
2019年度事業活動の
ご報告

公益社団法人フードバンクかながわは
県内12の非営利団体の協同により設立され運営される

「もったいないを分かち合い・ありがとう」へつなぐフードバンクです。

年間事業活動報告
2020 年 3 月 31 日現在

● 年間寄贈食品　　　重量 97トン
　　　　　　　　　　 寄贈件数  2295 回

うちフードドライブ（市民の寄付）16トン 363 回

● 年間提供食品　　　　重量 92トン
　　　　　　　　　　　提供件数 1504 回

行政・社協 463 回 
地域のフードバンク 286 回
地域 / こども食堂 / 居場所  575 回
自立支援施設 57 回　福祉団体 123 回

（寄付頂いた食品）

（提供させて頂いた食品）

寄贈合意書締結団体　　　　　81 団体

提供合意書締結団体　 　　　 157 団体

連携自治体・社会福祉協議会　 44 団体

提供合意書締結市民団体　　  113 団体

賛助会員団体　　　　　　　   113 団体

賛助会員数　　　　　　　 　　 205 名

県内中継拠点　　　　　　　　   9 拠点

皆様に支えられて２年目です
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寄贈合意書締結81団体（敬称略）

㈱ミツハシ(定期)､マルハニチロ㈱､日本生活協同組合連合会､㈱日本アクセス､生活協同組合ユーコープ(定期)､横浜魚類㈱､㈱味の素
コミュニケーションズ(防災)､凸版印刷㈱(防災)､三菱食品㈱､東急建設㈱(防災)､ ㈱Eファクトリー､加藤産業㈱､和糀 国分首都圏㈱､JA
共済連かながわ(防災)､森下記念病院(防災)､横浜市立瀬ケ崎小学校(防災)､コカ･コーラボトラーズジャパン㈱(定期)､㈱ダイイチ(防災)､
㈱山星屋､フードバンク横浜､フードバンク埼玉(防災 : 川口市)､横浜総合病院(防災)､セカンドリーグ､茅ヶ崎市(防災)､逗子市社会福祉
協議会､フードバンクかわさき､県厚生農業協同組合連合会(防災)､㈱インドアメリカン貿易商会､県労働者共済生活協同組合(防災)､ア
ツギ㈱(防災)､藤沢市(防災)､JP労働組合南関東輸送支部川崎(防災)､日立オートモティブシステムズ㈱(防災)､㈱ニチレイフーズ､東京
海上日動火災保険㈱(防災)､(社福)いきいき福祉会(防災)､㈱北舘製麺､生活クラブ事業連合生活協同組合連合会､㈱京三製作所(防災)､
㈱鎌倉紅谷､あいおいニッセイ同和損害保険㈱(防災)､Hamee㈱(防災)､さがみ農業協同組合(防災)､県市町村振興協会(防災)､JFE 物流京
浜㈱(防災)､横浜地方法務局(防災)､生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ(防災)､㈱新日本海洋社(防災)､協和合金㈱(防災)､㈱イ
ニシャルベイ(防災)､一神商事㈱､三本珈琲㈱､県立横浜緑ヶ丘高等学校(防災)､小田原ガス㈱(防災)､県農業協同組合中央会(防災)､さと
の由紀食品㈱､三菱UFJ信託銀行㈱(防災)､リボン･コミュニケーションズ㈱(防災)､横浜流通(有)､日新産業㈱(防災)､水産研究･教育機構
中央水産研究所(防災)､東京電力労働組合神奈川地区本部横浜火力支部(防災)､㈱フードケア､㈱東芝横浜事業所(防災)､アドソル日進㈱
(防災)､㈱日本ロックサービス(防災)､かながわ地域活動ホームほのぼの(防災)､県社会福祉協議会､ナイス日本㈱(防災)､NTTアドバンス
テクノロジー㈱(防災)､横浜市資源循環局(防災)､横浜市水道局(防災)､㈱テレビ神奈川(防災)､富士電機㈱川崎工場(防災)､横浜市立南高
等学校(防災)､㈱クラダシ､全国農業協同組合連合会､㈱創土社(防災) 

　フードバンクかながわが設立してから、 ２年が経ちました。 皆さま方のご支援のお陰

で、 当初想定していたよりも早いペースで扱う量が増え、 社会的役割を発揮すること

ができています。 『「もったいない」 を 「分かち合い」 ・ 「ありがとう」 へ』 の輪を広げ

るようこれまで以上に頑張って参ります。 変わらぬご支援をよろしくお願いします。

代表理事  當具 伸一　（神奈川生活協同組合連合会会長 / 生活協同組合ユーコープ理事長）

代表理事  𠮷坂 義正
（かながわ勤労者ボランティアネットワーク理事長 / 神奈川県労働者福祉協議会会長）

　「フードバンクかながわ」 が発足して２年が経過しました。 多くの皆さまの、 ご支援 ・

ご協力により想定外のスピードで発展して参りました。 ご協力いただいた皆さまに、 心

から感謝申し上げます。 これからも、フードバンク活動を「知ってもらう」活動を通じて、

安定した事業運営と事業拡大に向けて取り組んで参ります。

事業者からの食品寄贈により食品ロス削減を実践しました
　企業・生協からの食品寄贈には、食の安全を重視し、双方の信頼関係に基づく合意書
を取り交わしています。合意書締結団体は 81 団体となりました。
　2019 年度（2019 年４～ 2020 年３月）に約 97トン の寄贈を受けました。企業・生協か
らの寄贈は 81トン 、フードドライブが 16 トン です。

　主食の米はユーコープ 10.8トン、ミツハシライス
7. 2 トン、生活クラブ連合会 1.2 トンの計 22 トンの寄
贈があり、安定した米の提供につながりました（フー
ドドライブ 2.8 トン含む）。

　大量寄贈となったのは、鎌倉紅谷 5.5 トン、京三製作所 2.9トン、一神 2.9トン、コ
カ・コーラ 5.6 トン、NTT アドバンステクノロジー 4.8 トン、日生協スポーツドリン
ク 5000 本など大型寄贈があり、入庫重量 97 トン（前年 46 トン）で前年比 209％と
なりました。

81 団体とご寄贈の合意書を交しました。許可を頂いた団体のお名前をご紹介し、御礼申し上げます。

　　事業者からの寄贈81トン

「もったいない」 を 「分かち合い」 ・ 「ありがとう」 へ
をモットーに活動しています

フードバンクかながわは

もったいない…
食品ロス削減

代表理事のご挨拶
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　フードドライブ品は16トンで前年の5トンを超え前年比356％となりました。
　ユーコープ 80 店（うち 20 店舗で常設化 )・生活クラブ 22 デポー、宅配ではパルシステム神奈川ゆめコープ・生
活クラブ・福祉クラブが実施しました。 また各労働組合、各 JA、こくみん共済 COOP、中央労金、横浜銀行、イトー
ヨーカドー、イオンなど、フードドライブ実施団体が増えています。

　　　フードドライブ363回 16トン

フードドライブ実施団体を報告し感謝いたします（順不動）
ユーコープ､パルシステム神奈川ゆめコープ､生活クラブ､コープライフサービス､県生協連､JP労組､JP労組女性フォーラム、メーデー
9会場､相模原市若葉まつり､イトーヨーカドー､イオン､NPOアクト川崎､協同組合連絡協議会､県労福協､横浜労福協､川崎労福協､横浜
YMCA､福祉クラブ､相模原市教組､横浜地域連合､湘南台民生委員､ピッピ親子サポートネット､富士フイルム生協､消団連､自動車労連､タ
ニタフィツニイ､JA神奈川中央会､JA神奈川つくい､JAM女性協議会､うらがコープ､横浜銀行､自動車総連神奈川地協､WE21､光明学園高
校､連合神奈川､大和ハウス､Worldfoodnight2019､戸塚地区連合､中央労金､コープライフサービス､辻堂西民生委員協議会､相模原生協運
営協､金泉寺､食のEARTH Fes､㈱パワーステージ､東芝労組小向､農協大会､港南区社協､三浦半島労福協､いま協同が創る全国集会､日立労
組､東電労組､東芝ソシオシステムズ労組､こくみん共済coop､鎌倉女子大中高等部､コープライフサービス

メーデー中央会場の
フードドライブ

中央労金職員のフードドライブ

横浜銀行職員のフードドライブ

ヨコハマwai！wai！フェスタ
でのフードドライブ

生協大会でのフードドライブ

市民と働く者のフェスタのフードドライブタニタフィッツミ―より

横浜資源循環局×
イトーヨーカドーで実施

農協大会でのフードドライブ

生協のフードドライブ  こくみん共済coop職員のフードドライブ

林横浜市長・林経済局長も参加

フードドライブ
市民の分ちあい
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　2018年12月に生活クラブのチラシを見て関心を持っていたところ、フードバンク
に行ってみないと誘われ、ちょっといいことできるかもと参加しました。
　最初来たときに、トドとか熊の缶詰が寄付されていて、ここはどういうところと
びっくり！フードバンクは落ち着いた雰囲気でいい場所だなと思いました。作業は、
すごく楽しいです。いろいろな人に出会えるし、初めて会う人でも、気持ちが同じで、
横のつながりもできます。お米の精米を黙ってやっていても、<あうん>でやり方がわ
かりあえる一体感があります。横浜みなみ生活クラブ金沢コモンズ組合員　川元実和子さん

（トド・熊の缶詰は提供していません）

信頼

協力

フードバンクかながわでの食品寄付から提供までの流れ
　フードバンクかながわは、合意書の締結、食品の保管、賞味期限・破れなどのチェック、
ニーズの聞き取り、中継地点への運搬の拡大など、信頼に応えています。

　フードドライブによる食品を提供するまでには、破れ・賞味期限の点検・仕分け・計
量・組込までおおぜいのボランティアさんの協力が必要です。現在52人の方に登録してい
ただいています。毎週参加の方もあり延べ291名が参加されています。ほかに体験研修も
行っています。

ボランティア52名登録 のべ291名参加

作 業

事業者の寄付
合意書 合意書

自治体・社協相談窓口

施設/福祉関係

食品の必要な食品の必要な
個人へ個人へ

地域のフードバンク

地域食堂/こども食堂

利用申請⇒訪問調査

フードバンクかながわフードバンクかながわフードドライブ

災害備蓄品

入出庫管理 ニーズ聞き取り

仕分け・破れ等チェック

9つの中継拠点

賞味期限は3回点検もったいない

分かちあい・
ありがとう

仕分け 棚入れ計量 整理 組込

精米保管庫 小分け計量 セット 提供

お米を供給するまでの流れ

ボラ
ンティア

ボラ
ンティアさんのさんの声声
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行政・社協の
相談窓口への

ご提供

地域の
フードバンク
などへのご提供

子ども食堂・地域食堂・居場所・施設などへのご提供(合意書締結団体)

【行政】川崎市､相模原市､横須賀市､藤沢市､小田原市､逗子市､伊勢原市､葉山町
【社会福祉協議会】神奈川県､横浜市､金沢区､神奈川区､港南区､鶴見区､南区､都筑区､青葉区､保土ヶ谷区､

西区､港北区､緑区､泉区､栄区､旭区､戸塚区､中区､磯子区､瀬谷区､瀬谷第四地区､藤沢市､藤沢市湘南大庭
地区､ 逗子市､三浦市､綾瀬市､座間市､二宮町､川崎市川崎中央第2地区

【ケアプラザ】富岡東地域ケアプラザ､並木地域ケアプラザ､西金沢地域ケアプラザ､能見台地域ケアプラ
ザ､富岡地域ケアプラザ､釜利谷地域ケアプラザ

【他】戸塚区寄り添い型学習支援事業(湘南とつかYMCA)

フードバンクかわさき､お福分けの会(瀬谷区)､神奈川フードバンク・プラス(横浜・
横須賀)､ワンエイド(座間市)､フードバンク横浜､さくらの森・親子サポートネット
(大和市)､フードコミュニティ(相模原市)､フードバンクひらつか､報徳食品支援セン
ター(小田原市)､たすけあい(小田原市)､食支援ネットかながわ(横浜市)､サテラ(相
模原市)、フードバンクふじのくに、フードバンク埼玉

【こども食堂等】よこすかなかながや、なんとかなる(横須賀市)､みんなの居場所ちゃお運営委員会(相模原市)､駒岡丘の上こども食堂(鶴
見区)､金沢子ども食堂すくすく､みんなの食堂(逗子市)、ひよこカフェ(磯子区)､キッチンうめちゃん(磯子区)､パノラマ(田奈高校・大和東
高校)､こどもすまいる食堂(磯子区)､ひばり食堂(相模原市)､あさみぞみんなのコミュニティ(相模原市)､ぱくぱく食堂(綾瀬市)､ふれあいっ
こ三ツ沢(神奈川区)､相武台団地商店街こども食堂、よこはまユース(中区)､湘南まぜこぜ計画(藤沢市)､芹が谷子ども食堂スナップえんど
う(港南区)､合同会社蔵まえ(藤沢市)､こどもカフェ上郷(栄区)､ひよし食堂の会(川崎市幸区)､つるみおなかいっぱい食堂実行委員会､お結
びころりん(小田原市)､みんなでごはん(金沢区)､樽町なごみ食堂(港北区)､居酒屋町屋(金沢区)､六浦東・まち交流ステーション(金沢区)､
コミュニティしんばし食堂(泉区)､港南台こども食堂みんなのカフェ(港南区)､とまとこども食堂(港南区)､ココドモン島(小田原市)､川上
第一団地健康団地推進協議会(戸塚区)､土谷製材所(神奈川区・子ども食堂)､みんなの食堂(金沢区)､宮ノマエストロ(泉区)､葉桜ひろば(葉
山町)､六会ご縁食堂(藤沢市)､へいあんふれあい食堂(鶴見区)､満腹うえのまち食堂(中区)､きんたろうワーカーズ(南足柄市)､あさみぞふ
れあい夢広場(相模原市)､地域のお茶の間さろんどて(茅ヶ崎市)､コミュニティカフェ6丁目クラブ(鎌倉市)､保育園みつばち(鎌倉市)､結の
樹よってけし(清川村)､地域活動支援センター すぺーす海(金沢区)､地域交流サロンさざなみ(綾瀬市)､「あいおい」みんなの食堂(相模原
市)､こどもエコクラブのじま自然観察探検隊(金沢区)､ちゃっと(保土ヶ谷区)､幸町こども食堂「おいしいね」の会(茅ヶ崎市)､ドリームセ
ンター(藤沢市)､坂の上の弁当屋さん(金沢区)､縁氣CAFE(横浜市)､キッズカフェ杉田(磯子区)､てらこや食堂ラッキーズ(相模原市)､生活者
の社会参加・食育を子どもたちに(藤沢市)､瀬ケ崎西部町内会(金沢区)､地域食堂りり庵(保土ヶ谷区)､満福いずみ食堂(泉区)､たいしょう食
堂(戸塚区)､コミュニティサロンまどか(保土ヶ谷区)､仲町橋食堂(逗子市)､はやま食卓プロジェクト実行委員会(葉山町)

【施設】自立援助ホーム湘南つばさの家(茅ヶ崎市)､社福)中心会 相模原南児童ホーム 川崎市母子寡婦福祉協議会､社福)たすけあいゆいこ
ども家庭支援センターさくらの木(金沢区)､たすけあいゆいキッチンえくぼ(南区)､鎌倉児童ホーム、相模原南自立支援事業所一休､幸保
愛児園(葉山町)

【他】フリースペースたまりば(川崎市)､セカンドリーグ神奈川、地域福祉を考える会(伊勢原市)､CoCoLoの会(逗子市)､さくら茶屋にしし
ば(金沢区)､カナンキリスト教会(中区)､ふじぽけ(藤沢市)､川崎市有馬･野川生涯学習支援施設アリーノ､つるみ未来塾(横浜北YMCA) ､ビー
バーリンク@武蔵新城 みんなの学習塾(栄区)､Café de FUKUSHIMA(宮城県)､ビーバーリンク＠桜木町､スマイルオブキッズ(南区･リラの
いえ)､愛川芸術就継Bみらいのあいの家設立準備会､日本労働者協同組合神奈川事業本部､ワーカーズ・コレクティブ協会､ビーバーリン
ク＠港北､横浜みどりの学校ひまわり(青葉区)､神奈川ゆめ社会福祉財団､いきいき福祉会 ラフェーチェ(青葉区)､クールジャパンダンス
ショーケース2020実行委員会､自由創造ラボたんぽぽ(藤沢市)、つるみ元気塾、災害NPOちゃりte屋♪

　 皆さまへの　皆さまへの　
　　  感謝の言葉　　  感謝の言葉

お米をいただけるようになってから、炊飯器の中に

ご飯がある状態になりました。子どもはそれがうれ

しくて、しょっちゅう炊飯器を開けて確認しています。

子どもの笑顔も見られるようになりました。

いろいろな食べ物をいただけているの

で、食べ物のレパートリーが増えました。

子どもも毎回「これ何？」と聞きながら食

べています。学校で恥ずかしい思いをす

ることも少なくなってきたようです。

中学生の子どもにおにぎりだけですが、お

昼ごはんを持たせてあげられるようになりま

した。それまでは保健室に行ったり、トイレに

行ったりしていたそうです。子どもも毎日嬉

しそうに学校に行くようになりました。

運動会の時にお弁当を作っ

て持っていきました。いつもより

多いおにぎりやおかずに子ど

もたちは大喜びでした。私も

楽しい時間を過ごせました。

お米や調味料を安定し

ていただけるので子ど

も食堂を続けられます。

本当に感謝しています。

　　　提供92トン　141団体　1504回
ありがとう 前年2倍 前年3倍
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支える 大ぜいの団体・市民に支えられて
運営しています

法人の賛助会員：113団体 469口

法人会費：1口10,000円　個人会費：1口1,000円

(敬称略、数字は口数)

花井圭子、内山幹子、桜井薫、大久保明美、野村美湖、佐野めぐみ、荒井喜久美、加藤稔、筒井志乃、小林薫、細井好美、柏木晶子、君島
周子、坂爪則子、藤田ほのみ、篠崎みさ子、谷本治江、斎藤扶美子、種田泉、古賀匡、横田克巳、城田喜子、大石高久、荻原妙子、海田
祐子、真矢公子、野徳恵子、黒木宏子、廣瀬夕紀、成瀬悦子、園田久美子、今関喜代子、勝又恵子、横山緑、執行節子、飯田厚子、金田
知美、浅見里江子、堀祐子、加藤恭子、城田雅江、長谷川由紀子、渡邊智美、原あずさ、谷津英美、橋田菜子、平賀容子、安田寿美子、
原美代子、山村みや子、花俣栄、上石理恵、臼井一美、岡山智子、熊谷百合子、森芳京子、鈴木薫、御﨑律子、山崎和美、森洋子、安桃
子、萩原つなよ、奥村まゆみ、林恵美、市川礼子、沼野香代、河野里美、前地康枝、高木孝代、豊田由紀子、浅野晶子、仁藤名都子、小
堀みどり、市川敏行、田中真人、横井美奈子、月岡まき子、比嘉尚子、岩村悦江、宮田あい子、増田澄恵、米山陽子、金田さゆり、籠嶋雅
代、丸山敬子、櫻井千絵、藤田やよい、佐藤俊哉、増島純子、望月美和子、徳山尚子、吉田律子、増田由紀、宮津裕香、土山雄司、薩本史
朗、藤田誠、西尾洋子、福島光則、塚田美千代、阿部理絵子、海老澤高則、鈴木アイ子、横山純子、山口友範、安藤弥生、吉中由紀、渡邊
たかし、藤田順子、市村あつ子、佐藤有美子、鈴木紀子、井上詠子、楊直子、山谷智子、村井久美、加藤梨絵、佐藤幸子、小澤智子、山口
維子、後藤桜子、秋吉美由紀、今藤法子、平野晴枝、飯島なおみ、宮口紀子、田中蓉子、山口桂子、丸山えつ子、大埜洋子、喜多麗、池田
のぞみ、菱田和実、木下長義、永井譲、麻生裕子、諸星佳代、浦郷由季、武田千恵、丸山善弘、石田昌美、柏木敎一、高橋総一郎、塩原浩
明、佐藤豊秋、當具伸一、中島  康元、吉坂義正、廣田政巳、山口あや子、桝田昌彦、渡邊廣子、贄川恭子、河野幸、田辺芙佐子、中嶋登
代子、大窪昭子、山東美恵子、伊達みゆき、近藤裕子、二宮務、四條信仁、岩堀義一、滝澤欣久、平山純子、菅原和子、堀合純一郎、石川
和弘、石川千鶴子、 山口誠、青木重信、山口卓哉、天野裕明、菅野秀作、舘克則、篠原恭久、政金正裕、中尾隆徳、舘貴子、大島雄二、
松本好雄、加藤雅範、檜垣明宏、佐藤大輔、友添ヨシヒ、林克己、成田仁、奥山英一、佐野誠、濵田卓、立川惣一、荒木良樹、宮田覚史、
白鳥清、野田雄太、川端悠史、安田ノリヒロ、丸山ヒデカズ、阿部嘉弘、庭野文雄、島崎直人

個人の賛助会員：205人 748口

寄付金
累計 
11,606,313円

(敬称略)

(敬称略)

三菱重工グループ労働組合連合会、WE21ジャパンみなみ、早坂毅、富士フイ
ルム生協、神奈川県労働者福祉基金、島岡美智子、生活クラブ生活協同組合、
WE21ジャパンかなざわ、かながわライフサポートセンター、エッコロひろばほ
んもくミモザ、隨念智子、生活クラブ湘南ふじさわコモンズ、イマムラタクヒロ、
連合神奈川チャリティー交流会、JAM神奈川、赤堀ひろ子、ふれあい、飯塚敏路 

マルハニチロ㈱10 味の素㈱10 ㈱あらた首都圏支社10 凸版印刷㈱10
大塚製薬㈱横浜支店10 遠州トラック㈱5 JA全農ミートフーズ㈱10 共栄火災海上保険㈱京浜支店10
日本ハム㈱10 ㈱ミツハシ10 ㈱日立物流南関東10 ㈱カワタキコーポレーション
㈱ヨネヤマ ㈱情報システム工学10 福祉クラブ生活協同組合 富士フイルム生活協同組合10
川崎医療生活協同組合 三菱食品㈱10 ㈱日本アクセス 東京海上日動火災保険㈱10
横浜魚類㈱10 やまゆり生活協同組合 東都生活協同組合10 神奈川みなみ医療生活協同組合
神奈川大学生活協同組合 加藤産業㈱10 安全輸送㈱10 神奈川北央医療生活協同組合
ワーカーズ・コレクティブJam ㈱ダイイチ10 ㈱タカキベーカリー センター事業団神奈川事業本部
国分首都圏㈱ 横浜農業協同組合5 セレサ川崎農業協同組合5 北海道漁業協同組合連合会3
㈱山星屋 ㈱明治 相鉄ローゼン㈱5 医療生協かながわ生活協同組合
NPO法人なんとかなる さがみ農業協同組合5 相模原市農業協同組合5 生活協同組合うらがCO-OP3
日本食研㈱5 日本ロードマーク㈱ ㈱NKトランス5 NPO法人ピッピ・親子サポートネット3
㈱伊藤園 連合神奈川職員労働組合2 川崎地域連合2 神奈川県厚生農業協同組合連合会5
㈱横浜銀行10 自治労神奈川県本部4 JAMオイレス労働組合2 全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部5
㈱ニチレイフーズ5 日産工機労働組合2 日産自動車労働組合2 ㈱神奈川県農協情報センター5
フジッコ㈱10 基幹労連神奈川県本部2 三浦半島地域連合2 神奈川県信用農業協同組合連合会5
日産車体労働組合2 日興電機労働組合2 中地区教職員組合2 オリックス自動車㈱横浜支店10
県中央地域連合2 相模原労働者福祉協議会2 湘北教職員組合2 一社)神奈川県労働福祉センター(ワークピア)3
川崎市教職員組合2 西湘地域連合2 湘南教職員組合2 日本郵政グループ労働組合神奈川県連絡協議会2
相模原市教職員組合2 横浜労働者福祉協議会2 小田原・足柄地域連合2 神奈川県電力関連産業労働組合総連合2
相模原地域連合2 全日本海員生活協同組合3 ㈱三菱UFJ銀行10 神奈川県地方自治研究センター
川崎労働者福祉協議会2 横浜地域連合14 神奈川県教職員組合2 自動車総連神奈川地方協議会2
㈱テイクフォー5 KIホールディングス労働組合2 日産オートモーティブテクノロジー労働組合2
西湘地区教職員組合2 ミツトヨ労働組合川崎支部2 日産労連神奈川地方協議会2
東芝労働組合小向支部2 UAゼンセン神奈川県支部10 小田原・足柄地域労働者福祉協議会2
プリマハム㈱10 住友重機械労働組合連合会横須賀地方本部2 三浦半島地域労働者福祉協議会2
川崎市職員労働組合2 西湘地域労働者福祉協議会2 富士通労働組合プロダクトグループ2
三浦半島地区教職員組合 全印刷局労働組合小田原支部2 電機連合神奈川県地方協議会2
JFE物流京浜労働組合2 三菱ふそう労働組合本社支部2 全駐留軍労働組合神奈川地区本部2
Café de FUKUSHIMA 全日本運輸産業労働組合連合会神奈川県連合会2 横浜労働者福祉協議会東部支部2
ボッシュ労働組合10

神奈川県労働者福祉基金より昨年に続き500万円の寄付がありました ▼
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フードバンクに関する政策研究会

フードバンク情報交換会

横浜市就労準備支援事業協力団体

食支援フォーラム

新型コロナウイルス感染症の対応

　理事会のもとに「フードバンクに
関する政策研究会」を設置し、

①「24時間365日いつでも
　 おいで」をめざすこども食堂
②食品ロス削減を進める行政
③社会福祉協議会の食支援
④行政の食支援

について学習し、提言案をまと
めました。フードバンクを構成
する各団体の学習資料および政
策提言に活用します。

　2020年2月12日県内で連携する地
域のフードバンクの情報交換会を開
催しました。フードバンクかながわ
は直接個人への提供をせず、地域の
フードバンクを通して食支援を行っ 
ています。地域のフードバンクとの
情報交換により、よりスムーズな食
品提供とフードバンク課題の政策提
言にもつなげています。

ワーカーズ・コレクティブ協会の横浜市就労準備事業協力事業
所として、実習生を受け入れています。現在2人目の実習生が来
ています。

　地域で食支援活動を拡げることを目的に、泉区で食支援
フォーラムを開催しました。地域食堂、こども食堂に野菜
や果物を提供するJA横浜、フードドライブに取り組むユー
コープ店舗・リサイクルショップWE21いずみ、横浜市社会
福祉協議会・泉区社会福祉協議会が登壇しました。
　直前に「食品ロス削減の推進に関する法律」が成立。市
民の協同の力を集め、もったいないを分かち合い・ありが
とうに変えるフードバンク活動を紹
介しました。

　2020年3月新型ウイルス感染症が拡がり、拡
大防止策の小中校の休校、休業、雇用の縮小が
進み、行政・社協の相談窓口からの食支援要請
が増大し、3月は平均1.5トン台の米の需要が2ト
ンと1.3倍になりました。こども食堂/地域食堂
は、公的施設の閉鎖、三密の回避から食堂は開
催できなくなりましたが、不安とリスクを負い
ながらも、子どものいる家庭や高齢者世帯への
お弁当や食材の提供を行う活動に取り組みまし
た。また地域にあるフードバンクも利用者への
対応を継続しました。フードバンクかながわで
は、登録団体に聞き取りをおこない、今地域で
今起きていることを通信に掲載しました。

こども食堂に集まれ

ないので、お弁当に変

えて提供しています。

フードバンクを使える

のでたすかります。

臨時休校で、学童保

育は朝から来る子が

増えました。夕飯に

加えて昼御飯が必

要な子がいます。なか

には朝食も必要な子

もいます。

社協の相談窓口でも

食品の緊急提供が増

えています。相談窓口の

備蓄がなくなりました。
フードバンク通信16号・
17号・18号で新型コロナへの
対応を特集しました

寄せられた声

　フードバンクかながわは常温の
食品を取り組んでいますが、構成
団体のJAとの連携により、トライアルとして2,480本
の青首大根を地域のフードバンク・福祉施設・こども
食堂などに提供しました。

JA神奈川県中央会
 × 

三浦市農協
 × 

フードバンクかながわ



学習会/体験研修  128 回 3608 人
　年間128回の学習会を実施し、3608人が参加されま
した。学習会はフードバンクかながわ事務所兼倉庫で
研修体験を取り入れて実施するタイプと、希望先に訪
問し座学で行う場合があります。中には、フードドラ
イブを組み合わせて実施されることもありました。

小
学
生
の
学
び

横浜市会 立憲国民フォーラム議員団 東海大学鎌倉女子大付属中高等部

代表理事

常務理事

理事

監事

事務局長
事務局次長
事務局
非常勤事務局

當具 伸一　   （神奈川県生活協同組合連合会会長、生活協同組合ユーコープ理事長）
𠮷坂 義正　   （かながわ勤労者ボランティアネットワーク理事長、
　　　　　　 　 神奈川県労働者福祉協議会会長）
半澤 彰浩　   （生活クラブ生活協同組合専務理事）
渡邊 たかし （生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ専務理事）
阿部 嘉弘　   （かながわ勤労者ボランティアネットワーク常務理事）
安藤 弥生　   （生活協同組合ユーコープ常務執行役員）
市川 敏行　   （神奈川県労働者福祉協議会事務局長）
大石 高久　   （公益財団法人かながわ生き活き市民基金専務理事）
小林 正明　   （神奈川県生活協同組合連合会専務理事）
鈴木 紀子　   （生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ理事）
高村 文子　   （公益財団法人横浜 YMCA 国際地域事業チーフディレクター）
中村 淳一　   （中央労働金庫神奈川県本部都県営業担当部長）
二宮　務　   （神奈川県農業協同組合中央会専務理事）
藤田 ほのみ   （生活クラブ生活協同組合理事長）
山口 友範　   （生活協同組合ユーコープ執行役員・かながわ県本部長）
井上 雅喜　   （特定非営利活動法人参加型システム研究所理事・所長）
山﨑 剣士郎 （神奈川県労働者共済生活協同組合事業推進部次長
藤田　誠　   （生活協同組合ユーコープ）
土山 雄司　   （生活クラブ生活協同組合）
薩本 史朗　   （生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ）
小林　薫　   （かながわライフサポートセンター・県労福協）
荻原 妙子　   （かながわ生き活き市民基金）

　公益社団法人　  　 　

　　　　　フードバンクかながわ
　〒 236-0051　横浜市金沢区富岡東 2-4-45
　TEL：045-349-5803　FAX：045-349-5804
　Mail：info@fb-kanagawa.com
　2020 年 5 月 5,000 部
　 編集デザイン：企業組合 エコ・アド

HP はこちら→
2018 年   2 月 22 日設立
　　　　10 月 18 日公益社団法人認定

事務局
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第
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学
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高
校

●おうち CO-OP 相模原センター
　相模原市中央区田名 8301-1

●おうち CO-OP 海老名センター
　海老名市上今泉 5-27-45

●生活クラブあやせセンター
　綾瀬市吉岡東 3-7-9

●パルシステム麻生センター
　川崎市麻生区王禅寺西 5-2-14

●フードバンクかながわ倉庫
　横浜市金沢区富岡超 2-4-45

●おうち CO-OP
　藤沢センター
　 藤沢市石川 1-5-11

●おうち CO-OP
　横浜東部センター
　横浜市鶴見区矢向 3-3-47

拡がる中継拠点拡がる中継拠点

●パルシステム平塚センター
　平塚市小鍋島 2108

●おうち CO-OP 小田原センター
　小田原市前川 1-3

●おうちCO-OP横浜瀬谷センター
　横浜市瀬谷区阿久和南4-3-10
　※2020年3月24日より

※2020年3月24日より


