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締結フードバンク団体 スタンダードオペレーション 2010

フードバンクの社会化を目指す者として…
私たちは、社会的ニーズがありながら未だ確立されていな
いフードバンクが、日本に必要な「新しい社会的関係性」と
「新しい社会的流通」を提供できる「社会資本」のひとつとし
て成り得ると、信じています。
ここにこの仕組みに関わる業務基本原則・スタンダードオ
ペレーションを明らかにしたフードバンクガイドラインを策定
し、以って私たちは、フードバンクが社会資本の一翼を担うシ
ステムであることを表明するものであります。
ガイドライン管理者 セカンドハーベスト・ジャパン
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セカンドハーベスト・ジャパン内
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利用者満足の為に何をすべきか
１．フードバンクシステムとは、食品関連企業他より市場
価値の無くなった食品等（以下、規格外等）の寄贈を受
け、福祉施設や生活困窮者の支援団体に無償で届ける活動
の場です。規格外等の食品を安全に正しく届けることがで
きる仕組みを持った公益システムとして、様々な利用者へ
新しい食品の流れを提供していくものです。
２．フードバンク団体とは、情報を収集・整理し、伝達す
る役割を果たす当該システムの管理者となるものです。管
理者は、利用者の利用上の利害を調整し利便性向上を図る
ことを第一と考えます。利用者とは、食品関連企業等の寄
贈者（以下、寄贈者）や福祉施設及び生活困窮者支援団体
の受贈者（以下、受贈者）、寄贈食品を最終消費する福祉
施設及び生活困窮者支援団体の支援対象者（以下、消費
者）、食品を運搬する者、消費者へ直接手渡す手段を講じ
る者等関わる全ての者を当該システムの利用者（以下、利
用者） と考え、その利用上の利害を調整し利便性向上を
図ることを第一と考えます。
３．協定締結フードバンク団体は、前項の者の意思を尊
び、信頼関係とその関係継続を第一に考え、互いの役割と
その組織の限界 を理解した行動をいたします。
４．協定締結フードバンク団体は、フードバンクシステム
が新しい食品ロス削減策と新しい社会福祉供給策 の担い
手であること、食を通じた社会的セーフティーネットシス
テムであることを十分に認識し、その責任を負いながらシ
ステム発展に寄与します。
５．協定締結フードバンク団体は、以下の各項を寄贈者、
受贈者及び消費者に対して本ガイドラインを通じ公約をす
るものであり、以って当該システムの品質を保証するも
の として広く社会全体へ公表し、社会へ理解を求めるも
のでもあります。

（１）

フードバンクガイドライン2010 全17条

《 無償性 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈者、受贈者双方に食品自体の対価的授受を求めません。

《 システム利用の選択権 》
協定締結フードバンク団体としては、フードバンクシステム利用の可否を決める権利及び食品授受の決
定権は、寄贈者及び受贈者が持つものと考えます。但し、システムの管理者として協定締結フードバンク
団体は、寄贈品の授受に関する双方の利害を調整し、トラブル防止等に必要な権限を有します。

《 利用者選定基準 》
１．協定締結フードバンク団体は、原則、福祉施設・団体 に対し寄贈品を届け、その寄贈された食品の
適正利用、適正消費が受贈者と協働しながら実現できるよう行動します。
２．寄贈者及び受贈者を人種、信条、性別、年齢及び団体構成員の志向により選定することはしません。
３．特定の寄贈者と受贈者のみによる互恵取引はいたしません。反社会的行為を有する者との取引もいた
しません。

《 寄贈者意思の優位 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈者より受領をした寄贈品を、寄贈者の大切な商品及びブランドであ
ることと十分認識し、その意思及び個別に約した条件に従い受贈者とともに適正に寄贈品を取り扱うこと
を約束します。

《 受領判断基準 》
協定締結フードバンク団体は、利用者 にとって平等、公平な受領判断基準を作成し、公開します。

《 品質管理 》
１．協定締結フードバンク団体は、食品本来の品質が保証された食品のみを取扱います。
２．協定締結フードバンク団体は、寄贈者が寄贈品を保証するために特別な労力を負っていることを認識
します。
３．協定締結フードバンク団体は、寄贈者が指定した保管等の基準を遵守し、その品質が保証された状態
で消費者へ届けるための管理、工夫を受贈者とともに行うことを約束します。この管理、工夫の手段
は必要に応じて 公開します。
４．協定締結フードバンク団体は、寄贈品個々に関する情報を収集、整理し、受贈者が適正に利用・消費
できるよう正しい情報を適切な手段で伝えます。

《 転売禁止規定 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈された食品を市場へ再販することはいたしません。これは食品受贈
者及び消費者を代表し、約束するものであります。

《 管理規定 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈された食品を適正に管理記録する規定を作成し公開します。また必
要に応じ寄贈者及び受贈者には、規定に基づいた食品引取、輸送、保管、届先等の情報を事前に提供及び
報告をいたします。

《 同意書の作成 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈者との別途取決めは、書面にて取り交わします。それを契約行為と
認めます。この書面での取決め内容は、機密保持の条項が無くとも保護情報と認め原則非公開とします。

《 当事者特約の尊重 》
本ガイドラインの各条項は、前項同意書内における当事者間の特約等を妨げるものではありません。

《 情報管理規定 》
協定締結フードバンク団体は、寄贈者、受贈者及び消費者、その他利害関係者の情報を許可なく流用し
たり、公開しません。また寄贈者との合意書や寄付内容等の情報、及び受贈者等が保護する情報を侵害あ
るいは漏洩される恐れがないように備え、情報管理規定を作成し、公開します。
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《 社会貢献活動 》
１．協定締結フードバンク団体は、その活動に関わる法令、規則、基準等を遵守します。財務情報や事業
報告書等を適時適切に公開し、また丌利益情報も遅滞なく公開し利用者及び社会へ理解を求めます。
２．調査研究活動、人材育成や普及活動、地域や他団体との連携を通じて、システム及び活動の社会的価
値向上に努めます。

《 問合せ窓口 》
協定締結フードバンク団体は、取り扱う食品に関して、受贈者及び消費者、寄贈者に対して問合せ窓口
及びその担当者を設置し、誠実に対応します。

《 事故対応規定 》
協定締結フードバンク団体は、万一事故が予見される場合及び発生した場合の原因究明、拡大防止と被
害者救済及び迅速な公開等の規定を作成し、公開します。

《 実効性の担保 》
本ガイドライン各条項の実効性を担保するものとして、各協定締結フードバンク団体は代表者を選任
し、代表者は各条項の内容等を団体内従事者及び利害関係者に対して周知、指導を行うものとします。ま
た協定締結フードバンク団体は以下の組織運営をおこない、各協定締結フードバンク団体の健全運営に役
立てる努力をいたします。
（１）事務担当者に対する研修・連絡会議の開催
（２）協定締結フードバンク団体合同での活動報告書の作成
（３）協定締結希望を有するフードバンク団体に対する指導助言等のプログラム提供
（４）外部有識者が参画し、前項合同報告書の評価、各協定締結フードバンク団体及び利用者
からの申し立て等を精査する品質向上委員会の設置（細則 別掲）。

《 協定締結、締結解除、除名 》
１．本ガイドライン管理者が別途規定した資格要件を満たした団体のみが協定締結ができるものとしま
す。但し、資格要件が満たなくとも協定締結を希望する団体を協定締結準備団体として、協定締結に
向けて各協定締結フードバンク団体は指導助言に務めるものとします。尚、本ガイドライン管理者は
協定締結のための資格要件を公開するものとします。
２．協定締結フードバンク団体は、本ガイドライン管理者に申し出ることにより、いつでも当該協定の締
結を解除することができるものとします。尚、解除後当該団体は直ちに全ての利用者に適切に周知
し、また本ガイドラインの事務局は当該事実を公表するものとします。
３．協定締結フードバンク団体が本ガイドラインに違反したと認められると他の協定締結フードバンク団
体から申し出があった場合には、本ガイドライン管理者は各協定締結フードバンク団体及び利用者等
と協議をする場を通じ、除名の可否を決定します。万一除名団体が発生した場合には本ガイドライン
管理者はその経緯顛末を含め情報を適切に公開します。
４．本ガイドライン管理者は、協定を締結した団体名及び協定締結準備団体名、締結を解除、除名した団
体名を、同管理者が有するホームページ等で速やかに公開するものとします。

《 管理者・事務担当・申し立て先 》
本ガイドラインの管理者は、著作・原案作成者であるセカンドハーベストジャパン（東京都台東区浅草
橋4-5-1水田ビル１階）とし、内容に関する問合せ先、事務処理等は、同団体事務局内に置くものとしま
す。尚、この窓口は、協定団体、利用者他が利用できるものとします。
以上、協定締結フードバンク団体は本ガイドラインを基に、より具体化された実務基準等 を各団体の名
においてそれぞれが作成し、公開及び遂行するものとします。
尚、締結時点で実務基準等が作成中の段階にある場合においては、その作成までの期間を考慮し公開日
時を約することによってその公開を猶予することができるものとします。

2009版：施行：2009年10月15日
協定改正 2010版：施行：2010年10月14日
＊改正に関する手続き、各委員会設置等については、事案発生の都度、本ガイドライン管理者は
各会議体を編成し事案にあたることとします。

（３）

2010年10月14日施行

フードバンクガイドライン

特定非営利活動法人 セカンドハーベスト名古屋

締結調印者

フードバンクだいち

所在地：名古屋市東区主税町三丁目33 マリア館1階
TEL/ＦＡＸ：052-932-2828 Email info@2h-nagoya.org

所在地：青森県平川市舘田前田12番地1
TEL：0172-43-0373 FAX：0172-26-8373

代表者：シーランド・ジョン ホームページ http://www.2h-nagoya.org/

代表者：成田政文

特定非営利活動法人 フードバンク関西
所在地：兵庫県芦屋市呉川町1-15
TEL/FAX：0797-34-8330 Email foodbankkansai@jupiter.ocn.ne.jp,
代表者：藤田 治
ホームページ http://foodbankkansai.web.infoseek.co.jp

NPO法人 あいあいねっと

Email ntdaiti@oasis.ocn.ne.jp ntdaiti7@gmail.com

NPO法人 ふうどばんく東北AGAIN
所在地：仙台市青葉区一番町四丁目1-3 仙台市市民活動サポートセン
ター事務用ブース6番 TEL：022-722-7572/FAX：022-722-7573
Email info@foodbank.or.jp
代表者：川崎 豊

ホームページ http://www.foodbank.or.jp/

セカンドハーベスト・ジャパン

ガイドライン管理者

所在地：広島市安佐北区可部3丁目9番22号
TEL/FAX：082-819-3023 Email aiainet@hi.enjoy.ne.jp

所在地：東京都台東区浅草橋4-5-1 水田ビル 1F
TEL：03-3838-3827 FAX：03-3863-4760 Email info@2hj.org

代表者：原田佳子

代表者：マクジルトン・チャールズ

ホームページ http://www.enjoy.ne.jp/~aiainet/

一般社団法人

A・R・C

フードバンク九州

ホームページ http://www.2hj.or.jp/

特定非営利活動法人 フードバンク山梨

所在地：福岡市南区大橋１丁目21番2号 西大橋ビル1Ｆ
TEL：092-555-9298 FAX：092-554-0378 Email info@fb-qsyu.org

所在地：山梨県南アルプス市小笠原317 サンシャインビル１F
TEL／FAX：055-282-8798 Email info@fbyama.com

代表者：村中久美子

代表者：米山けい子

ホームページ http://fb-qsyu.org

フードバンク セカンドハーベスト沖縄

ホームページ http://www.fbyama.com

フードバンクとやま

所在地：沖縄県那覇市上間294番地 フラッツうえま2G-1
TEL/FAX：098-856-5907 Email info@2h-okinawa.org

所在地：富山県高岡市戸出吉住103B304
TEL：080-1955-3908 Email iganyoro@gmail.com

代表者：奥平智子 ホームページ http://www.2h-okinawa.org/

代表者：川口明美
ホームページ http://azwish.ddo.jp/foodbanktoyama/

特定非営利活動法人 フードバンクいしかわ
所在地：石川県金沢市保古２丁目１４９番地
TEL：076-249-0300 FAX：076-246-1197
Email foodbank_isikawa@livedoor.com
代表者：任田美智代
ホームページ http://foodbankisikawa.blog16.fc2.com/

