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平成 29 年 10 月 

公益財団法人流通経済研究所 

 

 

フードバンクに求められる管理運営基準 

「フードバンク衛生管理講習会」 

～全国６カ所（７回）で開催 参加費無料～ 

 

開催主旨 

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。 

フードバンク活動は、企業の食品ロス・廃棄コストの削減、社会福祉、地域における絆づくり、さら

に近年は子供の貧困問題への貢献という点などからも、注目されています。 

 

フードバンク活動が、今後、健全に発展していくためには、食品の衛生管理やトレーサビリティの

観点から、食品関連事業者が安心して食品の提供を行える環境が整えることが必要です。 

 

流通経済研究所では、この度、フードバンク活動に関わる方などを対象に、「フードバンク衛生

管理講習会」を開催します。食品事業者に求められる管理運営基準や、衛生管理の手法・知識

について、解説します。 

 

多くのフードバンクは、ボランティアの力で成り立っています。本講習会により、ボランティアを指

導するスタッフ、およびボランティアの食品衛生についての知見を高めることを通じて、フードバン

ク活動に対する食品関連事業者からの信頼性を高め、フードバンク活動のさらなる拡大をめざし

ます。 

 

 
出所：農林水産省資料をもとに流通経済研究所作成。右のグラフは 2016 年に活動している団体で調査に回答した 70 団体の回答集計。 
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開催概要  

会場 

（最寄駅） 
日時 場所 

東京 

（市ヶ谷） 

平成 29 年 11 月 9 日（木）

10:00～12:00 

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター   

カンファレンスルーム 4A 

仙台 

（仙台） 

平成 29 年 11 月 10 日（金）

10:00～12:00 

TKP ガーデンシティ仙台  

カンファレンスルーム 13C 

東京 

（市ヶ谷） 

平成 29 年 11 月 17 日（金） 

10:00～12:00 

TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター  

カンファレンスルーム 7Ｃ 

岡山 

（岡山） 

平成 29 年 11 月 30 日（木）

10:00～12:00 

TKP 岡山会議室   

カンファレンスルーム 2A 

福岡 

（博多） 

平成 29 年 12 月 8 日（金）

10:00～12:00 

TKP ガーデンシティ博多新幹線口   

会議室 4-B 

名古屋

（名古屋） 

平成 30 年 1 月 18 日（木） 

10:00～12:00 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口   

バンケットルーム 7D 

大阪 

（新大阪） 

平成 29 年 1 月 26 日（金） 

10:00～12:00 

TKP 新大阪駅前カンファレンスセンター  

カンファレンスルーム 4A 

  
プログラム 

時間 プログラム 担当講師 

10:00-12:00 

（途中休憩あり） 

○フードバンクに求められる管理運営基準 

〇HACCP は食品安全見える化のツール 

○物流は “安全のバトン”のつなぎ手 

○リスクは変化する 

○質疑応答 

一般社団法人  

日本 HACCP トレーニングセンター 

各エリアオフィサー 

 

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。 

URL：http://www.dei.or.jp/research/workshop_171109.html 
 

開催要領 

定員 20 名 ※定員になり次第締め切らせていただきます（先着順） 

対象 フードバンク団体スタッフなどフードバンク活動に関わる方 

    （社会福祉法人、福祉関係団体、地方公共団体の方 など） 

主催 公益財団法人 流通経済研究所 

 

※本セミナーは平成 29 年度農林水産省補助事業フードバンク活動の推進事業の一環として 

開催するものです。 

 

お問い合わせ先 

 【お申込についてのお問い合わせ】 

  一般社団法人日本有機資源協会 運営事務局 

  〒104-0033 東京都中央区新川 2-6-16 馬事畜産会館 4F 

    TEL.03-3297-5618 FAX.03-3297-5619 

     担当：出越（でごし）・嶋本  



 
 

           

 【内容、及び取材のお問い合わせ】 

  公益財団法人流通経済研究所   

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

      TEL.03-5213-4533 FAX.03-5276-5457 

     担当：石川・加藤・東（あづま）  

 

報道関係者で取材を希望される方は、資料準備の関係から上記の「参加申込方法」に従い各

会場ごとにお申込みください。 

 

 
以上 



フードバンク衛生管理講習会
フードバンクに求められる管理運営基準

全国６カ所（７回） ２時間無料講座好評受付中

主催：

運営事務局：一般社団法人日本有機資源協会

本講習会は平成29年度農林水産省補助事業フードバンク活動の推進事業の一環として開催するものです。

時間 プログラム 担当講師

10:00-12:00
（途中休憩あり）

◯ フードバンクに求められる管理運営基準
◯ HACCPは食品安全見える化のツール
◯ 物流は “安全のバトン”のつなぎ手
◯ リスクは変化する
◯ 質疑応答

一般社団法人
日本HACCPトレーニングセンター
各エリアオフィサー

同日午後、同建物で開催するフードバンク活用促進セミナーにもそのまま参加いただけます！
食品関連事業者とフードバンク団体による意見交換・交流会を実施します。講習会と併せてのご参加をお待ちしております。

日時 開催地
（最寄駅）

会場

平成29年 11月 9日 （木） 東京
（市ヶ谷）

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
カンファレンスルーム4A
東京都新宿区市谷八幡町8番地 ＴＫＰ市ヶ谷ビル4階

平成29年 11月 10日 （金） 仙台
（仙台）

TKPガーデンシティ仙台
カンファレンスルーム13C
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER13階

平成29年 11月 17日 （金） 東京
（市ヶ谷）

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
カンファレンスルーム7Ｃ
東京都新宿区市谷八幡町8番地 ＴＫＰ市ヶ谷ビル7階

平成29年 11月 30日 （木） 岡山
（岡山）

TKP岡山会議室
カンファレンスルーム2A
岡山県岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル2階

平成29年 12月 8日 （金） 福岡
（博多）

TKPガーデンシティ博多新幹線口
会議室4-B
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋本社ビル4階

平成30年 1月 18日 （木）
名古屋
（名古屋）

TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口
バンケットルーム7D
愛知県名古屋市中村区椿町1-16 井門名古屋ビル7階

平成30年 1月 26日 （金） 大阪
（新大阪）

TKP新大阪駅前カンファレンスセンター
カンファレンスルーム4A
大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-12 新大阪ラーニングスクエアビル4階

お申込み・お問い合わせについては
裏面をご覧ください

時間 10時～12時 ／ 開場9:30 定員 20名 ※定員になり次第締め切らせていただきます（先着順）

対象 フードバンク活動に関わる方
フードバンクで食品を管理する方、スタッフやボランティアを指導する方、

食品衛生管理の基本を知りたい方、食品管理実務のさまざまな疑問を解消したい方 など



■開催概要
○参加費：無料

○定員：20名（先着順）

■対象者
○フードバンク団体スタッフなどフードバンク活動に関わる方

（社会福祉法人、福祉関係団体、地方公共団体の方 など）

■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。予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。
・各会場は車椅子の方もご来場いただけます。

（岡山会場のみ、車椅子でご来場の方は事前に運営事務局まで
お問い合せください）

・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。
・資料は電子データでお渡しすることはできません。

参 加 申 込 要 項
■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
【お申込についてのお問い合わせ】

一般社団法人日本有機資源協会 運営事務局
〒104-0033 東京都中央区新川2-6-16

馬事畜産会館 4F
TEL.03-3297-5618 FAX.03-3297-5619

担当：出越（でごし）・嶋本
【内容、及びその他のお問い合わせ】

公益財団法人流通経済研究所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21

山脇ビル10F 
TEL.03-5213-4533 FAX.03-5276-5457
担当：石川・加藤・東（あづま）

■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。）

フードバンク衛生管理講習会 参加申込書

■参加費： 無料 お申込日： 年 月 日

FAX 03-3297-5619
一般社団法人日本有機資源協会 行

HP http://www.dei.or.jp/research/workshop_171109.html

参加会場
（いずれかに☑）

平成29年
□11/9（東京） ・ □11/10（仙台） ・ □11/17（東京）
□11/30（岡山） ・ □12/8（福岡）

平成30年 □1/18（名古屋） ・ □1/26（大阪）

ふりがな

貴社名・団体名 所在地

〒

所属種別
□非営利組織 □社団/財団法人 □官公庁・地方公共団体 □社会福祉法人
□生活協同組合 □フードバンクを運営する民間企業 □報道機関
□その他（ ）

フードバンク活動
の開始年（任意）

年
2016年の年間取扱量

（任意）
トン

食品提供を受けている
企業社数（任意）

社

参加者
1

ふりがな

氏 名 所属／役職
午後のセミナー

にも参加
（以下に☑）

□電 話 ( ) Eメール

参加者
2

ふりがな

氏 名 所属／役職
午後のセミナー

にも参加
（以下に☑）

□電 話 ( ) Eメール

連絡通信欄


