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令和元年度第４回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

令和元年９月 18日（水） 10時 00分から 11時 30分まで 

 

２ 場所 

滋賀県庁北新館５－Ｄ会議室 

 

３ テーマ名 

少子高齢社会に向けた新たなセーフティネットワークの構築 

～「食品ロスの活用」による「もったいない」を「笑顔」と「絆」へ～ 

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク  

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会  

NPO法人こどもソーシャルワークセンター 

公募 

(2) テーマの提案者 

フードバンクびわ湖 

(3) 県関係 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 

滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 

滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 

(4) 事務局 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1)テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 

本日の資料に詳細を記載しているので、ご参照いただきたい。 

「フードバンク」という言葉自体を知らない県民の方がまだまだ多い。この取組

は、行政ないし社会福祉協議会社がやるもので、なぜ、民間のフードバンクがするの

かという質問を受けることもある。県民に我々の活動自体がもっと伝わっていけば、

地域で連携をしていけると思う。 

運営していく中で、資金の支援は必要だが、資金が必要なのではなく、本当に必要
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な所に必要なものを届けたいためである。食べ物は、生きていく上で一番大事なもの

だと思う。 

食品ロスというキーワードが、世間に広がってきた。食品ロスの「ロス」の部分を

困っている人に届けばいいなというシンプルなことであるが、そのことが全然前に進

んで行かない。廃棄される物の廃棄先が決まっていたり、廃棄される物を運搬できる

者が決められていたり、いろんな制約がある。でも、本当に困っている人に食べ物を

一つでも届けることができたら、子どもが元気に学校へ行けるとか、高齢者も元気に

なれる。この前、旬の野菜を届けたら、「やっと野菜食べることができた。」と言って

くれた方もいた。食べ物で救われる命があり、笑顔をもらえる。我々は、「もったいな

いを笑顔と絆に」をコンセプトに掲げている。 

食品ロスの課題が大きく取り上げられるのはいいことだが、食品ロスの使い道や取

り組む目的をみんなと共有し、とことん意見を出し合って、食品ロスを地域の資源に

していきたい。我々の取組を認めてもらうというわけではないが、支援が広がる手段

になっていくと思う。 

ＳＤＧｓを掲げることによって、本当のＳＤＧｓの意味わかった人には、掲げる意

味が伝わり、助け合うパートナーシップ部分も含めて、人の繋がりが生まれ、困窮者

支援のネットワークが構築されると思う。 

困窮者支援は、どうしても行政主導になっており、行政ではできない部分を補う

我々と行政および社会福祉協議会との連携を滋賀でも進めていきたい。県外では、フ

ードバンクが10年以上ずっと取り組んでおり、フードバンクあっての困窮者支援にな

っている。そこを真似して、滋賀県に浸透させたいと思うが、広報の印刷経費もない

ため、お金がない中で、できる方法を１年間ずっとやってきた。まだまだ課題が多

い。何とか「笑顔と絆に」というキャッチフレーズでどおりのコミュニティをつくっ

ていきたい、 

「フードバンクびわ湖」という滋賀県全体を表現するような名前にした理由は、自

治体レベル、特定の市町でのフードバンクとすると、どうしても行政感覚になってし

まうため。今現実起きていることだが、高島市で１１月に賞味期限が切れる備蓄品が

たくさん余っていて、使い道がない。でも、守山市では備蓄品がないかと聞いてこら

れる。 

フードバンクという名前であるため、滋賀県全土の食の管理、貯蔵庫という立場を

持ちたいと思うし、行政の垣根を越えられる。行政どうしで持っているものを、その

市町の中でしか使えないという残念な範囲ではなく、県内で広範囲にわたって必要な

ところに必要なものを届ける。コストはかかるものの、我々の備蓄状況をサイトに掲

載することで情報提供し、使いやすい管理を行っていきたい。これにより、いち早く

困っている人に届くという環境づくりをしたい。こうすればいいという意見もいただ

きたい。 
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(2)対話・協議の内容 

〇食品ロスを抱えている企業等から仕入れる仕組、そして実際に提供する相手先をつ

なげることについて、どのようにシステム化するかというのが大きな目標であると思

う。貯蔵庫、賞味期限管理や温度管理の問題等、運搬の問題についてどのように取り

組まれているか。 

〇入口と出口を同時につくらないと成り立たない。ようやく口コミを含めて広がって

きたので、物資の支援については見えてきたところ。また、家庭から出る食品ロスか

ら物資の提供が増えてきているが、個人的なネットワークレベルであり、これまでの

縁があっての支援でもある。出口を増やす前に、入口をたくさん増やさないと、期待

される部分もあって難しい。企業の備蓄品を提供してもらうとか、入口をアナログで

つくっている。ただ、県社会福祉協議会、各市町の社会福祉協議会、各行政から紹介

を受けた団体や企業から、物資の支援をいただくことがある。出口に関しては、直接

ウェブや電話で要望を受けたり、人づてで聞いたりして、必要な方に届けている。滋

賀県全体は広いため、まだまだ全然届いていない。本当に困っている人はまだ見えて

いない。あと、貯蔵庫というストックをするスペースをつくりたいが、家賃を負担で

きる資金がないため、そういう場所を提供してくださる方がいる。場所が確定する

と、冷蔵庫を寄付してくださる方もいて、冷蔵庫をそこに置く。米もたくさんいただ

くので、米用の冷蔵庫も寄附いただく予定である。今、３箇所あり、もう２個所ほど

増える見込である。あと、企業からの貯蔵スペースの支援をいただける見込であるた

め、そうなると、十分なスペースが確保できる。 

広報にしても、ＳＮＳの発信も無料部分しかできない。チラシをまくについても、

補助金により少しはできている部分もあるが、印刷費等の費用が必要であり、十分と

いえない。 

何するにしても、ＳＤＧｓでいう、持続可能な活動するには、そういう資金面も含

めて、どう集めていくのかを検討しなくてはいけない。 

運搬に関しては、ほぼ自分の車で行っている。全国では、車の寄附を受けた団体も

ある。 

企業といろいろ話して分かったことは、実績、活動していることがしっかりと見え

ないと、寄附をいただけないという点。卵が先か、鶏が先かということではないが、

手弁当ながらでも、やり続けないといけないと思う。 

今、高島の方でも一緒にそういうのをやっていきたいというママ世代のコミュニテ

ィがある。場所の提供について、知り合いのお寺さんに言ってみるとか、地域でやら

ないといけないということをわかってくださる方から協力していただいている。で

も、そういうところの住所とかは掲載しにくい。拠点という部分と人とが結びつくこ

とで、賞味期限が迫った食べ物の提供を受けても、届けることができるようになる。
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そうなってくると、地域の農家からの協力を得られるようになる。今年の夏に旬の野

菜をたくさん提供いただいたが、野菜は鮮度が持たない。野菜をもらった人の笑顔と

いうのは、ほかの物資をもらった時とは全く違うので、そこは何とかしたい。滋賀県

には、真ん中に琵琶湖があるが、広範囲にサポートできる体制をつくりたいという思

いがある。 

〇食品ロスの削減も団体の活動の範囲内なので、この10月から、それを含めたキャン

ペーンを行う予定である。フードバンクやフードドライブを知らない組織もあると思

うので、そういうところへ広報していくはできるのではないかと思う。 

〇「子どもの笑顔はぐくみプロジェクト」というものがあり、いろんな方から応援い

ただいている。夏場、葉物野菜を大量にいただいたり、おやつ等の多少日持ちするも

のもいただく。子ども食堂は、県内に120箇所まで広がっているので、運搬と保管の課

題を抱えている。食品ロスについて企業等の関心が高まっていると感じる。同じよう

な課題を抱えていると思う。 

〇ごみの減量を推進しているので、本当はロスがない方が望ましい。しかしながら、

どうしても出てしまうロスがあれば、ごみにするのではなく、必要される方へ届くよ

うな仕組を考えていく必要がある。フードバンクびわ湖から提案をいただき、県庁職

員を対象としたフードドライブを試行実施する予定である。他の部署から、「衛生面の

問題はないのか？」という質問があった。今回は常温保存が可能なものと限定した

が、フードドライブの実施にあたっては、衛生面での課題をどう解決していくのかな

ど、検討すべき項目がある。 

〇受け取る側から物資の要望を聞いて提供していくのか、このような物資があるから

どうかと聞いているのか、どのようにしているかを教えてほしい。また、社会福祉協

議会では、労力や物資での支援していく善意銀行という取組がある。食品ロスの削減

ということで、取組を１つのチャンネルに統合したらいいのか、それぞれに取り組ん

でいくのがいいのか、よくわからない。フードバンクは、ほかの団体が10年ぐらい前

からしていて、彦根市社会福祉協議会でもされている。実際に、フードバンク、フー

ドドライブに取り組む団体は県内にどれだけあるのかは把握しきれておらず、情報交

換を図れる場があった方がいいのか、それぞれに取り組んでいった方がいいのか、よ

くわからない。 

〇現状では、提供をいただいた食料を提供している。提供いただくのは、賞味期限が

近いものが多く、すぐに提供していかないといけない状態。備蓄品を提供している

が、備蓄品はどうしても日常で調理するような食べ物ではないので、「日常の食べ物は

ありますか？」という話を聞くことがある。野菜を持っていくと、ものすごく喜ばれ

る。日持ちしないものほど要望がある。たくさん野菜をいただいた瞬間に連絡がつけ

ばいいかが、連絡がとれないと、ほかの方へ提供していくことになる。手弁当で、自

家用車で動いているために限界があり、全県に届けることができない。しかし、あち
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こちで、協力していただける農家が増えてきているので、うまく回れるようになれ

ば、その地域に必要なところへ届くと思う。野菜の要望が多い。 

〇農家からは、流通に乗らない野菜、流通に乗る野菜の一部のどちらの提供をうけて

いるのか。 

〇基本的には、流通に乗らない野菜。形が基準を満たしていないだけで、問題はな

い。 

〇県内でフードバンクに取り組む団体としては、フードバンク滋賀、フードバンクひ

こね、草津市社会福祉協議会がある。他団体との違いは、フットワークが軽いという

こと。直接取りに行き、直接届けに行く。 

〇ほかの既存の団体と棲み分けるのか、それとも連携するのか。 

〇各社会福祉協議会は、その地域限定の活動となっており、我々は県全域で活動した

いと思っている。去年の秋、草津でのフードドライブに米提供して協力し、今後も協

力できると思う。各団体は、取組への考え方がそれぞれ違う。 

本来、フードバンクは、元々農林水産省の管轄で、食品ロス削減の方に重きがあ

り、必要とされる方が誰でも使えるというのが、本来のフードバンクの在り方だと思

う。 

〇早くからフードバンクやフードドライブの活動が必要だと思っていた。滋賀県で

は、なかなかうまくいかないなと思っていた。社会福祉協議会が伝統的にやってきた

こと、生活困窮対策で行うこと、食品ロスの考え方から行うことが混ざっている。ど

れかに一本化する必要ないが、県としては、ある程度の整理をした中で、それぞれの

得意のところ、苦手なところの棲み分けをしていかないと、支援が必要な家庭に繋が

っている活動をしている団体からすると、本当にどうつながっていいいのかわからな

い。食べきれない食品を捨てている家庭は県内にいっぱいあり、農家や企業の想いは

あるけど、それを必要なところに繋がることができるハブがない。 

子どもの貧困とか虐待のある家庭を見ており、野菜は、調理習慣がある家庭にとっ

てはうれいしいが、そもそも調理習慣のないまた調理できない家庭にとっては、野菜

がきてもうれしくない。元々小さい時から野菜を食べておらず、野菜を食べられない

子どもが多い。大粒のブドウをもらって、子どもたちに渡したが、半数の子どもが、

うまく皮を取って食べることができなかった。レトルトやインスタントの方が実はう

れしい。課題の整理が必要。 

フードバンクについては、全国的にみたら滋賀県は遅れているので、これから整備

したら、よそのノウハウを吸収して仕組づくりができる強みを持っていると思う。 

子どもの貧困対策の計画づくりに関わっているが、食分野の文章では、食育で栄養

バランスのいい食事の作り方を身に着けようとかの記載があっても、実態は真逆で、

そういうところにフードバンクやフードドライブの取組を入れないといけないと思

う。 
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滋賀県で課題を整理する時期にはあると思うし、後発だから伸び幅は持っていると

思う。県や社会福祉協議会が担う部分と、民間がうまくやっていく部分があると思

う。 

この問題について、生協がすごく関心を持っていて、自治体によっては生協主導で進

めているが、滋賀県の生協はどうか。 

〇ＳＤＧｓ推進事業とフードボックス設置事業で、生協へ助成金の申請をし、助成金

をいただいた。生協としては、独自にフードボックスを置き、物資の提供での連携に

ついて話をしているところ。 

〇フードバンクびわ湖の方が受け入れる食品の条件が広く、草津市社会福祉協議会で

は、未開封で賞味期限は２箇月以上必要とか、野菜等の冷蔵が必要な食品は受け取ら

ないが、受け入れ食品の違いはどこから生まれているのか。 

〇フットワークの軽さ、受け入れた食品をすぐに届けている。例えば、パンであれ

ば、賞味期限切れ当日しかいただけず、その日のうちに届けている。草津市社会福祉

協議会では、窓口に来られた方へ渡していると聞いており、賞味期限がある程度残っ

ている必要があるのではないかと思う。我々は、できるだけ在庫を抱えず、いただい

たものをすぐに届けるというスタイルでやってきた。野菜は、いただいた当日に届け

ないといけない。 

〇届けていく中で、最近、日用品の需要が高まってきている。食べ物や洗剤を買うに

しても、お金がかかるため、いただけるものなら欲しいという声がある。例えば、子

どもたちが風呂に入っていないので、シャンプー・ボディーソープが欲しいとかの要

望もある。日用品も必要だと思う。 

〇フードバンクの活動を以前からされている団体は、今まで話を聞いていると、食品

を集めるチャンネルはあんまりないが、配るチャンネルというのは、今までの実績も

あって一定ある。そういうのは大事にしていかないといけないと思う。フードバンク

びわ湖は、フットワークを軽く集められており、お互いを大事にしながら取り組んで

いくといいと思う。 

〇メディアがどれだけ興味を示してくれるかわかならないが、9月20日に県庁内でフー

ドドライブさせてもらうのをきっかけに、ほかのフードバンクへ声をかけ、目的が一

緒であれば連携すればいいと思う。また、こういう取り組みに対する行政サイドの意

識の確認をしてみたい。市民、県民の皆さんは、どうしても当事者意識を持ちにくい

ので、みんなでやっているという感じを出す必要がある。現実に直面すると、本当に

協力いただけるし、びっくりするぐらいの量を提供してもらえたりする。そういう人

といかに出会えるかというのがポイント。県全体にフードバンクを行っていることを

伝えるには、我々ではどうしても限界がある。フードバンクに取り組んでいる団体と

の繋がりをつくりたいと思う。食品の所蔵の共有をしたい。各市町の社会福祉協議会

との連携は必要。 
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〇もう既に具体的な方策についてのご意見もいただいたが、この場は、協働のプラッ

トホームであり、行政と民との協働、民と民との協働のように、いろんな主体が協働

しながら、最終的には公共の政策として、個々でやるのではなく、県の施策なり、ま

た、基礎自治体の施策としても運営され、システマチックに持続可能な体制の下、進

められていくことが、目標となる。そのためには、公共政策である以上は、一定の基

準とか、共通の認識が必要になる。ただ、民の良さ、民のイニシアティブを最大限発

揮するような仕組が必要だと思う。また、県のどこかの課がハブとなり、イニシアテ

ィブをとっていかないと、進んでいかない。どこが担うのか、どういったところが連

携し合っていくのか、あるいは、どういったそれぞれの役割が望ましいのかというこ

とを具体的に考えないといけないと思う。その辺りについて、この政策がフードバン

クびわ湖だけの事業に留まらず、いつくかの既存の団体がバラバラでやっていくこと

にならないためには、このようにしたらいいのではないかという率直な意見をいただ

きたい。 

〇目の前でしんどい子どもたちや家庭を支えている中、もう待っていられないという

のが現状。市民、県民の皆さんは、大きな取組に対する応援するのは難しいが、廃棄

される食品で救われるというのは入りやすいと思う。県も予算は限られていると思う

し、大きな取組は合意形成が難しいので、小さなモデルケースができたらいいと思

う。 

今、定時制高校と一緒に高校内に居場所をつくる「高校内居場所カフェ」に取り組ん

でいる。定時制高校には、課題を抱えた家庭の生徒がたくさん通ってきている中、相

談室を設けてカウンセラーが来ても、なかなか生徒から相談しにくい。昼休みの時間

等を使って、我々民間の団体が高校へ行って、お茶とお菓子を置いたカフェをつくっ

た。飲み物は我々で負担しているが、「おてらおやつクラブ」というフードバンクと連

携しているので、お菓子を提供してもらっている。このカフェがあるだけで結構集ま

ってくれる。お昼を抜いている子が多かったことから、今年度、パンや災害備蓄品等

を並べて、フードバンクの食材提供をやった。4月からたいへん好評であった。単純に

食べ物目当てで来る子もいるし、この取組に関心を持ってくれる子もいた。 

応援する側の市民、県民を増やすことも大切なので、例えば、昨年度まで、高校に

おいて子どもの虐待防止に係る警察との協働事業へ関わったが、高校の中で、フード

バンクやフードドライブの実践をしたらいいと思う。食品ロスの解消として、部活帰

りにでも、自由に食品を持って帰れるコーナーがあってもいいと思う。行政の災害備

蓄品の活用もできる。高校内居場所カフェの取組が、もう少し県内で広がるといいと

思う。朝ごはんを食べていない子もたくさんいる。 

学校との連携という形で、一斉に行うのは難しいので、できそうな高校から始め

て、やがて小中学校へ広がっていくといいと思う。 

フードバンクは、運搬が大変であり、岡山のフードバンクの取組でいいと思ったの
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は、取りに行く形式。登録している支援団体、例えば、子ども食堂や社会福祉協議会

に対して、今週はこれだけ食品が入ったというメールが届き、倉庫に取りに来てもら

う。空き家を活用するなどして、取りに来てもらうといいと思う。 

就労支援も行っているが、障害を持っていたり、引きこもっていたとか、そういう彼

らに実はフードバンクの仕事は向いているのではないかと思う。勤労のステップにな

ると思う。協働で、引きこもり支援等と連携してもいいと思う。 

〇例えば、新聞配達の方、牛乳配達の方とか、普段、会社や一般家庭を回っている事

業者とタイアップして、無駄なく集める仕組がつくれないかと思った。簡単ではない

と思うが、モデル事例がつくれたらいいと思う。 

 シャンプーとかの話がでた。旅館・ホテルのアメニティの処理に困っているところ

もあると思うので、旅館・ホテルのＳＤＧｓの取組として、集める仕組をつくれるの

ではないかと思う。 

〇子ども食堂は、こういうものが欲しいという要望はよくあるのか。 

〇子ども食堂の開催ごとに、簡単な報告をもらっている。その中に必要なもの、これ

まで応援してもらったもの等を書いてもらっており、会話の中でも聞き取りをしてい

る。 

〇子ども食堂や居場所カフェ等の支援を行う拠点は、県内には一定あり、こういうの

があるというメーリングリスト等で伝えたとき、手を挙げてもらえるのか。取りに来

てくれる可能性はあるのか。子ども食堂にとって、どこまでニーズがあるのかと思

う。 

〇たくさん食品を提供してもらったときは、一斉にメールやファックスで知らせてお

り、手を挙げてもらい、希望を聞かせてもらっている。県南部に事務所があるので、

湖北の方から取りに来てもらうのは難しいところ。 

〇いかに集めて、いかにストックする場所を確保するか。南部にあるだけでは、取り

に来られるところが少ないので、複数拠点が必要かもしれない。 

メーリングリスト等で繋がり先さえ確保できていたら、支援する場所が子ども食堂や

居場所カフェ等の既存の組織や他団体を使うことで、出口の部分はできていくのでは

ないかと思う。集めるという入口側が一つ大きな課題だと思う。 

葉物野菜等の生鮮食品を集めることは、他のフードバンクにない特徴。そこを取り

組めるというのは、滋賀県のオリジナリティになると思う。そのとき、農家との繋が

りを持っている団体とをどのような繋がりをつくることが課題と思った。 

〇食品ロスの削減となると、農林水産省、消費者庁、環境省の三者で動いている。県

の方でも、そのように協力していけばいいと思う。食品ロスの削減の法律が制定さ

れ、今後、国の方で計画がつくられ、それを受けて県でも計画をつくっていく。そこ

にフードバンクの話を盛り込んでいくべきだと思う。 

 提供する消費者側から見て、これがどこで使われているのかが見えている方がいい
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と思う。フードバンクのびわ湖のFacebookを見ていると、どこそこへ寄附をしたとい

うことが掲載されており、そういうことをもっと発信していくといいと思う。 

被災地応援商品があり、これを買うと、このようなことに繋がるという説明が商品に

説明がある。一定配慮する必要はあると思うが、フードバンクでも同じように、これ

がどうように使われていくかが見えるようになると、提供する側の意識も高まってく

ると思う。 

〇今、大学生、高齢者や単身赴任者等、ひとり暮らしが多い。そこの問題として、孤

食があって、そこに対するフードバンクからのアプローチができないかと思った。子

ども食堂は、基本的に困窮した子どもたちが対象だが、大人の孤食を対象とし、居場

所カフェ的な場所、地域の居場所づくりになるといいと思う。場所は、空き家バンク

を活用ができると思う。そういう活動はできたらいいと思う。 

〇どうやって支援する対象者の実態を把握しているのか。 

〇基本は、各市町の福祉課から支援依頼をもらっている。直接依頼をいただくことも

あり、ほとんどのケースで、取りに来るのが難しい方が多く、直接届けないといけな

い。それ以外は、これまでご縁があった団体等へ届けている。もっと広げていきたい

と思っている。 

〇福祉課が把握している以上に、学校教育現場、高齢者も支援を必要とする方はいる

と思う。子どもだけではなく、大人の貧困がある。独居老人、ひとり親家庭、そうい

うところを自治体は把握していないと思う。 

〇国勢調査は５年に1回であり、調査票を出した方しか現れず、氷山の一角だと思う。 

〇公的機関の果たす役割は大きいと思う。民の力を借りながら、公共として、実態を

把握する必要があると思う。 

〇農業の組織とも連携を取りたいところであるが、難しい面があるので、現状では、

フェイス トウ フェイスで、直接農家からいただき、協力してくれる農家を紹介し

てもらうネットワークづくりの方が、心の通ったものとなると思う。 

滋賀県は、農業に携わっている方も多く、廃棄している量も多いと聞いているの

で、農業の組織とは繋がりを持ちたいと思う。 

行政サイドから、いろんな数字をもっと我々に出してほしいと思う。 

今一番、急ぎたい、難しいからこそ、何とかしたいなと思うのは、教育委員会との

連携である。学校の先生に知り合いがいるが、教育委員会に訴えても実現できない自

分たちの生徒や児童に対する個別の支援である。例えば、小学校のどこかに、冷蔵庫

やトースターや電子レンジがあれば、できることがある。米、炊飯器があれば、おに

ぎりがつくれる。どうしても組織だと難しいが、独自に支援をしている先生がたくさ

んいると聞いているので、そういうところに、この前、米を届けた。これは対面でし

かできない。連携して救えるものがあれば、本当に変えられると思うし、教育委員会

と連携して、フードバンクができれば、大きな一歩になると思う。今まで見えてない
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部分のサービスを行政と民間でやっていきたい。現場から、上にあげられない人たち

の声をもらって、食というキーワードでフードバンクが民間として集約していきた

い。食べ物だけもらうだけなく、情報もらうという拠点を作りたい。学校の先生から

急ぎで言われている。 

〇フードバンクに限らず、今コミュニティで起こっている問題は、いろんな面におい

て、担い手がいないという点。しかし、いろいろな主体が、いろいろな役割を担える

可能性がある。 

児童見守り隊とか、独居老人を見守る民政委員等があるが、行政のように縦割で担

っている。このようなことでは、これから10年、20年先を考えると対処できなくなっ

ていく。 

既存の団体や組織、システム等のような縦割を超えて、その地域で、誰かが役割を

本業に負担のない範囲で担ってもらうか、誰がどう動くのが一番にいいのかを考え、

一つのモデルケースがつくれたらいいと思う。その時、今までの固定概念を超えてい

く必要がある。 

社会教育は、福祉と非常に隣接した領域でもあり、フードバンクを学校教育の場で

取り組むのが難しいなら、社会教育の場で取り組んでみてもいいと思う。 

誰かがイニシアティブをとらないといけないし、実態の把握をしていくことが第一

だと思うため、行政の果たす役割は大きいと思う。 

しかし、行政がでてくると、非常に硬直した制度になったり、会合をするにして

も、大きな組織の長のみが集まることになってしまう。現場で働く方が集まってもら

って、本当に動ける組織体制をつくってもらいたいと思う。そこに民の皆さんも集ま

って、情報共有をしたり、役割分担を果たしていけるようなシステムをつくるのが非

常に大事だと思う。このようなことが、地域コミュニティの危機を救う場となり、固

定概念を超えて、あらゆる分野に波及する可能性を秘めていると思う。 

今日集まっていただいた関係課、関係機関の皆さんには、今後検討をしていただ

き、また、さらに繋がりを強めていいただき、行政を動かす立場になっていただきた

いと思う。        （了） 


