
２０１９年度事業報告書 

 

            法人の名称  特定非営利活動法人もったいないジャパン 

 

２０１９年度は次の事業を実施した。 

 

１ 事業活動方針 

令和元年度は全国の個人や企業から多くの「もったいない物資」の寄付が集まり前年度をさ

らに超える活動結果となった。また今年は海外への支援活動をより充実させ、アフリカなどア

ジア圏以外の支援エリアを拡充した。さらに企業との協働活動の輪が広がり、寄付金や寄付

金に変わる物資（切手、はがき、貴金属、商品券など）の寄付も増え、物資を寄付する際の送

料やボランティアの交通費等活動費の問題解決において軽視できぬ助力となった。他団体と

の協力により物資の引き取り依頼も増え、今後さらにもったいない物資の活用が充実すると

考える。 

もったいないジャパンでは今後官民との協働をさらに推し進め、国内外の貧困問題への対応

レベルにさらなる磨きをかけるとともに、国内のフードロス問題などへの解決に向けて法人と

してさらなる向上を目指していく所存である。 

 

２ 事業内容 

（１）特定非営利活動に係る事業 

① 支援者からの食品、日用品等の収集及び配布に関する事業 

     

     ・日時：通年 

     ・場所：全国及び東南アジア 

     ・従事者人員 １人 

     ・支出額：１，９５４，４３０円 

     （内訳） 

     旅費交通費：１３１，１６４円 

     通信運搬費：４９９，６３６円 

     外注費：１，１５１，０１６円 

     消耗品費：１５，８９６円 

     雑費：６５，３１８円 

     車両費：８６，４００円 

     修繕費：５，０００円 



 

毎週金曜日 フードバンクひらつかへ食料品を寄贈 

 

２月７日 

ＮＰＯ法人 JUNKO Association にタオルケットを寄贈 

ベトナムの山岳地域の学校や孤児院に寄付予定 

１５０枚 

 

２月８日 

「倉敷市災害ボランティアセンター  被災者生活支援班」 

を通し、被災者の方々へマットレス約１００枚を寄贈 

 

２月２７日 

ネパール支援団体 NPO 法人ねぱるぱに学用品、文房具を寄贈 

 

３月４日 

ＮＰＯ法人 JUNKO Association にタオルケットを寄贈 

ベトナムの山岳地域の学校や孤児院に寄付予定 

８０枚 

 

 



3 月１４日 

江口とも子事務所（エネルギーカフェみかんや）にパイプ椅子１０脚、やかん、ホワイトボードマ

ーカー１５本寄付 

 

３月１７日 

ちがたみの和 子供服交換会用の子供服  

軽トラ１台分寄贈 大きい段ボール７箱 

 

３月１７日 

すまいるミュージック茅ヶ崎フェスタ実行委員会 

チャリティーバザー用の物資 軽トラ１台分寄贈 

段ボール約２０箱ほど 

 

３月２０日 

ふらっとパル茅ヶ崎 

若者カフェイベント 骨董市用の物資を寄贈 

軽トラ１台分ほど １０箱程度 

 

３月２２日 

湘南祭実行委員会に 

大岡越前才、湘南祭用の物資 



ボールペン６０００本 

新品ルーペ ４０００個寄贈 

 

３月２３日 

NPO 法人静岡県成年後見の会 

ルーペ１００個、新品ボールペン６００本、その他食料品を寄贈 

イベント用の古本や骨とう品等も寄贈 

 

３月２３日 

ちがさき市民活動サポートセンター 

ボールペン６００本 

新品ルーペ １００個寄贈 

さぽせんワイワイ祭りのスタンプラリー用の景品として 

 

３月２４日 

鶴が台大人食堂 新品使い捨てお手拭き１００人分寄贈 

 

３月２９日 

ラジオ出演時 NPO 法人子育ての輪 lei んち 

アルファ米 ５０食分 

ホリカフーズ１日セット ６日分 



オセロ将棋など子供用ゲーム一式 

 

３月２９日 

茅ヶ崎市役所生活支援課 

平塚社会保険福祉事務所 茅ヶ崎支所 

ホリカフーズ１日セット ３６日分 

 

３月３０日 

京都の抹茶お菓子 

社会福祉法人翔の会に寄付 段ボール２箱 

 

4月 1日 

ふらっとパル茅ヶ崎にクラシックギターを寄贈 

 

4月 2日 

社会福祉法人翔の会 京都の抹茶お菓子 段ボール 12 個 

 

４月３日 

GENKIプロジェクト  リユース会 ママほぐに衣料品を寄贈 

 

４月５日 



厚木市役所 生活福祉課を通し、外国籍の子供ための学用品一式を寄贈 

体操着や子供服、文房具などを中心 

 

４月６日 

児童養護施設子どもの園に今日と抹茶、ほうじ茶お菓子を寄贈 

４月１１日 

We ショップさむかわに雑貨や陶器類を寄贈 

 

４月１２日 

フードバンクひらつかに食料品を寄贈 

 

４月１６日 

茅ヶ崎市役所子育て支援課にコミュニティスペース用のおもちゃ類を寄贈 

 

４月１８日 

NPO 法人子育ての輪 Lei に防災用食品を寄贈 

 

４月２３日 

茅ヶ崎市役所生活支援課に約２週間分の食料品を寄贈 

 

４月２８日 



株式会社エリカランドより新品衣類１８箱を、もったいないジャパンを通して、第１回松山おさが

り交換会へ寄贈 

http://osagari.info/2019/01/24/event20190303/ 

 

４月３０日 

どっこいつるみね村まつり実行委員会を通し、鶴嶺八幡宮皐月祭りの来場者記念品用のおも

ちゃやぬいぐるみ等を寄贈 

 

５月５日 

鶴嶺八幡宮 チャリティー骨董市用の物資を寄付 

どっこいつるみね村まつり用の景品を寄付 

 

５月７日 

茅ヶ崎市役所子育て支援課へレクリエーション用のお菓子を寄贈 

 

５月１０日 

NPO 法人静岡県成年後見の会へ約５００冊の古本、食料品を寄贈 

 

５月１３日 

藤沢ランドセルプロジェクトへ、ランドセルを寄贈 水口さん 

 



５月１４日 

社会福祉法人鎌倉福祉館へバザー用の景品を寄付 おもちゃなど 

 

５月１５日 

NPO 法人セカンドライフ支援協会へ食料品、日用品、お菓子などを寄贈 

 

7月 3 日 

JUNKO ASSOCIATION にミャンマー孤児院に寄付する絵本、ブックシェルフ、歯ブラシ、歯

磨き粉などを寄付 

 

7月 9日 

どっこいつるみね村祭り委員会 

お水や炭酸水を寄付 

 

 

7月 9日 

茅ヶ崎市役所 入院患者様用の物資を寄付 

 

7月 12日 

子ども食堂おいしいね に マグカップ、おわん、食料品などを寄付 

 



茅ヶ崎市役所生活支援課 お菓子寄付 

 

9月 12日 

フードバンクひらつか 食料品を寄贈 

 

9月 12日 

千葉県 多古町 災害支援 

ほうじ茶ゼリー 業務用ほうじ茶など寄贈 

 

9月 13 日 

茅ヶ崎市役所生活支援課 女子の衣類 3 人分 

施設に入居する男性用の靴 

 

9月 13 日 

小田原子ども食堂「スマイルチルドレン」絵本や児童書を寄贈 

 

10月 3 日 

茅ヶ崎市役所生活支援課 お鍋等を寄付 

 

10月 7日 

どっこいつるみね村祭り委員会 



企業の販促品（ボールペン、水筒など 100 個） 

CDプレーヤー1台寄贈 

 

10月 8日 

萩園子供食堂ゆいまーる 

食料品寄贈 

 

10月 9日 

円蔵睦会 CDプレーヤー50 代寄贈 

 

10月 11日 

湘南まちぢから協議会 CDプレーヤー 50台寄贈 

 

10月 20日 

どっこいつるみね村祭り 鶴嶺八幡宮 

不用品物資回収イベント 

 

10月 24日 

茅ヶ崎 湘南朝市 エコバッグ寄付 おいしい農園石井君 

 

10月 25日 



子供食堂おいしいね 食料品 缶詰などを寄贈 

 

11月 1日 

子供食堂おいしいね 食料品 調味料などを寄贈 

 

11月 7日 

旭高校 文化祭 チャリティー屋台用のサラダオイルとキッチンペーパー寄贈 

 

11月 10日 セカンドブックアーチと協働 

鎌倉大仏 鎌倉国際交流フェスティバル 物資の回収 

 

同日 静岡成年後見の会と協働 

約 600 冊の本の回収 鎌倉市 

 

11月 22日 

水口さん ランドセル寄付 

 

11月 23 日 

茅ヶ崎市民文化会館 録音奉仕会バザー用品回収 

 

11月 26日 



NPO 法人子育ての輪 Lei 文房具などを寄付 

 

12月 4日～ 

ウガンダへサッカーシューズやボールを寄付 

フィリピンへサッカーシューズやボールを寄付 

 

12月 22日 

どっこいつるみね村 お餅つき大会 

鶴嶺八幡宮へ臼と杵を寄贈 

   

 

  ② 生活困窮者等の問題に関する世論喚起に関する事業 

 

・日時：通年 

   ・場所：日本 

   ・従事者：１人 

   ・支出額：１８，４６７円 

   （内訳） 

   会議費：１６，５０９円 

   交際費：１，９５８円 

 

  1１月 13 日 15 日 20 日 

      ポリプラスチックス株式会社 企業講演 

 

③ 生活困窮者等についてのイベント交流を含めた教育事業 

ア 生活困窮当事者を集めた食品配布や有識者を集めたシンポジウム事業 

      

     ・日時：通年 

     ・場所：日本 

     ・従事者：１人 



     ・支出額：１，９２３円 

     （内訳） 

     新聞図書費：１，９２３円 

  

  11月 20日 

      地域通貨C－リングクラブ意見交換会 

 

イ チャリティーイベントの実施事業 

    

     ・日時：通年 

     ・場所：日本 

     ・従事者：１人 

     ・支出額：０円 

     （内訳） 

      

  11月 10日 

      セカンドブックアーチと協働 

      鎌倉大仏 鎌倉国際交流フェスティバル 物資の回収 

      同日 静岡青年後見の会と協働 約 600 冊の本回収 鎌倉市 

 

④ その他事業 

     

     ・日時：通年 

     ・場所：日本 

     ・従事者：１人 

     ・収益：１，０８７，９５３円 

     （内訳） 

     雑収益：１，０８７，９５３ 

     ・支出額：７８，４９６円 

     （内訳） 

     広告宣伝費：１７，０００円 

     雑費：６１，４９６円 

 

  通年 

      ・外貨、切手、金券等の売却益 


