
４次サ第 87号 

令和４年（2022年）６月８日 

 

長野県経営者協会 会員の皆様 

長野県県民文化部こども若者局長 

 

「夏休み前フードドライブ統一キャンペーン」の実施について（依頼） 

 

日ごろ、県のこども・若者施策の推進に御理解と御支援を賜り、感謝申し上げます。 

さて、夏休みに学校給食がなく食事に困る子どもや、生活に困窮する方々を支援する

ため、県内のフードバンク活動団体とともに下記のとおり「夏休み前フードドライブ統

一キャンペーン」を実施し、県庁や合同庁舎、市町村社協など県下各地で食料を集中募

集します。 

つきましては、御提供いただける食品がございましたら御協力をお願いします。 

御寄付いただいた食品は、信州こどもカフェや生活に困っている家庭を支援している

フードバンク活動団体へ寄付します。 

 

記 

  

１ 集中募集期間 

令和４年６月 13日（月）～７月 15日（金） 

 

２ 主催 

長野県フードバンク活動団体連絡会 

長野県、長野県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、長野県労働者福祉協議会 

長野市社会事業協会、信濃福祉、フードバンク信州、NPOホットライン信州 

 

３ 受付先 

フードバンク信州、NPOホットライン信州、市町村社会福祉協議会 

県庁及び各合同庁舎等、県内各地で食品を受け付けています。 

詳細は、別添チラシ及びキャンペーン特設サイトをご覧ください。 

 

４ 募集する食品 

・缶詰、レトルト食品、カップ麺、防災品、菓子等で常温保存ができる以下の食品 

賞味期限の明記があり、期限が切れるまで１か月以上あるもの 

未開封で、包装や外装が破損していないもの、日本語表記されているもの 

・米（2020～2021年度産） 

 
長野県県民文化部こども若者局次世代サポート課 
（課長）塩原 昭夫 （担当）宮崎 愛生 
電 話：026-235-7210（直通） 
フ ァ ッ ク ス：026-235-7087 
メール：seisyo@pref.nagano.lg.jp 

 

キャンペーン 

特設サイト 

mailto:seisyo@pref.nagano.lg.jp


  夏休み前フードドライブ統一キャンペーン

を実施します 

 

 

 

 

 
 

  

 夏休みに入ると学校給食がなく、食事に困ってしまう子どもが増えることが予想されます。そこ

で、「夏休み前フードドライブ統一キャンペーン」を実施し、県下各地で食品の寄付を募集します。

子どもの笑顔が増えるよう、ご協力をお願いします。 

 

 

令和４年６月 13 日（月）～７月 15 日（金） 

       長野県フードバンク活動団体連絡会 

        長野県、長野県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、長野県労働者福祉協議会、 

信濃福祉、長野市社会事業協会、フードバンク信州、NPO ホットライン信州 

 

 

        フードバンク信州、NPO ホットライン信州、市町村社会福祉協議会 等 

詳細はチラシまたはキャンペーン特設サイトをご覧ください。 

 

⚫ 缶詰、レトルト食品、カップ麺、防災品、菓子等で常温保存ができる以下の食品 

✔ 賞味期限の明記があり、期限が切れるまで１か月以上あるもの 

✔ 未開封で、包装や外装が破損していないもの 

✔ 日本語表記されているもの 

⚫ お米（2020 年度～2021 年度産まで） 

 

  

 集まった食料は、生活困窮家庭支援や無料又は低額で食事提供や学習支援を行う「信州こどもカ

フェ」などで活用します。 
 

 

期間中、平日の８時 30 分から 17 時 15 分まで、県庁及び各合同庁舎で食品の寄贈を受け付けま

す。受付場所等の詳細は、別紙「県庁・合同庁舎フードドライブ開催一覧」をご覧ください。 

 

 

長野県（県民文化部、健康福祉部、環境部）プレスリリース  令和４年（2022 年）６月６日 

募集期間  

お持ちいただきたい食品  

集まった食料の活用  

こども若者局次世代サポート課 
 (課長)塩原 昭夫（担当）宮崎 愛生 

電話 026-235-7210(直通)  

026-232-0111(代表)内線 2858 

F A X 026-235-7087 

E-mail jisedai@pref.nagano.lg.jp 

健康福祉部地域福祉課 
(課長)手塚 靖彦 (担当)笛木 綾乃 

電話 026-235-7094(直通) 

026-232-0111(代表)内線 2320 

F A X 026-235-7172 

E-mail j-engo@pref.nagano.lg.jp 

環境部資源循環推進課 
(課長)滝沢 朝行 (担当)勝野 みらい 

電話 026-235-7181(直通) 

026-232-0111(代表）内線 2795 

F A X 026-235-7259 

E-mail junkan@pref.nagano.lg.jp 

県庁・合同庁舎での募集  

主   催  

受付会場  

特設サイト 



県庁・合同庁舎フードドライブ開催一覧 
 

募集期間  令和４年６月13日(月)～７月 15日(金) 

 

受付場所 住  所 担当課 
問合せ先 
電話番号 

県  庁 長野市大字南長野字幅下692‐2 次世代サポート課 026‐235‐7210 

佐  久 佐久市跡部 65‐１ 
佐久地域振興局 

総務管理課 
0267‐63‐3133 

上  田 上田市材木町１‐２‐６ 
上田地域振興局 

総務管理課 
0268‐25‐7113 

諏  訪 諏訪市上川 1‐1644‐10 
諏訪地域振興局 

総務管理課 
0266‐57‐2902 

上 伊 那 伊那市荒井 3497 
上伊那地域振興局 

総務管理課 
0265‐76‐6803 

南 信 州 飯田市追手町２‐678 
南信州地域振興局 

総務管理課 
0265‐53‐0402 

木  曽 木曽郡木曽町福島2757‐1 
木曽地域振興局 

総務管理・環境課 
0264‐25‐2213 

松  本 松本市大字島立 1020 
松本地域振興局 

総務管理課 
0263‐40‐1903 

北アルプス 大町市大町 1058‐2 
北アルプス地域振興局 

総務管理・環境課 
0261‐23‐6502 

長  野 長野市大字南長野南県町 686-1 
長野地域振興局 

総務管理課 
026‐234‐9531 

北  信 中野市大字壁田 955 
北信地域振興局 

総務管理課 
0269‐23‐0214 

 

県庁、合同庁舎ともに受付時間は平日の 8:30～17:15 です。 

お越しになった際は庁舎受付へお申し出ください。 

 



募集期間

令和４年6月13日（月）～7月15日（金）

募集する食品

缶詰 レトルト食品 カップ麺 菓子類 米 など

次の点にご注意ください

・賞味期限が１か月以上あるもの

・未開封のもの

・包装や外装が破損されていないもの

・常温保存できるもの

（NPOホットライン信州は生鮮食品の受取も可能）

・日本語表記されているもの

夏休みに入ると学校給食がなく、食べ物に困る子どもが増えること

が予想されます。そんな子どもたちや、長引く新型コロナウイルスの

影響等により困っている方へ、食料を届けませんか。

皆様のご家庭に眠っている食品が、たくさんの笑顔につながります。

お問い合わせ
長野県県民文化部こども若者局次世代サポート課
電話：026-235-7210 FAX：026-235-7087

※米は2020年度産、2021年度産まで

～困っている方を応援するため、関係団体が連携して統一キャンペーンを実施します～

長野県・長野県フードバンク活動団体連絡会

長野県 長野県社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 長野県労働者福祉協議会
信濃福祉 長野市社会事業協会 フードバンク信州 NPOホットライン信州

キャンペーン
特設サイト



個人・企業の皆様

どなたでもご寄付いただけます

フードバンク活動団体

支援が必要な方へ

失業者、生活に困っている方、
ひとり親、介護中の家庭、学生など

こども支援団体へ

信州こどもカフェ等
子どもの居場所

寄付

食料の提供 食料の提供

機関・団体名称 受付拠点

長野県社会福祉協議会 お住いの市町村社会福祉協議会

長野県 長野県庁、合同庁舎

長野県労働者福祉協議会 地区労働者福祉協議会

認定特定非営利活動法人
フードバンク信州

東北信地域：長野市フードバンク信州本部
中信地域：松本市ワーカーズコープ松本事業所
南信地域：飯田市ほほえみのゆめプロジェクト

特定非営利活動法人
NPOホットライン信州
（信州こども食堂ネットワーク）

※生鮮食品の受け取りも可能です

飯山市(照里) 中野市(西条)
長野市(若里、三本柳、上駒沢)
上田市(長瀬) 塩尻市(片丘)
松本市(寿北) 岡谷市(長地)

集まった食品の流れ

食品の受付場所

常設受付会場

※詳細についてはホームページをご覧ください。
※大量に寄付いただける場合は事前に連絡をお願いします。

イベント開催

受付拠点詳細


