
浦川 豊彦

南校区講演会

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
食品ロスと貧困の双方向の架け橋フードバンク

2019.７.22　

獣医師・医学博士

ボランティアの原点とフードバンク



1954　福岡県門司市生まれ、小学２年時コレラパニック経験

1977　宮崎大学獣医学科卒業、獣医師

1977～　久留米大学医学部微生物学教室助手、医学博士

1987～　英国３年 (Oxford大学ウイルス学研究所、London大
学衛生および熱帯医学校)、ケニア４年 (国際動物病研究所)、
タイ半年など国内外の大学と研究機関に勤め、分子生物学・微
生物学・自律神経免疫学・炭酸泉の専門家

わたしの略歴

2017～　フードバンクくるめ 代表



人類進化とボランティアの原点　食の共有と互酬性

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=食品ロスと「食品ロス削減推進法」の成立

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２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』



九州北部豪⾬災害
ボランティア

2017



ボランティア活動とプロボノ活動
・ラテン語のボランタス(Voluntas)：自由意思、自発的にする
・(半ば)強制された社会奉仕ではない

ボランティア活動

プロボノ活動
Pro Bono Publico
for  good  public

社会人が自分の専門知識やスキルを
活用する社会貢献



⼈類進化とボランティアの原点



人類揺籃の地

赤道



乾燥化
湿潤

ジャングル

マントルの湧き出し

乾燥化

東アフリカの大地溝帯=リフトバレーと乾燥化

⻄〜中央
アフリカ

1,000〜800万年前
から地溝帯形成

キリマンジャロ⼭
5,895m

ビクトリア湖

マサイマラ
動物保護区

ナイロビ



サバンナ＠マサイマラ動物保護区



人類進化に伴う 食の共有･支え合う社会
熱帯雨林 → アフリカ大地溝帯のサバンナ → 全世界へ拡散

700万年前
ヒトとチンパンジー
の共通祖先から進化 20種以上の⼈類の祖先たち

⼆⾜歩⾏
⽯器の発明と利⽤

遺伝子の違い
1.23％

ヒト間の遺伝子の違い
最大0.12％

ホモ属の⼩集団(150⼈程度)が⾷と安全を
共有する社会をつくり脱アフリカ
毎⽉の性周期で多産を獲得
⾔葉はせいぜい７万年前、表情･⽩⽬で意思疎通

ホモ･サピエンス
ホモ･エレクトス



ホモ・エレクトス
ホモ・サピエンス

ホモ・ネアンデルターレンシス 

アウストゥロピテクス
・アファレンシス

人類進化の系統樹

NHKスペシャル『人類誕生』2018より

ホモ・
ハビリス

パラントロプス
・ボイセイ

華奢
だが
石器
を発
明

19万年前

北京原人
ジャワ原人

ネアンデルタール原人

現生人類

屈強

華奢
だが
高度
に精
巧な

石器
を発
明･共

有

屈強
で体
毛薄
く

世界
拡散

氷河期

ホモ・
ハイデルベルゲンシス

ホモ・フローレシエンシス

小型原人

一部交雑



70万年前の石器加工現場＠オロゲサイリス, ケニア



アフリカ各地の石器 ---手斧

火打ち石 黒曜石 水晶



火山ガラス＝黒曜石＠ナイバシャ湖, ケニア



黒曜石＠伊万里･腰岳 487ｍ

黒曜石＠大分県･姫島



北海道の約２万年前の旧石器時代の石器

現代の尖頭器 再現実験

夕張メロード



約1300年前の北海道湧別オホーツク文化遺跡

北海道立北方民族博物館



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 2018『人類誕生』より



ホモ･エレクトスは肉食で脳の発達とこころの進化を獲得

NHKスペシャル 2018『人類誕生』より



ホモ･エレクトスは食を共有した

NHKスペシャル 2018『人類誕生』より



NHKスペシャル 2018『人類誕生』ドマニシ遺跡170～180万年前（グルジア）

ホモ･エレクトスが食を共有した証拠



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

　 小児麻痺（ポリオ）に罹り、十数年は寝たきり状態だったと言われる人骨。女性で

17〜18歳と思われる。寝たきりだったため、他の縄文人に助けられながら生きていた

と考えられる。

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
ヒトと類人猿との違い (人間の特質)

　・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( 食の共有 )

　・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



オキシトシンの新しい生理学的作用

•脳下垂体ホルモンの一つ
•９つのアミノ酸からなるペプチドホルモン
•かつては女性ホルモンの一つと教えられた
•その生理作用は分娩時の子宮筋収縮、乳汁分泌
•子宮筋収縮薬、分娩促進剤として活用
•ところが男性の脳内にも普遍的に存在する
•ハッピーホルモンの一つ
•出産の痛みを忘れさせる効果



⾷品ロスと貧困の架け橋
フードバンク活動



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
1942年ナチスの攻撃を受けたギリシア市民へ５人のオックスフォード
市民が食糧･古着を送ったのが始まりで1948年古着屋オープン

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

(2017)

億万長者の資産は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 (日本を除く)

格差と貧
困



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



絶対的貧困
世界の半分が貧困ライン
(１日２ドル) 未満で暮らし
まともな食事が摂れない

ケニア ナイロビ市内
キベラ・スラム

ストリートチルドレン



絶対的貧困地域の小学校









アフリカの諺



アフリカの諺



相対的貧困

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

相対的貧困
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」

432.6

417.0

360.2

-56.8

-55.6

377.0

万円
450
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400

過去20年で55万円減に

13% 減

14% 減



過去20年間の各国民間部門 時給の変化



日本と先進国の貧困ラインの推移比較

(2000～2015)

(1999～2014)

貧困ラインが下がったのは⽇本だけ

日本共産党 志位和夫事務所

OECDおよび全国消費実態調査



バブル崩壊以降の貧困層の増大
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貧困世帯 過去20年で約2.5倍に
貯蓄ゼロ世帯 約3.5倍に



0

125

130

135

140

145

150

155

160

165

1999 2004 2009 2014

所得が最も少ない下位10%層の等価可処分所得の推移

日本共産党 志位和夫事務所

万円
162

154

140

134

28万円
17% 減

120

生活弱者であるほど賃金低下の影響が大きい



財務省統計

大企業諸指標の推移

毎⽉勤労統計偽装？

常時従業員数300人以上

446兆円



内閣府「国民経済計算年次推計」

労働分配率の推移

%

小泉内閣 民主党内閣 安倍内閣

人件費
生産された付加価値

労働分配率

労働者派遣法「改正」



年収別 消費税8%と10% (複数税率)の負担率

しんぶん赤旗

国民が「広く、薄く」負担する消費税は「公正・公平」な税制？
消費税の逆累進性

貯⾦・借⼊⾦・⼿当  等での⽣活
税率10%複数税率あり

税率８%の段階

１%



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：26.8％ (2018年度6,436人、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)



第⼆⼗六条
国⺠ 、法律 定 、 能⼒ 応 、
教育 受 権利 有 。
国⺠ 、法律 定 、 保護 ⼦⼥ 普通

教育 受 義務 負 。義務教育 、 無償 。

⽇本国憲法

（教育 機会均等）
第四条 
３ 国及 地⽅公共団体 、能⼒ 、経済的理由

修学 困難 者 対 、奨学 措置 講 。

教育基本法



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（2,849人）、中学２年生対象（2,492人）
•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
22.1%

９ポイント差



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

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 2019年度から就学援縮小へ
７〜８万円／ ⼈ ・年

2018年度 26.8％ (6,436名)

2019年度 22.6％ (推計 5,468名)

西日本新聞 2018.12.12

23.53％ (2015 福岡県平均)

認定基準(⽣活保護の1.3倍)の厳格化
 （社会保険料控除の廃⽌）

受給率

4.2％ 約1,000⼈分削減



保護者の年収と小６生の正答率 2014

お茶の水女子大学



日本における貧困の特徴

孤独・孤立感いっぱいで、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

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)

貧困の世代間連鎖



弱者を敵視する社会

貧困強制社会

現代日本社会への私の危惧



困窮を示す数々の指標を見て、
目に見えない貧困で溺れる子どもたち･人々をイメージできますか？

2018.6.26   少子化問題で『今は食べるのに困る家はない。
こんなに素晴らしい幸せな国はない』(二階自民党幹事長）



もし目に見えない溺れる子どもたち･人々をイメージできるなら



何とかしてみんなで助けてあげよう
「当たり前の支援」



第⼆⼗五条
国⺠ 、健康 ⽂化的 最低限度 ⽣活 営 権利 有 。

国 、 ⽣活部⾯ 、社会福祉、社会保障及 公衆衛⽣
向上及 増進 努 。

⽇本国憲法

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～



17の持続可能な開発目標 ---- 国連サミット2015採択
2030年まで



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

産業衰退

単⼀セクターから協働へ

官(行政)
産(企業)

民 (市民･住民団体)

学 (学校･学術団体)

複雑・広域な社会問題・課題

金 (金融)医療･介護

ネットワークづくり

仕組み づくり



フ
Ⅰ
ド
バ
ン
ク

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
子ども食堂など

食品ロスと貧困との目に見える双方向の橋渡し=フードバンク

年間食品廃棄量
1,900万トン(～2,700万トン)

643万トン(～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
50〜100

円/kg 集
届

「もったいない」から「ありがとう」へ



日本の食品ロス
643万トン (2016年農水省推計)



農林水産省　朝日新聞改

食品流通の商慣習で発生する食品ロス
1990年代に⼤⼿⼩売りの始めたルールが⼀般化

フードバンク



フードバンク事業は多目的事業

生活困窮者福祉事業 ----- 食料支援

子どもの福祉事業 ----- 子ども食堂、母子家庭食料支援、農業体験

高齢者福祉事業 ----- 地域食堂

障がい者福祉事業 ----- 食料支援

環境対策事業 ----- 食品ロス削減

防災事業 ----- 災害時の食品等配送、災害食備蓄、災害時の炊出し

防犯事業 ----- 子どもの万引きから始まる犯罪化抑制

農業活性化事業 ----- 農業者との連携

モニタリング事業 ----- サンプル食品の市場調査に協力

費⽤対効果 抜群!!



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

福岡県のフードバンクの歴史
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

2019年　フードバンク大牟田 設立

2019年　福岡県フードバンク協議会 設立



食品ロスの削減の推進に関する法律成立 2019.5

・・・・。まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災
害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供することを含
め、できるだけ食品として活用するようにしていくことが重要である。・・・・

6 未利用食品等を提供するための活動（いわゆるフードバンク活動）の支援等
（1）関係者相互の連携の強化
　国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べる
ことができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手す
ることができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動
に係る関係者相互の連携の強化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

（2）民間の団体が行う活動に対する支援
　国及び地方公共団体は、民間の団体が行う (1) の活動を支援するために必要な施
策を講ずるものとする。



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

主任児童委員経由での個別困窮家庭

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

融通

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

受益者サイド

他フードバンク

高齢者生活支援団体
路上生活者支援団体

一時保管
マッチング

連携
集

届

教会

生活自立支援センター子どもの居場所

母子家庭グループ



業務用食材卸会社のNPO「フードバンク協和」

西日本新聞

年間廃棄は500万円分、1,000種類



フードバンク北九州 “ライフアゲイン”原田昌樹理事長講演会
2015.10.3



フードバンクくるめ 設立総会
2017.4.29





城島中心から六五郎橋へ



六五郎橋から城島中心へ



フードバンクくるめ城島倉庫&事務所

⼟地⾯積：614m2（186坪）

建物：鉄⾻造スレート葺２階建て  １階倉庫：154坪 ２階事務所：10坪



ホームページ
www.fb-kurume.com

メーリングリスト

「フードバンクくるめ」で検索



整理・陳列棚とコンテナ（久留⽶市キラリ補助⾦100万円）

賞味期限の
ラベリング

常温食品の保管（分別・陳列）



業務用冷凍冷蔵庫玄米保冷庫
新品18万円

米や生鮮･冷凍食品の提供

中古10万円

業務用冷凍･冷蔵庫･精米機･保冷箱

業務用冷蔵庫
中古15万円

プレハブ１坪冷凍庫
中古17万円

精米機
寄贈

総額 84万円
保冷箱と保冷剤 24万円



2017と2018年度の取扱量実績とコスト

kg

月

3.0 トン 14.3 トン

食品１kg提供するコスト：約87円

うち市の負担分：39 - 7 = 約32円
補助金 固定資産税



常温食品
水 & 飲料品

冷凍

果物
野菜

玄米･精米

災害食

トマト、人参、ジャガイモ、そらまめ、
玉ネギ、キャベツ、白菜、大根、枝豆、
ナス、ネギ、冬瓜、レタス

プラム、桃、梨、
柿、キウイ、
八朔、苺

アイスクリーム、アイスケーキ、
冷凍おせち、杵つき餅、ソラマメ

アルファ化米、カンパン、カロリーメイト

2018年度の取扱い食品の重量ベースの内訳





2018.10ソフトクリーム＠子ども食堂



アイスケーキ＠子ども食堂 2018.12







みのう農民組合から梨の寄贈

2017.10



みのう農民組合から柿･米･味噌･人参の寄贈

2018.1



みのう農民組合からプラム・桃の寄贈



柿狩り農業体験会 2018.11

500kg（1,500個）の収穫、規格外50kgをフードバンクへ



１泊２日のエンドウ豆の収穫農業体験会 2019.5

⼤⼈19名+⼦ども30名=合計49名の参加



白菜の収穫 2019.３



食品支援先 団体への引渡し

宮ノ陣子ども食堂　ひこうき雲 無料塾



子ども食堂のメニュー

レタス

柿

⽶

⼈参

タマネギ

⼦どもも⼤⼈も100円



子ども食堂の様子＠安武子ども食堂



子ども食堂の様子＠久泉子ども食堂



漢字学習支援＠久泉子ども食堂



体験学習支援＠久泉子ども食堂

しめ縄づくり

町
内
史
跡
巡
り

光
フ
ァ
イ
バ
１
実
験



こども食堂１年で1.6倍、過去を上回る
ペースで増え続け、3700ヶ所超



福岡

佐賀

⻑崎

⼤分

宮崎

熊本

⿅児島

149

48

20

41

32

21

27

子ども食堂　九州338ヵ所に広がる　１年で1.6倍に

西日本新聞　2019.1.3

高齢者、保護者の居場所にも　役割多様化、孤立防ぐ施設に

子どもの平均参加人数27.9人
高齢者・障がい者・保護者の参加
地域交流の場としての機能
不登校の改善、家庭の不和の緩和
ネットワークが生まれつつある

必要な情報が届いていない
特に来て欲しい子どもに？
地域の理解がない
資金面、食材･人材確保に課題



西日本豪雨被災スーパーからの寄贈 2018.７



西日本豪雨被災スーパーからの寄贈



2018年７月18日　西日本新聞 筑後版



久留米市から災害備蓄水・食の寄贈

備蓄水：約1,200本
備蓄食：約2,000食

2019.３

( 備蓄食合計：40,000食 )



冷凍おせちの寄贈 2019.1



食品支援先 団体への引渡し
久留米越冬活動の会（ホームレス支援団体、1991～）



地域食堂での活用 2019.１



支援先団体：32（対象人数：子ども約1,000名、大人約1,000名）

子ども食堂：８ +５

地域 (コミュニティ) 食堂：5

生活保護家庭向け無料塾：１

児童福祉施設：１

障がい者福祉施設・放課後デイケア施設：5

校区高齢者支援団体：2

久留米市社会福祉協議会、筑後市社会福祉協議会、

柳川市社会福祉協議会、佐賀市生活自立支援センター

地域子どもの居場所•学習支援：１

路上生活者支援団体：１

母子家庭グループ：1

教会：１

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

2013～

2016～

2017～

2019～

フードバンクさが
2019～

2016～



福岡県主導の県下フードバンク連携推進３ケ年計画

食品ロスが大量に発生する福岡市地域
　・食品製造工場
　・大手食品物流
　・港湾

(公財) 福岡県リサイクル総合研究事業化センター (リ総研)

エフコープ宗像

鶴田事務所･倉庫

フードバンク北九州

フードバンク福岡

フードバンクくるめ

米等の農産品

筑豊 京築

空　白
ふくおか筑紫
フードバンク

フードバンク大牟田

福岡県フードバンク協議会

八幡東区事務所･倉庫

2019～



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
食品ロス削減推進法の具体的運動･施策提案
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し、持続性の担保
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の活用
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
地域におけるフードドライブの普及と定着化 ---- 今年度からのテーマ



フードバンクくるめ の活動上の現時点での課題

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年度発足時の税金支払い額：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 ---- パート事務員一人も雇えない

専用車両を持てない ---- 軽の保冷車が欲しい

高額施設改修費が捻出困難 ---- 水道と水洗トイレなし



フードバンク支援の方法

1) 資金支援=寄付をする。

2) 正会員・賛助会員・団体会員になる。

3) 現物（事務所備品･備蓄食品など）を寄付する。

4) 地域のフードドライブで家庭に眠っている食品を提供する。

5) ボランティアとして運営や活動に参加する。

6) 情報（生活困窮家庭、支援先団体、食品提供企業等）提供する。



私の個人的体験に基づくエピソード

善意の連鎖･先渡し

Pay it forward

恩送り



Pay it forward 恩送り　　  恩返し Pay back

明治〜昭和初期時代の平均寿命

45歳前後
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

82歳

現在の平均寿命

国民病



日本の主要な死因別 死亡率の年次推移

ストレプトマイシンの輸⼊開始 1949

ストレプトマイシンの国産開始 1951

ピーク
1918 (T7)

257⼈



ペニシリン=世界初の抗生物質にまつわる誕生秘話
1928

アレキサンダー･
フレミング発⾒

1939〜
ハワード･フローリー教授の
Oxfordチームによる開発

1941〜
戦略物資として
アメリカで実⽤化

1976 出版

2009 BBC TV映画



２ヶ月住んだOxford郊外Old Marstonのフラット



Oxford大学 サー･ウイリアム･ダン病理学校



病理学校の当時のスタッフ

ヒートリー
チェーン

フローリー



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



オックスフォードチームによるペニシリン培養と分離精製
純度の向上

ペ
ニ
シ
リ
ン
・
ガ
I
ル
ズ

半
自
動
ペ
ニ
シ
リ
ン
分
離
装
置

ペニシリン･カップ検定法



ノーマン･ヒートリー博士  当時77歳



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

ヒートリー

チェーン

フローリー

全人類は彼らに恩義がある。

大学植物園前のバラ園

10名



ご静聴ありがとうございました


