0296-71-8077 

小美玉市四季健康館 小美玉市部室1106 0299-48-0221 

コープつちうら店 土浦市小松1-4-27 029-825-0231 

生協コミュ二ティサロン「カフェ・ルー

エ」 
土浦市荒川沖110-44 

029-842-5846 

福祉の店「ポプラ」 土浦市大和町9-1 ウララビル1階 029-827-1130 
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土浦市総合福祉会館 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル 4階 029-821-5995 

NPO法人 地域コミュニティワーカーズ

コレクティブみんなのたまご 
土浦市並木1-2-25 皆川第2ビル 

 

かすみがうら市社会福祉協議会あじ

さい館 
かすみがうら市深谷3719-1 029-898-2527 

農協そば 
かすみがうら市下稲吉2633-14 JA土浦

農産物直売所内 
0299-37-7502 

常陸住宅株式会社 石岡市東石岡3-4-17 0299-26-1300 

龍ケ崎市地域福祉会館 龍ケ崎市馴柴町834-1 0297-62-5176 

龍ケ崎市社会福祉協議会中央支所 龍ケ崎市2899 0297-64-4335 

元気サロン松葉館 龍ケ崎市松葉2-9 松葉小学校内 0297-66-6422 

龍ケ崎市役所ロビー 龍ケ崎市3710 0297-64-1111 

取手市社会福祉協議会 福祉交流セ

ンター 
取手市寺田5144-3（取手市役所敷地内） 0297-72-0603 

取手市社会福祉協議会 藤代支所 取手市藤代700 取手市藤代市庁舎1階 0297-83-7341 

生活クラブ取手センター 取手市ゆめみ野2-2-10 0297-86-6800 

あおぞら診療所 取手市新町3-13-11 0297-79-5525 

生協くらしのサポートセンター青柳 取手市青柳本泉寺480-2 0297-86-7601 

コープうしく店 牛久市南１-18-33 029-873-2023 

生活クラブ牛久センター 牛久市猪子町992-676 029-874-8510 

有料老人ホーム にれの家 牛久市ひたちの東3-24-3 029-878-3212 

牛久市役所 牛久市中央3-15-1 029-873-2111 

中央図書館 牛久市柏田町3304-1 029-871-1400 

中央生涯学習センター 牛久市柏田町1606-1 029-874-3111 

三日月橋生涯学習センター 牛久市庄兵衛新田町210-3 029-874-1340 

奥野生涯学習センター 牛久市島田町2700-1 029-875-1133 

かっぱの里生涯学習センター 牛久市城中町1888 029-871-2302 

牛久運動公園体育館 牛久市下根町1400 029-873-2486 

すくすく広場（牛久市子育て広場） 牛久市上柏田3-48-1（柏田第2街区公園

隣り） 

029-872-2581 

にこにこ広場（牛久市子育て広場） 牛久市さくら台2-8-8 029-871-4167 

牛久市総合福祉センター 牛久市女化町859-3 029-871-0294 

下町自治会館 牛久市牛久町27 029-874-4048 

竹の台会館 牛久市上柏田1-15-7 
 

刈谷自治会館 牛久市刈谷町1-175 029-873-9086 

ふたばランド保育園 牛久市中央5-5-2 029-873-5528 
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牛久市ボランティア・市民活動センタ

ー 
牛久市中央3-15-1 牛久市役所分庁舎内 029-871-1295 

フードバンク茨城本部事務所 
牛久市牛久町1024-1パルシステム茨城 

栃木うしくセンター内 
029-874-3001 

つくば市役所 つくば市研究学園1-1-1 029-883-1111 

茎崎窓口センター つくば市小茎320 茎崎保健センター内 029-883-1406 

つくば市社会福祉協議会 本部 つくば市筑穂1-10-4 つくば市役所大穂

庁舎内 

029-879-5500 

つくば市市民活動センター つくば市吾妻1-10-1センタービル1F 029-855-1171 

つくば・市民ネットワーク つくば市二の宮2-1-3 クラフトビル1階 029-859-0264 

つくば市ふれあいプラザ つくば市下岩崎2164-1 029-876-2311 

竹園交流センター つくば市竹園3-19-2 029-851-3085 

並木交流センター つくば市並木4-2-1 029-851-3084 

守谷市保健センター 守谷市本町631-1 0297-48-6000 

守谷市役所 守谷市大柏950-1 0297-45-1111 

稲敷市役所 稲敷市犬塚1570-1 
 

稲敷市社会福祉協議会 稲敷市江戸崎甲1992 029-892-5711 

きらくやまふれあいの丘 すかやか福

祉館 
つくばみらい市神生530 0297-57-0123 

ボランティア市民活動センター 
つくばみらい市古川1015-1 谷和原保健

福祉センター「やわらぎ」内 
0297-25-2101 

美浦村役場 稲敷郡美浦村受領1515 029-885-0340 

阿見町総合保健福祉会館（さわやか

センター） 
稲敷郡阿見町阿見4671-1 029-888-2940 

石下総合福祉センター 常総市新石下4365 0297-30-8789 

鹿嶋市総合福祉センター 鹿嶋市大字平井1350-45 0299-82-2621 

行方市役所玉造庁舎 行方市玉造甲404 0299-55-0111 

 

③ NPO法人フードバンクネット西埼玉 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

SDA所沢キリスト教会 
〒359-0037 埼玉県所沢市くすのき台１

丁目９−１０ 

080-3252-8940（岩

佐） 

指田商店 〒359-1144 埼玉県所沢市西所沢１丁目

１４−３ 

04-2922-3095 

西武所沢店・ワルツ所沢 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町１２−１ 04-2927-0111 

飛行船 〒359-1111 埼玉県所沢市緑町4-6-6 04-2926-0108 

飛行船2号 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町１丁

目１１−１ カトルドエスポワール 1F 

04-2928-4061 
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市民ネットワーク所沢事務所 
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町４－

１７－４８光ビル１階 

 

喫茶・カフェバーすうぃーとはーと 〒 埼玉県所沢市喜多町11-15 090-2672-4952 

NPO法人サマリア 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭4-2478-1

1-101 

070-5080-3068 

フードバンクネット西埼玉倉庫 〒359-1162 埼玉県所沢市和ケ原2-166-

7 

04-2968-3067 

當摩本店 〒358-0006埼玉県入間市春日町1-2-36 04-2962-2351 

NPO法人子育て家庭支援センターあ

いくる 

〒358-0003埼玉県入間市豊岡1-8-39サ

イオス・パークビル1Ｆ 

04-2966-2848 

杉島理一郎県会議員事務所 〒358-0003埼玉県入間市豊岡4-6-7-1-

101 

04-2965-6502 

長谷部印刷 〒358-0022埼玉県入間市扇町屋2-3-4 04-2962-5758 

デイサービスセンターサンタの森 〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-4-8 04-2901-7500 

生活クラブ「くらぶルームあいび～」 
〒358-0022埼玉県入間市扇町屋1-10-1

0コーポ小林101 
04-2964-7441 

入間ガス株式会社 〒358-0023埼玉県入間市扇台1-5-25 04-2964-1571 

入間福祉会デーサービス虹 〒358-0023埼玉県入間市扇台4-5-19 04-2901-1122 

地域活動センターさきわい 〒358-0024埼玉県入間市久保稲荷2-1-

17 101・102 

04-2966-8188 

チャレンジ1号館 〒358-0011埼玉県入間市下藤沢632-1-

2 

04-2936-9712 

(株)いわさきシティーホール藤沢 〒358-0011埼玉県入間市下藤沢820-8 04-2960-1200 

介護保険訪問介護事業所 でんでん

太鼓 

〒358-0012埼玉県入間市東藤沢1-2-20 

池田ハイツ103 
04-2941-3150 

カフェギャラりーお針子 〒358-0027埼玉県入間市上小谷田3-2-

35 

04-2963-8500 

フォレストヘルパーステーション 〒358-0045埼玉県入間市寺竹799 04-2941-6209 

齊藤正明県会議員事務所 〒358-0014埼玉県入間市宮寺2997-1 04-2934-4828 

フードバンクいるま 倉庫 〒358-0033埼玉県入間市狭山台4-20-4 080-6555-9804 

株式会社塚田設備 〒350-1302埼玉県狭山市東三ツ木250-

5 

090-1107-8033 

元気プラザ狭山台地域づくりを進

める会 
〒350-1304埼玉県狭山市狭山台1-21 04-2958-6701 

狭山市狭山台地域包括支援センタ

ー 

〒350-1308埼玉県狭山市中央3-7西武

狭山台ハイツN棟102号 
04-2999-3801 

入間川病院 〒350-1307埼玉県狭山市祇園17-2 04-2958-6111 

社会福祉法人至福の会むさしの園わ

かば 
〒350-1316埼玉県狭山市南入曽1048-2 04-2956-7760 

生活クラブ狭山生活館 〒350-1306埼玉県狭山市富士見1-11-1

5 

04-2958-8222 
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特定非営利活動法人コモンズ狭山安

心お助け隊 
〒350-1304埼玉県狭山市狭山台2-30-7 04-2936-7373 

中川ひろし事務所 〒350-1308埼玉県狭山市中央4-25-4 090-3310-9234 

日本宣教会狭山キリスト教会 〒350-1317埼玉県狭山市水野829-21 04-2956-5973 

ライトアップ 
〒350-1308埼玉県狭山市中央3-4-5スカ

イマンション1F 
04-2941-2988 

 

④ NPO法人フードバンクTAMA 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

八王子市クリエイトホール 東京都八王子市東町5-6 080-6814-3657 

 

⑤ NPO法人フードバンク狛江 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

狛江市社会福祉協議会 狛江市元和泉2-35-1あいとぴあセンター

内 

03-3488-0294 

市民活動支援センターこまえくぼ1234 狛江市和泉本町1-2-34 03-5761-5556 

こまえ苑 狛江市岩戸南4-17-17 03-3489-2404 

こまえ正吉苑 狛江市西野川2-27-23 03-5438-0555 

狛江市ビン・缶リサイクルセンター 狛江市岩戸北1-1-11 03-3488-5300 

 

⑥ NPO法人フードバンク八王子えがお 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

フードバンク八王子えがお事務所 八王子市横川町108-8-11 
 

クオレ・堀之内 八王子市別所2-1-4F（ピア長池4F) 
 

ハカル・ワカル広場 八王子市八幡町5-11 八中ビル2階 
 

おうちcafe樹と葉っぱ 八王子市台町4-39-7はいつひろ105 
 

聖公会八王子復活教会； 八王子市新町11-1  

 

⑦ 認定NPO法人フードバンク山梨 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

笛吹市役所 生活援護課 笛吹市石和町市部809-1 055-261-1905(直) 

中央市社会福祉協議会 中央市下河東620 055-274-0294 

南アルプス市社会福祉協議会 南アルプス市鏡中條1642-2 055-283-8711 

山梨市社会福祉協議会 山梨市小原西843-4 055-22-8755 

都留市社会福祉協議会 都留市下谷2516-1 0554-46-5115 

上野原市社会福祉協議会 上野原市上野原3163 0554-63-0002 
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大月市社会福祉協議会 大月市大月花咲10 0554-23-2001 

北杜市社会福祉協議会 北杜市高根町 箕輪新町50 0551-47-5202 

韮崎市社会福祉協議会 韮崎市大草町 若尾1680 0551-22-6944 

昭和町社会福祉協議会 中巨摩郡昭和町押越955番地1 055-275-0640 

市川三郷町社会福祉協議会 西八代郡市川三郷町市川大門416 055-272-4179 

富士川町社会福祉協議会 南巨摩郡富士川町長澤1942-1 0556-22-8911 

身延町社会福祉協議会 南巨摩郡身延町波木井272-1 0556-62-3773 

南部町社会福祉協議会 
南巨摩郡南部町内船8812 南部町アルフ

ァーセンター 
0859-66-2900 

早川町社会福祉協議会 南巨摩郡早川町草塩88 0556-45-3003 

富士河口湖町社会福祉協議会 南都留郡富士河口湖町小立2487 0555-72-1430 

フードバンク山梨 本所 南アルプス市百々3697-2 055-298-4844 

フードバンク山梨 甲府支所 甲府市中央4-11-9 055-267-6015 

 

⑧ NPO法人セカンドハーベスト京都 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

涼風 京都市右京区梅津尻溝町41-51 075-864-5020 

スタジオアイ 長岡京店 京都府長岡京市友岡2丁目5-9 075-959-3333 

 

⑨ フードバンク奈良 

拠点名 住所 連絡先 

奈良市はぐくみセンター 奈良市三条本町13-1 0742-93-8435 

斑鳩町生き生きプラザ 奈良県斑鳩町小吉田1丁目12-35 0745-70-1000 

 

⑩ 順正学園デリシャスフードキッズクラブ（学校法人 順正学園） 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

高梁市役所 岡山県高梁市松原通2043 0866-21-0200 

ポルカ天満屋ハピータウン 岡山県高梁市ポルカ通り1084-1 0866-22-7171 

ゆめタウン高梁 岡山県高梁市落合町阿部1700 0866-22-7700 

 

⑪ NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

エフコープ戸畑西店 北九州市戸畑区沖台２丁目３−１ 093-883-2341 

エフコープ大里店 北九州市門司区大里戸ノ上２丁目１−１１ 093-391-3579 

エフコープ折尾店 北九州市八幡西区千代ケ崎１丁目２−１ 093-691-3378 
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エフコープ志井店 北九州市小倉南区志井１丁目２７−１ 093-961-4400 

西南女学院大学 北九州市小倉北区井堀1丁目3-5 093-583-5033 

北九州市立大学 北九州市小倉南区北方４丁目2-1 093-964-4004 

北九州市立枝光市民センター 八幡東区日の出１丁目５−１１ 093-661-1034 

北九州市立北小倉市民センター 小倉北区中井１丁目１０−１ 093-571-3270 

北九州市環境ミュージアム 八幡東区東田２丁目２−６ 093-663-6751 

NPO法人フードバンク北九州ライフア

ゲイン事務所 
北九州市八幡東区中央２丁目14-17 093-672-5347 
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（4）食品企業開拓及びマッチング 

 

①目的 

  食品企業に対して食品寄贈の支援要請を行う。また、各地のフードバンク団体に寄贈食品を

マッチングすることで、支援に必要な食品を提供する。 

 

②実施内容 

  企業への支援要請を行う。 

  企業からの食品寄贈の受け入れ及び、各地のフードバンク団体とのマッチングを実施。 

 

③実施日（期間） 

  2018年4月～2019年3月 

 

④実施回数 

  企業への支援要請（26社） 

  食品提供回数（延べ31社） 

  食品提供重量（57ｔ） 

  食品以外にも物品や什器の寄贈の仲介も実施 

 

⑤対象者・数（食品寄贈先） 

  全国のフードバンク団体、延べ231団体  

 

  

事業内容 

フードバンク団体への食品提供 フードバンク団体への食品提供 
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フードバンク団体へ保冷バックを提供 フードバンク団体へ保冷バックを提供 

フードバンク団体へ什器を提供 
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（5）シンポジウムの開催 

 

①目的 

  子どもの貧困問題に関する周知啓発を目的としたシンポジウムを開催する。 特に潜在的な

支援者である企業関係者の参加を促す。 

 

②実施内容 

  企業関係者や市民向けに、子供の貧困問題や企業のフードバンクや子ども食堂への支

援を増やすためのシンポジウムを開催。 

  2018年12月に農水省、国税庁が明確にした、フードバンクへの支援税制についても企業

向けの説明を行った。 

 

③実施日（期間） 

  2019年3月19日 

 

④実施場所 

  東京都千代田区神田鍛冶町3-3-3 高遠ビル 

 

⑤対象者・数 

  33名、食品関連企業参加者は10名 

 

 

 

 

 

 

事業内容 

フードバンク団体と企業との連携事例の説明 フードバンクへの食品寄贈に係る 

支援税制の説明 
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まとめ 

 

①事業によって得られた成果 

  フードバンク団体への組織基盤強化支援については、2団体に対して支援を行うことができ

た。また、支援者側の人材育成を重点的に行い、事業終了後も弊会が継続してフードバンク

団体の組織基盤強化支援を行えるような体制を整えることができた。そのため、助成事業終

了後も継続的に伴走支援を行えている。 

 

  オンラインによるWEB会議や訪問による直接的なノウハウ支援については、オンラインでの

会議は当初想定よりニーズが少なく、目標の12回に対して、6回の実施にとどまったが、直接

訪問による支援は目標の8回に対して、18回の実施となった。また、その他のノウハウ支援と

して、電話やメール等で116回の支援を行ったことで、新設団体の立ち上げや、既存の団体

が抱える課題の解決、先進事例の他地域への共有と実施につながった。 

 

  全国フードドライブキャンペーンについては、参加団体が前年度の10団体から18団体まで増

加したが、目標の25団体までには至らなかった。重量は42.9トンの食品を集めることができ、

目標の30トンを上回った。また、本事業ではインフルエンサーに石田ひかりさんにご協力をい

ただくことができ、全国各地の団体からの広報を通して、一般市民への子供の貧困問題への

周知・啓発にもつながった。 

 

  食品企業からの食品寄贈については、延べ31社から57トンの食品等を延べ231団体へのマッ

チングを実施することができ、各団体を通して生活困窮世帯や子ども食堂、児童養護施設等

への食品支援に活用していただくことができた。 

 

  シンポジウムの開催については、一般市民の参加は少なかったものの、食品企業に対して

支援の必要性やフードバンクへの食品提供に対する支援税制について共有をすることがで

き、参加した企業からイベント開催後に食品を寄贈いただく事例も出てきている。 

 

②課題と今後に向けて 

  SDGｓが追い風となり、企業は非営利活動への支援に積極的になっているため、連携企業が

増加している。また近年、子供の貧困問題に対する社会の認知が進む中で、新設フードバン

ク団体も急増している。そのため連携企業や支援対象団体の増加に対して、支援に必要なマ

ンパワーが慢性的に不足しており、サポート体制が追いついていない。 

 

  今後は増加する支援ニーズに対応するために、本事業の成果、実績を元に企業を対象とし

たファンドレイジングを積極的に行い、弊会のサポート体制を強化することによって本事業で

構築した組織基盤を更に拡大し、国内フードバンク活動全体の発展に貢献していきたい。

まとめ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体情報 

一般社団法人全国フードバンク推進協議会 

所在地 〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-2-36東小金井事業創造センター KO-TO 内 

電話    080-6618-7914 

Email   info@fb-kyougikai.net 

  http://www.fb-kyougikai.net 


