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認定特定非営利活動法人 フードバンク関西
https://foodbankkansai.org/
企業や個人から寄贈された食品を、支援を必要とする人達
を支える非営利団体に無償で分配する活動をしています。
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本年もどうぞよろしくお願いします。
理事長 中島 眞紀

昨年はコロナの影響で、行き場を失った大量の食品が廃棄される一方、収入が激減し食べ
るものにも事欠く人達が大勢いるという社会の矛盾が顕在化しました。そこでそれらを繋
ぐフードバンクが一般に人達の間でも認知されようになり、その活動に対する期待が高
まってきたと感じます。
フードバンク関西でも、学校一斉休校により余剰となった給食食材、イベントの中止で使

い道のなくなった食品などを多く引き取り、福祉施設や困窮する個人へお届けしました。

また、当法人としては初めて、コロナで収入が減った一般世帯や困窮するひとり親世帯か

ら申し込みを受け付けて直接食品を宅配で送る事業を５・６月、１２月に２回実施しまし

た。

この２回の事業を実施するにあたっては、当法人と繋がりのある多くの企業や個人の方々

が賛同し協力してくださいました。また、私たちの活動を見てくださり、食品や資金で応

援してくださる方々もたくさんおられます。それらの方々の、「苦しんでいる人達に何か

したい」という思いを繋いで、今大変な方々に食品を届けると同時に「応援してくれる人

がいる」と伝えられたことは、私たちにとってとても嬉しく光栄です。

まだコロナの収束が見通せない中での新年となりましたが、皆さま方のご支援に応え、多

くの方に食べ物がある安心を届けられるよう、ボランティア一同力を合わせて活動を継続

してまいります。今年もお力添えいただきますようよろしくお願いいたします。

2020年5月・6月 コロナ禍緊急食支援プロジェクト

4月下旬、フードバンク関西は、コロナ禍で仕事を失う等、急激な生活
困難に直面した方々に、何とか支援活動をしなくてはいけないと考え、
緊急食支援プロジェクトを実施することを決め、即実行に移しました。
直接、多くの個人世帯の皆様から申込を受け、緊急支援食品パックを
個人世帯の皆様に宅配で発送するという初めての形でした。

経過
5月 1日 当法人ホームページにお知らせを掲載
5月 7日 申込み受付と発送開始
6月19日 食品の発送を終了

支援実績
発送件数および受益者数 1214件（世帯） 受益者数 4323人
発送した食品の総重量 約12トン（米4.2トンを含む）
宅配発送料 1,005,903円（クラウドファンディングで調達）

申込世帯の状況
① 支援申込者は30代女性が多く、家族人数の平均値は3.6人。
② 家族の年齢構成は小学生が最も多く、幼児や小学生を抱えた、比較的若い

世帯からの支援要請が多かった。
③ 申込理由（記載が多かったもの）
・学校や保育園が休校や休園になり、子どもの世話のため親が仕事に行けない。

・パート、アルバイトの雇い止め。コロナ禍による仕事減少で雇用先に解雇さ
れた。新たな仕事を探すのが困難。

・自営業、2か月間仕事なし、収入無し、あるいは仕事半減による収入減。
残業手当がなくなり減収。

・在宅勤務、子ども達の休校で家庭での食事回数と量が増え、食費が増加。
・休校に伴い、子どもがいるので働きに出られない。

・収入が減ったが税金等固定費支払いが続き、食費を節約。子どもに十分な量、
食べさせることが出来ていない。

食品パックの内容 米一人１㎏ α米、
缶詰 レトルト（カレー・スープ・つゆ類）
インスタントスープ 佃煮類 乾麺 菓子類

クラウドファンディングREADY FORのページ



プロジェクトの成果と課題

食品を受け取った方達から、たくさんのメッセージが送られてきました。一部をご紹介します。

5，6月緊急食支援、食品寄付をして下さった企業と団体 ご協賛ありがとうございました。(敬称略）

2H名古屋 FB愛知 JA兵庫六甲 生活協同組合コープこうべ モロゾフ株式会社 株式会社神戸物産 播磨物産株式会社
とよす株式会社 江崎グリコ株式会社 宝海苔株式会社 マル勝高田商店株式会社 フジッコ株式会社 株式会社ローゼン
ネスレ日本株式会社 株式会社くらこん 株式会社リュリュ・サプライズ 上蓮製麺株式会社 サンナッツ食品株式会社
伊藤忠食品株式会社 旭食品株式会社 日本アクセス株式会社 武田薬品工業株式会社 吉田ピーナッツ食品株式会社

2020年１２月 笑顔になれるひとり親支援食品パック プロジェクト

新型コロナウイルス感染の拡大は、時間経過に従い、生活基盤の脆弱な人

達により深刻な生活困難をもたらしているであろう事を想定し、フードバ

ンク関西は、緊急支援2回目として、子どもを抱えながら不安定な非正規

就労で働く人が多い、ひとり親世帯に対し、子ども達が冬休みやクリスマ

ス、お正月と行事の多い年末年始を少しでも明るい気持ちで過ごせるよう

にと願って、関連企業様や個人からご寄贈いただいた食品を詰め合わせた

食品パックを、12月に宅配で送るプロジェクトを実施しました。

準備として、日頃食品提供をして下さっている企業様に企画を説明し、食

品提供によるこのプロジェクトへの参加を要請したほか、SNSなどを通じ

て、広く協力を仰ぎ、個人の方からの食品のご提供もお願いしました。

経過
11月1日 ホームページへ右のようなプロジェクトの公示

11月1日からインターネットにて申込受付開始 11月6日申込が予定数を越えたため、受付終了

12月1日～12月14日 食品の箱詰め、発送

支援実績

宅配発送数 504件（子どもの数842人 受益者数1346人）

支援食糧 総量 約6トン (その内 米は約１，4トン)

受付条件 ひとり親医療助成を受けている世帯で、食べ盛り（3～6才、小、中、高）の子どもが

いる世帯

宅配発送数 506箱

子ども達と食べ物の大切さ、

大変なときに助けていただいた
事のありがたさ、感謝の気持を
大切にすることを話し合い

ました。

お米やスープ、乾麺など
日持ちのするものが多く、

大変助かります。ひとり親世帯
の上、コロナの影響で突然解雇さ
れ食費を削って生活しています。
フードバンク関西の素早い
援助には本当に感謝して

います。

なかなか明るい兆しが
なく、毎日一人でマイナスな
気持ちになっていましたが、

届けていただいた色々な食材を
見て気持ちが明るくなったような
気がします。一日も早く仕事に
就けるように前向きに

頑張ります。

お金も食べ物も尽きて

いて、途方に暮れていました。
助かりました。今後、余裕が
出来、私が恩返しできるよう
に頑張ります。

子どももなく親戚付き合いも
なく長年の一人暮らしにコロナでの

自粛のところに届いたお米、カレー、
お菓子。本当にうれしい。私より
もっと困っている人達のために

よろしくお願いいたします。

誰かが心に留めていて下さ
る、というその気持ちに
支えられています。

・コロナ禍の前と比較して、家計面での変化
収入が減った世帯 53.3％、
仕事がなくなったあるいは減った世帯 29.9％、
食費を削っている世帯 33.5％
食費以外の支出を抑えている世帯 50.9％

食品パックにアンケート用紙を同梱。返送されたアンケートから分かる申込世帯の状況
発送数504 回答数334 回収率66.4％） （２０２０年１２月末時点での集計結果）

・コロナ禍の前と比較して、精神面での変化
今後の収入面でより不安を感じるが、65.9％
子どもの学習や進路、就職が心配 63.5％

コロナによるひとり親世帯への影響



アンケートに書かれた感想の内、共通して多かったのは、子ども達の大喜びの様子（182/334件）
食品の量と種類の多さに親子でびっくり（122/334件）でした。 自由記述を一部紹介します。

子どもは大はしゃぎでした。「こんなしんせつなひと
がいるの？」と次々に食品を取り出し「上等なもばっ
かりや！」と笑顔いっぱいで、しばらく興奮が冷めま
せんでした。2日位箱に入れたままにしましたが、何
回も見ていました。私は本当にありがたいなーと涙が
出て少しずつ大事に頂こうと思いました。心より感謝
いたします。

ワーっとテンション上がって箱から出して見ていました。
大事な食糧を無駄にしないよう、工夫しながら全て使って
いきたいと思います。9月末で仕事がなくなり次の仕事も
見つからない中、毎日不安ですが、久しぶりに子どもに好
きなだけお菓子を食べさせてあげられると嬉しかったです。

冬休みは私が仕事のため、非常食用のお米を使って
自分達で料理をすると（子どもたちは）張り切って
います。私以上に子ども達の精神面が大変だったと
思いますが、最後にとっても嬉しかったです。今回、
子ども達と沢山の人に支えられて生活できている等
を話す事の切っ掛けにもなりました。

コロナの影響で転職したのですが、次の会社もコロナの為、
閉鎖になり、人生色々と考えました。役所の方からフード
バンクのことを教えてもらい応募しました。すごく落ち込
んでいたときに荷物が届き、すごく感動し、世の中の人達
が協力してくれていることに感謝とともに、生きる勇気を
頂きました。娘の喜ぶ顔が最高に嬉しかったです。本当に
ありがとうございました。がんばって生きます。

親子で過ごす時間が増え、楽しい時間でしたが私
はパートなので金銭の保障がなく不安もすごく感
じます。私がコロナにかかったら子ども達はどう
なるかと心配です。頼る親、親せきがいないので、

「キャー！ 正月越せる！！幸せ！！美味しそう！」
今やるべきことを頑張って将来世の中に役立つ人にな

り必ず返します。

皆様からのご厚意に感謝いたします。届いた時の子ども
達の喜びようをお見せしたかったです。長男もコロナの
影響で失業してしまい、私自身も仕事が戻らず、来年一
月末で退職することになってしまいました。先は見えず
不安しかないですが、希望を捨てずに前に進んでいきま
す。この暖かな贈り物、気持ちが少し癒されました。大
切にありがたくいただきます。

いつもは食べられないお菓子（シャーベットやご当
地クッキー、ポッキーなど）やおいしい非常食を頂
き、大喜びでした。私も以前は自分のお昼ご飯をぬ
いてたりしていましたがおかげさまで美味しい味噌
汁や魚缶詰、おうどんなど食べることができて、大
変助かっています。ご協力してくださた皆さまには
心から感謝申し上げます。

こどもはとても嬉しそうでした。誰かにやさしくされ
て嬉しかったなら、自分も誰かにやさしくしてあげた
ら皆嬉しい気持ちになれるねと伝えました。

こどもは死ぬほどうれしかったそうです。私自身初
めて受け取りましたが、こんなにいろいろとあり、
びっくりしました。ただただ捨てられる食品が無駄
にならず、人助けになるのが当たり前になるとよい
なと思います。

箱一杯の食品に興奮しながら一つ一つ出していまし
た。お菓子はあまり買わないようにしているので、
入っているお菓子にとても喜んでいました。私はお
正月のお餅や豆などもですが、お米に感謝していま
す。今年はコロナの影響で休業する日もあり、収入
面でも厳しく申込みさせていただきました。届いた
箱の中には想像以上にたくさんの食料が入っており、
とても驚き、子どもも興奮していました。まだ小学
生なのでお菓子に喜びクリスマスを楽しみに食べる
そうです。お米やお正月に食べるお餅など、年末年
始前に本当に助かりました。ご提供していただけた
企業様に関わっている皆様に感謝いたします。



私達がさらに活動を拡大できますように、

皆様のご支援をお願い致します。

クレジットカードで手軽に寄付ができます！

●公式ホームページから https://foodbankkansai.org/donate-money/

●郵便振替は窓口にて 口座番号009９０-７-333141

●銀行振込 三井住友銀行芦屋駅前支店 口座番号4032415

※いずれも口座名義は「特定非営利活動法人フードバンク関西」

↑↑こちらからも

お申込みできます。

おこめ
が

2020年は コロナ禍の影響により、フードバンク関西の自主イベントは休止せざるを得なくなりました。

世界食糧月間の10月に、例年企画していた映画会やゼロ円キッチンなどのイベントは、コロナ禍の状況を踏まえて取り
やめにしました。また、毎年の秋の行事、第11回まで継続できたラッフルキルトも開催を断念！ラッフルキルト抽選会
を兼ねた懇親会も取りやめました。 これらの行事を楽しみにして下さっていた皆様には、事前のおしらせもせず申
し訳ありません。

2020年
11月29日

六甲アイランドで開催されたファーマーズフェスタに参加

ご寄付のお願い

フードバンク関西は
「令和2年度 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業」の助成を受けて活動をしています。

パブリックリソース財団「高山弘子基金」「はる基金」 の助成を受けて活動をしています。

2020年11月29日日曜日、六甲アイランドで開催された“ファーマーズフェス

タ”にブース出展をしました。このフェスタは、ジェイカス株式会社主催による倉庫

休日有効活用の初めての試みでした。フードロスやエシカル消費に関心の高い企業や

農家さんが集まり、野菜やこだわりの食品の販売、工作コーナーも設けられ。家族連

れなど約1000人の参加で賑わいました。当法人は、子ども達に人気のお菓子釣りと、

パネル展示を行い、活動アピールをしました。コロナのため制限もありましたが、感

染予防対策を万全に行い、盛況のうちに終了できました。

来年以降も開催が予定されています。来年はコロナを気にせず楽しめるといいですね。

子ども達が喜んだ食品ベスト６

お米、お餅、パスタ・乾麺類、缶詰、レトルト食品

チョコレート菓子、ゼリー、ポッキー
ラムネ菓子、クリスマスクッキー、フルーツ缶

親ごさん達が喜んだ食品ベスト６

多数の企業からこのプロジェクトへの協賛として、クリスマス食品、

越年のための食品をご提供いただきました。感謝いたします。

2020年
11月16日

コロナに負けるな！BE KOBEミライセッション２０２０

「特別感謝賞」受賞！

オンラインで行われたプレゼンの結果、当法人が特別感謝賞(３０万円）とヴィッセル神

戸賞を受賞しました。評価に恥じぬよう活動に励んでまいります。応援して下さった皆

さま、ありがとうございました。

食品をご提供いただいた企業、団体さま（敬称略）

IKEA神戸 伊藤忠商事株式会社 石光商事株式会社 江崎グリコ株式

会社 鹿島建設株式会社 株式会社小倉屋山本 株式会社神戸物産

株式会社日本アクセス 株式会社丹生堂本舗 株式会社電通

株式会社広研 株式会社ローゼン 神戸市教育委員会

生活協同組合コープこうべ セカンドハーベスト名古屋

セカンドハーベストジャパン 東洋ナッツ食品株式会社

西日本高速道路エンジニアリング関西 ネスレ日本株式会社

フジッコ株式会社 フードバンク愛知 エム・シーシー食品株式会社

前原製粉株式会社 モロゾフ株式会社

吉田ピーナッツ食品株式会社

THE J TEAM（ﾌｰﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞ）

その他個人の方々

https://foodbankkansai.org/donate-money/
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.illust-box.jp/sozai/32956/&psig=AOvVaw1j7FAQXUtW-TwJ4D8V4mn-&ust=1604998596899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi-i5CM9ewCFQAAAAAdAAAAABAW

