
 
 

平成 28 年 9 月 

公益財団法人流通経済研究所 

 

フードバンク活用推進情報交換会 

「マッチング促進によるフードバンク活動の拡大に向けて」 

～事業者・フードバンク活動団体による意見交換を全国 8 都市で開催～ 

 

生産・流通・消費などの過程で発生する未利用食品を食品企業や生産現場などからの寄付

を受けて、必要としている人や施設等に提供する「フードバンク」活動が、日本で広がっています。 

本情報交換会は、フードバンクと食品関連事業者のマッチング強化をめざすものです。事業

者・フードバンク活動団体による意見交換や交流のための場を設け、寄贈品の取扱に関する相

互信頼の向上や、フードバンク活動に対する企業の理解度向上を図ります。それにより、フードバ

ンク活用のさらなる拡大をめざします。 

 

情報交換会のポイント１：事業者・フードバンク活動団体による意見交換や交流の実施 

欧米では既に 40 年近くの歴史があり、社会的にも既に定着しておりますが、わが国では 2000

年代に入ってようやく始まり、ここ数年全国各地でフードバンク活動が広がりつつあります。 

一方、フードバンク活動に対する社会的な理解がまだ十分ではないことに加え、食品の衛生的

な取扱いやトレーサビリティの観点から、食品企業が安心して食品の提供を行える環境が十分に

整っておりません。 

こうした中でより良い関係を築くため、以下のような点から意見交換や交流を図ります。 

 

企業側が知りたいこと  フードバンク側が伝えたいこと 

トレーサビリティの確保の状況 

商品の品質管理の方法 

問題発生時の対応について 

 支援企業、提供先施設等の声 

取扱量の拡大に向けた取組内容 

企業側が求めることに対する対応状況 

 

情報交換会のポイント２：国内フードバンク団体の最新の活動実態についての調査結果報告 

現在、3 年前のおよそ 2 倍に相当する 70 前後のフードバンク活動団体が、全国で活動してい

ます（弊所調べ）。当研究所では、現在、その全てを対象に「活動実態調査」を行っています。情

報交換会では、調査結果から明らかになった国内フードバンクの活動実態について紹介します。 

 

調査結果のポイント 

国内でフードバンク活動を行っている団体の活動内容 

フードバンク団体が抱える課題 

フードバンクが課題を克服し、フードバンク活動がより一層進むための条件・要因 
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開催概要  

会場 日時 場所 

東京 平成 28 年 11 月 22 日(火) 

13:30～16:00 

東雲合同庁舎 5 階共用会議室 

札幌 平成 28 年 11 月 30 日(水) 

13:30～16:00 

TKP ガーデンシティ札幌駅前  

カンファレンスルーム 2E 

金沢 平成 28 年 12 月 8 日(木) 

13:30～16:00 

TKP 金沢駅前カンファレンスセンター  

カンファレンスルーム 3B 

名古屋 平成 28 年 12 月 9 日(金) 

9:30～12:00 

TKP 名古屋駅前カンファレンスセンター  

カンファレンスルーム 6C 

広島 平成 29 年 1 月 13 日(金) 

13:30～16:00 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 広島駅前  

カンファレンスルーム 8B 

福岡 平成 29 年 1 月 19 日(木) 

13:30～16:00 

TKP ガーデンシティ博多新幹線口 

3-A 

大阪 平成 29 年 2 月 2 日(木)  

10:00～12:30 

TKP ガーデンシティ東梅田 

カンファレンスルーム 6A 

仙台 平成 29 年 2 月 15 日(水) 

13:30～16:00 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台東口 ホール 10B 

 

詳細情報  

別紙のパンフレット（添付２枚）、または下記ホームページをご覧ください。 

フードバンク活用推進情報交換会 

「マッチング促進によるフードバンク活動の拡大に向けて」 

URL：http://www.dei.or.jp/research/meeting_161122.html 
 

 

お問い合わせ先  

公益財団法人 流通経済研究所：石川、重冨、伊藤、下田 

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-21 山脇ビル 10 階  

電話：03-5213-4533  メール：food-bnk2016@dei.or.jp  

 

 
以上 



フードバンク活動にご関心のある食品関連事業者の方（メーカー、卸・小売業、生協、外食、農業者など）

フードバンク活動団体の方、地方公共団体の職員の方

（5分）

（15分）

（30分）

（10分） 休　憩

（60分）

（30分）

平成28年11月22日(火) 13:30～16:00 平成29年1月13日(金)　13:30～16:00

東雲合同庁舎5階共用会議室 TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前　カンファレンスルーム8B

東京都江東区東雲1-9-5 広島県広島市南区大須賀町13-9　ベルヴュオフィス広島 

平成28年11月30日(水)　13:30～16:00 平成29年1月19日(木)　13:30～16:00

TKPガーデンシティ札幌駅前　カンファレンスルーム2E TKPガーデンシティ博多新幹線口　3-A

北海道札幌市中央区北2条西2丁目19　ＴＫＰ札幌ビル 福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14　福さ屋本社ビル

平成28年12月8日(木)　13:30～16:00 平成29年2月2日(木)　　10:00～12:30

TKP金沢駅前カンファレンスセンター　カンファレンスルーム3B TKPガーデンシティ東梅田　カンファレンスルーム6A

石川県金沢市広岡3-1-25　YSビル 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目11-16　梅田セントラルビル

平成28年12月9日(金)　9:30～12:00 平成29年2月15日(水)　13:30～16:00

TKP名古屋駅前カンファレンスセンター　カンファレンスルーム6C TKPガーデンシティPREMIUM仙台東口　ホール10B

愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5　CK20名駅前ビル 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1　アゼリアヒルズ

 
　※地域・会場により、時間が異なりますので、十分ご確認ください。

　対象者　

　※プログラムにつきましては、変更となる場合がありますことをご了承願います。

２．情報提供　農林水産省食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室

３．調査報告　公益財団法人流通経済研究所

　　（内容） 我が国の最新のフードバンク団体の活動状況
　　　　　　 フードバンク活動の拡大に向けた取組や課題

４．意見交換

　　（内容） フードバンク活動の拡大に必要な相互理解を深めるための意見交換を行います。
　　　　　　（食品の受取基準、商品供給方法、契約、品質衛生管理、提供先・提供先との取り決めについてなど）

広島
定員 30名

名古屋
定員 30名

金沢
定員 30名

札幌
定員 30名

農林水産省委託事業　平成28年度食品産業リサイクル状況等調査委託事業

　フードバンク活用推進情報交換会
　「マッチング促進によるフードバンク活動の拡大に向けて」

　「食品ロス」となる食品・食材を、食品製造業・小売業等から引き取り、福祉施設等へ無償で提供するフード
バンク活動が、日本において広がっています。　わが国では食品ロスが約632万トン発生していると推計されて
おり、フードバンク活動の取組拡大は、食品ロス削減の観点からも大きな意義があると考えられます。
　そこで、フードバンク活用推進のための情報交換会を全国８カ所で開催します。当日は行政・研究機関から
の情報提供、フードバンク活動紹介などがあり、その後、参加者の皆様による意見交換・交流会を行います。
  フードバンク活動にご関心のある食品関連事業者、およびフードバンク団体の皆様におかれましては、奮って
ご参加下さりますようお願い申し上げます。

　プログラム　

１．挨拶　東京農業大学名誉教授・(一社)日本有機資源協会会長　牛久保明邦 氏、（公財）流通経済研究所

５．フリータイム（交流、名刺交換等）

東京
定員 100名

主催事務局：公益財団法人流通経済研究所

　　（内容） 我が国のフードバンク活動支援に向けた政策
             行政の立場からのフードバンク・食品関連事業者連携への期待

　開催日時・会場　

仙台
定員 30名

大阪
定員 30名

福岡
定員 30名

参加費
無料

全国８地域
開催

（別紙パンフレット）



■個人情報のお取り扱いについて
ご記入いただいた個人を特定できる情報については、以下の通り利用させていただきます。
１）お申込いただいたセミナー等の事務処理に必要なご連絡、ご請求 ２）（公財）流通経済研究所からの各種情報の案内
なお、2）に関して、ご登録内容の変更や配信停止は、 お電話（03-5213-4531）または専用ページ（http://www.dei.or.jp/dm/）からお願いいたします。
（配信停止の手続きにはお時間がかかる場合があります。 行き違いでメールが届きました場合には、ご容赦をお願い申し上げます。）

■開催概要
○参加費： 無料
○定員： 東京会場 100名（先着順）

その他の会場 30名（先着順）

■対象者
○食品関連事業者の方（メーカー、卸・小売業、生協、
外食、農業関連事業者など）

○フードバンク活動団体の方
○地方公共団体の職員の方

■参加申込方法
①申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、
ホームページからお申込みください。
②参加票を、順次メールさせていただきます。
③開催間際のお申込みは、ご参加いただけない場合もござい
ます。あらかじめお電話でご確認ください。

■ご注意
・業種によっては、ご参加できない場合があります。
・講義の録音・撮影は、ご遠慮ください。
・資料はご参加者のみにお渡しします。
・資料のデータでのお渡しはいたしません。

■免責事項
天災地変、交通事情等、弊所が管理できない事由により、
研修内容の一部変更及び中止のために生じた損害

等には責任を負いかねますことをご了承ください。

■お問い合わせ先
（公財）流通経済研究所
フードバンク活用推進情報交換会 事務局
担当：伊藤・下田 TEL：03-5213-4533

フードバンク活用推進情報交換会 参加申込書

■参加費： 無料
お申込日： 年 月 日

FAX ０３-５２７６-５４５７
公益財団法人 流通経済研究所 行

HP http://www.dei.or.jp/research/meeting_161122.html

参加会場 東京 ・ 札幌 ・ 金沢 ・ 名古屋 ・ 広島 ・ 福岡 ・ 大阪 ・ 仙台 （いずれか1つに○）

ふりがな

貴社名・団体名 所在地

〒

所属種別
□民間企業 □市民団体・非営利組織 □一般社団法人・財団法人 □公益社団法人・財団法人
□報道関係 □地方公共団体 □官公庁 □社会福祉法人 □その他（ ）

参加者
1

ふりがな

氏 名 所属／役職

電 話 ( ) Eメール

参加者
2

ふりがな

氏 名 所属／役職

電 話 ( ) Eメール

連絡通信欄

参 加 申 込 要 項


