
韓国のフードバンクシステム

佐 藤 順 子

はじめに－韓国フードバンクシステムの構築

韓国ではフードバンクは次のように定義されている。すなわち，「食品製造，流通の企業や

個人から剰余食品や生活用品などを寄付してもらい，食品・生活用品の不足に悩まされていた

欠食児童，単身生活をしている高齢者，障害者等の韓国の低所得階層に食品を支援する社会福

祉分野の物的資源を伝える体系（1）」である。韓国のフードバンクがシステムとして整備され

たきっかけとして次の 2点が挙げられる。一つは生ゴミ削減対策の見直しであり，もう一つ

には 1997年のアジア通貨危機による経済状況の悪化が失業世帯を増加させ，貧困層が増大し

たことに対する救済策として取り上げられたことである（2）。

韓国のフードバンクがシステムとして機能するに至るまでに，次のような経緯をたどってい
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る。まず，1998年ソウル・プサン・テグ・グァチョンの 4市においてフードバンクモデル事

業が実施された。1999年にはフードバンクの総括部署がそれまでの韓国政府環境部から福祉

保健部に移管され，2000年，韓国社会福祉協議会がフードバンク事業委託を受けて中央フー

ドバンクの運営主体となり，これによって市・郡・区にある社会福祉協議会や社会福祉法人な

どにおいてフードバンク活動が展開されていく基盤となった。2002年にはフードバンク運営

管理データベースシステムが構築されて食品の一元的な管理が可能となっている。

そして，2006年 3月の「食品寄付活性化に関する法律」の制定を経てフードバンクの拠点

数はますます増加して行った。2009年には食品や日用品などを利用者が選択するマーケット

方式のフードマーケットが全国的に広まり（3），2015年にはフードバンクおよびフードマーケ

ットは全国で 437か所に達した。内訳は全国フードバンク 1か所，中央物流センター 1か所，

広域フードバンク 17か所，基礎フードバンク 291か所，基礎フードマーケット 127か所であ

る（4）。

韓国のフードバンクシステムについての先行研究として，次の研究が挙げられる。フードバ

ンクの発展について韓国の寄付文化に着目した考察（5）（小林 2015），フードバンクを環境保

全のための資源とした考察（章 2010），食品連帯の立場からフードバンクを発展させる必要性

を提案した研究（6）（キム，他 2013）などである。しかし，今までフードバンクにおける社会

福祉士の役割や最終受益者（利用者）の選定の基準などについて紹介されたものは管見した限

りなかった。そのため，本稿ではこれらの点に着目して調査結果の概要を報告したい。

1 韓国フードバンクの概況

図 1で示すように，韓国におけるフードバンクの設置は全国をカバーしているものの，そ

の数は京畿道で 76か所，中でもソウル特別市が 60か所と大きな比率を占めている。

また，図 2で示すように，フードバンクの食料配布先は施設・団体が 56％と過半数を占

め，個人では国民基礎生活保障受給者，次上位者（8），低所得者層，対象者の順である。また，

利用者の属性に着目した食品などの配分額は図 3の通りである。
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図 2 対象者別配分比率（2015年 1月 1日～12月 31日 全国総計 1520億ウォン）
出典 韓国全国フードバンクウェブサイト

図 1 韓国フードバンク開所数の地域分布（2016年 10月現在）
出典 韓国全国フードバンクウェブサイト（7）
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なお，本稿で取り上げる永登浦基礎フードバンク／フードマーケットとフードバンクの上位

団体であるソウル特別市広域フードバンクの関係を示すフードバンクシステムの概略は図 4

の通りである。

ただし，本稿で取り上げる聖公会冠岳支部フードバンク／フードマーケットはソウル特別市

からの委託を受けつつ独自の活動を行っているため，必ずしも図 4の通りではない。

図 3 利用者別配分比率
出典 韓国フードバンクウエブサイト

図 4 ソウル特別市広域フードバンクにおけるフードバンクシステムの概略
出典 「ソウル市フードバンク・フードマーケット－食品分け合いは愛の分け合いです」

ソウル特別市社会福祉協会 発行
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2 調査結果について

調査は 2016年 9月 1日から 4日にかけて，ソウル特別市広域フードバンク，永登浦基礎フ

ードバンク，江南基礎フードバンク，聖公会冠岳支部フードバンクなどを対象に聴き取り調査

によって行った。なお，所在地はいずれもソウル特別市である。

本報告では社会福祉協議会を運営主体とした永登浦基礎フードバンクと民間団体を運営主体

とした聖公会冠岳支部フードバンクを取り上げて，以下，聴き取り調査結果の概要について述

べる。

（1）永登浦基礎フードバンク

建物内には食品や日用品などの倉庫，フードマーケット，食堂，厨房および事務所がある。

倉庫の一角には業務用の洗濯機が置いてあり，フードバンク利用者の衣類の洗濯サービスを行

っている。フードマーケットは永登浦区社会福祉協議会のオフィスと同じ建物内に隣接してい

るが，職員は社会福祉協議会とフードバンク業務を兼務していない。

【活動内容について】

永登浦基礎フードバンクは 60施設に食料支援を行っている。主な配布先は地域児童センタ

ー 18か所，無料給食所 5か所で，路上生活者などにも配布している。また，3店舗のフード

マーケットを運営している。

永登浦基礎フードバンクにおける関係機関との協力関係は図 5のとおりである。
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【利用方法について】

永登浦基礎フードバンクには約 3000名の利用者が登録されており，フードマーケットが 3

店舗あるため，毎月 1店舗平均約 1000名が訪れることになる。

利用証（カード）の交付を受けた利用者は，月 1回，毎月 4品目まで自由に品物を選んで

持ち帰ることができる。ただし，野菜や肉などの食材が寄贈された場合は，上記 4品目のう

ちにカウントせずにプラスアルファとして適宜持ち帰ることができる。

味噌，砂糖，調味料などの棚以外に冷蔵庫があり，上限である持ち帰り 4品目にカウントさ

れない野菜や肉などのプラスアルファの食品が陳列されている。

図 5 永登浦基礎フードバンクと関係機関との協力関係
出典 永登浦フードバンク・フードマーケット事業紹介

写真 1 （左・右）永登浦基礎フードマーケット内部の様子
（筆者撮影）
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【職員について】

職員はフードバンクに 1名，フードマーケットに 4名の職員が配置されている。

人件費は市と区がそれぞれ半分ずつを出し，他の運営費用は全て区が負担している。1号店

の 4名の職員はいずれも社会福祉士の有資格者である。

職員以外に国民基礎生活保障法による自活者（9）など計 15名が配置されている。全員が洗濯

サービスに従事しており，15名分は区が人件費を負担している。

【利用の流れについて】

住民がフードバンク／フードマーケットの利用を希望する場合，区役所または地域福祉セン

ターで相談する。利用資格は行政が審査し，利用可能となった場合はフードバンク・フードマ

ーケットの社会福祉士に連絡が入る。社会福祉士は利用資格を得た人と面談の上，どれくらい

の期間利用するか決める。原則として利用期間は 6か月間であるが，更新を求める利用者に

は社会福祉士が生活状況や財産情報などを聴き取り，利用期間延長の判断を行って行政に連絡

する。また，社会福祉士は利用者が持ち帰った食品などを記録し，区役所に送付する。

【利用者について】

永登浦基礎フードバンクでは，政府の指示によりフードバンク／フードマーケットの利用者

の優先順位を次の通り定めている。順位は，第 1順位「急に貧しくなった人への緊急支援」，

第 2順位「国民基礎生活保障受給者以外で，本当に貧しい人」，第 3順位「国民基礎生活保障

受給から脱落した人」，第 4順位「国民基礎生活保障受給者」の順である。行政の指導によっ

て，原則として国民基礎生活保障受給者は利用できないことになったが，食品が大量に寄贈さ

れたときなどには利用してもらっている。

【ボランティアについて】

ボランティアは約 1000名が登録しており，うち 300～500名が定期的に活動している。ボ

ランティアは自分の自動車・自転車で食品を配達したり，フードバンク内の厨房で食事を作っ

ている。1か月に 300食を作って，配達している。

利用者宅に食品を配達するボランティアの懇談会を上半期・下半期に年 2回開催し，業務

上の問題点などについて話し合う。また，食品取扱に関する衛生教育を行って衛生面の注意事

項を徹底している。この懇談会はボランティアへの慰労も兼ねている。

【地域活動について】

地域活動の一環としてフードバンク啓発活動に力を入れている。訪問調査日は「幼稚園の

日」となっており，近隣の幼稚園から約 10名の子どもたちが来訪していた。幼稚園児のため
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にフードマーケットの入口近くの棚が空けてあり，めいめいが持って来た寄付品を棚に並べ，

利用者に供することにしている。フードバンクに幼稚園児を招くのは寄付教育の一環という位

置づけである。

子どもたちは家庭から寄付食品を持参した後，フードバンク事務所に併設された食堂に集ま

り，折り紙で創作活動をして楽しんでいた。

（2）聖公会および聖公会冠岳支部フードバンク・フードマーケットフードバンク

【聖公会のフードバンクに対する考え方について】

聖公会はソウル特別市より先にフードバンクを整備した歴史がある。韓国の文化的な事情を

考えると，工場生産物ではなく自分で作って食べる材料を提供した方が受け入れられやすい。

調理された食品を配る時，高齢者にはお弁当の方が適しているが，子どものいる家庭では自炊

で調理できる食品をパッケージ化するなど配布する工夫が必要である。

職員が各家庭を訪問する拠点となる聖公会の運営する福祉施設に米，キムチ，食材，菓子，

果物，野菜などの「聖公会パッケージ」を配布し，その記録をデータベースに入力している。

このデータベースを構築することで，たとえば子どものいる家庭には洗わずにすぐ調理できる

米を渡せるように配布内容を調整できる。

食品企業からの余剰食品に依存するだけでなく，今後は必要なものを農村で生産して調達す

る体制にしたいと考えている。

また，聖公会は食品配布以外にも，次のような福祉サービスを複合的に提供している。

【クッパレストラン】

2012年にクッパレストランを開店した。レストラン 1号店はクラウドファンディングで

580名から約 9000万ウォンを集め，厨房のインテリアを変えてレストランにした。

聖公会クッパレストランはビジネスマンの利用が多く，昼休みには賑わいを見せていた。ま

た，開店前の食堂では数名のボランティアが配食サービス用のランチボックスを作る作業を行

写真 2 （左・右）クッパレストラン外観とメニュー
（筆者撮影）
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っていた。

【配食バスサービス】

クッパレストランで用意したランチボックスとクッパをあらかじめ配食バスに積み込み，ビ

ル街の道路に駐車する。利用資格は問われず，利用者はバス内で食事をするができる。

椅子とテーブルは固定式になっており，バス後部にはクッパを温める設備が備え付けてある。

【聖公会冠岳支部フードバンク／フードマーケット】

聖公会冠岳支部フードバンク／フードマーケットは商業ビル内に事務所とフードマーケット

などを置き，行政委託のフードマーケットと行政委託ではない独自のフードバンクを運営して

いる。

冠岳支部は 2009年から冠岳区の委託を受けてフードマーケットを運営しており，利用者の

リストは行政から送られてくる。利用者は月 1回，5品目まで持ち帰ることができる。

冠岳支部独自に行っているフードバンクは，スタッフが利用者の状況を判断して利用の可否

と回数を独自に決め，食品を週 1～2回，「分かち合う家」や個人宅に配達する。

写真 3 配食バスサービス
（撮影：上原優子 立命館アジア太平洋大学

国際経営学部准教授）

写真 4 配食バスの内部
（筆者撮影）

写真 5 （左・右）冠岳支部フードマーケット内部の様子
（撮影：上原優子 立命館アジア太平洋大学国際経営学部准教授）
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【地域活動】

冠岳支部では健康増進を図るための活動として「利用者の集い」，「ウンピッサラ（銀の

光）」，「サラン（愛）の活動」などを行い，単に食品を配布するだけでなく利用者の生きがい

となる活動を行っている。具体的には利用者相互の親睦会，体操教室の開催やボランティア活

動への参加である。サービスを受けている高齢者は世話になっていることで自信を失っている

ため，こうした高齢者に「自分にも社会のために何かができる」と思ってもらえるようにする

ことがねらいである。

【食品配布先拠点「分かち合う家」】

週 2回，食品配布先拠点「分かち合う家」まで来られる人は食料を分け合って持ち帰り，

傷病や障害によって来られない人には職員が自宅まで届ける。「分かち合う家」は聖公会の礼

拝堂であるが，識字教室，自活センターや子どもの家など様々な事業を行っている。

配布されたのは温めればすぐに食べられる調理したおかず類で，利用者は「分かち合う家」内

でおかず類を分け合って持ち帰って行った。

【利用者について】

行政は利用者の収入，財産や扶養義務などの状況のデータをもとに判断しているが，冠岳支

部フードバンクのスタッフは「どういう人を助ける必要があるか」という観点で，貧困世帯に

対して積極的にアプローチしている。

写真 6 「分かち合う家」外観
（筆者撮影）
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そのため，フードバンクの利用資格は世帯の事情を知っているスタッフの判断に任せてい

る。冠岳支部では区役所のリストから漏れた人をも独自のフードバンクの支援対象にしてい

る。なぜ独自の基準で支援を行っているかと言うと，以前，このような例があったためであ

る。

聖公会の信者が子どもを交通事故で亡くし，その後，養子縁組をしたり，身寄りのない高齢

者を引き取ったりして大家族となった。その家族は政府に対して支援を求めたが，拒否され

た。子どもは児童施設に，高齢者は高齢者施設にそれぞれ入所しないと支援はできないという

理由であった。すでに家族として共に暮らしている実態があったので，聖公会はこの家族を支

援した。

また，国民基礎生活保障法の受給条件は資産，扶養義務などの条件が厳しく，受給が困難で

ある。たとえば農村部に売却できない農地を持っていても財産があるとみなされて受給できな

い。また，子どもが親に仕送りをしなくても，収入のある子どもがいるというだけで受給でき

ない。法の死角を見つけ出して支援するのが聖公会の役割と考えている。

3 調査結果から見えて来たもの

（1）韓国のフードバンク活動の組織化と多様性

以上，社会福祉協議会の運営する政府系フードバンクである永登浦基礎フードバンクと民間

フードバンクである聖公会冠岳支部を取り上げて多様な活動を紹介し，利用者の資格基準，基

礎フードバンク／フードマーケットにおける社会福祉士の役割などを中心に聴き取り調査結果

の概要について述べて来た。

韓国のフードバンクシステムは，全国社会福祉協議会が事業委託を受けることによって区単

位の社会福祉協議会や社会福祉法人がプラットホームになり，全国的かつ住民の身近で展開す

ることが可能となった。さらに，フードバンクによる食品などの配布に留まらず，利用者が必

要な食品などを選択できるフードマーケットを併設する流れにある。また，ボランティア活動

組織化の取組みや啓発活動などフードバンクが地域に根付こうとする活動を展開していること

がうかがえる。特に，民間フードバンクである聖公会冠岳支部フードバンクでは独自の基準で

利用資格を定めて地域住民の食料を保障し，高齢者の生きがいづくりや児童のケアなどの活動

を展開していた。

（2）韓国の基礎フードバンクにおける社会福祉士の役割

上述したように，基礎フードバンクにおける社会福祉士の役割として次の 3点が挙げられ
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る。1点目はフードバンク／フードマーケット利用資格について行政と連絡調整を行うこと，

2点目は利用者の利用期間延長申請相談に対応すること，3点目は利用者の食品などの利用状

況について行政に報告することである。

韓国ではフードバンク／フードマーケットのシステムが，公的扶助の現物給付に相当する役

割を果たしていることから，社会福祉士はフードバンク／フードマーケット利用者にとってゲ

ートキーパーの役割を担っているものと言えるだろう。ただし，本調査では限られた基礎フー

ドバンクのみの聴き取り調査であり，社会福祉士が行っている全般的な相談活動やその具体的

事例については調査ができなかった。そのため，社会福祉士はどのようなアウトリーチ活動を

行っているか，また，フードバンク／フードマーケット利用による利用者の生活状況改善に向

けてどのような活動を行っているかなどについては今後の研究課題としたい。

（3）韓国のフードバンク利用資格について

韓国のフードバンク利用資格は行政によって付与され，利用資格にも優先順位が定められて

いた。しかし，政府系フードバンクである永登浦基礎フードバンクでも行政の方針を尊重しつ

つ，利用資格について独自の判断も取り入れていた。

聖公会で述べられたように，「国民基礎生活保障法の受給条件は資産，扶養義務などの条件

が厳しく，受給が困難」という背景があることから，この利用資格と優先順位は，フードバン

クによる食品などの現物給付が国民基礎生活保障手当の代替もしくは補完という位置づけにあ

るゆえんと言えるだろう。

4 むすびにかえて

日本におけるフードバンクには継続的な公的支援がなく，特定非営利活動法人または認証非

営利活動法人として主に寄付などによって運営されている。

しかし，2015年の生活困窮者自立支援法施行以降，日本のフードバンクにも，原則として

行政や社会福祉協議会などに食料配布の可否判断を委ねて，生活保護受給世帯や生活困窮世帯

に対して緊急食料支援を開始しているところも現れてきている（10）。

韓国のフードバンクは，公的支援によって，全国フードバンク寄付食品中央物流センターで

の食品集荷から広域フードバンクや基礎フードバンクへの配送までの流れの構築が可能となっ

た。さらに，市や区による人件費の負担や土地建物の提供などによって，継続的な運営が可能

となった点に特徴がある。

一方で，事例を通してみてきたように，聖公会を運営主体とする民間フードバンクは，韓国

においてフードバンクシステムが完成した後も，行政からの事業委託を受けながら独自の活動
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を展開している。特に，利用者の資格要件に関しては，政府の方針に則りながらも地域へのア

ウトリーチによって利用者を見つけ出し，食品提供などの活動を展開している。

このことから，フードバンクシステムの構築において，政府系フードバンクと民間フードバ

ンクを必ずしも対立的にとらえる必要はないと言えるだろう。この点は今後の日本のフードバ

ンクシステムをどのように構築していくか考える上で示唆的である。すなわち，公的支援によ

るフードバンクの全国的な拡充と個々のフードバンクの運営上の自律性を両立させる方向性が

考えられると言えよう。
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