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任意団体「フードバンクくるめ」　代表

地域の民間セーフティネット
フードバンクくるめ

2018.11　

獣医師・医学博士

ボランティアの原点とフードバンク

人類進化とボランティアの原点

本日お話しすること

格差の拡大と貧困の増大
絶対的貧困と相対的貧困
食品廃棄=フードロス
フードバンクの歴史と海外の事情
日本のフードバンクの誕生と現状
フードバンクくるめ１年目の到達点と課題

＜エピソード＞ 恩送りの例『ペニシリンの発見と実用化』

人類の進化に伴う食の共有･支え合う社会
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人類進化の系統樹

NHKスペシャル『人類誕生』より
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ホモ･エレクトス

人類の脳容量の変化と心の進化

がっしり長身、体毛少ない
汗をかく長距離走が可能

NHKスペシャル『人類誕生』より

ホモ･エレクトスは生活弱者を扶養した---福祉の始まり

NHKスペシャル『人類誕生』ドマニシ遺跡170～180万年前（グルジア）

北海道　入江貝塚 縄文遺跡 (縄文後期 約4,000年前)
縄文人が障がい者を手厚く介護した証拠
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洞爺湖町教育委員会

私たちボランティア活動の源泉と『見返り』

山極壽一 京都大学総長･学術会議会長 (霊長類研究者) の指摘
0 0

　・食べ物の共食性 … 狩りや採取から食べ物を持ち帰り、分け合う

　・互酬性 … もらったら返そう、してあげたら返ってくる期待

きょうしょく

ごしゅう

近年の脳科学の研究成果
 感謝したり、感謝されたりすると脳内刺激伝達物質としてのドーパミ
ン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィンなどの分泌が促進され、
幸福感が増す。
　全身の自律神経系では、副交感神経優位になって、組織や臓器の修復・
血流促進・リンパ球の活性化・消化吸収排泄の促進などが行われる。
その結果、心身とも健康になれる。

やまぎわ じゅいち



たった８人の大富豪の資産は 全人類の下位半分=37億人分と同じ

貧困を克服するための活動を支援する国際協力団体

格差と貧困

“Reward Work, not Wealth  資産ではなく労働に報酬を” (2018年提案)

(2017)

大富豪の資産は2010年以降、毎年平均13％増加
一般的な労働者賃金は、毎年平均２％の増加

日本の富裕層上位40人の資産は 下位世帯半分=6,300万人と同じ

日経新聞

(2012～2016)富裕層 資産倍増、貯蓄ゼロ世帯 急増

格差と貧困

貧困≒経済的困窮とは

ただ低所得というだけではなく、それが故に生活の中に
困難・不利がたくさん起こる不公正な状態

(小田川華子 首都大学東京教授)

社会生活 をいとなむための『必要』を充足する資源の
不足・欠如

(一般的な定義)

世界の半分が貧困ライン
(１日1.9ドル) 未満で暮らし
まともな食事が摂れない

N



アフリカの諺

アフリカの諺

中央値の半分
213万円

所得金額階級別世帯数
の相対度数分布

先進国の相対的貧困率比較

中央値 427万円

平均的な生活ができない貧困

労働者平均年収の推移

厚労省「毎月勤労統計」
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財務省統計

大企業諸指標の推移

日本と先進国の貧困ラインの推移比較

(2000～2015)

(1999～2014)

バブル崩壊以降の貧困層の増大
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所得が最も少ない下位10%層の等価可処分所得の推移
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生活弱者であるほど賃金低下の影響が大きい



全国･福岡県･久留米市の生活困窮に関する指数

国

県

市

全国の相対的貧困率：16.3％ (2013)→15.6% (2016)
ひとり親世帯の相対的貧困率：54.6％ (2013)

福岡県全体の貧困率：24％
18歳未満の若年人口83万人のうち19万人が貧困状態
子育て世帯の貧困率：19.9％ (2012)

生活保護世帯数：5,097 (2016)
生活保護率：2.20％ (2016)
ひとり親世帯数：3,757世帯 (2.85%、2016)
就学援助率：25.3％ (2014の全市平均、全国15.6%)
新１年生就学援助入学準備金支給対象者数：
　　　小学校：730名、中学校：770名
朝食欠食児： 約７％ (小学生３～６年)

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018
•2017年９月実施の無記名・郵送回収アンケート調査
•市内の小学５年生、中学２年生対象
•回答率　各々46％、37％
•３分野 ---- 所得（等価可処分所得122万円）、家計の逼迫度（公共料金や家賃の
滞納･医療抑制など17項目）、子どもの体験･所有物の欠如（11項目）
•困窮層（2～3つに該当）、周辺層（いずれか１つに該当）、一般層（該当なし）

7.5％ 14.6％ 77.9％

生活困難世帯

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

区分 ふたり親 ひとり親
母子世帯

ひとり親
父子世帯 その他

全体 79.3 11.3 1.4 6.6

困窮層 54.7 38.2 1.8 4.1

周辺層 66.3 23.8 1.2 7.2

一般層 84.1 6.3 1.4 6.7

世帯構成 ％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

経済的な理由で経験したこと

項目 困窮層 周辺層 一般層

水道･電気･ガスのどれかを止められた
ことがある 9.4 2.4 0.2

家賃の支払いができなかった 19.4 1.8 0.6

医療機関の受診ができなかった 43.5 7.5 0.6

新しい衣服や靴を買うのを減らした 91.8 54.5 30.1

趣味やレジャーの出費を減らした 76.5 52.7 28.9

％



久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

経済的な理由で子どもにしてあげられなかったこと

項目 困窮層 周辺層 一般層

子どもを医療機関に受診させることが
できなかった 24.1 3.0 0.3

子どものための本が買えなかった 24.7 4.5 0.1

子どもに必要とする文房具や教材が買
えなかった 14.7 2.7 0.1

学習塾やスポーツなどの習い事に通わ
せることができなかった 67.6 26.2 6.4

旅行やレジャーに連れて行くことがで
きなかった 75.9 44.6 14.4

％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

貧困と虫歯

項目 困窮層 周辺層 一般層

未治療の虫歯がある 13.5 12.0 6.5

虫歯があるが治療予定がない 30.4 25.0 18.3

％

朝食摂取

項目 困窮層 周辺層 一般層

朝食を週に１回食べる・食べない 5.4 2.7 1.6

朝食を食べない理由が、用意されてい
ない・食べるものがない 7.1 3.4 2.9

％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

子どもの学習状況（小５生）

項目 困窮層 周辺層 一般層

授業が分からないことが多い・ほどん
ど分からない 15.3 3.6 2.6

授業以外での勉強は全くしていない 14.1 11.9 7.3

学習塾、家庭教師 20.0 22.2 32.2

大学への進学希望 25.9 30.9 41.9

％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

子どもの学習状況（中２生）

項目 困窮層 周辺層 一般層

授業が分からないことが多い・ほどん
ど分からない 20.5 18.5 9.8

授業以外での勉強は全くしていない 14.6 15.6 5.7

学習塾、家庭教師 29.3 35.6 53.9

大学への進学希望 30.5 37.0 52.9

％



久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

現在の生活意識

項目 困窮層 周辺層 一般層

現在、自分の生活は充実している 28.8 57.2 77.8

将来に希望を持ている 17.0 43.0 63.5

今の生活でつらいことの方が多い 66.4 40.9 18.7

働いても働いても生活が楽にならない 86.4 65.0 30.7

いろいろなプレッシャーに押しつぶさ
れそうな気持ちになる 70.6 47.9 32.2

％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018
希望通りの進学ができると思うか
項目 困窮層 周辺層 一般層

思う 55.3 70.1 81.0
思わない 42.0 25.3 15.1
無回答 2.7 4.5 3.8

％

希望通り進学できないと思う理由
項目 困窮層 周辺層 一般層

子どもの希望と異なるから 4.8 21.9 29.3

子どもの能力から考えて 12.7 19.2 17.7

経済的に余裕がない 81.0 43.8 4.7

％

久留米市子どもの生活実態調査結果 2018

近所・地域での付き合い

項目 困窮層 周辺層 一般層

困った時に、何でも相談し助け合える 1.2 3.9 4.1

困った時に、内容によっては相談し助
け合える 12.9 19.0 24.7

世間話をする程度 22.9 28.0 29.7

挨拶をする程度 47.6 41.5 36.6

ほとんど付き合いがない 15.3 6.9 4.2

％

日本における貧困の特徴

孤独・孤立感でいっぱいで、相談相手がいない

“恥の文化”に由来する世間体と自己責任論で、声を上げられない

自己肯定感や幸福感がないか低い

将来の夢・希望がない

希望する教育が受けられない

学習欲の低さ、勉学心が湧かない ---- 貧困の世代間連鎖

居場所がない

万引きなど非行・犯罪の始まり

不安定雇用の拡大・賃金の低さ ---- 働く貧困層(ワーキングプア)

2019年10月の消費税率10％への増税は貧困層を直撃するはず



年収別消費税8%と10%(複数税率)の負担率
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消費税の逆進性
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生活困窮者自立支援法
自治体に相談窓口 ---- 生活自立支援センター
支援プラン作成、家賃相当額の支給、就労支援など
子ども学習支援 ---- 無料塾

2015年４月～

社会問題･課題の解決に社会的企業･団体の出番

貧困問題

少子化問題

食品ロス

高齢化
地域コミュニティ崩壊

人口減少
農業

貧困の世代間連鎖

伝統産業衰退

t

官(行政)
産(企業)

民 (市民団体)

学 (学校･学術団体)

N l N

金 (金融)医療･介護

g u
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食べられるのに廃棄される食品
(食品ロス＝フードロス)

生活困窮世帯や
福祉施設など

フードロスと貧困問題の橋渡し=フードバンク

年間食品廃棄量
1,900万トン(～2,700万トン)

621万トン(～900万トン)

輸入食料の半分 111兆円

食品と
思いやり

マッチングと収集･配送

孤立・疎外感

経済的な貧しさ
人間関係の貧しさ

廃棄費用
約100円
/kg

x O fl



フードバンクの誕生と各国事情

1967年アリゾナ州でJohn van Hengelが初のフードバンク(FB)設立。
 USDA 米農務省はFBへの資金援助（2014年約53億円）と農家や食品製造
業者から余剰農産物の買取り、FBへ提供。
税法上の優遇措置（個人や企業の公益非営利法人への寄付金を損金算入）
連邦法「善きサマリア人の法」（万が一の食品事故の場合、善意行動に対する
免責）あり。
カナダ、オーストラリアもFBへの予算配分あり。寄付への税控除制度あり。
フランスの理念は「食料の無駄との戦い、配分、寄贈、無償、奉仕活動奨
励」で、2016年売り場面積400㎡以上のスーパーに対し食料品廃棄に罰金
を科す法律制定。廃棄する代わりに慈善団体に寄贈する契約を締結促進。FB
への寄付も税控除対象。イタリアもほぼ同様。
韓国は1998年のアジア通貨危機からFB設立。国策の一環として、主に国営と
地方自治体による運営。

日本のフードバンクの歴史

2002年　チャールズ・マクジルトンによるセカンドハーベストの設立。
2003年　ブライアン・ローレンスによるFB関西の設立。
以降、セカンドハーベスト名古屋・沖縄、FBいしかわ、FBだいち、FB山
梨 ------ 現在全国約80団体が活動中

2013年　フードバンク北九州「ライフアゲイン」設立
2016年　フードバンク福岡、ふくおか筑紫フードバンク 設立
2017年　フードバンクくるめ 設立
2018年　フードバンク大牟田 設立

福岡県のフードバンクの歴史

農林水産省　朝日新聞改

食品流通の商慣習で発生するフードロス
wms rn

フードバンク

製造業者

卸売･輸入業者

小売店

農家･農民組合･農協

里親家庭

児童養護施設
子ども食堂・地域食堂

個別困窮家庭

生協

母子生活支援施設(母子寮)

フードバンクでの食品の流れ

自治体･企業(災害備蓄食料)

フードバンクくるめ

供給･寄贈サイド

家庭･職場
家庭菜園･市民農園

レストラン

災害時等の炊き出し･食糧支援

ノークレームの約束
転売しない約束
もしもの損害賠償
輸送の負担明確化

ノークレームの約束
転売しない約束
優先順位の基準化

受給者サイド

他フードバンク

生活困窮相談窓口
路上生活者支援団体

一時保管
マッチング

シングルマザー
教会



６月から３月末までの10ヶ月分総量：3,088 kg

) )39

フードバンクくるめ の2017年度の取扱量実績

kg

支援先団体：24（対象人数：子ども約800名、大人約900名）
5 k g

 7 

29 3

5

5

フードバンクくるめ の食品支援先団体

フードバンク北九州

フードバンクくるめ

フードバンク福岡

福岡県下のフードバンクと空白地域

空　白ふくおか筑紫
フードバンク

京築筑豊

フードバンク大牟田
大牟田

2013～

2016～

2017～

2018.8～

(仮)フードバンクさが
準備中

今後のフードバンクくるめ 活動計画の概要

食品寄贈 企業･団体･個人･農家の更なる開拓
常温食品 　 冷凍食品 　 冷蔵食品(生鮮食品)
支援先 団体･困窮家庭の開拓
支援先拡大 ---- 子ども食堂･地域食堂･福祉施設 　  個別生活困窮家庭
食品の管理と保管体制･倉庫施設の充実
会員数と募金の拡大、安定的な財政基盤の確立
ボランティアの確保、特に女性、管理栄養士
遅くない時期にNPOもしくは一般社団法人化
県内フードバンク間連携の強化　　福岡県フードバンク協議会設立へ
災害対応の準備 ---- 久留米市との災害協定締結、災害食の備蓄
佐賀県団体への支援 ---- 生活支援センター、(仮)フードバンクさが設立支援



フードバンクくるめ の活動上の現時点の課題

財政上の不安定さ ---- 会費と寄付金に依存。補助金は運営費（電気･電話･ネ
ット･損害保険料･固定資産税など月に約4万円）に使えない。

税制上の優遇措置が全くない ---- 固定資産税･不動産取得税･登録免許税
（2017年度の支払い額：11+22+17=50万円）

法人化（NPOもしくは一般社団法人）のメリットが少ない ---- 福岡県
はNPOの不動産取得税の減免措置がない（少なくとも15府県で実施済み）

数少ないボランティアだのみ ---- 事務員一人も雇えない。

専用車両を持てない ---- 保冷車が欲しい

施設の改修費が捻出困難 ---- 事務所にエアコン、水道と水洗トイレなし

n m g

n
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u

Pay it forward 恩送り　　  恩返し Pay back
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乳幼児死亡率の低下
栄養･衛生状態の改善
結核の克服 - - - 抗生物質の登場、BCGワクチンの普及
戦争から平和の時代へ
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国民病

日本の主要な死因別 死亡率の年次推移
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ペニシリン=世界初の抗生物質にまつわる誕生秘話
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生化学者ヒートリー博士の考案した陶器製 青カビ培養器

尿瓶

Without Heatley, no me. ヒートリーがいなかったなら今の私は存在しない

“All mankind is in their debt.”

オックスフォードチームによるペニシリン開発記念 石碑

全人類は彼らに恩義がある。


