
あなたの大切な財産・遺産を

次の世代の子どもを守る活動に

認定NPO法人

フードバンク山梨

日本にも「子どもの貧困」があることをご存知ですか。

未来をつくる子どもたち一人ひとりが空腹のない日々に



あなたが生きた証を、未来に残したい



理事長

米山けい子

フードバンク山梨をご支援頂いてい
る皆様へ

日本の子どもの貧困率は13.9%7人に1人と広が
り、中には明日の食べ物にも事欠く子どもたち
が増えています。
私たちフードバンク山梨はその様な状況におか
れたご家庭に命を支える食と心のきずなを届け
る活動をしています。
「フードバンクこども支援プロジェクト」は夏
休み冬休みの給食のない時期に食料支援を中心
に、学習支援、夏休み中の楽しい機会を創出す
る活動を実施しています。2017年12月までに
4485人の子どもたちへの支援を行いました。

この活動は、行政・学校の連携に加えて、多く
の企業、市民の皆様からの暖かい寄付によって
支えられております。

マザーテレサが来日した時のことばに「日本人
はインドのことよりも、日本の中で貧しい人々
への配慮を優先して考えるべきです。愛はまず
手近な所から始まります。」というものがあり
ます。今、広がる日本の子どもの貧困対策を地
域の身近にいる子ども達への支援から始めてい
くことが求められています。

私たちは皆様が築き上げられた大切な資産を日
本の子ども達の貧困対策に生かすことをお約束
します。遺贈や遺産相続のご寄付という形であ
なたの想いを子ども達の未来のために託してく
ださい。
ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。



飽食の時代に、明日の食べ物に事欠く
子どもたちへ食品を届けたい。

日本における子どもの貧困率は13.9%（約7人に1人）。人数にすると実
に280万人以上の子どもが貧困状態にあるとされています。また、母子
家庭の貧困率54.6%と、先進国の中でも最悪の水準となっていることを
ご存知ですか。私たちが2015年に行った食生活調査では1日1食を100
円～120円で暮らす子ども達の実態が明らかになりました。その後、
行った様々な調査でも、以下の様な悲痛な声が寄せられました。

「妹・弟にご飯を食べさせる為、自分はあまり食べない」
「これを食べたら朝ごはんあるの？」と心配して泣き出した
「子どもと１つのラーメンを半分こにした」
「食事の時間がお通夜のよう」
「いつもお腹をすかせていた」

はらぺこな子どもに温かいご飯とみそ汁を、
そして全国にフードバンクを根差す取り組
みに、あなたの力をお貸しください

日本では、貧困で困っていても声をあげないことから「見えない貧困」と言われています。そのた
め、困窮者を見つけ出し支援することは難しく、重篤化しやすい傾向にあります。

フードバンク山梨は全国初の「フードバンクこども支援プロジェクト」を実施することで、行政・学校
と連携し「見えない貧困」と言われる世帯を見つけ出して支援をしています。

私たちは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品（食品ロス）を市民・企業から寄付いただき、
無償で、食品が必要な世帯にお渡しする活動を10年間行っています。今までに支援を利用した
人数は５４３２人に上ります。

また、学習支援を通じて、小中学生の学力向上や居場所をづくり等、貧困にはく奪された機会を
作り出す、バーベキュー大会や料理教室などの子どもの心を育む取り組みを包括的に実施して
います。

今後は、さらに連携する行政・学校をふやし、貧困に苦しむ人々へ市民企業からの暖かい心のこ
もった寄付食品を届けます。そして、日本にフードバンクが定着し、困ったときに誰もがフードバン
クを頼ることができるように、活動を推進したいと考えています。

「もったいない」を「ありがとう」に



フードバンク山梨の活動とは

感謝
山田 花子様

2018年2月28日

ご意思を受け継いだことを示す感謝状を贈呈いたしま
す。また、記念プレートをフードバンク山梨事務所に設
置いたします。

遺贈、相続財産からご寄付下さった方には

④食料支援利用者へ
の生活相談

①生活困窮世帯への月
2回の食料支援を実施

②学校給食がない期間
に食料支援・学習支援、
イベントを実施

③経済的理由で塾に
通うことのできない
子どもに学習支援を
実施

⑤食品寄付を推進す
る取り組み（フード
ドライブ）

⑥「全国フードバンク推
進協議会」設立し、政策
提言や広報活動を実施。

食品をいっぱいくれてありがと
うございます。たすかります。
いっぱいあるからうれしいです。
いつもなにがはいっているのか
たのしみです。

いつもありがとうございます。人の
あたたかさや優しさを改めて実感
しました。ありがたくいただいており
ます。

（９才 女児）

（母子家庭 母親）

いつもたくさんのおかしを
ありがとうございます。
僕は３年生になりました。

たくさんの食品をありがとうござい
ます。お米もいっぱいいただけて
お腹いっぱい食べられて幸せで
す。

利用者の声

これまでに 2155世帯に20417箱（約188トン）の食品支援を実施しました （2016年度実績）

（10才男児）

（母親）



遺贈による寄付の流れ

遺贈は、遺言書を残すことで可能となります。 遺言は法定相続よりも優先され、遺言者のご逝去
によりその効力が生じ、 一般的な流れは次の通りです。遺贈は確実に実現するためには、法的
に有効な遺言書を作成いただく必要があります。

①専門家に相談する

公正役場に相談ください。また、弁護士、司法書士や税理士、信託銀行などの信頼できる専門
家に、遺贈のご意思を相談いただくこともできます。

遺言者自身のご意思である遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」といいます。遺言執行
者は、遺言通りに遺言を執行し、指定の遺贈先への財産の引き渡しや登記などを行います。
遺贈のご意思が確実に実現されるよう、専門家に相談して「遺言執行者」を決定することをお勧
めします。

③遺言書作成と管理

専門家と相談の上、ご自身にあった遺言書の方式を選び、作成します。ご意思を実現するため
には、遺言書の存在を家族や信頼できる人に知らせておきましょう。

④遺言内容の開示

ご逝去の連絡を受けた遺言執行者は、フードバンク山梨に対して、遺言執行者に就任したこと、
遺贈の遺言書があること等を伝えます。

⑤遺言の執行

遺言執行者は、逝去の知らせを受けて遺言の執行を開始します。尊いご遺志が実現し、大切な
財産が活かされます。遺言者のネームプレートをフードバンク山梨に掲示します。

①専門家に相談する

②遺言執行者を決める



公正証書遺言 自筆証書遺言

作成方法

•公証役場にて2名以上の公証人
の立会いのもと、遺言者が公証人
に遺言内容を口述します。
•公証人は遺言の内容を文書化し、
遺言者、証人、公証人が署名・捺
印します。

•遺言者が遺言内容の全文、氏名、
日付（年月日）を自筆し、押印します。
（ワープロや代筆は認められませ
ん。）
•認印、拇印、指印でも作成できます

作成方法 •原本は公正役場で保管します。 •保管方法は自由です。

良い点

•遺言書の形式を誤ることがあり
ません。
•紛失や偽造の恐れがありません。

•手軽に作成でき、いつでも自由に書
き換えられます。
•遺言の内容・存在も秘密にできます。

相談したい場合

・公正役場の専門家にご相談くだ
さい。

•専門家（弁護士、司法書士、税理士、
信託銀行など）にご相談ください。

ご注意いただく
こと

・作成手数料がかかります。（手数
料令により、遺産の金額で異なり
ます）詳しくは最寄りの公正役場に
お問い合わせください。
・証人が2名以上必要です。（弁護
士や法律事務所の事務員などに
証人を依頼することも可能です）

•紛失や変造、発見されない可能性
があります。
•遺言書内容の確認・保全のため、家
庭裁判所による検認手続が必要です。
•形式の不備や文意不明により、効力
が問題になることがあります。

遺言が法的な効力を持つためには、法律で定められた遺言の方式により作成されている必要
があります。作成にあたっては、専門家の方に相談されることをお勧めいたします。お心当たり
がなければ、当協会にご連絡ください。一般的に使われる方式は「公正証書遺言」と「自筆証書
遺言」の２種類ですが、認定NPO法人フードバンク山梨にご遺贈いただく場合は、公正証書遺
言をお勧めします。

公正証書遺言と自筆証書遺言



フードバンク山梨への遺贈をご検討いただいている方へ
ご注意いただきたい点

遺贈先は「認定NPO法人フードバンク山梨」とご記入ください。

正確に団体名称をお書きいただくことで確実にご意思を実現できます。

遺言書は「公正証書遺言」をお勧めします。

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」どちらの遺言でも遺贈は可能ですが、より安全で
確実な「公正証書遺言」をお勧めします。

遺留分にご注意ください

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るため保証されてい
る、最低限の相続分です。遺贈をご検討される際は、ご寄付の金額や遺贈の割合は、
相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。

不動産や債券など、現金以外の資産のご寄付をご検討される場合は、フードバンク山
梨までご連絡をお願いします。

現金以外のご寄付について

フードバンク山梨は認定NPO法人のため、遺贈いただいた財産には相続税が課税されません。



相続財産からのご寄付

相続人の方が相続し、又は遺贈を受けた財産からご寄付いただくことで、個人のご意志を受け
継ぎ、生活困窮世帯への食料支援・学習支援・イベントの開催などの活動に役立てることがで
きます。

相続税が対象の方からのご寄付の場合、故人ご逝去10か月以内に、フードバンク山梨へご入
金いただき、領収書を場合、一定条件を満たすことで、非課税になります。

相続手続きの流れ

相続開始 ご逝去 ご逝去と共に相続が開始します。

遺産分割又は遺言執行

３か月以内
財産の放棄などを行う場合は、家庭
裁判所に申述します。

４か月以内 準確定申告

故人が一定の収入条件を満たして
いる場合は、相続人が故人に代わり
確定申告をします。

１０か月以内 相続税の申告・納付

１０か月以内にフードバンク山梨に
ご寄付いただき、領収書を必要書類
を添付して相続税の申告をしていた
だきますと、ご寄付分については控
除対象となり、相続税が課税されま
せん



香典のご寄付と報道実績

御香典をフードバンク山梨にご寄付いただきますと、御香典をくださった方々へフードバンク山梨
より御礼状をお送りし、御香典返しに代えることができます。故人の願いや想いが、困難な状況に
生きる子どもたちの支援になります。

「おなかいっぱい食べたい」
それが私たちが支援する
子どもたちの願いです。

支援を受けて喜ぶ子どもの様子

支援を受けた多くの方からお礼のハガキが届いています



報道実績

フードバンク山梨 2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）主な報道実績

日時 新聞名 日時 新聞名
2016年4月12日 山梨日日新聞 2016年9月5日 朝日新聞
2016年4月14日 山梨日日新聞 2016年9月9日 日本農業新聞
2016年4月15日 産経新聞 2016年9月14日 朝日新聞
2016年4月19日 山梨日日新聞 2016年9月30日 山梨日日新聞
2016年4月19日 山梨日日新聞 2016年10月1日 朝日新聞
2016年4月19日 山梨日日新聞 2016年10月10日 産経新聞
2016年4月22日 山梨日日新聞 2016年11月6日 山梨日日新聞
2016年4月22日 山梨新報 2016年11月11日 毎日新聞
2016年4月24日 朝日新聞 2016年11月28日 毎日新聞
2016年5月13日 毎日新聞 2016年11月30日 山梨日日新聞
2016年5月13日 山梨日日新聞 2016年12月10日 山梨日日新聞
2016年5月13日 朝日新聞 2016年12月17日 朝日新聞
2016年5月16日 山梨日日新聞 2016年12月18日 山梨日日新聞
2016年6月8日 日本食糧新聞 2016年12月20日 山梨日日新聞
2016年6月14日 読売新聞 2016年12月22日 山梨日日新聞
2016年6月17日 山梨日日新聞 2016年12月24日 読売新聞
2016年6月18日 毎日新聞 2016年12月24日 毎日新聞
2016年6月18日 山梨日日新聞 2016年12月24日 山梨日日新聞
2016年7月1日 山梨日日新聞 2016年12月28日 朝日新聞
2016年7月16日 山梨日日新聞 2016年12月30日 山梨日日新聞
2016年7月18日 読売新聞 2017年1月7日 山梨日日新聞
2016年7月20日 農業共済新聞 2017年1月31日 山梨日日新聞　子どもウイークリー
2016年7月22日 山梨日日新聞 2017年2月1日 山梨日日新聞
2016年7月30日 山梨日日新聞 2017年2月4日 朝日新聞
2016年7月31日 毎日新聞 2017年2月8日 朝日新聞
2016年7月31日 読売新聞 2017年2月12日 毎日新聞
2016年7月31日 山梨日日新聞 2017年2月28日 山梨日日新聞
2016年8月1日 朝日新聞 2017年3月1日 山梨日日新聞
2016年8月11日 山梨日日新聞 2017年3月4日 山梨日日新聞
2016年8月12日 山梨新報 2017年3月11日 山梨日日新聞

【新聞報道】 80回

【テレビ・ラジオ出演】 30回

日時 放送局
2016年4月末 テレビ山梨「UTYニュースの星」
2016年5月15日 日本テレビ「真相報道バンキシャ」
2016年5月24日 テレビ山梨「UTYニュースの星」
2016年5月31日 NHKラジオ第一「ラジオ深夜便」再放送
2016年6月18日 アベマTV「みのもんたのよるズバ！」
2016年7月10日 NHKラジオ第一「ラジオ深夜便」
2016年7月20日 山梨放送「ワイドニュース」
2016年7月26日 テレビ山梨「UTYニュースの星」
2016年7月27日 山梨放送「ワイドニュース」
2016年7月28日 NHK甲府まるごと山梨「ボランティアボード」
2016年7月29日 峡西CATV
2016年7月30日 NHK甲府「まるごと山梨」
2016年7月30日 テレビ山梨「ニュースの星」
2016年8月8日 FM甲府「てっぺん」
2016年10月27日 日本テレビ「ニュースゼロ」
2016年10月30日 NHK国際放送「Face to Face」
2016年11月2日 NHK甲府放送局「まるごと山梨」
2016年11月18日 山梨放送「ニュースワイド」
2016年11月18日 テレビ山梨「ニュースの星」
2016年12月1日 山梨放送「ニュースワイド」
2016年12月1日 テレビ山梨「ニュースの星」
2016年12月1日 NHK甲府放送局「まるごと山梨」ボランティアボード
2016年12月16日 テレビ山梨「ウッティタウン」
2016年12月16日 山梨放送「ニュースワイド」
2016年12月21日 テレビ山梨「ニュースの星」
2016年12月23日 NHK甲府放送局「まるごと山梨」
2016年12月23日 山梨放送「ニュースワイド」
2016年12月24日 NHK総合「おはよう首都圏」
2017年1月2日 甲府CATV「街かどトピックス　甲府」
2017年1月23日 NHKジャーナル　ラジオ

など

「Face to Face」ロバートキャンベル氏と

ＴＢＳ「Ｎスタ」
ＮＨＫ総合

「ＮＨＫスペシャル」
ＮＨＫ総合

「クローズアップ現代]
テレビ朝日

「スーパーJチャンネル」

でも取り上げていただきました。



055-298-4844

郵便振込
口座名義＝特定非営利活動法人フードバンク山梨
記号 10820 口座番号 9923441

銀行口座
口座名義＝特定非営利活動法人フードバンク山梨
銀行名＝山梨中央銀行 県庁支店
店番 258 口座番号 （普通）671338

ご不明な点がございましたら、認定NPO法人フードバンク山梨へお問合
わせください。

クレジットカードからのご寄付
http://www.fbyama.com/creditkihu

認定NPO法人 フードバンク山梨（遺贈担当）

〒４００ー０２１４ 山梨県南アルプス市百々３６９７－２
TEL 055-298-4844 FAX 055-298-4885
HP http://www.fbyama.com e-mail info@fbyama.com


