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第二回フードバンクシンポジウム
を10月15日にJICA地球ひろばで
開催しました。今年のシンポジウ
ムは、フードバンクシステムの全
国的な発展に向けてセカンドハー
ベスト・ジャパン（以下2HJ）が
「フードバンク憲章とフードバン
ク団体ガイドライン（案）」を発
表しました。平日にも関わらず、
支援企業、福祉施設、メディア、
一般から約150名の方々が参加し
ました。
支援企業を代表して、ハーゲン
ダッツ株式会社の溝部政司様と、
福祉施設を代表して、母子生活支援施設むつみ荘の矢
沢利恵様に事例報告をしていただき、普段聞くことが
できない双方の現場の声に参加者は耳を傾けていまし
た。全国から4つのフードバンク団体が集まり、コー
ディネーターに大原悦子様と矢野稔様をお招きして、
それぞれの現状や課題、これからの方向性について発
表しました。今後のフードバンクの持続的な発展に向
けて第一歩を踏み出しました。

第二回フードバンクシンポジウム開催

セカンドハーベスト・ジャパンは、その経験則と多くの
利用者（食品企業や福祉施設・団体）の声をまとめた「フー
ドバンク活動」の理念と具体策、「フードバンク憲章」と
「フードバンク団体ガイドライン」を作成しました。利用
者の安全安心を尊び、それが社会全体の安心へつながる
と考える多くのフードバンク団体に活用してもらえるよ
うに普及に努めていきたいと思います。

憲章とガイドラインについて
  ～どんな安心、安全があるの、フードバンク？～

セカンドハーベスト沖縄　代表　奥平智子様

これから日本各地で活動を本格化させるフードバンク団体の
みなさんにとってもこのガイドラインの持つ意味は大きいと
思います。2 年目の活動である私達もガイドラインの必要性
を感じていましたので、今回のガイドライン作成を聞いたと
きは大変うれしかったです。

NPO法人あいあいねっと 　代表　原田佳子様　

フードバンクを起ち上げて一年半経過しました。フードバン
ク活動をさらに発展させる為には、全国のフードバンクが力
を合わせることが大切と思います。今後ガイドラインの策定
に向けて議論を重ねましょう。右から　奥平智子様　原田佳子様　

参加者の声
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すべての人に、食べ物を。 2009 12月号



今年から様々な方法での食品の提供を始めました。関
東圏内で車両のある施設・団体の方々には、なるべく

今年度、新規で 80 社から食品を寄贈していただき、
お陰様でバラエティーに富んだ食品を扱うことができ
ました。
同時に、昨今の経済状況により、福祉施設・団体から多
数のお問い合わせを受け、関東圏内に新規で 50 の提携
施設・団体が増えました。緊急性が高い施設には迅速な
対応を取っていますが、扱う食品はあくまでも企業から
の「預かりもの」ですので、適切な消費と注意事項を理
解していただいてからの提供を常に心がけています。

ンゴージュースはシャーベットに、グリルチキンは
かつ丼に変身します。毎回さまざまな食品が届けら
れるため、それに対応したメニューを即興で考える
ことが職員の方々の楽しみの一つであり、とても刺
激的だそうです。

「その日に来た食材で、メニューを考えることが楽しみ」
神奈川県横浜市「睦母子支援施設」より

神奈川県横浜市にある「睦母子支援施設」では、毎週
2 回の午後、母子家庭を支援する給食サービス（１食
２５０円）を行っています。給食の基本的なメニュー
構成は、ごはん・おみそ汁・副菜・おかずですが、２
HJ から届いた食品が必ず何かしらの形で使われてい
ます。例えば、トマトホール缶はハヤシライスに、マ

新規の食品提供企業数と、
食品を希望する施設数が増加

新たな協力で、食品の提供エリアを拡大

直接 2HJ の事務所
に引取りに来てい
ただいています。
また、複数の施設・
団体が 1ヶ所に集
まり、そこへ 2HJ
のスタッフやボランティアがまとまった食品を運び仕
分ける方法も始めました。ボランティアグループの「ド
ライバーズクラブ」は、事務所で食品をそれぞれの自
家用車に積み、施設・団体へ配送をしています。現在、
8 名が月に 1～2 回参加しています。他多数のボラン
ティアの方々のご協力で、関東圏内で新たな配送網を
構築することができました。数量を沢山こなすだけで
なく、提供先へのきめ細かい配慮を意識しながら、来
年度もフードバンク活動を広げていきます。

本年度は、配送担当スタッフが１名加わり、また多くの配送ボランティアの方々のお手伝いを得て、
お陰様で昨年度より多くの施設・団体に食品をお届けすることができました。
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全国キャラバン 2009

宮城 2009.9.15

北海道 2009.9.17

北海道教育大学でフード
バンク説明会

福島 2009.9.14

フードバンクふくしまと
ミーティング

富山 2009.10.2
フードバンクとやまと
ミーティング

石川 2009.10.2

フードバンクいしかわと
ミーティング

宮崎 2009.11.30

児童養護施設に食品の配達

高知 2009.11.27

食品提供先へヒアリング

青森 2009.9.18

青森社会福祉協議会と
ミーティング

山形 2009.9.16

青年農家斉藤さんから
農業指導

福岡 2009.11.30

フードバンク福岡と
ミーティング

新潟 2009.10.3

佐渡の農家津田さんを訪問

滋賀 2009.11.25

食品提供先へヒアリング

京都 2009.11.26

フードバンク団体立ち上
げについてアドバイス

兵庫 2009.11.29

フードバンク関西と
ミーティング

ふうどばんく東北
AGAIN とミーティング

「全国キャラバン」とは、２HJのスタッフが、限られた日数と限
られた予算で全国各地をまわる過酷な地方巡業です。交通手
段は車のため車中泊もしばしば・・・。
今年で2年目を迎える全国キャラバンの目的は、大きく2つあり
ます。
1つは全国規模でフードバンクを知ってもらうことです。都市
部と地方を比較するとフードバンクの認知度には極めて大き
な差があります。その差を少しでも縮め、1人でも多くの人に
フードバンク知ってもらう機会として、各地でフードバンク説
明会を開催しています。
もう1点は地方のフードバンク団体とのネットワーク作りです。
今後、２HJが「フードバンクの社会化」を目指す上で、各地に点
在するフードバンク団体との連携は不可欠な要素となります。
将来的には全国各地へ２HJが食べ物を引き取りに行く代わり
に、各地域で提供される食材はその地域のフードバンク団体
が集め、その地域の福祉施設に再分配する方がより効率的で、

地域の活性化にもつながると期待しています。つまり「地産地
消型」の仕組み作りなのです。
これらの目的のもと、今回は福島・宮城・山形・青森・北海道・新
潟・金沢・富山・滋賀・神戸・京都・高知・福岡・宮崎を訪れ、各
地のフードバンク団体や施設のスタッフ、ボランティアの人た
ちと交流をはかりました。地方との連携の端緒としては非常に
実りのある全国キャラバンでした。

旅先でひときわ感じたことは、去年よりも確実にフードバンク
への社会的関心が高まっていることです。この1年間でいくつ
かの新たなフードバンク団体が設立され動き始めました。この

私たちが訪れた都道府県（14カ所）

傾向は今後も続くと予想されます。今後日本でフードバンクが
根付くためにも、私達セカンドハーベスト・ジャパンが責任と自
覚を持ってフードバンクの大きな可能性をより多くの人たちに
伝えて行きたいと思います。

全国キャラバンを終えて



2HJ では、毎週土曜に上野公園で、約 700 人の方に対しあ
たたかい食事の提供を行っています。このような規模の活
動を行うためには、前日に野菜を切っておいて下さる方、
寄付企業に食品を引き取りに行く運転手、配給後に使用し

た鍋を洗って下さる方
など、計 70 人におよ
ぶボランティアの存在
が欠かせません。
ボランティア活動は、
金曜の下準備と土曜の
炊き出し活動の二日間
におよび、土曜は、調
理等の炊き出し準備、

食事の配給、そして片付けの 3 つのシフトから構成され
ています。レギュラーとして定期的に参加する方や、企業
の社会貢献活動の一環として参加する方、学生や日本に暮
らす外国人の方などが、ごはんからデザートまで約 10 品
目におよぶメニューを準備しています。
皆さんも、他のボランティアの方と交流を深めながら、ハー
ベストキッチンで時間の寄付をしてみませんか。参加を希
望される方は、volunteer@2hj.org まで、ご連絡ください。

ハーベストパントリーのような活動は、他にあまり例が
ありません。なぜ日本に必要なのでしょうか？担当のル
ビーさんに聞いてみました。

Q.「ハーベストパントリー」という活動とは？

A. ハーベストパントリーは、2HJ 独自に行っている活動
です。寄付していただいた食品を段ボール箱に詰め、そ
れを緊急支援が必要な家庭に 2週間に１回、3ヶ月間（合
計６箱）お送りしています。お届先は主に、外国人の家庭、
母子家庭、両親が失業した家庭です。

Q. なぜ、2HJ独自の活動なのですか？

A. 日本では、食のセーフティーネットを確保できるシス
テムがありません。経済的な理由で、1 日 3 食得ること
ができない方々へ今すぐ食品を届けられるようにこの活
動を行っています。

Q.食品を詰める時に注意していることはありますか？

A. できるだけ受取り側のニーズに合った食品をお送りで
きるように心がけています。2HJ の担当者が食品を希望
する方にいくつか質問をします。例えば、アレルギーや
病気また宗教上の理由で食べられないものがあるかどう
かお聞きしています。なかには糖尿病で甘い物が食べら
れない方もいるからです。またそれぞれの家族構成もお
聞きしています。幼児がいる家庭には、離乳食や粉ミルク、
子ども向けのお菓子を選んでいます。

Q. お届する食品は、どこから寄付されているので
　 しょう？

A. 個人の方々からの寄贈品は種類が豊富ですので様々な
ニーズに対応でき、企業からの
防災備蓄品も一家庭に適してい
るのでハーベストパントリーに
使わせて頂いております。みな
さまのご協力により、明日の食
べるものに困っているたくさん
の家庭に、「家に食べ物がある」 
という安心感もお届けすること
ができています。

ほかほかのスープは欠かせない一品。
配給前の試食も重要です・・・。

初回参加者に、代表のチャールズより２ＨＪ全体の説明も行っています。
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こんな活動もしています

ハーベストキッチン

ハーベストパントリー



編集後記
年末というあわただしい時期にニュースレターを作成し、バ
タバタになってしまいました。フードバンクに関わる人たち
に 2HJ の活動をもっと知ってもらえるよう、来年度は、発行

部数を増やしたいと思います。今回のニュースレター
は、塩澤拓郎くんと長谷川寛子ちゃんの大きな助けに
より完成しました。二人に心から感謝です！　高原恵
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食品提供企業
ALISHAN
CP
D&Nコンフェクショナリー株式会社
E‒グラフィックス コミュニケーションズ株式会社
Eco Business 
Foreign Buyers Club
株式会社HERITAGE JAPAN
IT エンジニアリング株式会社
SDエンタープライズ・コーポレーション
SMBCフレンド証券株式会社
TODA株式会社
株式会社アーク
アサヒビール株式会社
あずさ監査法人　
株式会社アニバーサリー
イオン株式会社
株式会社壱番屋
伊藤忠商事株式会社
伊藤ハム株式会社
井村屋製菓株式会社　
エグザクト株式会社
エスエス製薬株式会社
遠藤防災事務所
株式会社オーシャンフェロー
株式会社大林流通
オタフクソース株式会社
株式会社カーブスジャパン
ガシー・レンカー・ジャパン株式会社
片岡物産株式会社
株式会社カタログハウス
加地貿易株式会社
加藤産業株式会社
株式会社亀井堂総本店
株式会社カラミノフーズ
カルゲン製薬株式会社
キーコーヒー株式会社　
キッコーマン飲料株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン食品株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
君沢サンヨー株式会社
キャノン株式会社 宇都宮光学機器事業所
キャンベルジャパン株式会社
キユーピー株式会社
株式会社金トビ志賀
グラシオアイスクリームジャパン株式会社
クリタ食品株式会社
株式会社グレープストーン
クレディ・スイス証券株式会社
ゲートブリッジ ジャパン株式会社
月桂冠株式会社
ケンコーマヨネーズ株式会社
兼松株式会社
ゴールドパック株式会社
有限会社小島屋
株式会社コスト・イズ
コストコ ホールセール ジャパン株式会社
酒井食品株式会社
サッポロ飲料株式会社
シマダヤ株式会社
清水食品株式会社
ジャパンゴアテックス株式会社
株式会社真誠
新日本石油株式会社
杉並区 危機管理室 防災課
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
株式会社西友
セティ株式会社

全国共済農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
センザイ通商株式会社
全日本空輸株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
ソヤファーム株式会社
株式会社大門
大和証券株式会社
株式会社たかの
有限会社ダブルヴィジョン
千代田化工建設株式会社
千代田計装株式会社
千代田テクノエース株式会社
株式会社中央軒煎餅
月島食品工業株式会社
テーオー食品株式会社
テーブルマーク株式会社
東海澱粉株式会社
東京デリカフーズ株式会社
東京電力株式会社 TEPCOボランティアセンター
東京マラソン事務局
株式会社ティー・エム・トレーディング
株式会社ティー・シー・シー
ドクターキッチン株式会社
株式会社トンボ飲料
株式会社中村屋
株式会社南嘉社
株式会社ニチオリ
株式会社ニチレイフーズ
日世株式会社
日清キョーリン製薬株式会社
日本アンカー株式会社
日本ケロッグ株式会社
日本水産株式会社
日本精工株式会社
日本タッパーウェア株式会社
日本マッケイン・フーズ株式会社
日本メープルリーフフーズ株式会社
ニュースキンジャパン株式会社
株式会社ネクスティズム
ネスレ日本株式会社
ハーゲンダッツジャパン株式会社
ハーシージャパン株式会社
ハインツ日本株式会社
長谷川香料株式会社
パナソニック株式会社　東京支社
パナソニック電工株式会社東京総務部
パルシステム生活協同組合連合会
株式会社阪急リテールズ
バンドー化学株式会社名古屋支店
ヒーシュタントジャパン株式会社
株式会社ヒガ・インダストリーズ
ひかり味噌株式会社
ヒゲタ醤油株式会社
有限会社ファー・イースト・トレーダー
藤沢興業株式会社
不二製油株式会社
株式会社鮒忠
ブルーダイヤモンド・アーモンド・グロワーズ日本支社
有限会社ブルーパック
株式会社聘珍楼
ベンダーサービス株式会社
マスターフーズリミテッド
有限会社松蔵
松中商事株式会社
株式会社マルハニチロ食品
株式会社マルハン
三島食品株式会社
水野産業株式会社
みずほ証券株式会社

三井住友海上火災保険株式会社
株式会社ミトク
ミニストップ株式会社
株式会社メリータイムフーズ
メリルリンチ日本証券株式会社
森ビル株式会社
モンテ物産株式会社
株式会社山形屋海苔店
株式会社山田養蜂場本社
ヤマサ醤油株式会社
株式会社ユー・エス・ジェイ
株式会社ヨックモック
株式会社ラティーナ
らでぃっしゅぼーや株式会社
株式会社菱食
ル・コルドン・ブルー・パリ株式会社
株式会社ルネサス テクノロジ
株式会社レスキュープラス
株式会社　レストラン・エクスプレス
株式会社ロハスコミュニケーションズ
わかちあいプロジェクト

寄付・出資協力【企業】
Bloomingberg
Caterpillar Inc.
KPMG Business
株式会社 M'sDS
NY Mellon Bank
souzouzone
Xilinx
株式会社エスプレ
株式会社エムズディーエス
キューピー株式会社
クレディ・スイス証券株式会社
株式会社講談社
ゴールドマン・サックス証券株式会社
シスコシステムズ合同会社
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
ステート・ストリート信託銀行株式会社
株式会社田辺経営
株式会社テージーオー
ニュースキンジャパン株式会社
ハートフォード生命保険株式会社
フィリップモリスジャパン株式会社
フォーティーファイブアールピーエムスタジオ株式会社
プレミアワールドワイドムーバース株式会社

寄付・出資協力【教会/寺/学校/団体】
ACCJ
ASIJ
Association of Wives of African Ambassadors in Japan
St. Alban's
St. Paul International Lutheran Charch
TOG
葵会
ウエスト東京ユニオン教会
オリック・へリントン・アンド・サトクリフ外国法事弁護士事務所
外国法共同事業法律事務所 リンクレーターズ
財団法人ガールスカウト日本連盟
京都ロータリークラブ
クリフォードチャンス法律事務所
慶応義塾大学
コンデナスト パブテスト
信濃町教会ぶどうの会
順天学園
消費者関連専門家会議
生活協同組合
正教寺
清泉インターナショナルスクール

大都会
東京アメリカンクラブ The Women's Group
トヤマインターナショナル
日本キリスト合同教会桜台教会
日本聖公会聖オルバン教会
日本労働組合総連合会
フード連合
法照院
本光寺
マリスト国際学校
六本木フランシスカンチャペル

後援団体
株式会社キューソー流通システム
クレアブ・ギャビン・アンダーソン・ジャパン
株式会社テトラ城南
社団法人日本能率協会

寄付・出資協力【個人】※
Kei Sato
Mr. David
OMAR ELNAGGA
イイヅカ ユウコ
イシイ カズオ
オオハラ エツコ
カワカミ リョウイチ
キース・リチャードソン
サイトウ エツコ
ショウダ ヒサコ
ショウダ ヒデコ
ショウダ リョウジ
スズキ コウジ
スズキ マリ
ヒラグチ サトル
フルヨシ ミツコ
マツノブ アキコ
ミサワ メグミ
ヤマダ チズコ

食品提供個人※

アズマ オサヒト
アソウ マサミ
アマノ トモコ
イシモリ マサコ
ウエノ ケイコ
ウチダ ノブコ
エノモト キョウコ
オオシマ ミツエ
オカ カズコ
カナモリデラ ヨシヒコ
カワグチ ナオミ
クリモト カズミ
コンドウ ヒロシ
スガワラ アキコ
セイキョウジ
タカハシ ミエ
ツダ アキコ
ハマサキ マミコ
ハラダ ハチヒロ
ヒロセ カズノ
フクヤマ ケンイチ
フジイ ナオコ
ホシゴエ エツコ
ホンコウジ
マスムラ ユミ
モチヅキ サユリ

（50音順　敬称略）

※スペースの都合上、非常に申
し訳ございませんが、2009 年
度に 5 万円以上又は 5 回以上
お金を寄付していただいた方、
5 回以上食品を寄贈していただ
いた方のみ掲載させていただい
ております。
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2HJ の活動は以下に掲載の方々と、その他多くの団体、個人のみなさまのご協力により成り立っています。
協力企業 個人のご紹介 2009
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HARVEST PROJECT
ハーベストプロジェクトは農業とフードバンクをつなぐ活動です。

農業との取り組みが多い一年でした。2008 年の大根掘り
（埼玉県深谷市にて 4 t 収穫）をきっかけに、「うちにも出
荷できないものがある」と農家の方から多数連絡をいただ
きました。味は美味しいのに、かたちが悪いと出荷できな
いのです。
ハーベストプロジェクトは、ボランティアの方に大人気の
活動です。ボランティアの方々は普段しない農作業を楽し
んでいます。さつま芋植えの時には「東京の人だからすぐ
にバテてしまうだろう」と農家の方が予想していましたが、

意外にも作業が早く進み用意された苗がなくなってしまう
程でした。また、茨城県鹿嶋の農家の方から高齢で田植え
ができないという理由で、二反を貸して頂きました。お陰
様で、今年は 500kg のお米が収穫できました。
ハーベストプロジェクトで収穫した土つきの新鮮な野菜
は、日持ちが長く栄養価も高いので、提供先にも大変喜ば
れています。ハーベストプロジェクトに参加を希望する施
設の方もいらっしゃるので、今後交流の場としても活用し
ていきたいと考えています。来年度は拡大し、さらに有効
利用していく予定です。

伊林 文子

ハーベストプロジェクトでは、生産者の方から作業の指導
だけではなく、ビニールハウスや保管倉庫、農業機械等の
見学、自然農法に関する興味深い話をお聞きすることがで
きました。参加者からは多くの質問がなされ、大人の社会
科見学といった感さえありました。
田んぼの草取りでは、とても８月とは思えない心地よい風
を感じながら作業をしました。稗（ひえ）と稲の区別がつ
かず稲も抜いたと思います。すみません。

参加者の声

芋の苗植えや稲刈りでは、作業の前と後で大きく変わる光
景に、何とも言えない達成感を得ることができました。
日常からちょっと離れてこんな形で農業に触れてみるのも
なかなかいいものです。
今後、耕作放棄地のさらなる有効活用が計画されている由。
今年は猫の手ほどの働きしかできませんでしたが、来年は
虎の手くらいの働きを目指したいと思います。
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今後のイベント
“おいしく食べる ”の科学展にフードバンク紹介コーナー
2010 年 3月 22日までお台場・日本科学未来館において “お
いしく食べる ” 科学展が開催されています。食に関わる最新
技術や課題、安全・健康に関わる情報を、わかりやすく学ぶ
ことができます。「もったいない食品の有効利用」として
2HJ と日本科学未来館が協働してフードバンクを紹介してい
ます。どうぞご来場ください。（詳細は日本科学未来館
http://www.miraikan.jst.go.jp/）

10周年記念WEEK　2010/4/19～ 4/24
フードバンクはお陰様で来年 10周年目を迎えます。
10周年を記念して、2010年4月19日（月）～4月24日（土）
の期間に様々なイベントを計画しています。情報は来年の初
旬にも団体のウェブサイト（www.2hj.org）に UPしますので、
ご覧になって下さい。フードバンクの 10 周年を一緒に祝い
ましょう！
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