
子どもの支援に向け「子ども食堂」や「フードバンク」

等の活動を応援するＳＤＧｓアクションの展開

令和３年７月２９日
神奈川県
ジャパンＳＤＧｓアクション推進協議会



2

事業スキーム（取組例 子どもの貧困対策）

支援団体等

市町村

メーカー・企業等

情報の発信や企業等からの協力に向けた相談、活動団体への橋渡し

地域コミュニ
ティ・商店・
個人 コロナ禍で

かかわり低下

【企業】
ロス食材、流通余剰品等
金融商品等の支援

【地域】

活動への参加、
協力

子ども食堂 ｘ フードロス対策

【県・市町村】
・生活保護、自立化支援、児童養護等
・協力金支給
・子ども食堂等の立ち上げに対し補助金交付
・こども食堂立上げ希望団体等に対し、ｱﾄﾞﾊﾞ
ｲｻﾞｰ派遣、相談等のｻﾎﾟｰﾄ

共助
公助

コロナ禍において、多様な主体による「共助」の取組みが、大きな役割を果たしている。
県が旗振り役となり、「誰ひとり取り残さない」というＳＤＧｓの理念を共有するパートナーの
皆様とともに、ＳＤＧｓアクションとして、課題解決に向けた活動の輪を拡げたい。

【県】
率先、旗振り
後押し

フード
バンク

支援や取組の輪が広がりつつあるが、
増えるニーズに対し、参画、関心を広げたい今回の取組
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コロナ禍における生活困窮の特徴
【神奈川県】
母子世帯・父子世帯
約 50,000世帯

生活困窮者相談（新規）
Ｒ１ 16,523件
→ Ｒ２ 57,455件

緊急小口資金貸付（新規）
Ｒ１ 197件
→ Ｒ２ 69,835件

新たな困窮層が生まれている。

〇 一定のくらしを維持してきた世帯層の生活
水準へも影響（住宅ローン破綻、学費破綻）

〇 非正規雇用者の失職、シフト減少等による
家計への影響。特に、非正規雇用者の７割を
占める「女性」等への影響

・生活保護、自立化支援、児童養護等
・子ども食堂等の立ち上げに対し協力金や補助金交付
・子ども食堂立上げ希望団体等に対し、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣、相談等のｻﾎﾟｰﾄ

行政(県・市町村)による公助の取組(例)

【(参考)受給世帯比率の高い市区町村(県調べ)】
横浜市中区、川崎市川崎区、綾瀬市、箱根町、湯河原町、愛川町

共助
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子ども食堂、フードバンクの活動とＳＤＧｓ＜一例＞

ｺﾞｰﾙ 内容

ひとり親家庭などへの支援による子どもの貧困の解消

フードバンクを通じた食品提供及び子ども食堂を通じた栄養バランスが取れた食事の提供

栄養状態の改善、コミュニケーションによる健康的な生活習慣の実現

食料資源の効率的な利用、社会課題解決に取り組む社員の働きがい

社会面におけるつながり、包括的かつ持続可能な暮らしやすい街づくり

天然資源の持続可能な管理と効率的な利用、食品ロスの減少、廃棄物の発生防止に
よる廃棄の大幅削減

余剰食品の焼却廃棄によるＣＯ2排出を防止

持続可能な社会に向けたパートナーシップ活動
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子ども食堂とは
食事の提供を通じて 「地域交流の拠点」「子どもの貧困対策」 の機能を果たしている。

・開催頻度や場所、主体、メニューなど多様な形態で運営（有志）
（県調査 月３回以上21％、月２ ９％、月１ 20％、2か月に１回 27％）

・無料・低価格の食事の提供
・貧困の方や子どもだけでなく、誰でも利用可能
・コロナ禍以前は学習・体験機会の提供が可能
・箇所数 大幅に増加中（※１）

2016年 2019年 2020年

319 3,718 4,960

【神奈川県内】
288か所(R2.10）

• (※１)出典 こども食堂全国箇所数調査2020 NPO法人全国こども食堂支援センタ・むすびえ ■参加者関係 厚生労働科学特別研究事業「新型コロナウイルス感染症流行下における子ども食堂の運営実

態の把握とその効果の検証のための研究」（2020年）



賞味期間残２か月以上の食品、
災害備蓄品の寄贈・提供
常温保管可能食品、米
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フードバンクの活動（例：フードバンクかながわ）

【参考：神奈川県内のフードバンク活動団体等】

【地域福祉と環境保全の増進に寄与】
・食品関連企業からの食品の受入・保管・整理
・生活困窮者支援団体や地域フードバンク活動団体等への食品及び情報の提供
・食品ロスの削減、フードバンク等に係る調査 etc
・食品ロス削減推進法(R1.10~）・・国・自治体の施策としてフードバンク活動の支援が規定

団体名称 所在市町 団体名称 所在市町

フードバンク横浜 横浜市 サテラ 相模原市

神奈川フードバンク・
プラス

横浜市 フードバンクふじさわ 藤沢市

セカンドリーグかながわ 横浜市 ワンエイド 座間市

フードバンク浜っ子南 横浜市 フードバンクひらつか 平塚市

フードバンクかわさき 川崎市 報徳食品支援セン
ター

小田原市

フードコミュニティ 相模原市 (ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ等で県が把握できているもの)

フードバンク
かながわ

寄贈者(企業・
行政・個人）

子ども食堂や
支援団体

受取団体数

18年 19年 20年

93 157 214

寄贈量(t)

18年 19年 20年

46 97 210
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コロナ禍における 子ども食堂やフードバンクの現状等
（子ども食堂運営者・フードバンクが感じる課題(県による聞き取り等)）

子ども食堂 フードバンク

活
動

・ 密回避のため、受入人数や開催回数等を制約。
弁当や食材を個別に提供するパントリー形式でも実施。

・ ボランティアスタッフ、人手の確保が難しくなっている。

・ 必要としている子ども・家庭に、情報が行き届いてい
ない。
・ 専門家による衛生管理の知識やノウハウ等の提供
が必要。

・ 子どもへの教育（社会学習など）

・ フードバンクやフードドライブ活動について、一般的な
認知が乏しい。企業にはフードバンクを是非活用して
ほしい。税額控除可）

・ 食品の提供量よりも、「需要」のほうが多い。
コロナの影響により、学生や芸妓所などにも支援先が
拡大。

・ 食品の倉庫となる場所が不足。冷凍食品は、今後、
補強したい分野。

・ 輸送は課題。

モ
ノ

・ 必要な食材、食器等の調達が困難。 ・ 生鮮食品は、保存が難しく、地産地消等の方策が
最適。

資
金

・ 輸送や施設の維持等にどうしても資金が必要。
感染対策も経費として新たな負担。

・ 増加する需要に対応するため、食料購入に寄付金
を充当。
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【事例】多様な主体による「共助」の取組みの拡大

【地方銀行】
フードバンク応援私募債

社債の取扱を通じて、多くの
発行企業及び取扱銀行が、
フードバンク活動へ理解を
深め、さらに賛同・支援。

【信用金庫】
地域の「子ども食堂」応援
定期預金の発行

定期預金の発行を通じて、
多くの預金者(県民)＆発行

する信用金庫が、子ども食
堂活動に認識を持ち支援。

【フードドライブ活動】

家庭で余っている食べ物を
学校や職場などに持ち寄り
寄付する活動

【ロス対策ｘ食品寄贈】
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食品ロス～御社・貴団体の状況やご家庭はいかがでしょうか

【食品ロス 神奈川県内推計(2018年度）】
(事業系) 27.7万t(数値は精査中）
<製造業 9.0万t 卸売業1.7万t 小売業4.5万t 外食産業12.5万t>

(家庭系) 22.2万t →１人あたり66ｇ（お茶碗半分）
<未開封食品等の直接廃棄 20% 食べ残し 58% 過剰除去 22%>

（※ 2017年度 日本全体では１人あたり132gの残）

【事業所】となりの部署では何か
（例）
・ 相当量の材料調達
・ ラッピング不良、流通時の箱の欠損
・ 季節商品やサンプル品の残、検品時の残り
・ イベント企画品
・ 実は、廃棄に手間とコストを要している

etc・・・

【ご家庭】賞味期限忘れ、買いすぎetc･･

（夏休みの自由研究課題に・・）

この機会に御社・貴団体、またはご家庭で「自分ごと」として確認を

本部

ＳＤＧｓ 営業 商品 総務

経営



【このあと、取組みを紹介いただく方々（敬称略）】

齊堂 美由季 みずほリサーチ＆テクノロジーズ(株)社会政策コンサルティング部

食・栄養分野、地域共生社会を主なテーマとして、受託調査や実証事業を多数経験。こども食堂が地域にあることで生まれる価
値に魅力を感じ、特に民間企業とこども食堂との連携について、取材・情報発信に取り組む。

和田 信一 子ども食堂「よこすかなかながや」代表

＜よこすかなかながや＞

2017 年横須賀市池上に古民家を借りて改修、オープンした「子ども食堂」。コロナ禍以前には週３回の夕食、朝食は平日毎日
提供していたが、現在は、感染症対策で利用できる人数も減らし、工夫しながら運営を行う。夕食は月曜日から土曜日まで毎日、
中高生にはお昼のお弁当、朝食は学校のやっている平日毎日提供。
なかながやに通えない子どものいる家庭には食材の配達も行う。
HP: https://yokosukanakanagaya.jimdofree.com/

藤田 誠 公益社団法人フードバンクかながわ事務局長

＜公益社団法人フードバンクかながわ＞
2018年４月事業運営開始。十分安全であるにもかかわらず廃棄されてしまう食料の寄贈を受け、支援を必要としている生活困
窮者等への支援、相互扶助の社会づくり、食品ロス削減を目指し神奈川県全域を対象エリアとして活動。横浜市金沢区。
HP：https://www.fb-kanagawa.com/


