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合意書締結団体

寄贈締結団体 260団体
提供締結団体 317団体
行政・社協 61団体
市民団体 256団体

（子ども食堂・居場所・施設・
福祉関係）

フードドライブ回収拠点 344か所

賛助会員寄付状況

団体会員 215団体 682口
682万円

個人会員 307人 1733口
1,733,000円

寄付
2022年度 16,082,026円
累計 70,089,889円

寄贈食品計 18.7㌧

企業・生協等 6.3㌧

フードドライブ 10.7㌧

寄付金購入 1.7㌧

提供食品計 255回 19.6ｔ

行政・社協 51回 3.5㌧

地域フードバンク 67回 7.7㌧

こども食堂等 112回 7.4㌧

施設・福祉・外国
関連

25回 1.0㌧

１月

基本情報 2022年度の累計（2021年度寄贈287㌧提供270㌧）

寄贈 281.3㌧前年同月比135％ 提供 294.2㌧前年同月比142％

提供19.6㌧は前年比79.6％だが、
出庫が入庫を上回る状況は続い
ている。食品の提供締結団体も
増加している。

1月までの寄贈重量累計が281.3㌧
となり、昨年度年間の寄贈287㌧
を超えた。フードドライブ回収拠
点も広がっている。

提 供（出庫）

紙幅に限りがあり、
敬称略で報告します。

寄 贈（入庫）

○事業者寄贈
山崎製パン（パン）、相鉄ローゼン
（米）、ミツハシライス（米）、日
本農産工業、日本食研（たれ・ソー
ス類、冷食）ファンケル（発芽玄
米）、Ｗismettacフーズ、日生協、
ユーコープ、他

○防災備蓄品
東京海上日動火災保険、かながわ信
用保証協会、東京電力パワーブリッ
ド、相鉄、一富士フードサービス
○フードドライブ
イトーヨーカドー（26店舗）、無印
良品（39店舗）、そうてつローゼン、
イオン、横浜銀行磯子・金沢エリア、
大和リース、日清オイリオグループ、
神奈川トヨタ自動車、いすゞ自動車、
スズキ自販湘南、大塚商会、第一生
命保険、三井住友信託銀行横浜西口
支店、マクニカ、岡谷エレクトロニ
クス、東京炭酸、田中歯科医院、丸
全昭和運輸、日本赤十字神奈川県支
部、太陽油脂、神奈川県庁、神奈川
県高等学校教職員組合、神奈川生協
連、金泉寺、日立労組・神奈川県西
支部、県中央地域連合、西湘労福協、
JA湘南女性部、JA神奈川県中央会
JA横浜磯子支店、中央労働金庫神奈
川県本部、他

○米一合運動/プロジェクト
ユーコープ横浜南1エリア会

〇行政・社協・委託 30団体
横浜市・区社協、横浜ひとり親支援
（横浜市母子寡婦福祉会）、相模原
市、横須賀市、鎌倉市、厚木市、海
老名市、茅ケ崎市、葉山町、藤沢市
社協、平塚市社協、逗子市社協、綾
瀬市社協、二宮町社協

〇地域のフードバンク 42団体
神奈川ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ･ﾌﾟﾗｽ、たすけあい、
ユナイテッドかながわ、くろー
ばーマーケット、カナン・キリス
ト教会、お福わけの会、報徳食品
支援センター、食支援ネットかな
がわ、さろんどて、ビーバーリン
ク、国際交流B.P Solution、FBふじ
さわ、FB浜っ子南、FB湘南、他

〇こども食堂居場所等 82団体
ひまわり、キッズカフェ杉田、金
沢こども食堂すくすく、アフリカ
ヘリティジコミュニティ、アス
リード､てらこや食堂ラッキーズ、
ふれあいっこ三ツ沢、宮ノマエス
トロ、横浜みどりの学校ひまわり、
横浜市立大学、おむすびの会、こ
ども食堂がじゅまる、他

〇福祉・病院・外国関係 19団体
ブラジルSoridario、スマイルオブ
キッズ（リラの家）、ＤＶ対策セ
ンター、カラー、かながわ外国人
すまいサポートセンター、自立援
助ホーム湘南つばさの家、他

いとしのエリーズ
（川崎市宮前区）

2021年10月より子ども食堂を開始、現在は月1回の開催時に

5名のメンバーと学生ボランティアが参加し、毎回約150食を準備し

ています。お米は1回に約15㌔を使用しています。不定期にフード

パントリーとして、食料を必要としている家庭や施設へ食材の提供

もしております。

❤ぱくサポ（ひとり親への食品提供会）
のおかげでいつも助かって希望が持て
ました。
本当にありがとうございました。
お米、子どものお弁当にとても
助かっています。前までお米の
心配ばかりしていたので、
こんな日が来るなんて本当に
ありがたいです。
心からありがとうございます。😊

❤ここ最近、市販の食品
の値段が上がり続いてい
るので助かっています。
缶詰や瓶詰はある
程度は保存して
おけるので、
便利に使って
います。😊 ❤たくさんの食品の支援が心の支えになっています。

ご支援くださる皆様に感謝いたします。😊
（NPO法人フードバンク浜っ子南 ご利用者様より）

❤お米やパスタ、餅の量の多さや、魚の栄養価の高い
食品、調味料、菓子類などの種類の豊富さと量の多さがと
てもうれしかったです。自分ではあまり選ばない
お菓子、レトルト食品があり、食をより楽しみ
なががら日々の食生活を送れそうです。
ありがとうございました。😊
（NPO法人フードバンク浜っ子南 ご利用者様より）

食品を利用された方々からの「ありがとうの声」をご紹介します

12月開催の
子ども食堂の
様子

食品受取団体活動紹介

～寄付者メッセージ～
食べる物がないというニュースに「平和な日本で何で？」と心

を痛め、何かできないかと考えていました。米一合プロジェクト
はすばらしい取り組みだと思います。大げさではなく、ごく身近
にあるもので役に立てるのは嬉しいです。全国に広まればいいな
と思います。 （ユーコープ組合員様より）
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フードバンクかながわ
ホームぺージ

1月のフードバンク
企業様のご協力により、冷凍食品の寄贈が順調に増え、年間6㌧の寄贈重量目
標を大幅に超える見通しです。休眠預金活用事業として取組が始まり、冷凍庫の貸
し出しを希望される団体様も増えてきました。冷凍食品はだれにとっても便利で使い
やすい食品です。今後も地域の食支援団体および支援を必要とする方々のニーズを
満たしていければ幸いです。
2月は生協で取り組むフードドライブ品がたくさん届き、フードバンクの倉庫が一杯に
なることが予想されます。支援を必要としている方々に速やかに食品をお届けするため
にも、食品の仕分け・棚入れのボランティア参加にもぜひご協力お願いいたします。

イトーヨーカドー様 大量の
フードドライブ品 お供え餅

川崎区社協様体験研修

電気事業連合様より
寄付金を頂きました

神奈川県生協連様

JA神奈川県中央会様
フードドライブ品

職員の小泉様より
自家栽培の米を
寄贈いただきました

スズキ自販湘南様
フードドライブ品横浜銀行磯子金沢エリア様

フードドライブ品

Wismettac様より
メロゴールド(果物)寄贈

中央労働金庫神奈川県本部
フードドライブ品と米一合運動

シニア連合様
体験研修神奈川県高等学校教職員組合様

日本発条労組様より
寄付金を頂きました

2022年度第2回

食支援活動をステップアップする

情報交換会
（オンライン開催）

冷凍食品のロスを食支援に活用する

2023年3月2日(木)

14時～16時30分
お申込み：2月24日（金）〆切
QRコードまたは以下のアドレスにメールでお申し込み
ください

shirota@fb-kanagawa.com

招待URLをお送りします

冷凍食品のロスの発生
～ロスの発生の現場から～
◆マルハニチロ㈱
サスティナビリティ推進部
主任 志村 遥夏さん

冷凍食品の有効活用の全国展開に
向けた動き
～休眠預金活用の可能性～
◆全国フードバンク推進協議会

代表理事 米山 廣明さん

冷凍食品を現場に届ける中間物流と
フードバンクの工夫
フードバンクでひと手間かけて
◆報徳食品支援センター

理事長 本岡 俊郎さん
冷凍の中間拠点を作る
◆(公社)フードバンクかながわ

事務局長 藤田 誠

冷凍食品はニーズが多い
フードパントリーでの活用
◆NPO法人浜っ子南

理事長 下山 洋子さん
行政支援現場での活用
◆横須賀市地域福祉課

北見 万幸さん

１/７神奈川県生協連賀詞交歓会にてフードドライブを開催しました。 ご協力ありがとうございました。

県労福協様50周年記
念事業による米の
マッチングギフトの
取り組み
12月の2.2㌧に続き
900㎏の米をご寄贈
頂きました

そうてつローゼン様
レジ袋収益金による
米の寄贈
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