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　いつもNPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄の事業活動へご支援いただき
誠にありがとうございます。
　
　2020年から世界的な大流行を引き起こした新型コロナウイルス感染症は、世界中を
大きく変える深刻なものでした。日本国内においても、特に沖縄県の感染状況は深刻
で、度重なる「緊急事態宣言」により経済を圧迫させ、私たちの生活や活動を脅かし
ています。実際、当団体への食品希望者数は新型コロナウイルス流行前の約３倍に増
加しております。

　当団体以外でも食料支援を行う団体が増え、食品を身近で受け取れる場所や機会が
広がり、社会全体の食料支援への関心が深まってきた印象を受けています。それでも
食品を希望する方々へ十分な量を配布するには至っておらず、より一層食品を確保し
ていく必要があります。

　加えて食品を保管するスペースが狭く、多くの食品の保管が難しいという課題を抱
えていましたが、次年度はじめに那覇市から豊見城市への移転が決まりました。
新しい事務所兼倉庫は約５倍の広さになり、より充実した活動を行えそうです。
これもひとえに15年間の活動を通して生まれた繋がりと、ご支援をしてくださった皆
さま方のお力添えのおかげです。

　これからも、地域が必要としている食の支援について、共に協働していただける企
業や団体との連携を持ちながらフードバンクがある安心感を沖縄で続けて参ります。

　今後とも活動のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

代表理事　奥平 智子

１　代表あいさつ
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２　活動報告（1）
事業紹介

《主な活動内容》
　◆食品分配事業

 *月曜日：個人世帯向けの箱詰め作業と各支援窓口へ
 *水・金：施設や団体へ

　　　　　　◆食品回収事業
　  　　　　　 *定期回収（飲料/パン/加工食品/備蓄品など）

　  　　　　　 *個人からの寄付（活動日時内）

　  　　　　　 *フードドライブ
　　　　　　　 ※団体や個人で食品を集めて寄付をする

【人員】
　・常勤４名
　・非常勤４名
　・登録ボランティア １５名

３

【会員】
　・正会員(議決権有）

　　　　　〔法人〕　4
　　　　　〔個人〕  22
　・賛助会員
　　　　   〔法人〕 　6
　　　　   〔個人〕 139
     
                   合計    171



２　活動報告（1）
食品の寄贈から寄付の流れ

各種
就業体験・
学生ボラティア
受け入れ

企業

団体

個人

施設等

子どもの居場所等

支援窓口を通して個人世帯へ

情報発信
　講話など

主な活動（毎週月曜日）

うさがみそーれー
プロジェクト

無

償

で

提

供

⇩社会人と大学生
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★全体の重量：1,160件  約 134.35トン

　・企業寄付：583件　 91.925トン
　　  (食品取扱企業)　　
　・団体寄付：191件　35.12トン
　　   (一般企業や学校等)

　・個人寄付：386件　7.31トン

　☆フードドライブの数：62件　5.23トン

２　活動報告（2）
a. 食品回収

【フードドライブ】
NTT西日本沖縄グループ
女性委員会「うない」様

【フードドライブ】
沖縄科学技術大学院大学 様

５

134.35トン               ご飯(1杯200g) で換算すると 約671,750杯分



食品取扱企業からの寄贈

2020年9月ー2021年8月
（名称：順不同・敬称略）　

〇いまいパン
〇マルヨシ堂
〇金城ベーカリー
〇マーメイドベーカリー
〇ベーカリーノワ
〇カバのパン屋さん
〇安谷屋野菜
〇有限会社永吉豆腐加工所
〇(有)農業生産法人園芸ファームなかむら
〇株式会社ホクガン
〇金秀商事株式会社
〇日本食研ホールディングス株式会社
〇サントリーフーズ㈱
〇株式会社モスフードサービス
〇株式会社ニチレイ
〇株式会社EM研究機構
〇玉那覇味噌販売（味噌めしやまるたま）
〇株式会社麩久寿
〇スクリーミングツリー合同会社
〇沖縄ロジテム株式会社
〇㈱富村商事
〇エアポートトレーディング
〇大伸株式会社
〇大塚食品（株）
〇（株）青い海
〇株式会社沖縄物産企業連合
〇安室養鶏場
〇カルビー株式会社
　他８社
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２　活動報告（2）
a.  食品回収  

(有)農業生産法人
 園芸ファーム

なかむらたまご様

株式会社ホクガン様

サントリーフーズ㈱様

６



２　活動報告（2）
b. 食品分配

年間集計 支援窓口 世帯数 総数

大人

(19歳以上)
子ども

(18歳以下)
2019年度 593 2,261件 6,904人 3,690人 3,214人
2020年度 779 3,538件 11,096人 5,451人 5,645人

差 +186 +1,277件 +4,192人 +1,761人 +2,431人

(1) 個人世帯（延べ人数）

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)以前から2021年8月までの提供数の推移

＊当団体の年度は9月－8月

(2)　施設・団体：母子寮、学校、子ども食堂、学生支援イベント等

2021年6月
提供人数の平均

 378.5人
2019年1月
提供人数の平均

　264.5人
114人増加

＊2020年5月はCOVID-19感染拡大を鑑み活動一時休止しました

分配件数：4,824件（2020年9月～2021年8月）

＊施設や団体：1,182件　約3,078人
（連携窓口 77ヶ所）

＊個人世帯：3,538件　11,096人
（連携窓口 56ヶ所）

　　 ７



  ２　活動報告
　　 個人世帯 連携支援窓口のご紹介（所在地別）

【那覇市】
那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
那覇市福祉部 保護管理課
那覇市子育て応援課子育て支援室
那覇偕生園ケアプランセンター
那覇市地域包括支援センター松川
那覇市母子生活支援センターさくら
地域サポートあごらぴあ
那覇市保健所
YUDENSETSU Co,. LTD. 
わくわくの会 さぽーとせんたー i
沖縄県おしごと応援センター One×One (南部)
公益社団法人 那覇市母子寡婦福祉会
エイブルサポートつばさ
あいわ居宅介護支援事業所
みんなの居場所 えん
就労支援あ・ん
女性を元気にする会
社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会
アフターケア相談室にじのしずく
公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター

【うるま市】
うるま市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
うるま市　こども部児童家庭課
うるま市役所　障害福祉課
うるま市 母子寡婦福祉会
マザーズスクエア うるはし公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会

うるま市役所 福祉部保護課（うるま市福祉事業所）

松島公民館

 【豊見城市】
豊見城市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
豊見城市福祉健康部 子育て支援課
豊見城市福祉健康部 社会福祉課
社会福祉法人 まつみ福祉会 豊見城市地域活動支援センターゆい桜
豊見城市社会福祉協議会

【南風原町】
南風原町役場こども課
社会福祉法人南風原町社会福祉協議会
南部福祉事務所生活保護班
沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター南部

【沖縄市】
 沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
 沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター中部
 沖縄市教育委員会

 【宜野湾市】
 宜野湾市福祉推進部 生活福祉課
 宜野湾市福祉推進部 児童家庭課
 合同会社 imaru imaru plan

 【浦添市】
社会福祉法人 若竹福祉会 地域支援センターEnjoy
浦添市社会福祉協議会 自立サポートセンター・てだこ未来
NPO法人ライフサポートてだこ浦添市地域包括支援センターライフサポート
浦添市母子生活支援施設 浦和寮

 【南城市】
 南城市福祉事務所
 南城市役所 子育て支援課
 南城市立玉城中学校

【名護市】
一般社団法人 TAKE-OFF
沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター北部

【本部町】
沖縄県マザーズスクエアゆいはぁと北部

【宜野座村】
社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

【中城村】
 一般社団法人 結福祉会

【西原町】
 社会福祉法人 西原町社会福祉協議会

【与那原町】
 社会福祉法人 与那原町社会福祉協議会

【八重瀬町】
 社会福祉法人 八重瀬町社会福祉協議会

【糸満市】
 糸満市マザーズスクエア いいまぁる

☆個人世帯支援窓口 2021年4月更新～9月現在

※上記、支援窓口を通して個人世帯への食品配布を行っております

◆窓口名ごとに箱詰め作業 ➡➡ 各窓口が受取後、個人世帯へ

８



【那覇市】
那覇市母子生活支援さくら
学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ那覇
ＮPO法人プロミスキーパーズ
那覇市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
NPO法人ファミリーサポート・愛さん会
公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会
NPO法人 エンカレッジ 首里教室
NPO法人 エンカレッジ 真和志教室
NPO法人 エンカレッジ 泉崎教室
(公財)沖縄県労福協 沖縄県おしごと応援センター One×One
合同会社ひまり スターキッズかみはら
公益社団法人 那覇市母子寡婦福祉会
那覇市立 若狭児童館
社団法人 偕生会 児童養護施設 沖縄県立石嶺児童園
沖縄県立 泊高等学校
就労支援　あ・ん
㈱りゅうせきフロントライン(真和志高校サポートルーム和)
ゆいまーるの会
地域活動支援センターまぁーじ
しののめケアハウス
（公財）沖縄県労働者福祉基金協会 就労サポートセンター
沖縄県民主医療機関連合会
ゆいまーるの会

【沖縄市】
沖縄県就職支援パーソナルサポートセンター中部
美さと児童園
NPO法人 エンカレッジ おこすこや教室
NPO法人 エンカレッジ わかばチャレンジ教室諸見小内教室
NPO法人 エンカレッジ 美里学習支援教室
沖縄市就職・生活支援パーソナルサポートセンター
沖縄市立 レインボーハイツ
住吉国際ジュニアクラブ
放課後等デイサービス ゆいキッズ

【浦添市】
浦添市母子生活支援施設　浦和寮
浦添市立宮城ヶ原児童センター
浦添市民住宅子育て支援港川宿舎
NPO法人 エンカレッジ てだこチャレンジ教室 沢岻小
NPO法人 エンカレッジ てだこチャレンジ教室 前田小
浦添市立 うらそえぐすく児童センター
屋冨祖通り会
一般社団法人 かりゆし結
特定非営利活動法人 みのりの会

【名護市】
沖縄県就職支援パーソナルサポートセンター北部
社会福祉法人ひんぷん会 児童養護施設なごみ
一般社団法人 TAKE-OFF
沖縄学生支援プロジェクト

【うるま市】
うるま市 母子寡婦福祉会
マザーズスクエアうるはし公益社団法人 沖縄県母子寡婦福祉連合会

NPO法人ちゅらゆいうるまkukulu(うるま市若年者居場所運営支援事業)

【北谷町】
NPO法人 エンカレッジ 北谷学習支援教室
NPO法人 エンカレッジ ちーたん塾
沖縄県マザーズスクエアゆいはぁと中部

【宜野座村】
NPO法人エンカレッジ宜野座教室
社会福祉法人 宜野座村社会福祉協議会

【金武町】
NPO法人 エンカレッジ 金武学習支援教室
琉球リハビリテーション学院金武校

【中城村】
NPO法人エンカレッジ中城第1教室
NPO法人エンカレッジ中城第2教室

【読谷村】
NPO法人エンカレッジ読谷第1教室
NPO法人エンカレッジ読谷第2学習支援教室

【与那原町】
沖縄県マザーズスクエア ゆいはぁと
児童養護施設 愛隣園

【豊見城市】
NPO法人 エンカレッジ豊見城第1教室
NPO法人 エンカレッジ豊見城第2教室

【南風原町】
沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター南部
ファミリーハウス「がじゅまるの家」

【本部町】
沖縄県マザーズスクエアゆいはぁと北部

【北中城村】
NPO法人 エンカレッジ 北中城学習支援教室

【恩納村】
NPO法人 エンカレッジ恩納教室

【嘉手納町】
NPO法人 エンカレッジ嘉手納教室

【糸満市】
糸満市マザーズスクエア いいまぁる

【西原町】
NPO法人 エンカレッジ西原がじゅまーる教室

【南城市】
社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

【八重瀬町】
一般社団法人ウパンナ

★施設・団体の支援窓口 2021年4月更新～9月現在

※上記、支援窓口を通して
　飲料や菓子等の配布を行っております

  ２　活動報告
　　 施設・団体 連携支援窓口のご紹介（所在地別）
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●安全性や衛星監査等について
　※実施予定であった倉庫の衛生監査については、新型コロナウイルス感染症の　　
　　影響で延期になった。
　※感染症拡大防止のため、スタッフ間でもマスク着用や消毒を徹底し、来所者　　
　　や事務所内でのソーシャルディスタンスの対策を行った。
　
●一般社団法人全国食支援活動協力会からの助成事業
　「沖縄らしい持続可能な食支援事業」本事業では子どもの居場所
の中間支援団体としての役割を担う当団体が、設備を充実させるこ
とで安心安全を確保しながら保管と配送を行うとともに、食品の取
扱い量を増やすことで食品を必要とされる子どもの居場所へ届ける

仕組みを構築していく。冷凍庫・車輛の設備を整えた。

　

●沖縄県版「食品ロス削減推進法」策定に向けた県民会議及び実務者として参加

●沖縄県こども未来県民会議への参加
　沖縄子どもの未来県民会議は、沖縄県も社会の一番の宝である子どもたちの将来が
その生まれ育った環境によって左右されることなく、夢や希望を持って成長していけ
る社会の実現を目指して設立され、食の支援団体として参加している。

●「うさがみそーれープロジェクト」（JPF事業）
　＊特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）の休眠預金等活用事業「2020年度新型コ

ロナウイルス対応緊急支援助成」

　実施回数　　　14　回

　食品配布数　　約32,400 　世帯分(2020年7月～2021８月)　　　

　実施市町村　　那覇市、沖縄市、うるま市、読谷村、浦添市、

　　　　　　　　豊見城市、糸満市、恩納村、宜野湾市

　　　　　　　　　　　　　　　※2020年7月～2021年10月集計

     　※うさがみそーれープロジェクト」は
　　  　認定 NPO法人セカンドハーベスト・ジャパンとの協同事業

２　活動報告
　ｃその他の事業

うさがみそーれー
プロジェクト
ＱＲコード ↓
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●情報発信

＊東京2020オリンピック聖火リレー　企業推薦枠（NTT西日本沖縄支店様）

　　2021年５月１日(土)名護市にて代表奥平智子ランナー参加！

＊講話の実施　テーマ【身近な SDG’sをフードバンクで考える】

　3 月１2日（金）沖縄カトリック中学校

　7 月　1日（木）豊見城市立長嶺中学校

＊メディア
　　　　 新聞掲載 10回、テレビ放送 3回、ラジオ放送 4回、
　　　　 雑誌掲載 1回、ネットサービス掲載 1回
　　　　
　　　　　　　（一部ご紹介）
　　　　◎RBC NEWS「つなごう沖縄　思いを繋げるフードバンク」2021/07/08
　　　　                https://www.youtube.com/watch?v=0QnD38vg-HU

           　＊ホームページ、ソーシャルネットワーキング

　　　　　（インスタグラム/facebook等）

●学生ボランティアの受け入れ
       大  学    沖縄大学・沖縄国際大学・琉球大学・沖縄キリスト教学院大学
　　  高  校    沖縄県立那覇国際高等学校・昭和薬科大学附属高等学校・中学校
                      沖縄県立首里高等学校・沖縄尚学高等学校/附属中学校
                      学校法人興南学園(高等学校）・沖縄県立那覇西高等学校　　　　　    
　　  中学校   那覇市立石嶺中学校（保護者同行）
 
●他府県のフードバンク団体との連携
　＊セカンドハーベスト・ジャパン（食品の寄付・活動資金の寄付・物品の寄付）

　＊フードバンクふじのくに（粉ミルクの寄付）
　＊やまがた福わたし〈フードバンク山形中央〉（お菓子等）　
　 〖その他〗日本フードバンク連盟認証団体及び理事

２　活動報告
　ｃその他：情報発信・連携

中学校向けZOOM講話

リンクＱＲ↓
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https://www.youtube.com/watch?v=0QnD38vg-HU


３　コロナの影響

【回収】
●観光関連企業からの寄付の増加
    飲料、調味料、お土産、ホテルのアメニティ等

               　　　●個人からの食品寄付の増加     
　　　　＊全国各地からの寄付
　　　　＊（非常用）備蓄食品の寄付

【分配】
●個人世帯の食品依頼が約3倍に増えた

●電話やメールでの食品を希望する問い合わせが増加
コロナウイルス感染症・濃厚接触者になってしまった

　 コロナ禍の影響で失業し生活苦になった等

●ライフラインが使用できない世帯からの依頼

１２

←福島県より



４　会計報告（1）：活動計算書
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※2020年度の寄付金
　企業38社、8団体、個人181人の方々より
　総額 10,442,580円の寄付を頂きました。
　皆さまのご支援に感謝いたします。



４　会計報告（２）：貸借対照表・監査報告書

殿
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　2020年は私たちの活動にも多くの変化や影響がありました。

 これまでとは違う状況や新しい取り組みに戸惑いながらも、食品を届けるた
めに、スタッフやたくさんの協力者のおかげで乗り越えてきました。また、
コロナ禍において食料支援の必要性がこれまで以上に大きく報道されたこと
で、フードバンクもよりクローズアップされるようになりました。

　次年度には一番の目標であった移転が決まり、倉庫や駐車場についての悩
みは解消されそうです。また新しく冷凍庫や冷蔵庫も整備されることから、
これまでの約５倍の食品保管が可能となり食品ストック量は大幅に増やせま
す。他の利点として企業や工業地域が近くなり、新たな企業や生産者とのつ
ながりも期待したいです。

15年目の節目に活動を拡大できることを心から喜ばしく考えております。

次の課題は、活動の継続です。

【食べもので、人が繋がり合える】その一助を担っていきたいと考えます。

今後ともフードバンクセカンドハーベスト沖縄をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ一同

５　2021年度への展望

2021年10月 新事務所での箱詰め作業
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2021年11月1日 移転開所式

https://www.facebook.com/foodbank2hokinawa/

https://www.instagram.com/foodbank2h_okinawa/

https://twitter.com/fb2h_okinawa

https://www.2h-okinawa.org/


