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はじめに 

 

昨今、フードバンク活動は、食品ロス、また貧困問題の解決手段の 1つとして、社会

の関心も深まっています。 

しかしながら、現在国内におけるフードバンク活動は、その解決策としての役割を十

分に果たすことができていません。 

私も７年前にフードバンク活動を１人で自宅から始めました。当時は組織基盤もなく、

現在まで、全くの手探りで活動をしてきました。また全国フードバンク推進協議会にご

加盟いただいた各地のフードバンク団体の皆様も、同じように、組織基盤が十分ではな

い状況が課題となっていると思います。 

一方、海外のフードバンク団体を見てみると、アメリカや EUでは行政が積極的にフ

ードバンク活動を推し進め、活動を推進するための法律も整備されております。その結

果として、アメリカでは年間 3700万人の困窮者に食料支援が行われており、そのうち

の 1400万人、38％が子どもへの支援となっております。このように、欧米においては、

フードバンクが社会的課題の解決手段として役割を果たしております。 

現在の国内フードバンク団体が置かれた環境は、例えれば、コンクリートの上に花の

種を撒いているような状況だと考えています。コンクリートの上に種を撒いても花は育

ちません。そのような状況で、いくら水や肥料を与えても、花は咲きません。 

しかし、豊かな土壌に種を撒けば、花は自然に、力強く育ちます。その豊かな土壌を

作るのが、この度設立した全国フードバンク推進協議会の役割です。次世代の日本にお

いて、今後新設されるであろうフードバンク団体のために、欧米のようなフードバンク

活動が持続的に発展できる環境や道筋を作ることが、全国フードバンク推進協議会に求

められています。 

これから全国のフードバンク団体が力を合せて協議会を推進し、フードバンク活動が

発展していくことで食品ロスが有効に活用され、生活に苦しむ多くの方々への支援が広

がることを願っております。 

 

 

 

 

全国フードバンク推進協議会  

代表 米山 けい子 
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全国フードバンク推進協議会設立記念シンポジウム 

  

全国フードバンク推進協議会の設立総会同日、東京都内において記念シンポジウムを開

催。シンポジウムでは社会活動家である湯浅誠氏による基調講演や、内閣府、農林水産省

から行政担当者をお招きし、フードバンク活動に関してパネルディスカッションを行いま

した。 

 

日時 2015年 11月 13日（金） 18:30～20:15 

場所 アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501号室 

参加人数 200名 

当日取材報道機関 17社 

NHK、wedge、朝日新聞、家庭通信社、共同通信 生活報道部、共同通信社、時事通信社 

社会新報、中日新聞、東京新聞、西日本新聞社、日本消費者新聞社、日本農業新聞、 

フォーティーズ、フジテレビ、毎日新聞、山梨日日新聞 

 

 

第 1部講演 「貧困問題とフードバンク」 

講師 湯浅誠氏（社会活動家/法政大学教授） 

1969 年東京都生まれ。東京大学法学部卒。2008 年末の

年越し派遣村村長を経て、2009 年から足掛け 3 年間内

閣府参与に就任。内閣官房社会的包摂推進室長、震災ボ

ランティア連携室長など。政策決定の現場に携わったこ

とで、官民協働とともに、日本社会を前に進めるために

民主主義の成熟が重要と痛感する。現在、法政大学現代

福祉学部教授の他、NHK第一ラジオ「マイあさラジオ」、

文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」レギュラーコ

メンテーター、「ラジオフォーラム」レギュラーパーソ

ナリティー、朝日新聞紙面審議委員および編集権に関す

る審議会委員、日本弁護士連合会市民会議委員。 

                                    

 

貧困問題は 10年ぐらい前から言われるようになって、関わる方が増えてきました。一方

ではそうした問題を認めてくれない人たちも沢山います。私の感覚だと 2000年代の半ばか

ら数年間は日本に貧困問題があるのか、ないのかということを延々と議論していたという

感覚があります。その議論を 3 年から 4 年やってきた感じがしますが、幸いにして、本当
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の意味だと幸いではないけれども、そうした問題があるということが認められるようにな

りました。「あるか、ないか」論争には決着が事実上ついたと思います。 

そうした問題から日本の社会に貧困問題があるということになって以降、いろんな人達

の課題が言われるようになり、それこそ若者の貧困や女性の貧困、女性の中でも特に 1 人

親、その次には若い女性たち、そして子どもの貧困、そして今はまた高齢者、下流老人な

んて言われて高齢者に光が当たり始めていますが、いずれも光があたった時に始まった問

題ではなくて、それ以前からずっとあった事。その都度その都度ある種新しいことを探し

求めるマスメディアの性質ということもあってテーマに上がってきました。 

そうやって数年間来たのを振り返ってみると、もはや残されたカテゴリーはないぐらい、

要するにあらゆる年代層の人、子どもからお年寄りまで、男性も女性も、そうした人たち

の中にそれなりの数の生活に苦しい人がいるということが、どれくらいの人まで浸透した

かはともかくとして、明らかになったのではないかと思います。そうしてみると、徐々に

問題になってくるのは、そういう問題をどうするのかという事。 

このどうするのかということについては、世の中で処方箋が確立しているとは言えない

と思っていて、いろんな人たちがいろんな意見を持ちながら、こうすべきだという話しを

しているという段階。そうした中で私達自身が、そういう問題について、こういうふうな

解決策を作っていこう、実行していこうということを、下から積み上げていきつつ自治体

や政府と連携してやっていかないといけない。今そういう段階に来ていると思います。 

そうした中でフードバンクの取り組みというのは、非常に貴重なものだし、イノベーテ

ィブなものだと思います。一方では廃棄されている食料があり、一方ではそれこそ夏休み

になると体重が減ってしまうというような、1日の中で一番栄養価の高い食事が給食である

というような子どもたちがいます。そのような中で、うまく融通し合うことで、問題を改

善していこうという、いわば掛け合わせの発想。そのような活動が日本でも広がってきま

した。今非常に財政的にも厳しい中で、無駄を省きつつ生活支援にまわすという意味で、

いろんな人、特定の人にあまり大きな負荷をかけない、だけど人々を支えることができる、

フードバンクはそのような価値のある取り組みだと思っています。 

そうした中で、全国フードバンク推進協議会が発足したことは大変素晴らしいことだと

思います。いろんな社会状況も少しずつ動いてきていて、まず生活困窮者自立支援法が制

定されています。この 4 月から全国の福祉事務所設置自治体、町村部は県の担当ですが、

相談支援事業と住居確保の給付が義務的に行われていて、そして任意事業の中で一時生活

支援事業等も入ってくるようになりました。実際今年度始まったばかりなので、まだ任意

事業の方まで手を広げている自治体は多くない。ずっと見てきているので多少は知ってい

ますが、必ずしも歓迎している自治体ばかりでもない。そういう意味では、しばらく立ち

上げ期間という状態が続くと思います。そうしたことを全体で後押ししていかないといけ

ないのが現在の状況。 

子どもの貧困対策の推進に関する法律というのもできていて、これは子どもの貧困対策
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について、国、国民、自治体含めてやっていくということを謳っています。大綱も作られ

ていますが、それについてどれぐらい具体的な施策として、しっかりとした予算付けのも

とで行われているかと言われると、そこまでは出来ていません。その他もろもろ挙げ始め

ればいろいろありますが、大きなドライブがかかって進んでいるという状態では今のとこ

と無いと思います。 

そういう中で今回一億総活躍といわれるようになり、貧困問題は子どもだけでも 300 万

人以上の子どもたちが、相対的貧困状態にあるわけで、そうした子どもたちが健全に育成

されていくということは、まさに一億総活躍にかなうことだと思いますし、そうした文脈

でも、これからいろんな形でドライブをかけていく必要があるテーマだろうと思います。 

皆さんにおかれては、私も含めなんとかこの問題についての理解を広げて、それに対す

る社会的な合意、そうしたことが進められていくことがいい事だと、社会の価値観を作っ

ていくためにも尽力していく必要があるだろうと考えていると思います。 

私達の第一の課題は、当然当事者といわれる食料を必要としている人たちに食料を届け

たり、その中で相談を受けたり、生活支援、時にはソーシャルワーク的なこともやらなけ

ればいけないだろうと思います。こうした分野というのは得てしてやっている人たちはと

ても大変だけども、外にはなかなか伝わらないということがありがちです。そのような中

活動をしてきて、いろいろと力不足を痛感してきましたが、いよいよ解決策に向けて世の

中の合意形成を作っていくということになると、今まで以上にその外側の人たちに声を届

けていく必要があります。 

最近は声を届けるという言い方はあまり使っていなくて、なるべく外の人たちにも耳を

傾けてもらわなくてはいけない、こういう感覚でいます。地域においてはこのような支援

が必要だし、支援活動をしている人たちがいます。それを後押ししていった方がよいので

はないかという機運が高まれば、自治体や、最終的には国もこのような問題に目を向けて

くれるようになるのではないかと思います。 

皆さんの活動はとても大変だと思います。当事者の人々とも向き合わないといけないそ

の一方で、地域のいろんな人たちと、特に今の段階で関心を持っていない人たち、そうい

った人たちとも向き合わなければいけない。これからは協働型ですので、いろんな支援機

関や支援団体の方達とも付き合って連携をしていく必要があります。 

そういう意味では多方面、ひとり何役という感じが求められてくると思います。そうい

う時に結構大事だと思っているのが、協働の作法というか、連携の作法というか、そうし

たものを高めていく必要があるのではないかと思っています。  

気づいたことがあるのですが、私達は支援対象の相談者に対しては一生懸命耳を傾けて

いる訳で、この人は何を言わんとしているのか、うまく言える人たちばかりではない中で、

何を言っていて、その背後で何を言っていないのか、黙っていることによって何を伝えよ

うとしているのか、顔は笑っているけど別のことを感じているのではないか、その人に届

く言葉で伝えるためには、その人のリアリティを踏まえないといけない。どう言えばこの
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人に腹落ちするだろうかと、いろんな事を考えながらなんとか協働作業として、コミュニ

ケーションを取りながら、支えたり、逆に支えられたりするわけです。しかし自分のこと

を振り返ると、その問題に一緒に向き合わなければいけない協働する支援関係者とは、必

ずしもそのように付き合ってこなかったとも思います。いわんや行政においては、何かや

ってくれるのか、やってくれないのかというような発想と視点で付き合ってきた。そのよ

うに感じるところもあります。 

相手は人間なので、それが相談者であれ、地域の人であれ、支援機関の人であれ、行政

の人であれ、そういう人たちに話しを通していくためには、平凡かもしれませんが、相手

のリアリティを理解して、こちらの言うことを何とか相手のリアリティと合うように伝え、

一緒にできることを探っていく、そういうやり方以外にやりようがない。基本的なことで

すが、基本的なことだからこそ難しい。そのような中で、今では二言目には連携と言われ

るし、連携、連携と言われ過ぎてうんざりしている人もいるかもしれませんが、実際に官

民連携、民民連携、官官連携、これは一般的にはタテ割り打破と言われていますが、そう

した事があらゆる分野で課題になってきていると思います。フードバンクの活動というの

は、異なるものを掛け合わせる所にイノベーティブな面があると先ほど言いましたが、食

品ロスの問題があり、企業をはじめその論理で動く人たちがいます。その一方で生活に困

窮する人たちがいて、それもその人たちの論理で動いています。問題設定で世の中を見て

います。多くの場合ずれていて、必ずしもきれいに交わりませんが、みなさんが橋渡しを

しながら、いわば問題の通訳者として、実際にものを運ぶだけではなくて、物の考え方だ

とか、そういう事があるんですねと、企業にも当事者の方達にも伝えていくような、価値

観そのものを広げる役割を果たしてきているし、これからも果たされるだろうと思います。 

そういう意味では、いろんな人をブリッジする能力がみなさんには有るはずですし、逆

にそうしたことがなければこの活動もどこかで行き詰まってしまうと思います。連携の作

法と言いましたが、そうしたことをみなさんが今後ますます全国フードバンク推進協議会

の関係をテコに、広げていくことを期待したいと思います。  

世界的には食糧難で大変な人たちがいる中、私達の国には沢山の食品ロスがあり、だけ

れども全員がお腹いっぱいで、もう食べられないと言っているかというと、そうではあり

ません。そのような現状が日本にもあり、世界にもある。そうしたものを正していく、よ

くしていくのが皆さんの活動だと思います。 

これは日本だけではなくて、世界的にもとても価値がある構図だと思いますので、その

価値のあることがつまずいたりせずに、着々と広がることを、私は願い、期待しています。 
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第 2部 パネルディスカッション 「フードバンクの可能性」 

パネリスト 

湯浅誠氏 

（社会活動家/ 法政大学教授） 

大島次郎氏 

（農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室課長補佐） 

松川伸治氏 

（内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付参事官（子供の貧困対策担当）付参事官補佐) 

鈴木和樹氏 

（NPO法人 POPOLO事務局長/全国フードバンク推進協議会世話人） 

コーディネーター 

米山けい子 

（NPO法人フードバンク山梨理事長/全国フードバンク推進協議会代表） 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山：それぞれの方にまずお聞きする内容を提案して、その後それぞれの方にご回答いた

だく形で進めたいと思います。まず湯浅さんには、これまでフードバンクに関わった時期

と、現在のフードバンクを取り巻く状況や社会的ニーズの違いなどについて伺いたいと思

います。また、松川さんには、内閣府や厚労省、農水省が関連する横断的な活動がフード

バンクですので、そういった行政のタテ割りに対する内閣府の役割、そして全国的なネッ

トワーク組織のあるメリットという所をそれぞれの方にお願いし、最後に２分程度になり

ますがフードバンクに今後期待すること、またフードバンクが成長することで社会にどの

ようなメリットがあるかという所を皆さんからお話をお伺いしたいと思います。 

 

湯浅：まずご質問の件ですが、最初の２０００年に立ち上がったフードバンクにしっかり

と関わったのは最初だけですが、その時と今では大きく違うと思います。規模や広がりも

全く違う。その功績はセカンドハーベスト、そこが大きいと思います。チャールズたちが

いろんな事をやりながらここまでフードバンクというものを全国区にしてきました。その
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中で多くの人たちがこの問題に関わったり、活動を通じて知ったりしてくれる中でここま

で広がってきたと思います。その意味では初期の頃しか関わっていませんが、すごく大き

く発展したと感じています。私達がやっていた時は、合言葉は米で結べと言っていました。

いろいろな生活困窮者支援団体があり、私は当時ホームレス支援をやっていましたが、女

性の DV支援をやっている団体とお互い知り合っていませんでした。そうした米を配ってま

わるということを軸に、そこで関係を作っていくことができないかということで、合言葉

にしていました。 

 

松川：内閣府という役所は横断的な総合調整を担っています。子どもの貧困という問題は

多様であるため行政の縦割りに陥りやすい。 

例えば、私が昨年度まで出向していたとある市役所、ひとり親家庭で生活に困窮し、生

活保護を受けていた方がおられたとします。離婚する際は離婚届を出して手続きをする市

民課に行く。生活保護を受けるのは福祉課に行く。お子さんの事は子どもを担当する子ど

も課に行かないといけない。さらに学校に行く子がいればそこに教育委員会まで関係して

くる。どこへ行けばどういう相談が出来て、受けられる支援は何があって、自分の生活は

どういう仕組みで支えてもらえるのかというのが、普通の人にはなかなか分からない。国

についても、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、あるいは内閣府も含めて、機能分担

しているので仕方のない事ですが、縦割りになりがちです。 

こうした別々の組織を繋いで、「見える化」をしないと、一人ひとりに寄り添って、この

人が抱えている問題に対してどういう支援が必要かということを横断的に見ることが非常

に難しい。行政としてどういう支援を提供できるのか、持っているリソースを「見える化」

する。それが大綱であったり、国民運動事業として作った支援情報ポータルサイトであっ

たり、あるいは自治体の計画であったりする訳です。「見える化」して足りないものが何か

分かれば、行政の支援だけではなくて例えば民間のフードバンク活動が要るな、または学

習支援が要るなということ等も分かってきます。 

それをきっかけにして、食料を媒体として相談に繋げていくという話がありましたが、

支援と支援をどんどんつなげていく。様々な主体がみんなで一人ひとりの困難に寄り添っ

て向き合っていくような仕組みができればと思っています。そのネットワークを、民間団

体等も巻き込んで色々な地域で作っていきたいし、作っていかなければならない。それが

国民運動であって、フードバンクに期待するところとしては、そのつながりを作る大きな

核の一つになっていただきたいと思います。線と線で繋いで面にしていく手助けを内閣府

としてもできればと思いますし、その意味で是非フードバンクにも協力いただきたいと思

っています。 

 

湯浅：どういう分野でも連携が重要だと言われるようになっているので、包括的、包括と

聞くと地域包括支援センターなどですが、貧困だけじゃなくて子ども全般も包括と言って
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いるし、生活困窮も包括と言っています。今はかなりの包括ラッシュですね。そこの包括

がいっぱい有るという状態をどう整理していくのか、本当の包括にしていくのかというよ

うな事に、色々な人が頭を悩ませ始めた。おそらく内閣府も悩ませていると思います。松

川さんに聞きたい。今回の未来への投資ですが、理解を広げるためには大事なキーワード

で、教育とか色々な分野でいくらリターンがあるかという時に、評価指標の問題が解決し

ていないと思います。皆さんのところ、或いはどこかが軸になって、評価指標作りとか、

長いスパンでのパネル調査とか、そういうものという裏付け作りのようなものは計画され

ていますか。 

 

松川：大きく２点あって、１つは子供の貧困が生む社会的損失、マクロ的に見てどれくら

いなのかという推計、ある民間団体が公表する予定だと聞いています。自殺者が年間３万

人を超えた時に、経済的損失で言えばいくらなのかという推計がありましたが、これと同

じようにまず問題のインパクトを数字で出せれば、多くの方に問題の深刻さ、対策を行え

ばどれくらいリターンがあるかを分かってもらえると思います。 

次に、新しい指標についてですが、相対的貧困率は算定のベースとなる所得に現物サー

ビスが反映されないということ等もあり、これだけを指標とすることは適当ではありませ

ん。そこで定性的な指標を含めてどういう指標が考えられるかを調査研究するということ

が必要で、政府が策定した大綱でも新しい指標の開発を検討せよ、と書かれています。例

えば、イギリスなどで使われている指標で、相対的価値剥奪指標というものがあります。「１

日３食、食べられているか」、「暖房設備を持っているか」といった、標準的な生活に必要

な項目をリストアップし、それらがどれくらい欠如しているかを調べることによって貧困

の度合を測る指標です。ただ、国によって生活状況や文化が違いますし、日本で同じ項目

がそのまま使えるわけではないので、イギリスに限らず、諸外国における指標や、それを

改善させるためにどのような政策が実際に行われているか、その結果どういう成果が上が

ったかといったことをまずは研究した上で、新しい指標の開発に向けた検討を行っていか

なければならないと思います。 

 

米山：次に、全国的な組織があるメリットについて、大島さんにお伺いしたいと思います。 

 

大島：私は農林水産省で食品ロスと食品リサイクルに関する業務を行っています。全国フ

ードバンク推進協議会ができるメリットとして考えられるのは、協議会にフードバンクの

問題点など様々な情報が集約され、全国フードバンク推進協議会と話すことにより、フー

ドバンク全体の状況を理解できる可能性がある、そこにメリットがあると考えています。

例えばご紹介した３分の１ルールの見直しというのも、食品ロスを検討するにあたって、

全日本菓子協会という菓子メーカーの業界団体と話すことにより、３分の１ルール問題を

見出し、問題に取り組んだという経緯があります。全国フードバンク推進協議会に各フー
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ドバンク団体の様々な情報が集まってくるようになれば、協議会と話すことによって、フ

ードバンクに関する問題点が見えるようになり、新たな施策が検討できるようになるとい

ったメリットがあるのではないかと考えています。 

 

米山：民間側の視点から、全国的なネットワーク組織があるメリットに関してお伺いした

いと思います。 

 

鈴木：先ほども話をしましたが、全国にはフードバンクが４０団体ぐらいあります。それ

ぞれ自前の地域の地域性に考慮しながら活動していると思いますが、やはりまず始めよう

とした時に、どういうふうに初めたらいいのかが分からないというケースが多くあります。

食品を右から左に流せばいいのではと思う方も多いのですが、全国的なネットワークがで

きることで、ノウハウ共有ができます。そこが大きな点。私達も当初大変だったことを思

い出しました。次に、行政がフードバンクは生活困窮者自立支援法に定められていないけ

れど非常に大事だ、予算をつけようということで市や県が独自に予算をつけようと動いて

います。この情報のノウハウが共有されることで、うちの市ももしかしたらそういう事実

を知ったら検討してもらえるかもしれないということも伝わっていくので、仲間の団体に、

その部分でもノウハウを伝えていけるのがメリットの１つとしてあげられるのではないか

と思います。 

 

米山：湯浅さんは全国的なネットワーク組織とも関わりがあると思いますが、協議会に対

してアドバイス等はありますでしょうか。 

 

湯浅：連携が必要だと思いますが、機運を盛り上げていかないといけない。機運を盛り上

げていくというのは、組織力があれば別ですが、外の人の力を借りる必要があります。と

りわけ重要なのは、地域の中での味方作りだと思います。このフードバンクという団体の

全国的な協議会が、それぞれの地域で広げるときの知恵を持ち寄るような、そういう形で

機能していくとよいのではないかと思います。今は地域の自治会長も無縁社会を知ってい

ます。そのような問題意識は浸透してきているので、そのあたりを民生員や企業さんなど、

一歩外の人たちも含めて作っていくことが、結果的に理解や機運を広げていくので、自治

体や政府もフードバンクそのものに対するバックアップもしやすくなるのではないかと思

います。 

 

米山：パネリストの皆様に、フードバンクに期待すること、または、フードバンクが成長

することで社会的にどのようなメリットがあるのかというところをお伺いしたいと思いま

す。 
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鈴木：全国には４０ほどのフードバンクがありますが、各地域にまだまだフードバンクと

いうものが根付いていない地域はたくさんありますので。これから仲間を増やしていく必

要があると思います。フードバンクが普通に暮らしている市民の方にとって当たり前のも

のになった時にはじめて、困っている人がフードバンクを使おうという発想になると思い

ます。そのために私達の仲間を募って、フードバンクという認知そのものを広げていきた

いと考えていますので、今日来ている方の中で活動を始めてみたいという方が１人でもい

たら嬉しく思います。 

 

松川：全国的な組織ができたということで、様々な地域で、フードバンクを拠点としたネ

ットワークを作っていただきたいということは既に話しました。加えて、全国的組織がで

きたときに果たしてもらいたい役割としては、個人的な意見になるかもしれませんが、「意

見の集約と調整」です。 

例えば、フードバンクのニーズを拾い上げて行政が支援をしようと思っても、フードバン

クによって、または地域によって意見がバラバラだとどういうニーズを拾い上げていいか

分からない。国の役所で働いている職員は現場を必ずしも知りません。当事者に近い立場

から当事者がどういうことを望まれているか、現場でどういう支援があれば活動が根付い

ていくのか、組織や地域によって考えはバラバラかもしれませんが、そこに優先順位を付

けて、今一番フードバンクのために、ここをやってほしいんだ、これが必要なんだと意見

とニーズを集約して、発信していただきたいと思います。そうしていただければ行政にと

っても、そこにニーズがあるんだという発見につながるので、ありがたいです。 

 

大島：フードバンクといっても、あまり明確な定義がありません。活動目的にしても、あ

る団体は困窮者支援をして、ある団体は食品ロスを減らすことを目的にしています。現在、

フードバンクは約４０団体あり、全国協議会には１１団体が入っている状況です。フード

バンクにはさまざまな目的があるのは分かりますが、そこで共通する課題をまとめて、集

約していくことを全国協議会に期待したい。農林水産省は、食品産業から出てくる食品ロ

スをいかに減らすかという観点から支援しようとしています。アメリカでは２００万トン

程度の食品をフードバンクが取り扱っています。一方、日本のフードバンクの食品ロス削

減の効果は４５００トン程度で、まだまだ取り扱える能力はあるのではないかと思います。

特に食品産業からの視点で一番大事なのは、フードバンクが食品を適切に扱ってくれるの

かということを心配している点だと思います。そういった所を解消するためにフードバン

クが信頼性の向上という観点で取り組み、社会から信頼を得て、食品ロスの削減に向けて

取り組んでいただければと考えています。 

 

湯浅：もったいないという考え方は日本人は好きなので、フードバンクは理解と共感を得

やすい活動だと思います。それを融通する相手が生活に困っている人たちであるというこ
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とも、それ自体に強く反対する人も少ないと思います。あとはそれを具体的に広げていく

ことだろうと思います。また、全国組織であればそれなりの集約機能も必要になります。

そのバランスは非常に難しいと思いますが、それをやっていくために踏み出されたという

ことで、ぜひ頑張ってください。 

 

 

 

シンポジウムアンケート集計 

 

 

 

 

記述回答一覧（一部抜粋） 

3．今回のシンポジウムで、ご意見、ご感想がございましたら、ご記入ください。 

困窮者支援という枠組みの中で、福祉の立場から行政の参加が欲しかった。 

パネルディスカッションでは、各立場から様々な意見を聞くことができ大変参考になった。

とても充実感のあるシンポジウムだった。 

仕事の関係でコンビニに弁当等を納入している食品メーカーとの取引がある。1/3ルールの

話が本日あったが、某コンビニチェーンでは、本部の商品開発担当者が店頭で弁当を食べ

た際に、「イメージと味が違う」「米が硬い」といった一般の消費者なら気づきもしない理

由で店頭から全て撤去するという実態があります。この話を顧客である食品メーカーから

聞いたのをきっかけに、食品ロスやフードバンクに関心をもつようになりました。このよ

うな無駄になってしまう食品をフードバンクで有効活用することはできませんか。 

行政の支援の部分を聞くことができてよかった。 

政府の方が貧困問題をなんとかしたいと熱い思いを持っていたのは意外。頑張ってもらい

たいし、要望をぶつけたいと思う。 

貧困は絶対なくさなければなない。地道な活動と縦割り行政の壁を取り払うことが大事。 

1．本日のシンポジウム全般について、ご満足いただけましたか。 

とても満足 満足 やや不満足 不満足 

22 48 11 2 

2．今回のシンポジウム開催を、どこでお知りになりましたか。 

チラシ 友人・知り合い 新聞 ホームページ フェイスブック その他 

5 24 26 5 9 18 
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時間の関係で仕方ないのかも、だけど、全体的に説明がかけ足なのが残念でした。農林水

産省と内閣府の話がきけたのは良かった。行政や政府の話はなかなか聞けないので全体的

に人選よかったと思います。 

ご多用の中、2時間の調整を受け入れてくださり本当にありがとうございました。私が今、

研究していること、まだ知らなかったこと、様々なことを吸収することができました。1人

でも多くの人に知ってもらえるよう私も頑張ります。心より感謝申し上げます。 

生活困窮者自立支援法もスタートしましたが、自治体、特別区とどの様に関わっていける

のかご教授いただければと思います。本日のシンポジウムのご開催おめでとうございます。 

非常に勉強になりました。今後の活躍を応援したいと思います。 

全体的に総括的なお話だったと。もっと身近な実務的な面からのノウハウを次回の会合に

期待しています。 

講演の発表者、パネリスト、コーディネーターの方々にはひなだんを用意して頂けるとよ

り近い気持ちが伝わってくると思います。人の頭でお顔が見えませんでした。内閣府の方

がフードバンクの運動から国民運動になって行けられればとおっしゃっていた事はまさに

目標の先に見えるものと思いました。 

活動している４０団体のリストがあればオープンにしたら良いと思います。併せて協議会

参加リストもあれば相談もしやすいと思える。 

１人からはじめるノウハウはどうですか。ホームページを見ても、いきなり NPO の話しが

出てきて、あまり参考にならない。 

始めたいと思っている者（個人、小グループ）の手がかり、足がかりとなるような情報（地

域の動き）を知りたいと、あらためて思いました。推進協議会へ期待し、希望しています。

相談窓口のような部署、機会があればと思います。 

協議会のネットワーキングはどのような効果があるのか知りたい。 

自助・公助・共助→公助に頼りすぎているのでは。 

昔は、自助、共助で戦後の日本を立て直した気がしますが。 

フードドライブキャンペーン等について NHK,民放を問わず無料で告知放送をしてくれたら

いいのになぁ。 

多くの方に知って欲しい事です。子供だけでなく前国民の貧困化が激しく進んでいること

を感じます。当事者が貧困を感じていない or恥と感じていることにもどかしさを感じます。

スティグマという言葉をなくしたい。 

鈴木和樹氏の出口対応のシステム、視点は大変良い。フードドライブはすばらしい。設立

の条件、参画の要件とはどのようにつくるのか。 

個別の活動の内容を、今後知る機会があれば嬉しいです。 

地域ごとの特色を大切にした、全国的広がりを目指して欲しい。 
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時間が短くて仕方がないのかも知れませんが、つっこんだ話が出にくかったと思います。

第一回目として、これからの広がりが期待されます。 

協働は行政にとっても課題で、今悩んでいるところ。ぜひ全国組織としてのノウハウを積

み上げを行なっていただき、行政との協働の展開を助けていただきたいと思う。 

具体的な参加の方法、手続き等のノウハウ共有の場があるとありがたいです。 

全国組織になることでいろいろな活動が期待されると思います。 何かできることがある

といいなと思います。 

今後のフードバンク活動の拡大において、ご協力できれば幸いです。 

様々な立場の方からフードバンクに向けての期待や今後の動きが分かった。貴会の今後の

ご発展をお祈りします。 

全国フードバンク推進協議会の設立おめでとうございます。今後、地域で活動していくフ

ードバンクに対し、期待が大きく感じられる内容でした。地域での活動を引き続き、とも

に頑張っていきたいと思います。 

フードバンクの認知度をどのように上げていくのか具体的な施策に期待したいと思いま

す。 

フードバンク側のお話だけでなく、農林水産省、内閣府の方々のお話を伺えて、大変参考

になりました。ありがとうございました。卒業までに、ボランティアに参加したいと思い

ます。 

制度間の調整、財源の不安定さなど様々な困難があると思いますが、前向きな姿勢での取

組は重要であると思います。応援しております。 

ありがとうございました。今後フードバンク活動のはじめ方を広げるセミナー等開いてほ

しいと思いました。設立おめでとうございます。 

フードバンク事業を始めたばかりですが、全国には実に大勢の方がかかわっておられる事

を知りました。1団体では限界があり全国でするためにも協議会が大切です。頑張ってくだ

さい。 

お話しとても良かったです。現実を多くの人に知ってもらうことがいいのでは。私も NHK

クローズアップ現代で山梨のフードバンクを知り興味をもちました。今朝 NHK のニュース

でもこのシンポジウムのことを知りました。 

盛会で本当におめでとうございます。心からお慶び申し上げます。組織としても、私個人

としても、フードバンクの更なる全国各地への拡大や、既に実施されている皆さんの活動

の拡充につながるお手伝いのアイデアを考えつつあり、近々にご相談したいと考えていま

す。ぜひいろいろとご教示ください。 

都外から来るので、18:30開始はとても無理なので、19:00からだとうれしいです。今回も

仕事後すぐに向かっても 18:45で。講演を全部聞けず残念でした 

本日はありがとうございました。協議会の設立おめでとうございます。今後のご発展を期
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待しております。 

沢山勉強になりました。参加させて頂きまして本当に感謝申し上げます。自治会長さんや

民生委員さんに…というのも良いですね 

現在卒業論文でフードバンクについて書いており、実際に活動は参加しましたが、基本的

なことを話して頂ける機会がなかったので、今回は貴重なフィールドワークの時間にする

ことが出来ました。ただもう少し具体的な活動や個人からの質問を受け付けて頂けるとよ

かったかと。 

本日はありがとうございました。協議会の設立おめでとうございます。今後のご発展を期

待しております。有意義な講座をありがとうございました。貧困と食、その必要とする世

帯の多くにひとり親があります。親のサポートも食のサポートとともに両輪で必要な支援

だと考えておりますので、また今後も連携させていただけたら、と思いますので、また今

後ともよろしくお願い致します。 

具体的な活動を私はしていませんが、いろいろな状況や意見が伺えて、今後の参考になり

ました。ありがとうございました。湯浅さんに、大学のコミニュニティ（社会人むけ講座）

むけ講座をしていただきたいです。多くの方、「外」の方に知っていただけるのではないで

しょうか。 

協議会の活動内容をもう少し詳しく伺えると嬉しかったです。 

内閣府の取組が具体的に自治体に対する政策としてどう展開しているのか実態を把握しに

くく、一般的な貧困の問題を取り上げるだけでなく政策としてどんな支援をどういう形で

できていくのか広がっている所を取り上げる等して、国民レベルで解るようにしていって

欲しい。ネットワークになるまでに見えていない面を痛感する。誰が中心となってシステ

ムやネットワークにするのか（フードバンクだけではむり）。 

これから団体設立を目指すものにとって大きな励みになり、物心両面の支援を期待してい

ます。私達は何より地域密着のフードバンクとして貧困問題にとりくみたいと考えていま

す。 

活動が活発に広がっていくことを期待します。 

設立記念ということでしたので、今回は設立の経緯やその意義を報告・共有する点に比重

を置いてもよろしかったかと思います。フードバンク自体の課題については理解が深まり

ました。草の根レベルでの活動が重要なように、身の回りでも共有できたらなと思いまし

た。本日はありがとうございました。 

子供達の将来を考えしっかり栄養をとらせてあげたい。フードバンクあきたを応援します。 

またいろいろ教えてください 

多数の方が参加されていて、心強いと感じました。 

全国組織が設立されました。参加団体と役員等を知りたいのですがご教示いただければ幸

いです。今後推進協議会の PRと情報交換会を開催して、周知を図っていくことが大切だと

思っております。全国津々浦々に組織され国民が幸福な生活が送れるように願います。 
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1 設立の背景と目的 

日本では品質そのものに問題がないにもかかわらず、様々な理由により廃棄されている

食品は 500～800万トンとされており、政府も「食品ロス削減国民運動」を展開しています。 

一方で、生活保護受給者は 200 万人を超え、さらに「見えない貧困」とされる生活困窮

者は生活保護受給者の数倍存在すると言われており、日本における貧困問題は深刻化して

います。 

食べられるのに廃棄される食品を福祉施設や生活困窮者等に届けることにより、全国に

食品ロスと貧困問題の双方を解決するフードバンク活動を根付かせることが、未来への重

要な施策であると考えております。しかし、近年我が国でも多くの団体が発足し、「フード

バンク」への社会的関心は高まっているものの、運営や法制度等の課題が多く、社会的課

題解決手段としての役割を十分に果たしているとはいえません。 

欧米のように日本国内においてフードバンクが社会に貢献していくために、フードバン

ク団体による対等な関係のネットワークを構築し、相互に協力して食品ロス削減や貧困問

題の解決に寄与することが、「全国フードバンク推進協議会」設立の目的であります。 

 

2 活動の内容 

(1)政策提言・調査研究 

日本国内の地方自治体、関係省庁への政策提言を行い、フードバンク先進国に存在

するフードバンク活動を推進するための法律や制度の整備を目指します。 

また、フードバンク活動の推進や政策提言に必要な情報収集・調査研究を行ないます。 

 

(2)広報 

日本国内のフードバンクの認知度や信頼性を高めるための広報活動を行います。 

認知度や信頼関係を高め、行政・市民・企業等各ステークホルダーからの協力や信 

頼関係の構築を促進します。 

 

(3)ノウハウ共有・新設フードバンク団体支援 

個々のフードバンク団体への情報提供、コンサルティング、研修会等を行います。 

国内のフードバンク団体では、抱えている課題には共通しているものが多いものの、

それらの課題の解決策が十分に共有されていません。優良事例やノウハウを他団体に

移植、全体化を行い、団体間の相互発展を図ります。 

特に、新たにフードバンクを立ち上げようとする団体では人材、ノウハウ、インフ

ラ、信用度、認知度などが不足しているため、団体立ち上げから活動初期の取り組み

を支援します。

全国フードバンク推進協議会 設立趣意書 
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全国フードドライブキャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フードドライブとは 

フードドライブとは、英語で food（たべもの）、drive（運動）で、｢食べ物を集める運動」

という意味です。一般家庭にある食品を学校や職場、グループ等、様々な機関・団体が拠

点となり食品を集め、集まった食品をフードバンク団体や福祉施設等に寄付する活動を指

します。フードバンク先進国の欧米においても、様々な場面で日常的に行われている他、

全国的なフードドライブキャンペーンが行われています。 

 

■全国フードドライブキャンペーン実施の背景 

近年全国各地に新たなフードバンク団体が次々と設立されていますが、活動に対する認知

度や食品ロス、貧困問題に対する課題意識は未だに低く、貧困家庭への支援用食品が不足

しています。そのため、食品の確保やフードバンク活動の認知度向上を目的として、全国

フードバンク推進協議会の呼びかけにより全国各地でフードドライブを実施いたしました。

2015年12月から2016年1月の間で全国のフードバンク９団体がフードドライブを実施した

結果、合計11473ｋｇの食品が集まりました。ご寄付いただいた食品は各地のフードバンク

団体から福祉施設や母子家庭等の生活に困窮する世帯への食料支援に活用されます。 

また、本キャンペーンには岩隈久志投手も賛同してくださり、応援メッセージをいただき

ました。 

 

岩隈選手からのメッセージ 
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メディア掲載 

全国フードバンク推進協議会の設立が、各種メディアに取り上げられました。 

 

朝日新聞 天声人語  2015 年 11 月 17日（火）  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読売新聞 2015年 10月 30 日  毎日新聞 2015年 10月 22 日 
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山梨日日新聞 2015年 11 月 13日 

 

新潟新報 2015年 11月 13 日（金） 


