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一般社団法人全国フードバンク推進協議会 ※1 （所在地：東京都東小金井市、代表：米山けい子）の呼び

かけにより、2017年12月1日から2018年1月31日の間で全国フードバンク推進協議会に加盟する12団体

が、156ヶ所の拠点を設けフードドライブを実施しました。その結果、前回の約21トンの2倍となる計43トンの

食品が一般家庭から寄付されました。寄付された食品は、各地のフードバンク団体から福祉施設や母子家

庭等、生活に困窮する世帯への食料支援に活用されます。 

食品ロス（まだ食べられるにも関わらず捨てられている食品）は、日本国内では年間621万トン発生している

と推計されています。また、日本の子供の貧困率は13.9％（2015年時点）、実に7人に1人の子どもが貧困

状態で暮らしており、膨大な量の食品が捨てられている一方で十分な食事をとれない子ども達がいます。 

フードバンクは、食品ロス削減や子供の貧困対策の一環として現在注目を集めており、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。しかし、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、食品ロスの削減や

支援に必要な食品の確保、フードバンク活動※2の認知度向上を目的として全国フードドライブキャンペーン

を実施いたしました。今後も毎年定期的に全国的なフードドライブを実施し、フードバンク活動を推進するこ

とにより、食品ロスの削減や貧困対策に積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食品ロス削減」の関心高まる 

「第3回全国フードドライブキャンペーン」 

実施結果のご報告 

前回比で2倍、４３トンの食品が一般家庭から寄付されました 

報道関係各位 

■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運動を指します。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国民運動的に行

われています。フードドライブは地域の中で集まった善意の食品を地域福祉に活かす取り組みです。 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

一般社団法人全国フードバンク推進協議会 担当：事務局長 米山広明 

                   Ｅ－ｍａｉｌ：info@fb-kyougikai.net  TEL：080-6895-5796 



 

※１ 全国フードバンク推進協議会概要 

団 体 名：一般社団法人全国フードバンク推進協議会 

代 表 者：米山けい子 

設 立 年：2015 年 11 月 13 日 

所 在 地：東京小金井市梶野町 1-2-36 東小金井事業創造センターKO-TO 内 

HP：http://www.fb-kyougikai.net/ 

事業内容：政策提言活動、広報活動、フードバンク団体へのノウハウ支援、食品寄贈の仲介 

加盟団体：2018 年 2 月現在 24 のフードバンク団体が加盟 

 

 

※２ フードバンク活動とは 

一般家庭からの余剰食品や、まだ安全に食べられるのに包装の印字ミスや、外箱の変形などで通常の販

売ができない食品を企業から引き取り、福祉団体や食品の支援を必要とする生活困窮世帯に無償で提供

する活動。 

 

 

 

 

                                        

                                         
                            

 

 

 

 

 

フードバンク活動概要図                        食品支援先の家庭 

  

＜本件に関するお問合せ先＞ 

一般社団法人全国フードバンク推進協議会 担当：事務局長 米山広明 

                   Ｅ－ｍａｉｌ：info@fb-kyougikai.net  TEL：080-6895-5796 
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■第３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 

 

 

（２）拠点情報 

 

① 一般社団法人フードバンク秋田 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

秋田市社会福祉協議会 秋田市八橋南 1 丁目 8-2 018-862-7445 

秋田ベイパラダイス 秋田市土崎港西 1-10-45 018-816-0710 

潟上市役所庁舎 潟上市天王字棒沼台 226-1 018-853-5314 

マックスバリュ広面店 秋田市広面字堤敷 19 018-834-2828 

マックスバリュ茨島店 秋田市茨島 4-3-18 018-896-5211 

マックスバリュ泉店 秋田市泉北 1-11-17 018-888-3222 

マックスバリュ港北店 秋田市土崎港北 7-2-20 018-880-5711 

マックスバリュ河辺店 秋田市川辺和田字北条ケ崎 14-8 018-882-3008 

フレスポ御所野 秋田市御所野元町 1-1 018-889-6370 

団体名 住所 連絡先 

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 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 

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 

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 

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 法人フードバンクとくしま 
〒770-0942 徳島県徳島市昭和町 3 丁目 35－2 労

働福祉会館ヒューマンわーくぴあ 
088-679-1919 

フードバンク高知 
〒780-0052 高知県高知市大川筋 2 丁目 3-29 いこ

いの場「あいあい」内 
088-875-4751 

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

14-17 
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 



 

 

 

② 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 

クロステラス盛岡 盛岡市大通 3 丁目 4-1 019-626-5911 

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 盛岡市内丸 12-2(本館 5 階) 019-626-7509 

岩手県公会堂 盛岡市内丸 11-2 019-623-4681 

ふれあいランド岩手 盛岡市三本柳 8-1-3 019-637-4466 

盛岡市社会福祉協議会 盛岡市若園町２−２ 019-651-1000 

盛岡市見前南地区公民館 盛岡市西見前 13 地割 50 番地 019-601-6735 

盛岡市西部公民館 盛岡市南青山 6-1 019-643-2288 

盛岡市保健所 盛岡市神明町 3-29 019-613-8356 

赤石公民館 紫波町日詰駅前 1-10-2 019-676-3999 

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 

滝沢市役所 滝沢市中鵜飼 55 019-684-2111 

滝沢市社会福祉協議会 滝沢市中鵜飼 47-1 019-684-1110 

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 

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 

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 

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 

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 番地 3 0192-54-5520 

 

 

③ NPO 法人フードバンク茨城 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

北茨城市社会福祉協議会地域福祉

交流センター 
北茨城市磯原町本町 2 丁目 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 

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

食と農のギャラリー葵（あおい） 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 丁目 1 番 39 号 029-227-2225 
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コープ水戸店 水戸市元吉田町 1048-1 029-246-1421 

みと・まち・情報館 水戸市南町 2 丁目 6-10 029-306-9500 

茨城県総合福祉会館 水戸市千波町 1918 029-241-1134 

NPO 法人 フードバンク茨城水戸支部 水戸市栄町 2 丁目 3-28 029-231-1649 

水戸市社会福祉協議会福祉ボランテ

ィア会館 
水戸市赤塚 1 丁目 1 番地 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 

笠間市役所本所 笠間市中央三丁目 2-1 0296-77-1101 

笠間市友部社会福祉会館 笠間市美原 3-2-11 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 

老人福祉センターいわま 笠間市泉 159 0299-45-6520 

友部中学校 笠間市中央四丁目 1 番 1 号 0296-77-0073 

四季健康館 小美玉市部室 1106 番地 0299-48-0221 

コープつちうら店 土浦市小松 1 丁目 4-27 029-825-0231 

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 

土浦市総合福祉会館 土浦市大和町 9 番 2 号 ウララ 2 ビル 4 階 029-821-5995 

龍ケ崎市地域福祉会館 龍ケ崎市馴柴町 834 番地 1 0297-62-5176 

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

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

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 70 取手市藤代市庁舎 1 階 0297-83-7341 

コープうしく店 牛久市南１-18-33 029-873-2023 

牛久市役所 牛久市中央 3 丁目 15 番地 1 029-873-2111 

牛久市立中央図書館 牛久市柏田町 3304-1 029-871-1400 

牛久市 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 番地 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 

竹の台自治会 竹の台会館 牛久市上柏田 1-15-7  

牛久市ボランティア・市民活動センタ

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

明治安田生命保険相互会社牛久営

業所 
牛久市中央 5 丁目 2-10 029-873-5156 

NPO 法人 フードバンク茨城生活協同

組合パルシステム茨城 うしくセンター 
牛久市牛久町 1024-1 029-874-3001 

つくば市社会福祉協議会 本部 つくば市筑穂 1 丁目 10-4 つくば市役所大穂庁舎内 029-879-5500 

つくば市 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 

つくば市民大学 つくば市東新井 15-2 ろうきんつくばビル 5 階 029-828-8891 

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 

守谷市役所 守谷市大柏 950 番地の 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 

株式会社 竜商事 農協そば 
かすみがうら市下稲吉 2633-14 JA 茨城千代田直売

所内 
0299-37-7502 

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 番地 0297-57-0123 

つくばみらい市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 

常総市社会福祉協議会石下総合福

祉センター 
常総市新石下 4365 0297-30-8789 

鹿嶋市社会福祉協議会総合福祉セン

ター 
鹿嶋市大字平井 1350 番地 45 0299-82-2621 

 

 

④ 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 

甲府市社会福祉協議会 
甲府市相生二丁目 17 番 1 号（甲府市役所南庁舎 3

階） 
055-225-2116 

都留市社会福祉協議会 山梨県都留市下谷 2516-1 いきいきプラザ都留１階 0554-46-5115 
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山梨市社会福祉協議会 山梨県山梨市小原西８４３−４ 0553-22-8755 

南アルプス市社会福祉協議会 山梨県南アルプス市寺部６５９ 055-283-8711 

笛吹市役所生活援護課 山梨県笛吹市石和町市部８００ 055-261-1905 

昭和町社会祉協議会 山梨県中巨摩郡昭和町押越６１６ 055-275-0640 

昭和町社会福祉協議会 
山梨県中巨摩郡昭和町押越 955-1 地域福祉センタ

ー 
055-275-0640 

中央市社会福祉協議会 山梨県中央市下河東 620 055-274-0294 

市川三郷町社会福祉協議会 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門４１６-１ 055-272-4179 

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

早川町社会福祉協議会 山梨県南巨摩郡早川町草塩８８ 0556-45-3003 

身延町社会福祉協議会 山梨県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 山梨県南巨摩郡南部町 内船 8812 0556-64-2075 

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

フードバンク山梨事務所 山梨県南アルプス市百々3697-2 055-298-4844 

 

 

⑤ 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 

京都生活協同組合コープパリティ 京都府京都市右京区西京極東池田町４ 080-3841-8715 

 

 

⑥ NPO 法人フードバンクとくしま 回収拠点 

拠点名 住所 連絡先 

フードバンクとくしま事務局 
徳島市昭和町 3 丁目 35-2 ヒューマンわーくぴあ徳島

305 
088-679-1919 

 

 

⑦ 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 

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 

北九州市立南丘市民センター 小倉北区熊谷１丁目 26−15 093-582-7328 

北九州市立池田市民センター 八幡西区茶屋の原 1 丁目 6−3 093-618-2188 

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 

北九州市立平野市民センター 八幡東区桃園 4 丁目 1－1 093-661-1584 



 

北九州市立環境ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 八幡東区東田 2 丁目 2－6 093-663-6751 

環境・コミュニティーセンター若松 若松区本町２丁目 9−4 093-582-2175 

北九州 ESD 協議会 小倉北区魚町 3－3−20 中屋ビル地下 1 階 093-531-5011 

北九州市立大学 小倉南区北方４−２−１ 093-964-4004 

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

NPO 法人フードバンク北九州ライフア

ゲイン事務所 
八幡東区中央 2-14-17 093-672-5347 

 


