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～「もったいない」を

「ありがとう」に～

－フードドライブ実施マニュアル－



コンテスト実施要綱フードドライブとは？

近年、このフードドライブが全国各地で実施されており、群馬県庁でも職員を対象にした

フードドライブを実施し、集めた食品を県内のフードバンクに提供しました。

フードドライブにより集めた食品の流れ

フードドライブ実施主体は、個人（家庭）及び企業などから、まだ食べられるけれども、

余ってしまった食品を回収します。

２

フードドライブとは、家庭で余っている食べものを学校や地域、職場などに持ち寄り、

それらをまとめて地域の福祉施設や団体、フードバンクに寄付する活動です。

写真：職員によるフードドライブで集まった食品
と食品回収の様子（県庁生協前）

フードドライブ実施主体は、フードドライブにより回収した食品を、フードバンクに引き

渡します。

フードバンクは、寄贈された食品を台帳などに記録するとともに、一時的に保管し、要望

に応じ、福祉施設や団体等へ食品を提供します。

※ フードドライブ実施主体が福祉施設・団体等へ直接、食品を提供する場合もあります。

フードドライブ実施主体

届ける 届ける

フードバンク 福祉施設・団体など

フードドライブにより集まった食品 フードバンクで記録・保管 支援を必要としてる人・団体に配送

実施時期 実施場所 寄付食品数

第1回 R2.9月 県庁舎 133点

第2回 R2.10月 県庁舎 160点

第3回 R3.3月 県庁舎 175点

第４回 R4.1月
県庁舎

地域機関
1,718点

○県庁フードライブのこれまでの実績



コンテスト実施要綱フードドライブ実施手順

フードドライブにより集めた食品をフードバンクなどの提供先に引き渡すまでには、提供

先の選定、提供先との連絡調整、実施の周知、食品の回収受付、回収食品の集計、引渡しと

いくつかの手順を踏んで、準備を進めていく必要があります。

フードドライブを実施する際は、以下の流れを参考にしてください。

・食品の提供先としては、フードバンクのほか、こども食堂、児童養護施設、
障害者福祉施設、生活困窮者支援団体等が候補に挙げられます。

・食品提供先の選定には、５ページ目の「群馬県内のフードバンク活動実施団体一覧」
も参考にしてください。

・提供先を決めたら、事前に提供先に連絡をしましょう。

・連絡する内容については、フードドライブにより集めた食品を提供したいこと、
集める食品や賞味期限などの条件、食品の提供予定日、引渡し方法などについて
調整を行いましょう。

○集める食品の確認
⇒ 需要のある食品は何か、冷蔵・冷凍に対応できるか など

○賞味期限の残り日数をどのくらいにするか。
⇒ 残り日数が少ない場合は、提供先で賞味期限切れになってしまう可能性も

あるため、賞味期限まで残り２か月以上の食品を集めることをおすすめします。

手順２手順２

手順１手順１

・フードドライブの実施日、回収場所、集める食品の例
（４ページ目を参照）を周知します。

・フードドライブへの協力を募るため、チラシやポスターの作成、
SNSなども活用してみましょう。

手順３手順３

３

フードドライブ実施の流れ

フードドライブを実施する場所、期間、
食品の提供先を決める

提供先に事前に連絡する

フードドライブへの協力を呼びかける フードドライブに
ご協力ください！

実施日：○月×日
時 間：△時～▲時
場 所：●●●

絵：周知チラシ



手順４手順４

手順６手順６

・食品受付用紙に基づき、フードドライブにより集めた食品の数量や重量を
集計します。

・集計した結果は、各所への報告に活用できます。

手順５手順５

・回収した食品を事前に決めていた提供先（フードバンク等）に引き渡します。

※ 提供先に食品を引き渡すまでは、直射日光、高温多湿を避けて保管し、
できるだけ早めに引き渡しましょう。

・後日、食品提供の記録が必要と思われる場合は、
提供先から「受領証」を受け取りましょう。

・食品を集める際、以下の物を準備しておくと便利です。
□ 食品回収容器（段ボール、折りたたみコンテナなど）
□ 受付の机
□ 筆記用具
□ 食品受付用紙（食品寄附者の氏名、食品の種類・個数を記入）
□ のぼり旗（用意できれば）

提供先へ集めた食品を引き渡す

集めた食品を集計する

食品を集める

４

回収しない食品の例
・賞味期限が2か月を切っているもの
・生鮮品、冷蔵食品、冷凍食品等の温度管理が必要なもの
・アルコール類（みりん、料理酒は除く）
・賞味期限の記載の無いもの（米・砂糖は除く）
・開封されたもの、包装が破損し食品が外気に触れてしまうもの
・商品説明が外国語のみのもの

×

回収する食品の例
・米、餅、菓子類、防災備蓄食品
・レトルト食品（カレー、中華の素、ソース等）
・インスタント食品（ラーメン、スープ、味噌汁等）
・乾物（そば、そうめん、パスタ、乾燥わかめ等）
・調味料（砂糖、塩、ケチャップ、マヨネーズ等）

賞味期限が2か月以上残っているもの
常温保存可能で、未開封のもの○

・実際に食品を集める際は、提供先が受入れ可能な食品となるよう、
事前に食品提供先（フードバンクなど）に確認しておきましょう。

※ フードドライブで集める食品は、食品衛生上の問題が生じないよう、
フードドライブ実施主体と提供先の運搬・保管能力を十分に考慮したうえで
決定してください。



コンテスト実施要綱
群馬県内のフードバンク活動実施団体一覧

令和４年１０月 時点

2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」

群馬県は、気候変動の影響による自然災害などの諸課題を、2050年までに解決し、災害
に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民の幸福度を向上させるため、2019年12
月に「2050年に向けた『ぐんま５つのゼロ』」を宣言しました。

本マニュアルは、宣言５ 食品ロス「ゼロ」の実現に向けて、企業や家庭で余ってしまった
食品をムダにせず、食べものを必要としている人に届けるフードバンク活動への支援の一環
として、フードドライブの取組を県内に広げるため、作成しました。

本マニュアルを活用いただき、県内各地でフードドライブが実施され、「もったいない」
を「ありがとう」につなげるフードバンク活動への理解と支援の輪が広がるきっかけになれ
ば幸いです。

写真：山本知事と小泉環境大臣（2019年12月25日）

※食品ロスとは・・・まだ食べられるにも関わらず、捨てられている食品

５

Ｎｏ． 名称 市町村 郵便番号 住所 電話 ＦＡＸ

１ フードバンクまえばし 前橋市 371-0026 前橋市大手町2-18-7 027-226-1591 027-226-1592

２ 中央ライフ・サポートセンター 前橋市 371-0007 前橋市上泉町1852-5 027-269-2501 027-269-2593

３ フードバンクＭ・高崎 高崎市 370-1301 高崎市新町333 0274-42-0111 0274-42-7609

４ フードバンク桐生 桐生市 376-8501 桐生市織姫町1-1 0277-46-1111 0277-45-2940

５ フードバンクおおた 太田市 373-0025 太田市熊野町2-8 0276-25-0611 0276-55-6260

６ フードバンクぬまた 沼田市 378-0044 沼田市下之町892-8 0278-22-1760 0278-22-1760

７ フードバンク北関東 館林市 374-0074 館林市高根町109 0276-52-8188 0276-49-6915

８ フードバンクしぶかわ 渋川市 377-0003
渋川市八木原646
三国クリスチャンチャペル

070-7772-3568 0279-25-7235

９ フードバンクふじおか 藤岡市 375-8601 藤岡市中栗須327 0274-40-2297 0274-22-5592

１０ フードバンクゆかり 富岡市 370-2452 富岡市一ノ宮1654-2 0274-67-7023 0274-67-7024

１１ ふーどばんくannnaka 安中市 379-0116 安中市安中3-19-27 027-382-8397 027-382-8396

１２ フードバンクたまむら 玉村町 370-1132
佐波郡玉村町下新田208-4 
ふるハート交流館内

090-3260-5211 0270-75-5511



コンテスト実施要綱参考様式

６

No. 食品の名称 賞味・消費期限
数量

例：○個
内容量

例：○g/個
食品の
状態

備考
例：箱にキズ有

１ □良好

２ □良好

３ □良好

４ □良好

５ □良好

６ □良好

７ □良好

８ □良好

９ □良好

10 □良好

個人・企業 寄贈者名 受付番号 .

個人
フリガナ 住所

氏 名

企業等

団体名 電話

担当者名

寄贈食品の品目

□米 □餅 □乾麺 □乾物 □菓子類 □レトルト食品

□インスタント食品 □防災備蓄品 □乾物 □調味料

□缶詰 □飲料（ ）

□その他 （ ）

○食品寄贈申込書

○食品受付リスト

群馬県 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 一般廃棄物係
電話番号：０２７－２２６－２８５３ FAX番号：０２７－２２３－７２９２
メールアドレス：hairi-ippai@pref.gunma.lg.jp

マニュアルに関するお問合せ先


