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フードバンク活動実施企業の実態把握及び 

フードバンク活動未実施企業の参入促進策の提案 

                               金谷研究室  1612007  大野圭悟 

 

１．背景・論点 

 日本での食品ロスは年間約 500 万～800 万 t にもな

ると言われており，これは日本の年間のコメの生産量

と同じくらいの量に値する．また，世界で生産される

食料の約 3分の 1に相当する約 13億 tが毎年廃棄され

ているという食品ロスの現状がある．このように食品

ロスは国内外で深刻な問題となっている 1)． 

その食品ロスを削減するための有効策の一つとして

フードバンクがある(以下フードバンクを FB と表記す

る)．FB とは食品の製造・加工・流通・消費の際に発生

する食品ロスを企業や農家，個人から引き取り，困窮

者や福祉施設に届ける活動をしている団体のことであ

る 2)． 

 FB 活動は 1967 年に米国で始まり，世界 30 カ国以

上に広がっている．日本では 2002 年に初めて FB 団体

（セカンドハーベストジャパン）が発足した．海外と

比較すると日本の FB 浸透率はまだまだ低く発展途上

である 3)．そんな中，2019 年 10 月 1 日に食品ロス削減

推進法が施行され，その中で FB 活動の支援について

も記されており，今後の発展が望まれている． 

 日本の FB 活動に関する先行研究では，FB 活動の現

状としての課題や問題点について FB 団体を対象に調

査したものが多い．しかし，食品提供企業目線のもの

が少なく，FB 活動未実施企業が活動に踏み入れない要

因についても解明されていない． 

 

２．研究の目的・意義 

 本研究では，食品ロスを削減する取組の一つである

FB 活動を実施する企業の実態を把握することを目的 1，

FB 活動への参入促進策を提案することを目的 2 とす

る． 

 本研究の意義は，企業の FB 活動の参入促進につな

がることと，これから新しく企業が FB 活動を始める

にあたって参考になることである． 

 

３．研究方法 

 研究の目的を次のような方法で達成する．  

(1)文献調査 

先行研究で現在の FB 活動についての課題や実態，

問題点について把握する． 

(2)FB活動実施企業へのアンケート調査 1 

FB に関する実態について新たな知見を得るために，

FB 活動を実施したことがある食品製造企業を対 

象にアンケート調査を行う（表 1）． 

表 1 アンケート質問項目（一部抜粋）

 

 

(3)FB団体へのヒアリング 

「フードバンクひこね」と「フードバンク滋賀」を対

象とした．実際に現場に足を運び，FB 活動の実態を把

握することを目的としている．これらのヒアリング結

果は，FB 活動未実施企業へアンケート調査をする際の

参考にする． 

(4)FB団体へのアンケート調査 

 そもそも FB 団体に食品の需要があるのか，ある場

合にはどのような食品が求められているのかを把握す

るために，FB 団体に向けてアンケートを行う（表 1）．  

(5)FB活動未実施企業へのアンケート調査 1 

FB 活動未実施の食品製造企業を対象にしたアンケ

ート調査を行う．目的は FB 活動参入への障壁を把握

することである．FB 活動未実施の食品製造企業の選定

は，食品 OEM コム 4)と農林水産省の HP5）に掲載され

ている食品関連協会に所属する企業のうち，目的 1 で

対象となった企業を省いたものを対象とする（表 1）．  

(6)FB活動実施企業へのアンケート調査 2 

FB 活動実施企業が FB 団体と結んでいる合意書につ

いて，その内容を把握することを目的とする（表 1）．  

(7)FB活動未実施企業へのアンケート調査 2 

FB 活動未実施の食品製造企業を対象にしたアンケ

ートを行う．目的は上述の FB 活動参入の障壁に対し

ての改善策を提示して反応を伺うことである（表 1）．  

(8)FB団体への電話調査 

FB 活動実施企業が FB 団体と結んでいる合意書につい

て，その内容を把握することを目的とする． 

 

４．結果及び考察 

(1)FB活動実施企業の実態把握(目的 1) 

1)FB活動実施企業の分類 

質問項目 回答方式

FB活動を始める経緯 選択式

FBを知った方法 選択式

FB活動を行うにあたっての不安要素 選択式

食品の運搬形態について 選択式

未実施企業の参加促進のために必要なこと 記述式

現状以上の食品提供を望むか 選択式

どんな種類の食品を望むか 選択式

FB活動実施の予定はあるか 選択式

FB活動の実施予定がない理由 選択式

FB活動を実施するにあたっての不安点 選択式

不安が解消された方法 記述式

FB活動実施企業へのアンケート調査2

農林水産省のHPに掲載されている，FBと企業

が結ぶ合意書のひな形と，貴社が実際にFBと結

んだ合意書の項目（全10項目）に相違があるか

選択式

「合意書ひな型」通りの契約を結ぶことができればFB

活動への参入を検討するか
選択式

FBから声掛けがあれば参入を検討するか 選択式

輸送費がFB持ちであれば参入を検討するか 選択式

FB活動実施企業へのアンケート調査1

FB団体へのアンケート調査

FB活動未実施企業へのアンケート調査1

FB活動未実施企業へのアンケート調査2
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表 2 FB活動実施企業が FB 活動を実施するにあたって 

不安に感じていたこと （n=18)（複数回答可）

 

 

表 3 FB活動実施企業の FB 活動における食品の運搬形態

（n=18）（複数回答可）

 

 

 農林水産省の HP に掲載されている FB 団体（全 74

団体）の HP を確認し，その FB 団体に食品を提供し

ている企業のリストを作成した．その中でも，食品製

造企業だけを抽出し，食品OEM コムというサイトを

参考にして，食品製造企業の業界分類を行った．分類

した結果，内訳としては加工食品 35 社，調味料・油

脂 34 社，米・パン・麺・穀類 29 社，水産物・水産加

工品 23 社，飲料・茶 20 社，菓子類 18 社，農産物

（加工品）11 社，酒 5 社となった．ここで，企業数

が多い上位 3 業界の「加工食品」，「米・パン・麺・穀

類」，「調味料・油脂」に着目した．これらの業界に属

する FB 活動未実施の企業は，多くの同業者が FB 活

動に参入していることから，FB 活動への新規参入の

可能性が比較的高いと考え，アンケート調査を実施し

た（FB 活動実施企業へのアンケート調査 1）． 

2)FB活動実施企業の実態 

FB 活動実施企業が FB 活動を始めた経緯につい

て，自社からの働きかけをきっかけに FB 活動を始め

ることになった企業は 18 社中 15 社であり，圧倒的に

多いことが分かった．残りの 3 社は FB 団体からの働

きかけをきかっけに始めたという．FB 団体が FB 活

動未実施企業に宣伝営業をするのは有効的な促進策の

一つであるだろう．ただ，人手不足等の問題もあり，

宣伝活動に注力できていない団体も存在するかもしれ

ない． 

FB活動を実施するにあたっての不安(表 2)は転売が

最も多いことが分かった．また，運送コストも 6 社が

回答しており，大きな不安の一つと言える．その他の，

提供後の食材の管理システム，輸送温度による品質劣

化は，食品の鮮度を維持するという意味で，食中毒に

も関連していると考えられる． 

食品の運搬形態ついて(表 3)，「自社で運搬」と「FB

団体が回収しにくる」が半々となった．また，物流企業 

表 4 FB 活動実施企業が考える 

FB活動未実施企業の参入促進に必要なこと (n=16) 

 

 

表 5 FB活動の実施予定がない理由（n=46） 

（複数回答可） 

 

に委託しているという回答もあり，これは FB 団体に

食品の運搬という形で協力している企業だと考えられ

る．食品の提供以外でも，FB 活動に協力することがで

きる例だ． 

(2)FB活動未実施企業の参入促進策の提案(目的 2) 

1)FB活動実施企業が考えるFB活動未実施企業の参入

促進に必要なこと 

 表 4 に FB 活動実施企業が考える FB 活動未実施企

業の参入促進に必要なことを示す．広報についての回

答が最も多かった．メディアでの宣伝，行政の支援等，

まだまだ宣伝の余地があると考えられる．また，提供

した食品がどのように扱われたのか，本当に助けにな

っているのかが分かる広報活動という意見も寄せられ

た．これは FB 団体の活動透明性にも関係している．こ

の広報活動によって，企業は社会貢献の実感が得られ

るのではないだろうか． 

2)FB活動参入の障壁把握 

表 5 に FB 活動実施予定がない理由について示す．

内数は他の実施しない理由として，そもそも提供する

ほどの食品ロスがないと回答した企業の数である．最

も多かった回答は食品事故発生時の責任の所在が不安

であるという理由であった．その次に多いのが，提供

するほどの食品ロスがない，次いで，転売が不安とい

う理由であった．FB 活動実施企業へのアンケート調査

1 で得られた結果と同様に，食品事故，転売の恐れは企

FB活動を実施するにあたって不安に感じていたこと 企業数

転売 8

運送コスト 6

食中毒 2

その他 11

食品の運搬形態 企業数

自社で運搬している 9

FB団体が回収しにくる 9

物流企業に委託している 5

自社のグループ会社が運搬している 1

回答 分類

企業が安心して提供できるFBの仕組みや体制の確立

物流システム（配送,保管など）の問題等，何がネックになっているのかの確認

転売や品質劣化したものを配布されないように契約を結んでおくと安心

現状FBが希望する商品の確認や配送作業に手間がかかっているため業務をある程度まとめて対応す

るネットワークの構築

資格研修・法改正説明会等，1人/社以上の参加が見込めるセミナーでの情報提供

食品がどんな方に届けられて,本当にその方の助けになっているのかわかるような広報活動

さらなる告知活動と取扱商品の安全性の確保

実施企業の取組のメディア掲載による認知度向上

食品会社中心に一社一社声かけしていくこと

商品を受取った人々の感想や商品を使って喜んでいる姿などを具体的に知る機会を増やす

メディアでの広報は個人を対象とした印象が強い為,企業も対象としていることを周知し,　食品ロ
スの有効活用と廃棄コスト削減のメリットを訴える

活動内容を広く周知と理解をさせる行政支援

地域県を超えての連携情報交換

手間がかからずに,廃棄コスト削減,社会貢献ができることをPRする

提供した商品がどのような形で使用されたかわかると安心

法整備（食品事故の責任の所在，税優遇制度） 法律

体制

広報

FB活動の実施予定がない理由 会社数

万が一食品事故が発生した場合の責任の所在が不安 21(7)

提供するほどの食品ロスがない 20

転売が不安 15(8)

FBの存在を知らなかった 13(3)

輸送費がかかる 9(6)

FBから声かけがない 8(4)

近くにFBがない 5(5)

その他 10(3)
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業にとって大きな不安になっていることが分かった．  

3)不安を解消した方法 

FB 活動実施企業が FB 活動を始めるにあたっての不

安は，FB 団体とのルール決め，契約書を結ぶことで解

消した企業が 4 社あることが分かった．実際に FB 団

体とどのようなルール・契約書を結ぶことで解消をし

たかを把握し，それを応用することで FB 活動未実施

企業が抱えている同様の不安（転売・食品事故発生時

の責任の所在）も解消されるのではないかと考える． 

実際に不安を解消した契約書の中身を知るために，

FB 活動実施企業へのアンケート調査 2 と FB 団体への

電話調査を実施した．企業から合意書のコピーを頂戴

するなど，合意書の内容を教えていただくのは守秘義

務の観点から困難である可能性を考え，農林水産省の

HP に掲載されている FB 団体と企業が結ぶべき合意書

のひな形との違いを聞く趣旨のアンケート内容となっ

ている． 

アンケートの結果，守秘義務の観点から合意書の中

身を詳しく知ることはできなかったが，合意書ひな形

と違った項目はほとんどないことが分かり，結ばれた

契約書は基本的にひな形に沿っていると言えるだろう． 

また，FB 団体への電話調査の結果，FB13 団体のう

ち，4 団体は農林水産省が作成した合意書のひな形通

りの契約事例があると回答しており，このことから合

意書のひな形は有用性があると言えよう． 

4)FB活動未実施企業の合意書に対する考え 

農林水産省の HP に掲載されている FB 活動の合意

書のひな形と同様の契約を結ぶことができれば，「転売」

「食品事故発生時の責任の所在」の不安が解消され，

FB 活動への参入を検討するかどうかを聞くアンケー

ト調査（FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2）を

実施した．なお，対象は FB 活動未実施企業へのアンケ

ート調査 1 で返答のあった企業のうち追加調査が可能

で，FB 活動を実施しない理由（複数回答可）について

「転売が不安」もしくは「食品事故発生時の責任の所

在が不安」と回答した企業 12 社である． 

結果，6 社中 3 社が，ひな形通りの契約を結ぶことが

できれば FB 活動の実施を検討する，と回答しており，

転売や食品事故の不安はある程度解消されるものであ

るといえよう（表 6）．ただし，合意書はあくまでも書

面上での契りであるため，担当者と直接話し合いをし

て，信頼関係を築けるが重要だ．合意書の存在は促進

のきっかけになると考える．一方で，合意書を結べて

も検討をしない会社もある．転売や食品事故の不安以

外の理由も大きく占めているようだ．会社の方針や，

扱う食品が影響していることが分かった． 

5)FB活動未実施企業の参入促進策 

FB 活動未実施企業が FB 活動を実施しない理由ごと

に参入促進策を述べる． 

 

表 6 FB活動未実施企業へのアンケート調査 2 結果 

 

 

①「転売が不安」「食品事故発生時の責任の所在が不安」

について 

食品を FB に提供した後，その先で転売があるかも 

しれない，食品事故が発生するかもしれないという不

安が FB 活動の障壁となっている．この不安を FB 団体

と，転売をしない，食品事故発生時の責任は FB 団体が

負うなど FB 活動についてのルールを記した合意書を

結ぶことで解消した FB 活動実施企業が存在すること

から，企業が FB 活動を始めるにあたって，FB 団体と

合意書を結ぶことが参入促進の要因につながると考え

る． FB 団体と FB 活動実施企業が，農林水産省の HP

にある合意書のひな形通りの契約を結んでいる事例が

あることも分かっている．また，FB 活動未実施企業 3

社が，FB 団体と農林水産省の HP にある合意書のひな

形と同様の内容で契約を交わすことができれば，FB 活

動への参入を検討すると回答しており，「合意書を結ぶ」

ことは参入促進の策になり得ると考える．ただし，「合

意書を結ぶ」ことは参入促進に直接つながるわけでは

ない．まずは，FB 活動未実施企業に農林水産省の HP

にある合意書のひな形の存在を知ってもらうことが必

要だ．合意書を結ぶことで転売の不安を解消した企業

が存在することを事例として挙げて FB 活動の宣伝を

するべきだと考える．  

②「FB を知らなかった」「FB 団体から声かけがない」

について 

FB 活動実施企業が考える FB 活動未実施企業の参入

促進に必要なことは広報についての意見が最も多い．

また，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で FB を

知った方法が FB 団体からの営業は 18 社中 3 社と少な

かったこと，FB 活動の未実施企業へのアンケート調査

2 で，FB 団体から声かけがあれば FB 活動の実施を検

討すると回答した企業が 2 社存在したことから，FB 団

体がより活発的に宣伝活動をすることが，企業にとっ

ても FB を知るきっかけとなり，結果的に FB 活動への

参入促進につながるのではないかと考える．また，FB

の説明をするときには，合意書を結ぶことについても

企業

合意書ひな形
通りの合意書を
結べれば参入
を検討するか

FB団体から声

かけがあれば
参入を検討す

るか

輸送費がFB持

ちであれば参入
を検討するか

備考

o社 検討する

契約書内容は必要条件であり十分条件ではない．実
際に参入する場合には、衛生管理の状況や担当者へ
の教育を含むマネジメント等，精査し、信頼してお
願いできるところとお付き合いさせていただくこと
になる．

p社 検討する 検討する

q社 検討しない

r社 検討しない

FB活動は評価するが，規格外品等の出ることが少な

く対応する食品ロスがないのが現状．できる限り原
料の無駄をなくすという意識で製造しており，FB活

動への参加は現状では考えていない．

s社 検討する 検討する 検討する

本社（○○株式会社）と協議の上，決定する．
輸送費はコスト削減を掲げている会社にとって，と
ても大きな問題．

t社 検討しない 検討しない
OEM商品であるのと凍結商品であるため、取り扱い

の問題がある．



iv 

 

詳しく説明するべきだと考える．企業がせっかく FB を

知っても，転売や食品事故発生時の責任の所在の不安

が募り，FB 活動の参入を検討しない可能性もある．そ

のため，FB の説明と農林水産省が作成した合意書のひ

な形を知ってもらい，合意書を結ぶことで転売等の不

安を解消できる可能性があることを伝えることが，未

実施企業の参入促進につながると考える． 

企業がインターネット等のメディアで FB の存在を

知ったとしても，自分ごとに置き換えて FB 活動につ

いて考えることは難しい．直接 FB 団体のメンバーと

企業の担当者が話合って，実際に活動する際の動きを

説明するなどして信頼関係を築くことが参入促進につ

ながると考える． 

 

５．結論 

(1)FB活動実施企業の実態把握(目的 1) 

現状，FB に食品を提供している企業は食品製造企業

が最も多いことが分かっている．さらに，その食品製

造企業を，扱う食品について業界分類をした結果，「加

工食品」「調味料・油脂」「米・パン・麺・穀類」の順に

それぞれの業界に属する FB 活動実施企業が多いこと

が分かった．「加工食品」は缶詰，レトルト，冷凍食品， 

「調味料」は醤油，塩などが具体的な食品例だ．これら

の食品は調理に手間がかからず，FB 団体にとって扱い

やすい食品であることが業界の属する企業が多い理由

であると考えられる．これら業界に属する FB 活動未

実施企業は多くの同業者（FB 活動実施企業）が FB 活

動を実施していることから FB 活動への新規参入の可

能性が比較的高いと考えられる．また，FB 団体も「加

工食品」「米・パン・麺・穀類」に関する食品を求めて

いることが分かった．  

FB 活動を始める経緯について，FB 団体の営業で始

めた企業は 18 社中 3 社と少なかった．残りの 15 社は

自社からの働きかけで FB 活動を実施するに至ったと

のことであった．  

FB 活動の不安要素として，転売・運送コスト・食中

毒の順に多く回答が得られた．特に「加工食品」の業界

に属する企業のうち，冷凍食品を提供している企業は，

品質劣化や保存管理に懸念を抱いていることが分かっ

た．この不安は提供先である FB 団体の設備に左右さ

れる．冷凍食品は運搬においても冷凍設備が求められ

るため他の食品と比べてコストがかかるため設備に左

右されない常温保存が可能な食品を提供できる企業の

方が FB 活動に参入しやすいと考えられる． 

 食品の運搬形態は会社が運搬するパターンと FB 団

体が回収するパターンの二つに大別された．また，少

数ではあるが物流企業が運搬を請け負っている事例も

あった．これは，食品の提供以外でも FB 活動に協力す

ることができる例であると言えよう． 

FB 活動の課題について，賞味期限の短い商品は取り

扱えない，自社が提供できる商品と FB 団体が希望す

る商品がマッチングしないという回答が同数で最も多

かった．企業が FB 団体に食品を提供した後，FB 団体

がその食品を配布するまでに時間がかかるため，ある

程度の賞味期限がある食品の方が FB 活動では扱いや

すいと考えられる．賞味期限が短いと，賞味期限が切

れて廃棄せざるを得ない可能性も高まる．  

(2)FB活動未実施企業の参入促進策の提案(目的 2) 

FB 活動未実施企業の参入促進策について，FB 活動

未実施企業が FB 活動を実施しない理由ごとに示す． 

①「転売が不安」「食品事故発生時の責任の所在が不安」

について 

 この不安を FB 団体と，転売をしない，食品事故発生

時の責任はFB団体が負うなどFB活動についてのルー

ルを記した合意書を結ぶことで解消した FB 活動実施

企業が存在した．このことから，企業が FB 活動を始め

るにあたって，FB 団体と合意書を結ぶことが参入促進

の要因につながると考える． 

②「FB を知らなかった」「FB 団体から声かけがない」

について 

 FB 活動実施企業が FB を知った方法の「FB 団体か

らの営業」は 18 社中 3 社と少なかったことから，FB

がより活発に宣伝活動をすることが，企業にとっても

FB を知るきっかけとなり，結果的に FB 活動への参入

促進につながるのではないかと考える． 

(3)今後の課題 

促進策の有効性の調査などができておらず，具体的

な促進策の提示には至らなかった． 

本研究は「食品製造企業」に焦点を当てた研究とな

っているため，FB 活動のごく一部についてしか研究で

きていない．FB 活動そのものをより良くするためには

より広い視野で，取り巻く環境について調査すること

が必要だ． 

また，現状以上の食品の提供を望んでいない FB 団

体もあり，FB 活動実施企業を増やすだけでなく，FB 団

体を増やすことも必要である．FB を取り巻く環境の全

体を見据えることが重要であると考える． 
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第一章 序論 

 

1-1 研究の背景 

 日本での食品ロスは年間約 500 万～800 万 t にもなると言われており，これは日本の年間

のコメの生産量と同じくらいの量に値する．また，世界で生産される食料の約 3 分の 1 に

相当する約 13 億 t が毎年廃棄されているという食品ロスの現状がある．このように食品ロ

スは国内外で深刻な問題となっている 1)． 

その食品ロス削減の有効策の一つとしてフードバンクがある(以下フードバンクを FB と

表記する)．FB とは食品の製造・加工・流通・消費の際に発生する食品ロスを企業や農家，

個人から引き取り，困窮者や福祉施設に届ける活動をしている団体のことである．貧困に苦

しむ人がいる一方で大量の食品が廃棄されている現代社会の矛盾へアプローチする FB は，

食品ロスを減らせるだけでなく食品ロスの廃棄コストや環境への負担も減らすことができ

る取り組みである 2)． 

 FB 活動は 1967 年に米国で始まり，世界 30 カ国以上に広がっている．日本では 2002 年

に初めて FB 団体（セカンドハーベストジャパン）が発足した．海外と比較すると日本の FB

浸透率はまだまだ低く発展途上であり，今後の発展が望まれている 3)． 

 日本の FB 活動に関する先行研究では，FB 活動の現状としての課題や問題点について FB

団体を対象に調査したものが多い 1)3)．しかし，食品提供企業目線のものが少なく，FB 活動

未実施企業が活動に踏み入れない要因についても解明されていない． 

 

1-2 本研究の目的と意義 

 本研究の目的は以下の二つである． 

目的 1：食品ロスを削減する策の一つである FB 活動を実施する企業の実態を把握すること 

目的 2：FB 活動を未実施の企業が FB 活動に参入するための促進策を提案すること 

 本研究の意義は，企業の FB 活動の参入促進につながることと，これから新しく企業が FB

活動を始めるにあたって参考になることである． 

 

1-3 研究方法 

 本研究の目的を，以下①～⑧の調査によって達成する．また，各種アンケート調査の結果

と章の対応図を図 1-1 に示す． 

 

①文献調査 

先行研究で FB 活動についての課題や実態，問題点について把握する． 

②FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 

FB 活動実施企業を対象にアンケート調査をして，FB 活動実施企業の実態を把握する． 
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③FB 団体へのヒアリング 

「フードバンクひこね」と「フードバンク滋賀」を対象としている．実際に現場に足を

運び，FB 活動の実態を把握することを目的としている．これらのヒアリング結果は，FB

活動未実施企業へのアンケートをする際の参考にする． 

④FB 団体へのアンケート調査 

 FB 団体を対象にアンケート調査を実施し，そもそも FB 団体に食品の需要があるのか，

ある場合にはどのような食品が求められているのかを把握する．  

⑤FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 

FB 活動未実施の食品製造企業を対象にしたアンケート調査を実施する．目的は FB 活動

参入への障壁を把握することである． 名目は「未実施」企業へのアンケート調査となって

いるが，結果的には回答者の中に「実施」企業も含まれていた．その理由については第三章

の 3-5-2 で述べる． 

⑥FB 活動実施企業へのアンケート調査 2 

FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 でイレギュラー的に把握できた FB 活動実施企

業 9 社のうち，FB 活動を実施する際の転売の不安，食品事故発生時の責任の所在の不安を，

FB 団体と合意書を結ぶことで解消した企業 4 社を対象としている．FB 活動実施企業が FB

団体と結んでいる合意書について，その内容を把握することを目的とする． 

⑦FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 

FB 活動未実施企業を対象にしたアンケート調査を実施する．FB 活動未実施企業へのア

ンケート調査 1 で，追加調査の承諾が得られた企業に向けて実施する．目的は FB 活動参入

の障壁に対しての改善策を提示して反応を伺うことである． 

⑧FB 団体への電話調査  

FB 団体へのアンケート調査で返答があった 16 団体を対象としている．目的は企業と結

んでいる合意書についての内容を把握することである． 
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図 1-1 各種アンケート調査結果と章の対応図 

 

1-4 本研究の構成 

 第一章 本研究の背景，目的，意義，方法，構成，用語について記述する． 

 第二章 FB と食品ロスの概要について記述する． 

 第三章 本研究の調査方法について記述する． 

 第四章 FB 活動実施企業の実態について記述する． 

 第五章 FB 活動未実施企業の実態について記述する． 

 第六章 FB 活動未実施企業の参入促進策について記述する． 

 第七章 本研究の目的に対する結論と今後の課題について記述する． 

 

1-5 本研究における用語の定義 

 本研究における主な用語について説明する． 

＊ FB 活動：過剰在庫により出荷可能期限を過ぎる，輸送中の事故で箱が潰れる等で食品 

ロスとなっていたものを社会福祉施設等へ再配分する活動 4)． 

 

 

 

 

 

問1～11 問12(参入促進のために必要なこと)

②FB活動実施企業へのアンケート調査1

↓

四章

↓

六章

問1～４ 問5(参入促進のために必要なこと)

④FB団体へのアンケート調査

↓

四章

↓

六章

実施済み9社 未実施50社

⑥FB活動実施企業への

アンケート調査2

⑦FB活動未実施企業への

アンケート調査2

実施済み9社のうち

4社に配布し2社から返答

未実施50社のうち

12社に配布し6社から返答

⑤FB活動未実施企業へのアンケート調査1

59社から返答

↓

六章

↓

四章

↓

五章
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第二章 FB についての概要 

 

2-1 はじめに 

 本章では，食品ロスと FB の概要について，文献やウェブサイトに基づいて述べる． 

 

2-2 文献調査における概要 

2-2-1 食品ロスの現状について 1) 

 食品ロスとは食べられるのに捨てられている食料のことである．日本での食品ロスは年

間約 500 万～800 万 t にもなると言われており，これは日本の年間のコメの生産量の 839

万 t と同じくらいの量に値する．また，FAO（国連食糧農業機関）の報告書（2011 年）に

よると世界で生産される食料の約 3 分の 1 に相当する約 13 億 t もの食べ物が毎年廃棄され

ていることが分かっている． 

 食品ロスが生まれる背景には様々な理由がある．一つに社会的構造や食品業界の仕組み

がある．食品メーカーは小売店で欠品が出ないように多めに作る傾向がある．これは，競合

メーカーに負けないため，欠品を出して小売店側からペナルティーを課せられるのを防ぐ

ためである．小売店側としても，棚に商品がないとお客から苦情が出るため，多めに仕入れ

ざるを得ないため，結果として食品ロスにつながるリスクが上がる． 

 また，消費者はより鮮度の高い食品を好む傾向があるため，食品流通業界では「3 分の 1

ルール」という商習慣が存在する．これは食品の製造日から賞味期限までを 3 分割し，「納

入期限は，製造日から 3 分の 1 の時点まで」，「販売期限は，賞味期限の 3 分の 2 の時点ま

で」を限度とするものである．例えば賞味期限が 9 カ月ある商品の場合，納品は製造から 3

カ月以内，販売は 6 カ月以内に行わなければならず，この期限を過ぎるとまだ賞味期限ま

で数カ月ある商品でも廃棄されてしまう．海外の納入期限はアメリカでは 2 分の 1，ヨーロ

ッパ各国は 3 分の 2，イギリスは 4 分の 3 までとなっており，いかに日本の「3 分の 1 ルー

ル」厳しいかがわかる．開策として，納入期限を 3 分の 1 から 2 分の 1 延長することを実

験的に行っているメーカーもあるが店頭での販売期限は手付かず．消費者は新鮮なものを

好む傾向があるため，販売期限を延ばすことは小売店にとって望ましくない． 

 他にも，包装の不具合で納品できない商品も多くある．例えば，製造段階での印字ミス，

流通過程でラベルがはがれたものや缶詰のへこみなどが挙げられる．それから，クリスマス

などの季節限定商品も売れ残れば返品・廃棄の対象になる． 

 

2-2-2 SDGs と食品ロス 2)3)  

2018 年 10 月より基本方針の見直し作業が実施された食品循環資源の再生利用等の促進

に関する法律において，国連 SDGs を念頭に 2000 年度比で 2030 年までに食品ロスを半減

する目標が定められた． SDGs とは，2015 年 9 月に国連総会で採択された「持続可能な開
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発のための 2030 年アジェンダ」と 17 のゴールのことである．具体的な施策として「在庫

の適正化」「フードシェアリング等サービスの活用」「持ち帰り容器の導入」「商慣習の見直

し」「FB 活動の積極的な活用」などのフードビジネスにおける削減手法が組み込まれてい

る．また，「第四次循環型社会形成推進基本計画」の食品ロス削減に関わる環境省の検討会

では，国際的な定義の相違を踏まえた食品ロス削減の数値目標のあり方が議論され，2018

年 6 月には家庭形食品ロスの半減目標も閣議決定された．さらに，2019 年 5 月 24 日には

「食品ロス削減推進法」が参議院本会議で全会一致により可決，同年 10 月 1 日に施行され

た．食品リサイクル法が，主に食品関連事業者を対象として食品ロスの削減に関する規制を

行うものであるのに対し，食品ロス削減推進法は事業者だけではなく，消費者・行政も含め

た幅広いステークホルダーを巻き込み国民運動として食品ロスの削減の取組を進めていく

ことを目的としたものといえる． 

 このように SDGs は日本の食品ロス制度に大きな影響を与えている． 

 

2-2-3 FB とは 1)4) 

 FB とは食品の製造・加工・流通・消費の際に発生する食品ロスを企業や農家，個人から

引き取り，困窮者や福祉施設に届ける活動をしている団体のことである．貧困に苦しむ人が

いる一方で大量の食品が廃棄されている現代社会の矛盾へアプローチする FB は，食品ロス

を減らせるだけでなく食品ロスの廃棄コストや環境への負担も減らすことができる取り組

みである． 

 FB は 1967 年に米国で始まり，世界 30 カ国以上に広がっている．日本でも 2000 年に日

本初の FB 団体である「セカンドハーベスト・ジャパン」が発足した．農林水産省の HP 

によると，平成 28 年度時点で，日本全国に少なくとも 74 の FB 団体が存在することが分

かっている． 

 

2-3 先行研究のまとめと本研究の位置づけ 

（1）小林（2012）の先行研究について 5) 

 この研究は，流通機能の一部としての FB 活動をとらえ，その特徴と国内の普及課題を明

らかにすることを目的としている．ケーススタディとして，地方で取扱数量を伸ばしている

セカンドハーベスト名古屋(以下セカンドハーベスト名古屋を 2HN と表記する)を取り上げ，

その課題を抽出し，先進事例との差異について比較分析を試みる． 

日本では FB 活動が 2009 年ごろからマスコミ報道を契機に活動が活発化した．取扱量は

東京のセカンドハーベストジャパン(以下セカンドハーベストジャパンを 2HJ と表記する)

が圧倒的に多く一極集中となっている．その背景として，外資系企業や食品企業の本社が東

京に集中しているという理由がある．予算規模は年間 7000 万円である(2HN は 600 万円)．

地方は外資系企業のアクセスが難しく，2HJ からの転送を受けることが多い． 
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2HN では保管場所には冷蔵庫がないため，引き受けは常温保存できるものに限定してい

る．何らかの 2 次被害による責任はすべて 2HN が負うことになっている．大手ほど出荷不

能による廃棄コストは予算化され，再分配による廃棄コスト削減は二次クレームのリスク

に見合わないからだ．また，企業が CSR 報告書等に活用するため，食品の提供先と配布量

を企業側へ報告する義務を負う． 

万が一事故が起こった際の取り決めはあいまいである．これは，いままで食品事故を起こ

したことがないことが背景にある．予防策として，賞味期限切れのものは受け取らない，常

温保存できるものしか受け取らないことになっている． 

 

（2）佐藤・中野（2016）の先行研究について 6) 

 この研究では，食育の観点からわが国で活動する FB の実態を明らかにし，FB 活動にお

ける食育の新たな必要性について考察を行った．日本の 40 の FB 団体をインターネットで

検索し，食品提供目的などを明らかにし，日本の FB の特徴を明らかにした． 

この研究では，FB に食品を提供している業種は製造業社が最も多いことがわかった．ま

た，日本の FB で取り扱う食品は，賞味期限間近の缶詰，レトルト食品，飲料などが多いこ

とが分かった．さらに，FB 活動を実施している中で，提供先への栄養バランスについて意

識を持って活動している団体は，きわめて少ないことがわかった． 

 

（3）廣田（2013）の先行研究について 7) 

この研究は，日本における FB 活動の普及実態の把握をすること，FB 活動団体やその協

力企業の視点から，現状の問題点や課題を抽出すること，そこから FB 活動の拡大に向けた

普及策の提案をすることを目的としている．研究方法は，文献やインターネットにより，国

内の食品廃棄量の実態を把握，FB 団体へのヒアリング，協力企業へのヒアリング，アンケ

ート調査である． 

 2010 年，食品廃棄物を排出していると推定される 3,500 社に対して行われた調査による

と，「FB 活動を知っているか」という設問に対し，「初めて知った」と回答した企業は 57.9％

であった．日本では，欧米のような法的措置がないことも FB の普及を妨げている．大きく

わけて寄付に対する税制優遇措置と，寄付品に対する製造者責任の放棄を可能にする法的

措置である．特に食品企業が食品を寄付する際に，最も危惧するのは食品事故の責任の所在

であることが分かっている． 

FB 団体へのヒアリングでは，協力企業が事務所周辺に数多く立地している 2HJ に対し

て，FB 関西のような周辺協力企業が密集していない団体では，運送コストの課題があるこ

とが分かった． 
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（4）堀（2018）の先行研究について 8) 

この研究では，FB 活動団体とその協力企業，社会福祉施設等の実態を食品ロスの収集，

保存，配達等の面から把握すること，FB 活動における課題の対策を整理し，対策の要因を

把握すること，FB 活動を進める立場から，FB 活動の促進策を提案することを目的として

いる．研究方法は FB 活動実施団体，食品提供企業，社会福祉施設等を対象とするアンケー

ト調査である． 

食品提供企業へのアンケートで分かったことについて述べる．まずは，食品提供企業の 

FB 活動における経費負担についてだ．ある FB 活動団体との連携での経費負担としては，

配送を委託している物流企業へ配送費の負担が挙げられた．このことから，ある FB 活動

団体が経費を負担することなく，配送が行われることが分かる． 

次に食品提供企業の FB 活動における利益や効果について述べる．食品処分コストの低

減と社内での社会貢献及び環境意識の向上」が利益や効果としてある．企業側としては，食

品の処分コストをかけることなく，CSR としても効果がある． 

食品提供企業の FB 活動における課題点として「賞味の短い商品は取り扱えない」 が課

題点として企業で存在するが，これについては食品事故を未然に防ぐための対策であるた

め課題の解決は難しい．「施設が希望する商品と提供できる商品がマッチングしない」につ

いては，食品を提供する企業との連携を強化することが必要である． 

FB と連携に至った経緯は 5 社中 4 社が FB 側からの要請によるものであり，「社会貢献」，

「経費削減」，「CSR」などが活動に参加する決め手になっているという．FB 活動を始める

にあたっての企業側の不安要素として，転売の恐れが挙げられた．これは，直接 FB からの

説明で解消されたとのことだ． 

 

（5）本研究の位置づけについて 

日本の FB 活動に関する先行研究では，FB 活動の現状としての課題や問題点について FB

団体を対象に調査したものが多い．FB 活動における課題の把握は，小林 5)による FB 団体

への調査で明らかになっている．佐藤・中野 6)により，現状，FB に食品を提供している業

種は製造業者が最も多いことが分かっている．しかし，FB 活動に関する先行研究では，食

品提供企業目線のものが少ない．実際に，廣田 7）と堀 8）によって食品提供企業を対象とした

アンケート調査も実施されたが十分な回収数には至っていない．さらには，FB 活動未実施

企業が活動に踏み入れない要因についても解明されていない．  

そこで本研究は，食品製造企業を対象として，FB 活動の実施実態の把握，FB 活動未実施

企業が FB 活動に参入しない要因について調査し，参入の促進策の提案を行うことを目的と

する． 
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第三章 調査方法 

 

3-1 はじめに 

 本章では，本研究の目的を達成するための，調査方法及び調査対象等について述べる． 

 

3-2 FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 

3-2-1 調査目的 

 FB 活動実施企業の実態を把握することを目的とする． 

 

3-2-2 調査対象及び FB に食品提供の実績がある食品製造企業の分類 

 農林水産省の HP1）に掲載されている FB 団体（全 74 団体）の HP を確認し，その FB 団

体に食品を提供している企業のリストを作成した．その中でも，食品製造企業だけを抽出し，

食品 OEM コム 2)というサイトを参考にして，食品製造企業の業界分類を行った．（表 3-1） 

分類した結果，内訳としては加工食品 35 社，調味料・油脂 34 社，米・パン・麺・穀類 29

社，水産物・水産加工品 23 社，飲料・茶 20 社，菓子類 18 社，農産物（加工品）11 社，酒

5 社となっている．ここで，企業数が多い上位 3 業界の「加工食品」，「米・パン・麺・穀類」，

「調味料・油脂」に着目した．これらの業界に属する FB 活動未実施の企業は，多くの同業

者が FB 活動に参入していることから，FB 活動への新規参入の可能性が比較的高いと考え

る．そこで，この 3 業界に属する食品製造企業 98 社に向けて FB 活動の実態に関するアン

ケート調査を実施した． 

 

表 3-1 FB 活動実施企業の業界分類

 

 

3-2-3 調査時期 

2018 年 12 月 3，10 日にメール・お問い合わせフォーム・郵送により，アンケート調査の

依頼をした． 

 

 

業界分類 具体的な食品 企業数

加工食品 惣菜,ハム，ハンバーグ，ソーセージ，缶詰，乳製品，ジャム，インスタント，冷凍食品 35

調味料・油脂 醤油，味噌，食酢，塩，みりん，ソース，マヨネーズ，ドレッシング，スパイス 34

米・パン・麺・穀類 レトルトご飯，米飯，パン，餅，うどん，そば，小麦，穀類，米粉 29

水産物・水産加工品 かまぼこ，すり身，鰹節，海苔，珍味，昆布，わかめ 23

飲料・茶 茶，麦茶，紅茶，コーヒー，ミネラルウォーター，果汁飲料，豆乳，清涼飲料 20

菓子類 米菓，チョコレート，キャンディー，スナック，シリアル，ガム，和菓子，洋菓子 18

農産物・農産加工品 トマト，落花生，ブルーベリー，豆腐，納豆，漬物 11

酒 日本酒，焼酎，ビール 5
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3-2-4 調査内容 

 FB 活動実施企業の実態について調査した．回答は選択式と記述式である．また，後に実

施した FB 活動未実施企業へのアンケート調査の調査対象の参考にするため，問 1 で，企業

が所属している食品関連協会について聞いた．以下の表 3-2 にアンケート内容を示す．また，

付録 1 に FB 活動実施企業へのアンケート調査票 1 を記載する． 

 

表 3-2 FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 の質問項目 

 

 

3-2-5 返信状況 

 FB 活動実施企業 98 社にアンケート調査票を送り，有効回答数は 18 社，回収率は 18.4%

である． 

 

3-3 FB 団体へのヒアリング 

3-3-1 調査目的 

 実際に現場に足を運び，FB 活動の実態を把握することを目的としている．この調査を踏

まえ，FB 活動未実施企業へアンケート調査をする際の参考にする． 

 

3-3-2 調査対象 

 「フードバンクひこね」と「フードバンク滋賀」 

 

3-3-3 調査時期 

 2018 年 9 月 22 日に「フードバンクひこね」にヒアリング，2019 年 3 月 23 日に「フード

問 質問項目 回答方式

1 所属している食品関連協会について 選択式

2 FB活動を始めた年 記述式

3 FB活動を始めるきっかけ 選択式

4 FB活動をどこで知ったか 選択式

5 FB活動を行うにあたっての不安要素 選択式

6 FB活動のメリット 選択式

7 FB活動のデメリット 選択式

8 食品の運搬形態について 選択式

9 提供したことのある食品について 記述式

10 「食品ロス」を提供しているのか，「食品ロス以外」を提供しているのか 選択式

11 FB活動における課題 選択式

12 未実施企業の参入促進のために必要なこと 記述式
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バンク滋賀」にヒアリングを実施した． 

 

3-3-4 調査内容 

(1) フードバンクひこね 

2018 年 9 月 22 日，フードバンクひこねの活動に参加した．フードバンクひこねは 2017

年に設立され，社会福祉法人彦根市社会福祉協議会が統括している．彦根総合卸売市場の１

ブースを借り，そこを拠点としている．個人・農家・企業から食材の提供を受けている．拠

点では毎月第 2・第 4 土曜日に運営ボランティアによって，食材の受付，保管・管理を行っ

ている．ボランティア会員は年中受け付けているが，メンバーは 10 名程度で固定化されて

いる．現在の主な提供先は彦根市内に 7 カ所開設されている子ども食堂，高齢者サロンであ

る．これまでは，保管が厳しいため冷凍食品の扱いはできなかったが，9 月に彦根ロータリ

ークラブから冷蔵庫，精米機，製粉機の寄贈を受け，今後より多くの食材を提供・受付でき

るようになった．企業からの提供は現在 2 社のみで，その食材は食品ロスではなく，フード

バンクひこねのために善意で提供されている．現状以上の食品提供を望んでおり，今後はよ

り多くの企業からの提供を受けるために，彦根商工会議所で PR 等ができればと話されてい

た． 

 

(2) フードバンク滋賀 

 2019 年 3 月 22 日，フードバンク滋賀の活動に参加した． 

設立目的は，貧困を救う．運営費用はすべて自費（精米代・ガソリン代）で賄われている． 

メンバーは 11 人で配達係・記録係・広報など役割分担している．食品は各家庭に分配され

ている．団体として食品を保管する事務所は設けていない．メンバーの自宅や倉庫がその代

わりになっている．そのため，食品をどこかで保管するということはなく，食品の提供を受

け次第，各家庭に直接配達することになっている．一家につき週一回配達するそうだ．配達

先については代表の方が窓口となり，属性や収入を考慮して食品を提供するか判断してい

る．行政に比べルールが緩い，融通が利く，生活保護が受けられなかった人，受けられるま

でなど，家族構成や嗜好，配達件数を考慮しながら食品を選別して提供をする． 

企業，農家，個人から食品の提供を受けているそうだ．団体メンバーが赴いて食品を回収

している．企業とは転売しないという旨の同意書を結んでいる． 

食品の割合は食品ロスの方が多い．現状以上の食品提供を望んでおり，特に今は調味料が

欲しいと話されていた． 

 

3-4 FB 団体へのアンケート調査 

3-4-1 調査目的 

 そもそも FB 団体に食品の需要があるのか，ある場合にはどのような食品が求められてい
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るのかを把握し，FB 活動未実施企業へのアンケートをする際の参考にすることを目的とす

る． 

 

3-4-2 調査対象 

農林水産省の HP1)に掲載されている 72 の FB 団体に向けてアンケートを配布した． 

 

3-4-3 調査時期 

 2019 年 2 月 15 日に，メール・郵送・問い合わせフォームにより実施した． 

 

3-4-4 調査内容 

 FB 団体が現状以上の食品提供を望むか，望むのならどのような食品を望むのか，望まな

いのであれば，その理由について調査した．回答は選択式と記述式である．以下の表 3-3 に

アンケート内容を示す．また，付録 2 に FB 団体へのアンケート調査票を記載する． 

 

表 3-3 FB 団体へのアンケート調査の質問項目

 

 

3-4-5 返信状況 

72 の FB 団体に向けてアンケート調査票を送り，有効回答数は 16 団体，回答率は 22.2%

である． 

 

3-5 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 

3-5-1 調査目的 

FB 活動参入への障壁を把握することを目的とする． 

 

3-5-2 調査対象 

農林水産省の HP1）と食品 OEM コム 2)に掲載されている食品関連協会に所属する企業の

うち，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で対象となった企業を省いた，FB 活動未実施

の食品製造企業 374 社である． 

問 質問項目 回答方式

1 活動開始年度 記述式

2 現状以上の食品提供を望むか 選択式

3 どんな種類の食品を望むか 選択式

4 食品を望まない理由 選択式

5 FB活動未実施企業の参入促進のために必要なこと 記述式
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FB 活動実施企業へアンケートをする際に，農林水産省の HP に掲載されている FB 団体

の HP を参考にした．FB 団体の HP には，団体に食品を提供した企業の名前が掲載されて

おり，それらの企業に向けて FB 活動実施企業へアンケート調査 1 を実施した．しかし，FB

団体によっては，食品を提供した企業名を HP に掲載していない場合もある．つまり，食品

OEM コムと農林水産省の HP に掲載されている食品関連協会に所属する企業のうち，FB 活

動実施企業へのアンケート調査で対象となった企業を省いたものの中には，FB 活動実施企

業も含まれている可能性もある（結果的に 9 社含まれていた）．そのため，FB 活動実施企業

も含まれていることを想定したアンケート内容となっている． 

 

3-5-3 調査時期 

 2019 年 7 月 2 日に，メール・問い合わせフォーム・郵送により実施した． 

 

3-5-4 調査内容 

FB 活動未実施企業がなぜ FB 活動を実施しないのかを聞く趣旨となっている．回答は選

択式と記述式である．以下の表 3-4 にアンケート内容を示す．また，既に実施している企業

については，実施するにあたっての不安とそれが解消されたかどうかを聞いた．また，付録

3 に FB 活動未実施企業へのアンケート調査票 1 を記載する． 

 

表 3-4 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 の質問項目

 

 

3-5-5 返信状況 

食品製造企業 374 社に向けてアンケート調査票を送り，有効回答数は 59 社，回収率は

15.8%である． 

 

問 質問項目 回答方式

1 FB活動実施の予定はあるか 選択式

2 FBを知っているか 選択式

3 FB活動にかかる費用が損金算入になったことを知っているか 選択式

4 農林水産省が作成したFBの手引きを知っているか 選択式

5 FB活動を実施するに至った理由 記述式

6 どのような食品を提供することが可能か 記述式

7 FB活動の実施予定がない理由 選択式

8 問7の理由が解消されれば参入を検討するか 選択式

9 FB活動のメリットを踏まえて参入を検討するか（FBを知らなかった企業が対象） 選択式

10 FB活動を実施するにあたっての不安点 選択式

11 問10の不安が解消された方法 記述式
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3-6 FB 活動実施企業へのアンケート調査 2 

3-6-1 調査目的 

 FB 活動実施企業が FB 団体と結んでいる合意書について，その内容を把握することを目

的とする． 

 

3-6-2 調査対象 

 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 でイレギュラー的に把握できた FB 活動実施企

業のうち，FB 活動を実施する際の転売の不安，食品事故発生時の責任の所在の不安を，FB

団体と合意書を結ぶことで解消した食品製造企業 4 社である． 

 

3-6-3 調査時期 

 2019 年 10 月 25 日に，メールにより実施した． 

 

3-6-4 調査内容 

 FB 活動を実施するにあたって，FB 団体と取り交わした合意書が，農林水産省の HP に掲

載されている合意書のひな形の項目（全 10 項目）に相違があるかどうかについて聞いた．

また，可能であればその合意書のコピーを頂戴できないか依頼した． 

 以下の表 3-5 にアンケート内容を示す．また，付録 4 に FB 活動実施企業へのアンケート

調査票 2 を記載する． 

 

表 3-5 FB 活動実施企業へのアンケート調査 2 の質問項目

 

 

3-6-5 返信状況 

 食品製造企業 4 社に向けてアンケート調査票を送り，有効回答数は 2 社，回収率は 50%

である． 

 

3-7 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 

3-7-1 調査目的 

農林水産省が作成した FB の手引きにある「FB と企業が結ぶべき FB 活動についての合

意書のひな形」を提示し，その合意書通りの契約を結ぶことができれば，FB 活動に対する

問 質問項目 回答方式

1

農林水産省のHPに掲載されているFB団体と企業が結ぶべき合意書の

ひな形と，貴社が実際にFB団体と結んだ合意書の項目（全10項目）

に違いがあるかどうか
選択式

2 貴社がFB団体と結んだ合意書に項目1～10以外の項目があるかどうか 記述式
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「転売が不安」「食品事故発生時の責任の所在が不安」が解消されるかどうかを把握するこ

とを目的とする． 

  

3-7-2 調査対象 

FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 で返答があった企業のうち，追加調査が可能で，

FB 活動を実施しない理由（複数回答可）について「転売が不安」もしくは「食品事故発生

時の責任の所在が不安」と回答した企業 12 社である． 

 

3-7-3 調査時期 

 2019 年 11 月 23 日に，メール・郵送により実施した． 

 

3-7-4 調査内容 

農林水産省の HP にあるひな形と同じ合意書を結ぶことで，転売や責任の所在について

の不安が本当に解消されるかどうかを聞いた．FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 で

聞いた「FB 活動の実施予定がない理由」について，それが解消されれば参入を検討するか

どうかを聞いた．以下の表 3-6 にアンケート内容を示す．また，付録 5 に FB 活動未実施企

業へのアンケート調査票 2 を記載する． 

 

表 3-6 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 の質問項目

 

 

3-7-5 返信状況 

 食品製造企業 12 社に向けてアンケート調査票を送り，有効回答数は 6 社，回収率は 50%

である． 

 

3-8 FB 団体への電話調査 

3-8-1 調査目的 

 FB 活動実施企業が FB 団体と結んでいる合意書について，その内容を把握することを目

的とする． 

 

 

問 質問項目 回答方式

1 「合意書ひな型」通りの契約を結ぶことができればFB活動への参入を検討するか 選択式

2 「合意書ひな型」のこの部分が別の表現なら参入を検討する等あればご教示ください 記述式

3 FBから声掛けがあれば参入を検討するか 選択式

4 輸送費がFB持ちであれば参入を検討するか 選択式
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3-8-2 調査対象 

 FB 団体へのアンケート調査で返答があった 16 の FB 団体である． 

 

3-8-3 調査時期 

2020 年 2 月 10, 11 日に，電話により実施した． 

 

3-8-4 調査内容 

FB 団体が企業と結んだ合意書について，農林水産省が作成したひな形通りの契約事例は

あるか，またどのようなひな形以外の項目があったかなどを聞いた． 

 

3-8-5 結果 

 16 団体のうち，13 団体から回答が得られた． 

 

＜参考文献＞ 

1）農林水産省：フードバンク 

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html） 

2）食品 OEM コム：食品・飲料関連団体一覧（https://food-oem.com/h-dantai.html） 
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第四章 FB 活動実施企業の実態把握 

 

4-1 はじめに 

 本章では，FB 活動実施企業への実態把握に関するアンケート調査の結果をまとめ，FB 活

動実施企業の実態を把握する． 

 

4-2 本章の目的 

 本章では，食品ロスを削減する取組の一つである FB 活動を実施する企業の実態を把握す

ること（目的 1）を目的とする． 

 

4-3 調査方法 

 3-2（FB 活動実施企業へのアンケート調査 1），3-4（FB 団体へのアンケート調査），3-5（FB

活動未実施企業へのアンケート調査 1）で述べた通りである． 

 

4-4 調査対象 

 3-2（FB 活動実施企業へのアンケート調査 1），3-4（FB 団体へのアンケート調査），3-5（FB

活動未実施企業へのアンケート調査 1）で述べた通りである． 

 

4-5 調査結果 

 FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 の結果，FB 団体へのアンケート調査の結果，FB

活動未実施企業へのアンケート調査 1 の結果をもとに考察を行う． 

 

4-5-1 FB 活動実施企業から見た FB 活動の概要について(1) 

 4-5-1 は，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 の結果に基づく． 

(1) FB 活動実施企業が所属している食品関連協会について 

 FB 活動実施企業が所属している食品関連協会について表 4-1 に示す． 
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表 4-1 FB 活動実施企業が所属している食品関連協会（n=16）（複数回答可）

 

 

それぞれの FB 活動実施企業が所属している食品関連協会は多岐にわたっており，どこか

特定の協会に何社も所属している，ということはなかった．会社数が 2 以上の協会を，FB

活動未実施企業へのアンケートをする際の対象選定の参考にする． 

 

(2) FB 活動実施企業の FB 活動開始年度 

 各 FB 活動実施企業が FB 活動を始めた年について表 4-2 に示す． 

 

 

 

 

 

分類 協会名 企業数

(社)日本冷凍食品協会 3

(公益社団法人）日本缶詰協会 2

(一般社団法人）日本惣菜協会 1

日本食品即席食品工業協会 1

日本介護食品協議会 1

(一般社団法人)日本アイスクリーム協会 1

一般社団法人日本食品化工協会 1

日本ハム・ソーセージ工業協同組合 1

全国製麺協同組合連合会 1

日本冷凍めん協会 1

全国醤油工業協同組合連合会 4

日本うま味調味料協会 2

全日本スパイス協会 2

(一般社団法人)日本植物油協会 2

日本醤油協会 2

醤油PR協議会 1

全国マヨネーズ・ドレッシング類協会 1

(公益財団法人)日本醸造協会 1

全国味噌工業協同組合連合会 1

全国食酢協会中央会 1

加工食品

米・パン・麺・穀類

調味料・油脂
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表 4-2 FB 活動実施企業が FB 活動を始めた年（n=18） 

 

 

 年々FB 活動を実施する企業が増えてきていることが分かった．FB 活動の認知度の高ま

り，FB 団体の増加が影響していると考えられる． 

 

(3) FB 活動実施企業が FB 活動を始めた経緯 

 FB 活動実施企業が FB 活動を始めた経緯について表 4-3 に示す． 

 

表 4-3 FB 活動実施企業が FB 活動を始めた経緯 (n=18) 

 

 

自社からの働きかけをきっかけに FB 活動を始めることになった企業が圧倒的に多いこ

とが分かった．FB 団体が FB 活動未実施企業に営業をするのは有効的な促進策の一つであ

るだろう．ただし，人手不足等の問題もあり，宣伝活動に注力できていない団体も存在す

るかもしれない． 

 

(4) FB 活動実施企業が FB を知った方法 

 FB 活動実施企業が FB を知った方法について表 4-4 に示す．表 4-4 のその他の内訳につ

いて表 4-5 に示す． 

 

FB活動を始めた年 企業数

2005年 1

2007年 1

2009年 2

2010年 1

2012年 1

2014年 3

2015年 1

2016年 4

2017年 3

2018年 1

FB活動を始めた経緯 企業数

自社から働きかけた 15

FB団体側から要請があった 3
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表 4-4 FB 活動実施企業が FB を知った方法（n=18）（複数回答可）

  

 

表 4-5 表 4-4 のその他の内訳（n=7） 

 

 

FB 活動実施企業が FB を知った方法についてはインターネットが一番多いことが分かっ

た．その他も多く，協議会や勉強会等，外部での集まりで FB を知る企業も存在してお

り，FB 活動の推進事体が積極的に各地で行われるようになってきていると言える． 

 

(5) FB 活動実施企業が FB 活動を実施するにあたって不安に感じていたこと 

 FB 活動実施企業が FB 活動を実施するにあたって不安に感じていたことについて表 4-6

に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

回答 企業数

インターネット 6

TV 4

FB団体側の営業 3

新聞 2

講演会 1

その他 8

その他の内訳

担当者が米国赴任時に

メディア情報

関東農林水産業関連企業環境対策協議会

交流会

雑誌（子ども食堂）

地域団体の会合

勉強会で紹介された



 

22 

 

表 4-6 FB 活動実施企業が FB 活動を実施するにあたって不安に感じていたこと (n=18) 

（複数回答可）

 

 

 表 4-7 表 4-6 のその他の内訳（n=10）

 

 

FB 活動を実施するにあたっての不安は転売が最も多いことが分かった．また，運送コス

トも 6 社が回答しており，大きな不安の一つと言える．その他の，提供後の食材の管理シ

ステム，輸送温度による品質劣化は，食品の鮮度を維持するという意味で，食中毒にも関

連していると考えられる．これらの不安は FB 活動未実施企業が FB 活動を実施しない理由

に関係していると考え，FB 活動未実施企業へアンケート調査をする際の参考にする． 

 

(6) FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのメリット 

 FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのメリットについて表 4-8 に示す． 

 

表 4-8 FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのメリット（n=18）（複数回答可）

 

 

FB活動を実施するにあたって不安に感じていたこと 企業数

転売 8

運送コスト 6

食中毒 2

その他 11

その他の内訳 企業数

特になし 4

提供後の食材の管理システム 4

輸送温度による品質劣化 1

提供先団体がしっかりした組織であるかどうか 1

FB活動のメリット 企業数

社会貢献 17

廃棄コスト削減 10

CSR 8

社員の意欲向上 2

その他 2



 

23 

 

FB 活動のメリットは社会貢献が最も多く，18 社中 17 社が回答した．次いで廃棄コスト

の削減，CSR となっており，これらのメリットは FB 活動の宣伝に積極的に使っていくべ

きだ．その他は，食品会社としての責務の履行，食資源の有効活用であった． 

 

(7) FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのデメリット 

 FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのデメリットについて表 4-9 に示す． 

 

表 4-9 FB 活動実施企業が思う FB 活動を実施することのデメリット（n=18）        

（複数回答可） 

 

 

表 4-10 表 4-9 のその他の内訳（n=11）

  

 

FB 活動のデメリットは運送コストが最も多いことが分かった．運送コストがかからない

で済めば，企業は費用なしで FB 活動を実施することができるが，その分 FB 団体の負担が

増える．一方で特になし，と回答した企業も多数存在しており，これらの企業が食品を提

供するにあたっての運搬は FB 団体が請け負っている可能性もあると考える． 

 

(8) FB 活動実施企業の FB 活動における食品の運搬形態 

 FB 活動実施企業の FB 活動における食品の運搬形態について表 4-11 に示す． 

 

 

 

 

 

FB活動のデメリット 企業数

運送コストがかかる 6

食中毒等のリスク 2

その他 12

その他の内訳 企業数

特になし 8

提供できる食品がなかなか集まらない 1

引取可否物品や送付方法等に制限が多い 1

実売への影響 1
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表 4-11 FB 活動実施企業の FB 活動における食品の運搬形態（n=18）（複数回答可）

 

 

 食品の運搬形態ついて，「自社で運搬」と「FB 団体が回収しにくる」が半々となった．

また，物流企業に委託しているという回答もあり，これは FB 団体に食品の運搬という形

で協力している企業だと考えられる．食品の提供以外でも，FB 活動に協力することができ

る例だ． 

 

(9) FB 活動実施企業が FB 団体に提供したことのある食品 

 FB 活動実施企業が FB 団体に提供したことのある食品について表 4-12 に示す． 

 

表 4-12  FB 活動実施企業が FB 団体に提供したことのある食品（n=18）（複数回答可）

 

 

（）は回答数である．レトルトの内訳は即席カレー，即席シチューであった．麺の内訳

は生麺，そば，パスタであった．「加工食品」「米・パン・麺・穀類」に関しては，冷凍食

品，レトルト，麺など，調理に手間がかからず，腹持ちのよい食品が多い結果となった． 

 

(10) FB 活動実施企業は FB 団体に「食品ロス」を提供しているのか「食品ロス以外」を

提供しているのか 

 FB 活動実施企業は FB 団体に「食品ロス」を提供しているのか「食品ロス以外」を提供

しているのかについて表 4-13 に示す． 

 

 

 

 

 

食品の運搬形態 企業数

自社で運搬している 9

FB団体が回収しにくる 9

物流企業に委託している 5

自社のグループ会社が運搬している 1

分類 食品

加工食品 冷凍食品（4），レトルト（4），インスタント（2），缶詰，アイスクリーム，ハム・ソーセージ

米・麺・パン・穀類 麺（3），お好み焼き粉（2），ホットケーキミックス，てんぷら粉，唐揚げ粉

調味料 醤油（3），味噌（3），ドレッシング（2），つゆ（2）

その他 水（3）
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表 4-13 「食品ロス」を提供しているのか「食品ロス以外」を提供しているのか（n=18）

 

 

表 4-14 表 4-13 の食品ロス以外の内訳（n=6） 

 

 

食品ロスを提供している企業が 12 社とほとんどであった．食べられるのに捨てられてし

まう食品を提供するだけでなく，通常の商品を提供している企業が存在することが分かっ

た． 

 

(11) FB 活動実施企業が FB 活動を実施していて感じた課題 

 FB 活動実施企業が FB 活動を実施していて感じた課題について表 4-15 に示す． 

 

表 4-15 FB 活動を実施していて感じた課題（n=18）（複数回答可）

 

 

表 4-16 表 4-15 のその他の内訳（n=5）

 

「食品ロス」を提供しているのか「食品ロス以外」を提供しているのか 企業数

食品ロス 12

食品ロス以外 5

両方 1

食品ロス以外の内訳 会社数

通常販売品 2

季節限定品 2

賞味期限切れが近い商品 2

FB活動を実施していて感じた課題 企業数

賞味期限の短い商品は取り扱えない 7

自社が提供できる商品とFB団体が希望する商品がマッチングしない 7

特になし 5

その他 5

その他の内訳

商品の品質保証ができない

配送手段と人手

提供した先の活動団体の活動の透明性

販売期間を考えると提供できる期限（賞味期限まで1か月）を切る場合がある

提供者の認知度が低い
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FB 活動の課題について，賞味期限の短い商品は取り扱えない，自社が提供できる商品と

FB 団体が希望する商品がマッチングしないという回答が同数で最も多かった．食品を提供

した後，FB 団体が食品を配布するまでに時間がかかるため，ある程度の賞味期限がある食

品の方が，FB 活動では扱いやすいと考えられる．商品のマッチングについては先行研究で

見受けられた課題の一つだ． 

 

4-5-2 FB 活動実施企業から見た FB 活動の概要について(2) 

4-5-2 は，FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 でイレギュラー的に把握できた FB 活

動実施企業 9 社の結果に基づく．3-5-2 で述べた通り，FB 活動未実施企業へのアンケート調

査 1 という名目でアンケート調査を実施したが結果的に，回答した企業には FB 活動実施企

業も含まれていた．4-5-2 では，その FB 活動実施企業 9 社について考察する． 

(1)  FB 活動実施企業が FB 活動の実施に至った理由 

FB 活動実施企業が FB 活動の実施に至った理由について表 4-17 に示す． 

 

表 4-17 FB 活動の実施に至った理由（n=9）

 

 

FB 活動の実施に至った理由は様々ではあるが，社会貢献を目的に FB 活動を始めた企業

が最も多いことが分かった．他には，繋がりのある団体からの紹介や依頼などをきっかけ

に始めた企業もあった． 

 

 

協会 企業 実施理由

e社
周年記念活動の際の社会貢献の活動の一環としてス

タート

f社
昨年の西日本豪雨の後に，FB団体と関わりの深い，

お取引先のスーパー様より打診があったため

g社 廃棄商品量及び廃棄コスト削減のため

h社 缶詰協会から依頼があったと聞いている

j社
賞味期限が短くなった商品の取り扱いについて相談

したところ寄贈先を紹介してもらった

k社 NPO法人担当者の紹介案内

l社 グループ全体で社会貢献として

m社
食べられる食品を捨てる必要がないと思い恵まれな

い子ども達に支援できればと実施

米飯 n社
社会への貢献へ向け，食品メーカーである自社の特

性を生かすことができる活動であるため

缶詰

冷凍
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(2) FB 団体への提供食品について 

 FB 活動実施企業がどのような食品を FB 団体に提供しているのかについて表 4-18 に

示す． 

表 4-18 FB 団体への提供食品（n=9） 

 

 

FB 団体への提供食品について，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で得られた結果

と同様に，缶詰やレトルトなど調理に手間がかからず，腹持ちのよさそうな食品が多いこ

とが分かった．  

 

(3) FB 活動を実施するにあたっての不安について 

FB 活動実施企業が FB 活動を始めるにあたっての不安について表 4-19 に示す． 

 

表 4-19 FB 活動を始めるにあたっての不安（n=8）

 

協会 会社 提供食品

e社 豆腐類

f社 生産時の半端品や出荷期限の近づいたもの

g社 味付け魚調理品（レトルト）

h社 缶詰・レトルトパウチ

j社 調味料・加工食品

k社 鶏肉の冷凍食品

l社 災害用保存食

m社 レトルトカレー

米飯 n社 即席麺，米飯

缶詰

冷凍

協会 企業 不安

e社 転売・食品事故発生時の責任の所在

f社 転売・輸送費

g社 食品事故発生時の責任の所在

h社 転売

j社 なし

l社 食品事故発生時の責任の所在

m社 転売

米飯 n社 転売・食品事故発生時の責任の所在

缶詰

冷凍
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FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で把握できた 18 社の回答と同様に，FB 活動に対

する不安は転売が最も多かった．次に多かったのは食品事故発生時の責任の所在であっ

た．FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で把握できた 18 社と比べ，食品事故発生時の

責任の所在と輸送費については回答数が逆となった． 

 

(4) FB 活動を実施するにあたっての不安を解消した方法 

FB 活動実施企業が FB 活動を始めるにあたっての不安を解消した方法について表 4-20

に示す． 

 

表 4-20 FB 活動を始めるにあたっての不安を解消した方法（n=4）

 

 

 FB 活動実施企業が FB 活動を始めるにあたっての不安は，FB 団体とのルール決め，契

約書を結ぶことで解消した企業が 4 社あることが分かった．実際に FB 団体とどのような

ルール・契約書を結ぶことで解消をしたかを把握し，それを応用することで FB 活動未実

施企業が抱えている同様の不安（転売・食品事故発生時の責任の所在）も解消されるので

はないかと考える．  

 

4-5-3 FB 団体から見た FB 活動の概要について 

4-5-3 は，FB 団体へのアンケート調査の結果に基づく． 

(1) FB 団体の活動開始年度 

 FB 団体の活動開始年度について表 4-21 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会 企業 解消方法 不安

e社 FB団体とのルール決め 転売・食品事故発生時の責任の所在

g社 FB団体との取り交わし（異常を感じたら廃棄する等） 食品事故発生時の責任の所在

冷凍 m社 契約書で解消 転売

米飯 n社
事前にFB団体と覚書を取り交わし，商品引き渡し後

の転売の禁止や事故発生時の責任の所在を明確にし
た

転売・食品事故発生時の責任の所在

缶詰
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表 4-21 FB 団体の活動開始年度（n=16） 

 

 

FB 団体の活動開始年度について，2007 年以降徐々に活動を開始する FB 団体が増えてお

り，2016 年には 5 団体も活動を開始したことが分かった． 

 

(2) FB 団体は現状以上の食品提供を望むか 

 FB 団体が現状以上の食品提供を望むかどうかについて表 4-22 に示す． 

 

表 4-22 FB 団体は現状以上の食品提供を望むか（n=16）

 

 

現状以上の食品提供を望む FB 団体は 14 団体存在した．しかし，そのうち 2 社は受け入

れが不可能とのことであった．望まないと回答した団体は 1 団体だけであり，ほとんどの

FB 団体が食品提供を望んでいることが分かった．その他は，提供食品によるとのことであ

った． 

 

(3) FB 団体が求める食品の種類 

 FB 団体がどのような食品を求めているのかについて表 4-23 に示す． 

 

表 4-23 FB 団体が求める食品の種類（n=14）（複数回答可）

 

活動開始年度 団体数

2003年 1

2007年 1

2008年 2

2009年 1

2012年 2

2014年 1

2015年 1

2016年 5

2017年 2

問

望む(受け入れ可） 望む（受け入れ不可） 望まない その他

12団体 2団体 1団体 1団体
食品提供を望むかどうか

回答

問

缶詰 米 レトルト 冷凍食品 菓子 調味料

6団体 5団体 5団体 4団体 4団体 2団体
どんな食品を求めるか

回答
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どんな食品を求めているのか，缶詰，米，レトルト，冷凍食品等，日持ちの良い食品に

需要があることが分かった．菓子は子どもに需要があるとのことでの回答であった． 

 

(4) FB 団体が現状以上の食品提供を望むが受け入れが不可能である理由 

 FB 団体 2 団体が現状以上の食品提供を望むが受け入れが不可能である理由について， 

チルド食品の要望あるが冷凍・冷蔵庫が足りない，食品を保管できる設備がないという回

答が得られた．FB 団体の設備について課題があることが分かった． 

 

4-6 まとめ 

4-6-1 FB 活動実施企業から見た FB 活動の概要についてのまとめ 

 FB 活動を始めた経緯について，FB 団体の営業で始めた企業は 18 社中 3 社と少なかっ

た．FB 団体がより積極的に企業への営業を行うことは参入促進に繋がるのではないかと考

える． 

FB 活動の実施に至った理由は，社会貢献を目的として始めた企業が最も多いことが分か

った．FB 活動のメリットについての回答が「社会貢献」が最も多かったことから，FB 活

動を実施することが社会貢献につながるというイメージが根付いているのではないかと考

えられる． 

FB 活動の不安要素として，転売・運送コスト・食中毒の順に回答が多かった．「加工食

品」の業界の企業は冷凍食品を提供しており，品質劣化や保存管理に懸念を抱いているこ

とが分かった．この不安は提供先である FB 団体の設備に左右される．そのため，設備に

左右されない常温保存が可能な食品を提供できる企業の方が FB 活動に参入しやすいと考

えられる． 

また，「転売」「食品事故発生時の責任の所在」の不安を FB 団体と合意書を結ぶことで

解消した企業が 4 社存在した．実際に FB 団体とどのようなルール・契約書を結ぶことで

不安を解消したかを把握し，それを応用することで FB 活動未実施企業が抱えている同様

の不安（転売・食品事故発生時の責任の所在）も解消されるのではないかと考える． 

FB 活動の課題点について，企業が提供できる商品と FB 団体が求めている商品のマッチ

ングが挙げられた．ただ闇雲に食品を提供すればよいのではなく，FB 団体の需要に合わせ

て食品を提供することが重要だ． 

  

4-6-2 FB 団体から見た FB 活動の概要についてのまとめ 

FB 団体は現状以上の食品提供を望むかどうかについて，16 団体中 12 団体が食品提供を

望んでおり，受け入れも可能であるということが分かった．一方で，食品提供を望むが受

け入れが不可能という団体が 2 団体あった．チルド食品の需要はあるが，冷凍・冷蔵設備

が足りないとのことであった．FB 活動における FB 団体の設備について課題があることが
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分かった．また，冷凍食品のように保存設備に制約のない常温食品の方が FB 活動では扱

いやすいのではないかと考える．実際に求めている食品も，缶詰，米，レトルトに順に多

く，常温食品が望まれやすい傾向にあることが分かった． 
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第五章 FB 活動参入の障壁把握 

 

5-1 はじめに 

本章では，FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 より結果の考察を行う． 

 

5-2 本章の目的 

FB 活動の参入の障壁を把握し，FB 活動への参入促進策を提案する（目的 2）際の参考に

することを目的とする． 

 

5-3 調査方法 

3-5（FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1）で述べたとおりである． 

 

5-4 調査対象 

3-5（FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1）で述べたとおりである． 

 

5-5 調査結果 

FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 の結果をもとに考察を行う． 

 

5-5-1 

 5-5-1 は FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 の結果に基づく． 

(1) 返答があった企業の所属協会の内訳 

返答があった企業が所属している協会の内訳について表 5-1 に示す． 

 

表 5-1 返答があった企業の協会の内訳（n=59）

 

 

配布数と同じように，日本缶詰協会に所属する企業が最も多いという結果であった．以

下の表の企業の分類項目「協会」において，日本缶詰協会を「缶詰」，日本冷凍食品協会

を「冷凍」，日本即席食品工業協会を「即席」，全国包装米飯協会を「米飯」と略す． 

 

協会 企業数 配布数

日本缶詰協会 38 228

日本冷凍食品協会 16 105

日本即席食品工業協会 3 31

全国包装米飯協会 2 10
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(2) FB 活動実施予定の有無 

 FB 活動実施予定の有無について表 5-2 に示す． 

 

表 5-2 FB 活動実施予定の有無（n=59） 

 

 

FB活動実施予定の有無について，59社中 46社が実施予定はないということが分かった．

9 社は既に実施しているという結果が得られた．この 9 社については，第 4 章（4-5-2）で取

り扱う．以後，この章では FB 活動を実施していない 50 社について取り扱う． 

FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 という名目であるのに，回答者に既に FB 活動

を実施している企業が含まれている理由については，第三章（3-5-2）で述べた通りである． 

 

(3) FB を知っているかどうか 

 FB 活動の実施予定がない企業が FB を知っているかどうかについて表 5-3 に示す． 

 

表 5-3 FB を知っているかどうか（n=46） 

 

 

46 社中 33 社が FB を知っているという回答結果が得られた．FB の認知度は高いと言え

る． 

 

(4) FB 活動にかかる費用が損金算入になったことを知っているか 

 FB 活動未実施企業が，FB 活動にかかる費用は損金算入になったことを知っているかど

うかについて，50 社中 13 社が知っているという回答であった．この FB 活動未実施企業へ

のアンケート調査 1 を実施したのは 2019 年 7 月頃であり，FB 活動にかかる費用が損金算

入になった 2019 年 1 月 15 日から約半年が経過しているが，まだまだ認知されていないこ

とが分かった． 

 

FB活動実施予定の有無 企業数

ある 4

ない 46

既に実施している 9

FBを知っているかどうか 企業数

知っている 33

知らない 13
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(5) 農林水産省が作成した FB の手引きを知っているか 

 FB 活動未実施企業が，農林水産省が作成した FB の手引きを知っているかどうかについ

て，50 社中 16 社が知っているという回答であった．FB 活動にかかる費用が損金算入にな

ったことと同様に，認知度が低いことが分かった． 

 

(6) FB 活動の実施予定がない理由 

 FB 活動の実施予定がない理由について表 5-4 に示す． 

 

表 5-4 FB 活動の実施予定がない理由（n=46）（複数回答可）

 

 

 （）は他の実施しない理由として，そもそも提供するほどの食品ロスがないと回答した

企業の数である．そもそも提供するほどの食品ロスがない企業の 20 社については，参入

促進の余地がないと考え，追加調査は実施しない．最も多かった回答は，食品事故発生時

の責任の所在が不安であるという理由であった．その次に多いのが，提供するほどの食品

ロスがない，次いで，転売が不安という理由であった．FB 活動実施企業へのアンケート調

査 1 で得られた結果と同様に，食品事故，転売の恐れは企業にとって大きな不安になって

いることが分かった． 

その他については，OEM であるため自社の判断ではできない，製造したものはメーカー

に全て計上するという回答があった．他には，取り扱う商品は要冷蔵品が多く，保管環境

の確保ができないこと，輸送費が高くなることから実施しないという回答が得られた． 

 

 

 

 

 

FB活動の実施予定がない理由 企業数

万が一食品事故が発生した場合の責任の所在が不安 21(7)

提供するほどの食品ロスがない 20

転売が不安 15(8)

FBの存在を知らなかった 13(3)

輸送費がかかる 9(6)

FBから声かけがない 8(4)

近くにFBがない 5(5)

その他 10(3)
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(7) FB 活動の実施予定がない理由が解消されれば FB 活動への参入を検討するか 

 FB 活動の実施予定がない理由が解消されれば FB 活動への参入を検討するかどうかにつ

いて表 5-5 に示す．また，表 5-6 に表 5-5 のその他の内訳を示す． 

 

表 5-5 FB 活動の実施予定がない理由が解消されれば FB 活動への参入を検討するか

（n=38） 

 

 

表 5-6 表 5-5 のその他の内訳（n=16）

 

 

（）は回答数である．FB 活動の実施予定がない理由が解消されれば FB 活動への参入を

検討するかどうかについて 38 社中 15 社が参入を検討する，38 社中 7 社は参入を検討しな

いと回答した．最も多かった回答はその他であった．その内訳としては，OEM 受託製造業

であるため自社の判断ではできない，取り扱う食品がお酒やピクルス等 FB 活動に適さな

い商品であるという回答が得られた． 

 

 

 

 

FB活動への参入検討 企業数

する 15

しない 7

その他 16

その他の内訳

OEM受託製造業(4)

取り扱う食品がFB活動に適さない(3)

食品ロスが発生した場合は検討する(2)

今後企業の情勢を踏まえた上で前向きに検討する

食品ロスが発生しないことを前提に取り組んでいる

社内での検討が必要

解消が困難

食品安全の点で検討が必要

通常業務が忙しく調べたり等そこまで手が回っていない

製造時の残渣は業者が購入し肥料等の原料としている
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(8) FB 活動の実施予定がある企業について 

 FB 活動の実施予定がある企業 4 社についてのアンケート結果を表 5-7 に示す． 

 

表 5-7 FB 活動の実施予定がある企業の詳細（n=4）

 

 

4 社中 3 社が FB 活動を実施するにあたって食品事故発生時の責任の所在が不安と回答し

た．また，4 社中 2 社は転売が不安と回答しており，FB 活動未実施企業と同様に，転売と

食品事故発生時の責任の所在は FB 活動に対する大きな障壁であると考えられる．提供で

きる食品については，既に加工された食品が多く，調理をする手間がかからない食品が主

であった． 

FB 活動の実施予定がありに至った理由については，c 社は「廃棄する製品の一部が少し

でも貢献できればとの理由にて．あるいは CSR の一環として．」と回答した．D 社は「自

社も被害を受けた熊本地震もあり，食品会社としてお手伝いできる援助活動に参加したい

と思ったため」と回答しており，2 社とも社会貢献を目的に FB 活動を実施しようとしてい

ることが分かった． 

 

5-6 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 まとめ 

 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 の結果について考察する． 

FB 活動未実施企業が FB 活動を実施しない理由について，食品事故発生時の責任の所在が

不安，転売が不安という回答が多く寄せられた．これらの不安を解消することが FB 活動

未実施企業の参入促進につながると考える．また，そもそも提供するほどの食品ロスがな

い企業も多く存在した．これらの企業は FB 活動の参入に縁はないが，食品ロスを最小限

に抑えるという食品製造企業としての責務を果たしていると考える．食品ロスをなくすこ

とは重要だ． 

食品提供にかかる費用が損金算入になったことについて知っていた企業は 50 社中 13 社

であり，少ないことが分かった．FB 活動の新たなメリットとしてより積極的に PR してい

協会 会社 実施するにあたっての不安 提供できる食品

缶詰 a社 食品事故発生時の責任の所在 栗甘露煮瓶詰

冷凍 b社 転売・輸送費

即席 c社 転売・食品事故発生時の責任の所在 即席めん・調味料・つゆ

冷凍・缶詰 d社 食品事故発生時の責任の所在 缶詰・冷凍食品（ラーメン・パスタ・フライ）



 

37 

 

くべきだと考える． 

農林水産省が作成した FB 活動の手引きの存在を知っていた企業は 50 社中 16 社であ

り，少ないことが分かった．この手引きには，食品事故発生時の責任の所在の明確化や転

売を禁止する旨の FB と企業が結ぶべき合意書のひな形が掲載されており，参入促進につ

ながる材料の一つであるため，より多くの企業に知ってもらうべきである．また，手引き

の存在を知っているが，食品事故発生時の責任の所在や転売が不安と回答した企業もあっ

たことから，手引きの中身について詳しく把握していない可能性もあるのではないかと考

える． 
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第六章 FB 活動未実施企業の参入促進策の提案 

 

6-1 はじめに 

 本章では，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1，FB 団体へのアンケート調査，FB 活

動未実施企業へのアンケート調査 1，FB 活動実施企業へのアンケート調査 2，FB 活動未実

施企業へのアンケート調査 2 の結果より考察を行う． 

 

6-2 本章の目的 

FB 活動への参入促進策を提案すること（目的 2）を目的とする． 

 

6-3 調査方法 

 3-2（FB 活動実施企業へのアンケート調査 1），3-4（FB 団体へのアンケート調査），3-5（FB

活動未実施企業へのアンケート調査 1），3-6（FB 活動実施企業へのアンケート調査 2），3-7

（FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2）で述べた通りである． 

 

6-4 調査対象 

 3-2（FB 活動実施企業へのアンケート調査 1），3-4（FB 団体へのアンケート調査），3-5（FB

活動未実施企業へのアンケート調査 1），3-6（FB 活動実施企業へのアンケート調査 2），3-7

（FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2），3-8（FB 団体への電話調査）で述べた通りで

ある． 

 

6-5 調査結果 

6-5-1 FB 活動未実施企業の参入促進に必要なこと 

6-5-1 は，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1，FB 団体へのアンケート調査の結果に

基づく． 

(1) FB 活動実施企業が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこと 

 FB 活動実施企業が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なことについて表

6-1 に示す． 
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表 6-1 FB 活動実施企業が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこと

（n=16）

 

 

 FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこととして，体制については現状の課題を

改善すべきだという意見が見受けられた．メディアでの宣伝，行政の支援など，広報につ

いての回答が最も多かった．また，提供した食品がどのように扱われたのか，本当に助け

になっているのかが分かる広報活動という意見も寄せられた．これは FB 団体の活動透明

性にも関係している．この広報活動によって，企業は社会貢献の実感が得られるのではな

いだろうか． 

 

(2) FB 団体が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこと 

 FB 団体が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なことについて表 6-2 に示

す． 

 

 

 

 

 

 

 

回答 分類

企業が安心して提供できるFBの仕組みや体制の確立

物流システム（配送,保管など）の問題等，何がネックになっているのかの確認

転売や品質劣化したものを配布されないように契約を結んでおくと安心

現状FBが希望する商品の確認や配送作業に手間がかかっているため業務をある程度まとめて対応す

るネットワークの構築

資格研修・法改正説明会等，1人/社以上の参加が見込めるセミナーでの情報提供

食品がどんな方に届けられて,本当にその方の助けになっているのかわかるような広報活動

さらなる告知活動と取扱商品の安全性の確保

実施企業の取組のメディア掲載による認知度向上

食品会社中心に一社一社声かけしていくこと

商品を受取った人々の感想や商品を使って喜んでいる姿などを具体的に知る機会を増やす

メディアでの広報は個人を対象とした印象が強い為,企業も対象としていることを周知し,　食品ロ
スの有効活用と廃棄コスト削減のメリットを訴える

活動内容を広く周知と理解をさせる行政支援

地域県を超えての連携情報交換

手間がかからずに,廃棄コスト削減,社会貢献ができることをPRする

提供した商品がどのような形で使用されたかわかると安心

法整備（食品事故の責任の所在，税優遇制度） 法律

体制

広報
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表 6-2 FB 団体が考える FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこと（n=15） 

（複数回答可） 

 

 

（）は回答数である．FB 活動未実施企業の参入促進のために必要なこととして，広報に

ついての意見が最も多かった．その中でも，食品提供にかかる費用が損金算入になったこ

とを知らせるという回答が 3 件あった．2019 年 1 月 15 日に「FB 活動と支援税制に関する

緊急説明会」が開催され，「食品ロス削減のため，FB 等へ提供」する場合も「寄付金以外

の費用」として全額損金算入されることになった．コスト削減という点において，未実施

企業の参入促進を後押しする制度ではないだろうか． 

 

6-5-2 FB 活動実施企業と FB 団体が結ぶ合意書について(1) 

 6-5-2 は FB 活動実施企業へのアンケート調査 2 の結果に基づく． 

FB 活動実施企業から合意書のコピーを頂戴するなど，実際の合意書の内容を教えていた

だくのは守秘義務の観点から困難である可能性を考え，農林水産省の HP に掲載されてい

る FB 団体と企業が結ぶべき合意書のひな形との違いを聞く趣旨のアンケート内容となっ

ている．表 6-3 に合意書のひな形の内容を示す． 

 

 

 

 

 

 

回答 分類

企業が安心して寄贈できる体制づくり

実施したい企業と実施済みの企業のコミュニケーション

企業への参加促進よりフードバンクを増やす方が重要

食品ロス削減推進法案の整備

税制優遇

メリットのPR（廃棄コスト削減、社会貢献）（2）

情報交換会への参加要請

口コミ

パンフレットの送付

行政からの呼びかけ

食品ロスを最小限にするために、環境部門と連携して呼びかけていく

社会的理解を広げるための啓発

食品提供にかかる費用が損金算入になったことを知らせる（3）

広報

体制

法律
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表 6-3 農林水産省の HP に掲載されている FB 活動についての合意書ひな形

 

  

農林水産省作成の合意書ひな形と FB 活動実施企業が実際に FB 団体と結んだ合意書の違

いについて表 6-4 に示す． 

 

表 6-4 合意書ひな形と実際の合意書の違い（n=2）

 

 

 やはり，守秘義務の観点から合意書の中身を詳しく知ることはできなかった．ただし，

農林水産省作成の合意書のひな形と違った項目はほとんどないことから，結ばれた契約書

は基本的にひな形に沿っていると言えるだろう．しかし，2 社とも項目 1～10 以外の項目

があると回答していることから，追加項目を入れないと，企業としてはリスクが高くて取

引きができないことを意味しているとも考えられる．このアンケート調査のみでは合意書

のひな形の有用性を検証するのは難しい結果となった． 

項目 内容 本文

1 食品の提供
乙は，甲の希望を考慮して，提供する食品の種類や量，配送方法や納
期を検討し， 甲に対しこれを提供するものとする．

2 提供食品の品質確保
乙は，食品衛生法その他関係する法令に適合（消費期限又は賞味期限
内であることを含む．）する食品を甲に提供するものとする．

3
フードバンク活動団体における
提供食品の品質管理

甲は，提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに，受取
先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする．

4
フードバンク活動団体における
転売等の禁止

甲は，乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き，提
供食品を転売せず，金銭その他の有価物と交換をしないものとする．

5
フードバンク活動団体における
提供食品の取扱いに関する情報
の記録及び保存，結果の報告

甲は，提供食品の取扱いに関する情報を記録し，これを○○年間保存
するものとする．また，乙が希望する場合，乙に対し，提供食品の譲
渡の結果について報告をするものとする．

6 責任の所在 1
提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質について
は，原則，乙において品質を保証するが，提供後の保存方法や消費期
限又は賞味期限の遵守については，甲の責任において管理すること．

7 責任の所在 2
食品衛生上の問題については，提供前の原因によるものは乙の責任，
提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする．

8
提供食品に係る事故発生時に
おける対応

甲と乙は，提供食品に係る事故が発生した場合，甲，乙又は関係する
第三者によって行われる調査の結果に基づいて，適用される法令等に
従い，原因究明や事後の対応，再発防止策等について，別途誠実に協
議するものとする．

9 提供食品の受取先の範囲

甲は，フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため，社会福祉法
人，特定非営利活動法人，行政その他生活支援を必要とする個人の支
援を目的とする団体を通じて，又は，直接個人に対して食品を譲渡す
るものとする．

10 合意書の有効期間

本合意書の有効期間は，下記日付から満1年間とする．期間満了の1ヶ

月前までに，当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示が
ない場合には，同一の内容で期間を1年間更新するものとし，以降も

同様とする．

協会 企業 違った項目 概要

項目9 教えることはできない

項目1~10以外の項目 教えることはできない

項目5 直接的な使用（譲渡）記録の保持期間についての記載はしていない

項目10 当該項目はない

項目1~10以外の項目
寄贈者の要求に基づく追加要求事項の欄を設けており，種々の得られた情

報から，必要に応じて合意のための項目を追加ができるようになっている

e社

缶詰

g社
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6-5-3 FB 活動実施企業と FB 団体が結ぶ合意書について(2) 

 6-5-3 は FB 団体への電話調査の結果に基づく． 

 FB15 団体のうち，合意書や協定書など各団体で名前は違うが，転売や食品事故のことに

ついて記された書類を基に FB 活動実施企業と契約している団体が 13 団体存在した．ま

た，書類を結ばず口約束をしている団体が 1 団体存在した．企業からの食品提供は受けて

いないため．契約事体が存在しない団体が 1 団体であった． 

FB 活動実施企業と合意書を用いて契約をしている 13 団体のうち，4 団体は農林水産省

が作成した「合意書のひな形」通りの合意書を使用しており，それに基づいた契約事例あ

ることが分かった．このことから，農林水産省が作成した合意書のひな形は有用性がある

と言えよう．「合意書のひな形」通りの契約を結ぶことは企業の「転売に対する不安」「食

品事故発生時の責任の所在の不安」を解消しうると考える． 

また，13 団体中 7 団体は，農林水産省が作成した合意書のひな形は用いず，独自が作成

した契約書を使用しているとのことであった．残りの 2 団体は担当者が変わっておりわか

らないとのことであった． 

契約書を独自作成している 7 団体の中には，企業と協議を重ねて契約書を作成，企業側

が作成した契約書を使用しているという事例もあった．また，FB 団体で民間の保険に加入

し，転売や食品事故発生時の責任は保険会社が負うことで，企業の不安を解消している団

体もあった．一方で，農林水産省の合意書のひな形では項目が足りないと回答された団体

もあった（反社会的勢力には配らないという項目）． 

合意書を結ばず口約束をしている 1 団体は，提供された食品はその場でダンボールから

開封し，配布したときの写真を毎回企業に送信するなどして転売の不安を解消している． 

 転売や食品事故発生時の責任の所在については，どの FB 団体でも，企業と契約をする

際に何らかの取り決めをしているということが分かり，これらの不安はやはり企業にとっ

て FB 活動の障壁になっていると考えられる． 

 

6-5-4 FB 活動未実施企業の合意書に対する考え 

 6-5-4 は FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 の結果に基づく．表 6-5 にアンケート

結果を示す．また，表 3-6 にアンケートの質問項目を示す． 
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表 6-5 FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 結果（n=6）

 

 

表 3-6  FB 活動未実施企業向けアンケート調査 2 の質問項目

 

 

 6 社中 3 社が，農林水産省が作成した合意書のひな形通りの契約を結ぶことができれば

FB 活動の実施を検討する，と回答しており，転売や食品事故の不安はある程度解消される

ものであるといえよう．ただし，合意書はあくまでも書面上での契りであるため，企業が

担当者と直接話し合いをして，信頼関係を築けるかが重要だ．合意書の存在は促進のきっ

かけになると考える．一方で，合意書を結べても検討をしない会社もある．転売や食品事

故の不安以外の理由も大きく占めているようだ．会社の方針や，扱う食品（保存に冷凍設

備が必要な食品）が影響していることが分かった． 

2 社は合意書を結ぶことに加え FB から声かけがあれば検討すると回答した．そのうち 1

社は輸送費が FB 持ちであれば検討すると回答した． 

ただし，このアンケート調査では，問 1，3，4 の優先順位を聞けていないので，合意書

の位置づけを明確にすることはできなかった． 

 

6-6 FB 活動未実施企業の参入促進策 

FB 活動未実施企業の参入促進策について，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で分

かった FB 活動未実施企業が FB 活動を実施しない理由ごとに述べる． 

 

6-6-1 FB 活動を実施しない理由「転売が不安」「食品事故発生時の責任の所在」 

 食品を FB に提供した後，その先で転売があるかもしれない，食品事故が発生するかも

しれないという不安が FB 活動の障壁となっている．この不安を FB 団体と，転売をしな

い，食品事故発生時の責任は FB 団体が負うなど FB 活動についてのルールを記した合意書

協会 企業 問1 問2 問3 問4 備考

o社 検討する
契約書内容は必要条件であり十分条件ではない．実際に参入する場合に
は、衛生管理の状況や担当者への教育を含むマネジメント等，精査し、
信頼してお願いできるところとお付き合いさせていただくことになる．

p社 検討する 検討する

q社 検討しない

r社 検討しない

FB活動は評価するが，規格外品等の出ることが少なく対応する食品ロス

がないのが現状．できる限り原料の無駄をなくすという意識で製造して
おり，FB活動への参加は現状では考えていない．

s社 検討する 検討する 検討する
本社（○○株式会社）と協議の上，決定する．
輸送費はコスト削減を掲げている会社にとって，とても大きな問題．

t社 検討しない 検討しないOEM商品であるのと凍結商品であるため、取り扱いの問題がある．

缶詰

冷凍

問 質問項目 回答方式

1 「合意書ひな型」通りの契約を結ぶことができればFB活動への参入を検討するか 選択式

2 「合意書ひな型」のこの部分が別の表現なら参入を検討する等あればご教示ください 記述式

3 FBから声掛けがあれば参入を検討するか 選択式

4 輸送費がFB持ちであれば参入を検討するか 選択式
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を結ぶことで解消した FB 活動実施企業が存在した．このことから，FB 活動未実施企業が

FB 活動を始めるにあたって，FB 団体と合意書を結ぶことが参入促進の要因につながると

考える． FB 活動実施企業が実際に FB 団体と結んだ合意書は，農林水産省の HP にある合

意書のひな形と内容がほとんど同じであることが分かっている．また，FB4 団体では，合

意書のひな形通りの契約を企業と結んでいる事例もある．FB 活動未実施企業 6 社中 3 社

が，FB 団体と農林水産省の HP にある合意書のひな形と同様の内容で契約を交わすことが

できれば，FB 活動への参入を検討すると回答しており，「合意書を結ぶ」ことは参入促進

につながると考える．ただし，合意書はあくまでも書面上での契りであるため，企業が担

当者と直接話し合いをして，信頼関係を築けるかが重要だ．「合意書を結ぶ」ことは不安

の解消はできるが参入促進に直接つながるわけではない．まずは，FB 活動未実施企業に農

林水産省の HP にある合意書のひな形の存在を知ってもらうことが必要だ．合意書を結ぶ

ことで転売の不安を解消した企業が存在することを事例として挙げて FB 活動の宣伝をす

るべきだと考える． 

 

6-6-2 FB 活動を実施しない理由「FB を知らなかった」「FB 団体から声かけがない」 

 FB 活動未実施企業の参入促進に必要なこと（6-5-1）として，FB 活動実施企業と FB 団

体からの回答は広報についての意見が最も多かった．また，FB 活動実施企業へのアンケー

ト調査 1 で，企業が FB を知った方法の「FB 団体からの営業」は 15 社中 3 社と少なかっ

た．さらには，FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 で，FB 団体から声かけがあれば

FB 活動の実施を検討すると回答した企業が 2 社存在した． 

このことから，FB 団体がより活発に宣伝活動をすることが，企業にとっても FB を知る

きっかけとなり，結果的に FB 活動への参入促進につながるのではないかと考える．自社

から働きかけるよりも FB 団体側から声かけがある方が企業は FB 活動を始めやすいと考え

る． 

また，FB の説明をするときには，合意書を結ぶことについても詳しく説明するべきだと

考える．企業がせっかく FB を知っても，転売や食品事故発生時の責任の所在等の不安が

募って，FB 活動の参入を検討しない可能性もある．そのため，6-6-1 でも述べた通り，FB

の説明と農林水産省の HP にある合意書のひな形の存在を知ってもらい，合意書を結ぶこ

とで転売等の不安を解消できる可能性があることを説明することが，未実施企業の参入促

進につながると考える． 

 また，FB 活動にかかる費用が損金算入になったことを伝えることも重要であると考え

る．FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 で，FB 活動にかかる費用が損金算入になっ

たことを知っている企業は 50 社中 13 社と少なかったことから，まだまだ認知度が低く，

宣伝の余地があると考えられる．コストを抑えて FB 活動ができるということを PR するべ

きだ． 



 

45 

 

6-6-3 FB 活動を実施しない理由「輸送費がかかる」 

FB 活動の未実施企業へのアンケート調査 2 で輸送費が FB 団体持ちであれば FB 活動へ

の参入を検討すると回答した企業が存在した．輸送費がかかることはコスト削減を掲げて

いる企業にとって大きな問題であるという回答も得られた．輸送費を払ってまでして FB

活動をしたい FB 活動未実施企業は少ないのではないだろうか．理想は輸送費がかからず

FB 団体に食品を提供ができることだ．現時点では FB 団体の負担が増えるが，FB 団体が

輸送費を受け持つ，つまり食品を回収することが参入促進につながると考える． 
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第七章 結論 

 

7-1 本研究の結論 

本研究の目的は以下の二つである． 

目的 1：食品ロスを削減する取組の一つである FB 活動を実施する企業の実態を把握するこ

と 

目的 2：FB 活動未実施企業の参入促進策を提案すること 

 本章ではこれらの目的について結論を以下に述べる． 

 

7-1-1 目的 1 の結論 

 FB 活動実施企業の実態を以下に示す． 

（1）FB 活動実施企業の業界分類 

現状，FB に食品を提供している企業は食品製造企業が最も多いことが分かっている．さ

らに，その食品製造企業を，扱う食品について業界分類をした結果，「加工食品」「調味料・

油脂」「米・パン・麺・穀類」の順にそれぞれの業界に属する FB 活動実施企業が多いこと

が分かった．FB 活動未実施企業へのアンケート調査 1 でイレギュラー的に把握できた FB

活動実施企業の結果を合算しても同様の順番となった．「加工食品」は缶詰，レトルト，冷

凍食品，「調味料」は醤油，塩などが具体的な食品例だ．これらの食品は調理に手間がかか

らず，FB 団体にとって扱いやすい食品であることが業界の属する企業が多い理由であると

考えられる．これら業界に属する FB 活動未実施企業は多くの同業者（FB 活動実施企業）

が FB 活動を実施していることから FB 活動への新規参入の可能性が比較的高いと考えられ

る． 

また，FB 団体も「加工食品」「米・パン・麺・穀類」に関する食品を求めていることが分

かった．前述した通り，これらの食品は扱いが簡単で腹持ちが良いため重宝されるのではな

いだろうか．特に缶詰やレトルト，冷凍食品は賞味期限が長いため，長期間の保管も可能で

あることが重宝される理由の一つであると考えられる． 

 

（2）FB 活動を始める経緯 

FB活動を始める経緯について，FB団体の営業で始めた企業は 18社中 3社と少なかった．

残りの 15 社は自社からの働きかけで FB 活動を実施するに至ったとのことであった．FB 団

体がより積極的に企業への営業を行うことは参入促進に繋がるのではないかと考える．中

でも社会貢献を目的として FB 活動を始めた企業が多いことが分かった． 

堀の先行研究では 5 社中 1 社のみが自社からの働きかけによって FB 活動を実施し，残り

の 4 社は FB 団体からの働きかけによって FB 活動を始めるに至ったとのことであり，今回

の調査では逆の結果となった．  
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（3）FB 活動の不安要素 

FB 活動の不安要素として，転売・運送コスト・食中毒の順に多く回答が得られた．特に

「加工食品」の業界に属する企業で冷凍食品を提供している企業は，品質劣化や保存管理に

懸念を抱いていることが分かった．この不安は提供先である FB 団体の設備に左右される．

冷凍食品は運搬においても冷凍設備が求められるため他の食品と比べて管理にコストがか

かる．冷凍食品は FB 団体に需要はあるが，他の食品に比べ課題が多いことが分かった．設

備に左右されない常温保存が可能な食品を提供できる FB 活動未実施企業の方が FB 活動に

新規参入しやすいと考えられる． 

また，「転売」「食品事故発生時の責任の所在」の不安については，FB 団体と合意書を結

ぶことで解消した企業が存在した．同様の合意書を結ぶことができれば，FB 活動未実施企

業の参入促進に繋がるのではないかと考える． 

 

（4）食品の運搬形態 

 食品の運搬形態は企業が運搬するパターンと FB 団体が回収するパターンの二つに大別

された．企業としては，運搬にコストをかけたくないのが実情だろう．また，少数ではある

が物流企業が運搬を請け負っている事例もあった．これは，食品の提供以外でも FB 活動に

協力することができる例であると言えよう． 

 

（5）FB 活動の課題 

FB 活動の課題について，賞味期限の短い商品は取り扱えない，自社が提供できる商品と

FB 団体が希望する商品がマッチングしないという回答が同数で最も多かった．企業が FB

団体に食品を提供した後，FB 団体がその食品を配布するまでに時間がかかるため，ある程

度の賞味期限がある食品の方が FB 活動では扱いやすいと考えられる．賞味期限が短いと，

賞味期限が切れて廃棄せざるを得ない可能性も高まる．商品のマッチングについては先行

研究でも見受けられた課題の一つだ．ただ闇雲に食品を提供すればよいのではなく，FB 団

体の需要に合わせて食品を提供することが重要だと考える． 

 

7-1-2 目的 2 の結論 

FB 活動未実施企業の参入促進策について以下に示す．FB 活動未実施企業が FB 活動を実

施しない理由ごとに示す． 

（1）FB 活動を実施しない理由「転売が不安」「食品事故発生時の責任の所在が不安」につ

いて 

 食品を FB に提供した後に，その先で転売があるかもしれない，食品事故が発生するかも

しれないという不安が FB 活動の障壁となっている．この不安を FB 団体と，転売をしない，

食品事故発生時の責任は FB 団体が負うなど FB 活動についてのルールを記した合意書を結
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ぶことで解消した FB 活動実施企業が存在した．このことから，FB 活動未実施企業が FB 活

動を始めるにあたって，FB 団体と合意書を結ぶことが参入促進につながると考える． FB

活動実施企業が実際に FB 団体と結んだ合意書は，農林水産省の HP にある合意書のひな形

と内容がほとんど同じであることが分かっている．また，FB4 団体では，農林水産省が作成

した合意書のひな形通りの合意書を用いて企業と契約を結んでいる事例もある．ただし，

「合意書を結ぶ」ことは不安が解消されるだけであって，FB 活動未実施企業の参入促進に

直接つながるわけではない．まずは，FB 活動未実施企業に農林水産省の HP にある合意書

のひな形の存在を知ってもらうことが必要だ．合意書を結ぶことで転売の不安を解消した

企業が存在することを事例として紹介するなどして FB 活動の宣伝をするべきだと考える． 

 

（2）FB 活動を実施しない理由「FB を知らなかった」「FB 団体から声かけがない」につい

て 

 FB 活動未実施企業の参入促進に必要なこと（6-5-1）として，FB 活動実施企業と FB 団体

からの回答は広報についての意見が最も多かった．また，FB 活動実施企業へのアンケート

調査 1 で，企業が FB を知った方法の「FB 団体からの営業」は 15 社中 3 社と少なかった．

さらには，FB 活動未実施企業へのアンケート調査 2 で，FB 団体から声かけがあれば FB 活

動の実施を検討すると回答した企業が 2 社存在した． 

このことから，FB 団体がより活発に宣伝活動をすることが，企業にとっても FB を知る

きっかけとなり，結果的に FB 活動への参入促進につながるのではないかと考える．自社か

ら働きかけるよりもFB団体側から声かけがある方が企業もFB活動を始めやすいと考える． 

 

7-2 本研究全体を通しての考察 

本研究において，FB 活動実施企業の実態把握と FB 活動未実施企業の参入促進策の提案

を行うため調査を行ってきた． 

 まず，FB 活動実施企業へのアンケート調査 1 で，現状 FB 団体に食品を提供している企

業は「加工食品」「調味料・油脂」「米・パン・麺・穀類」に関する食品を扱っている企業が

多いことが分かった．これらの食品を製造している FB 活動未実施企業は，多くの同業者が

FB 活動を実施していることから，FB 活動への新規参入のハードルが低いのではないかと

考える．また，FB 団体へのアンケート調査で，FB 団体も「加工食品」「米・パン・麺・穀

類」に関する食品を求めていることが分かった．つまり，「加工食品」「米・パン・麺・穀類」

の食品を扱う企業は FB 活動と相性が良いと言えよう． 

これらの食品を扱う FB 活動未実施企業に，なぜ FB 活動を実施しないのかを問うアンケ

ート調査を実施した．FB に関する先行研究において，FB 活動を実施しない理由について調

査したものはなかったため，その点において本研究は新規性があると言える．FB 活動を実

施しない理由で最も多かったのは「食品事故発生時の責任の所在が不安」であった．その次
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に「そもそも食品ロスがない」「転売が不安」の順に多かった．食品事故発生時の責任の所

在と転売の不安について，一部の FB 活動実施企業は，FB 団体と食品事故発生時の責任の

所在や転売を禁止することなどを記した合意書を結ぶことで解消したことが分かった．FB

活動未実施企業に，農林水産省が作成した合意書のひな形の存在を知ってもらうことが参

入促進に繋がると考える．ただし，合意書はあくまで書面上での約束事であるため，企業と

FB 団体が直接話し合いをして信頼関係を築けるが重要だ． 

次に，堀の先行研究の際の FB 活動実施企業の実態と比較すると，本研究の方が企業の回

答数は多いが，基本的に実態は同じであることが分かった．ただし，FB 活動を始める経緯

については，本研究では企業から働きかけたという回答が多かったが，堀の先行研究では

FB 団体から働きかけたケースの方が多く，逆の結果となった．  

  

7-3 今後の課題 

 本研究を取り組むにあたり，FB 活動実施企業の実態について明らかにすることができ，

FB 活動未実施企業が FB 活動を実施しない理由を把握し，その対策としての促進策を提示

するまでに至った．ただし，調査対象数が少なく一般化が難しい．また，FB 団体は千差万

別であり設備能力や運営体制は異なっているため，今回の調査結果をそのまま応用できる

とは限らない．より多くの FB 団体，さらには企業からの回答を得ることで FB 活動の実態

がさらに鮮明になり，より具体的で個別に対応できる促進策を提案することが可能になる

だろう． 

本研究は FB 活動実施企業を増やすために「食品製造企業」に焦点を当てた研究となって

いるため FB 活動のごく一部についてしか研究できていない．FB 活動そのものを良くする

ためには，より広い視野で FB を取り巻く環境について調査することが必要だ．また，FB 活

動実施企業を増やすだけでなく，FB 団体を増やすことも必要である．実際に現状以上の食

品の提供を望んでいない FB 団体もある．FB を取り巻く環境の全体を見据えることが重要

であると考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

謝辞 

 

 本研究を進めるにあたり，ご協力いただいた方々に心より御礼申し上げます． 

 本研究は，調査にご協力いただきました，食品製造企業の皆様，FB 団体の皆様のおかげ

で完成することができました．ご多忙にもかかわらず，貴重な情報やご意見をいただき，

時には卒業論文作成への励ましのお言葉や体調へのお気遣いをいただきましたことに感謝

申し上げます． 

 指導教員である金谷先生には本当にお世話になりました．研究の進捗状況がよくないと

きでも，いつでも優しく真摯にご指導いただきました．進路のことについても親身になっ

て相談していただき，大変お世話になりました．金谷研究室に所属できたこと，金谷研究

室の学生として卒業できることは，この学生生活 4 年間の中で最も幸運なできごとである

と言っても過言ではありません．金谷先生のもとで卒業論文に取り組むことができて本当

によかったです．ありがとうございました． 

助言教員の村上先生には，とても的確なご指摘をいただきました．本研究の問題点を挙

げるだけでなく，どのようにすればそれが改善されるのかを具体的にご指摘いただいたお

かげで，卒業論文をより良いもの仕上げることができました．ありがとうございました． 

金谷研究室の櫻田さん，星本さん，松岡さん，堀さんにもお世話になりました．毎回の

ゼミで，皆様の進捗状況を知ることが自分への刺激になり，モチベーションの維持にも繋

がりました．自分一人だけでは卒業論文を完成させることが困難だったと思います．金谷

研究室で皆様と卒業論文に取り組むことができてよかったです．ありがとうございまし

た． 

改めて，本研究でお世話になった皆様に心から感謝申し上げます． 

 

2020 年 2 月 20 日 

大野圭悟 
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付録 1．FB活動実施企業へのアンケート調査票 1 

 

 

 

 

 

 

食品提供企業の皆さまへ 

 

～フードバンク活動における食品提供企業の連携、実態に関する

 アンケートへのご協力のお願い～

2018年12月3日(月)   

　〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

         滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室3回生 大野圭悟(調査担当者)

    E-mail：  os12kono@ec.usp.ac.jp 

金谷研究室 TEL： 0749-28-8279        

 FAX：  0749-28-8349

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です＞

大野圭悟の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。この度は、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。

差し支えない範囲で結構ですので、ご教示いただければありがたく存じます。どうかよろし

くお願いいたします。

なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照いただければ幸いに存じます。

金谷研究室HP　　http://kanayaken.web.fc2.com/

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 3回生の大野圭悟と申します．  私は現在，「フードバンク活動

実施企業の実態把握及びフードバンク活動未実施企業の参入促進方法の提案」というテーマで，卒業研究を進めておりま

す．その一環として，農林水産省のホームページに掲載されているフードバンク活動団体に、食品提供をした実績のある

企業の皆さまに，フードバンク活動における食品提供企業の現状、課題点を伺いたく，メールでアンケートをお願いして

います．そのため，ご多忙中のところ大変恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですので，このエクセルファイ

ルの，ワークシート「ご教示いただくに当たってのお願い」と「回答例」をご参照の上で，ワークシート「回答」にご記

入いただき，わたくし大野宛（os12kono@ec.usp.ac.jp ）に2018年12月2７日(木）までにメー ル添付にてお送りいただけ

れば、ありがたく存じます．なお、ご教示いただいた情報につきましては，厳重に管理し，用済み後は確実に消去(及び廃

棄)いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いいたします．アンケートに関して不明な点や質問などがござい

ましたら，下記のE-mailアドレスまでお問合せいただければ幸いです．
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回答例

問1. 貴社が所属している食品関連協会があればセルを塗りつぶしてください。（複数回答可）

（加工食品）

1 (一般社団法人）日本惣菜協会

2 全国調理食品工業協同組合

3 (社）日本ハンバーグ・ハンバーガー協会

4 全日本カレー工業協同組合

5 日本スープ協会

6 (一般社団法人）日本乳業協会

7 (一般社団法人)日本アイスクリーム協会

8 (一般社団法人)全国発酵乳乳酸菌飲料協会

9 (社)日本養蜂はちみつ協会

10 日本ジャム工業組合

11 日本ベビーフード協議会

12 (一般社団法人)日本即席食品工業協会

13 (社)日本冷凍食品協会

14 (公益社団法人）日本缶詰協会

15 (公益社団法人）日本べんとう振興協会

16 (一般社団法人)日本加工食品卸協会

17 日本介護食品協議会

（米・パン・麺・穀類）

1 (社)全国包装米飯協会

2 (公益社団法人)日本炒飯協会

3 全国餅工業協同組合

4 (一般社団法人)日本パン工業会

5 全日本パン協同組合連合会

6 (社)日本麺類業団体連合会

7 日本プレミックス協会

8 製粉協会

9 全国穀類工業協同組合

10 日本パスタ協会

11 全国乾麺協同組合連合会

12 全国製麺協同組合連合会

13 日本冷凍めん協会

14 協同組合全国製麩工業会

15  全国小麦粉分離加工協会

16  日本パン技術研究所
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（調味料・油脂）

1 醤油PR協議会

2 全国味噌工業協同組合連合会

3 (一般社団法人)日本塩工業会

4 全国食酢協会中央会

5 全国味醂協会

6 (一般社団法人)日本ソース工業会

7 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会

8 日本うま味調味料協会

9 日本エキス調味料協会

10 全日本スパイス協会

11 (一般社団法人)日本植物油協会

12 (公益財団法人)日本醸造協会

13 日本醤油協会

14 全国醤油工業協同組合連合会

15 日本食品油脂検査協会

16 日本油化学会

その他

備考

問2 貴社がフードバンク活動を始めた年はいつですか。(記述式）

2015 年

問3 貴社がフードバンク活動を始める経緯についてご教示ください。（複数回答可）

1 フードバンク活動団体側から要請があった

2 貴社からの働きかけ

3 その他 　　所属協会からの指示

問4 貴社はフードバンク活動を何で知りましたか。（複数回答可）

1 インターネット

2 新聞

3 ＴＶ

4 団体側の営業

5 講演会

6 その他

問5 貴社がフードバンク活動を行うにあたって不安に感じていたことは何ですか。（複数回答可）

1 転売

2 食中毒

3 運送コスト

4 その他 　　フードバンク活動団体との連携

問6 貴社がフードバンク活動をしていて感じるメリットは何ですか。（複数回答可）

1 社会貢献

2 廃棄コスト削減

3 CSR

4 社員の意欲向上

5 その他

備考
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問7 貴社がフードバンク活動をしていて感じるデメリットは何ですか。（複数回答可）

1 運送コストがかかる

2 食中毒等のリスク

3 その他

備考

問8 食品の運搬形態はどうなっていますか。（複数回答可）

1 貴社が運搬している

2 フードバンク活動団体が回収しに来る

3 物流企業に委託している

4 その他

備考

問9 提供したことのある食品を具体的にご教示ください（記述式）

カップラーメン

備考

問10 貴社はフードバンクに「食品ロス」を提供していますか、それとも「食品ロス以外」を提供していますか。（複数回答可）

※農林水産省による食品ロスの定義は「まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品」です。

1 食品ロス

2 食品ロス以外（具体的に） 出荷予定の商品の一部も提供している。

問11 フードバンク活動を実施していて感じた課題点は何ですか。（複数回答可）

1 賞味期限の短い商品は取り扱えない

2 弊社が提供できる商品とフードバンク活動団体が希望する商品がマッチングしない

3 その他

備考

問12 今後、フードバンク活動未実施企業の参加促進のためにどういった呼びかけをしていけばよいと考えますか。（記述式）

協会等における企業間の横のつながりにおけるイベントや議会でフードバンクについての情報共有や勉強会

備考

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。
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お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名をご教示ください。 

企業名

ご担当者名

問1 貴社が所属している食品関連協会があればセルを塗りつぶしてください。（複数回答可）

（加工食品）

1 (一般社団法人）日本惣菜協会

2 全国調理食品工業協同組合

3 (社）日本ハンバーグ・ハンバーガー協会

4 全日本カレー工業協同組合

5 日本スープ協会

6 (一般社団法人）日本乳業協会

7 (一般社団法人)日本アイスクリーム協会

8 (一般社団法人)全国発酵乳乳酸菌飲料協会

9 (社)日本養蜂はちみつ協会

10 日本ジャム工業組合

11 日本ベビーフード協議会

12 (一般社団法人)日本即席食品工業協会

13 (社)日本冷凍食品協会

14 (公益社団法人）日本缶詰協会

15 (公益社団法人）日本べんとう振興協会

16 (一般社団法人)日本加工食品卸協会

17 日本介護食品協議会

（米・パン・麺・穀類）

1 (社)全国包装米飯協会

2 (公益社団法人)日本炒飯協会

3 全国餅工業協同組合

4 (一般社団法人)日本パン工業会

5 全日本パン協同組合連合会

6 (社)日本麺類業団体連合会

7 日本プレミックス協会

8 製粉協会

9 全国穀類工業協同組合

10 日本パスタ協会

11 全国乾麺協同組合連合会

12 全国製麺協同組合連合会

13 日本冷凍めん協会

14 協同組合全国製麩工業会

15  全国小麦粉分離加工協会

16  日本パン技術研究所
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（調味料・油脂）

1 醤油PR協議会

2 全国味噌工業協同組合連合会

3 (一般社団法人)日本塩工業会

4 全国食酢協会中央会

5 全国味醂協会

6 (一般社団法人)日本ソース工業会

7 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会

8 日本うま味調味料協会

9 日本エキス調味料協会

10 全日本スパイス協会

11 (一般社団法人)日本植物油協会

12 (公益財団法人)日本醸造協会

13 日本醤油協会

14 全国醤油工業協同組合連合会

15 日本食品油脂検査協会

16 日本油化学会

その他

備考

問2 貴社がフードバンク活動を始めた年はいつですか。(記述式）

年

備考

問3 貴社がフードバンク活動を始める経緯についてご教示ください。（複数回答可）

1 フードバンク活動団体側から要請があった

2 貴社からの働きかけ

3 その他

備考

問4 貴社はフードバンク活動を何で知りましたか。（複数回答可）

1 インターネット

2 新聞

3 ＴＶ

4 団体側の営業

5 講演会

6 その他

備考

問5 貴社がフードバンク活動を行うにあたって不安に感じていたことは何ですか（複数回答可）

1 転売

2 食中毒

3 運送コスト

4 その他

備考

問6 貴社がフードバンク活動をしていて感じるメリットは何ですか。（複数回答可）

1 社会貢献

2 廃棄コスト削減

3 CSR

4 社員の意欲向上

5 その他

備考
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問7 貴社がフードバンク活動をしていて感じるデメリットは何ですか。（複数回答可）

1 運送コストがかかる

2 食中毒等のリスク

3 その他

備考

問8 食品の運搬形態はどうなっていますか。（複数回答可）

1 貴社が運搬している

2 フードバンク活動団体が回収しに来る

3 物流企業に委託している

4 その他

備考

問9 提供したことのある食品を具体的にご教示ください（記述式）

問10 貴社はフードバンクに「食品ロス」を提供していますか、それとも「食品ロス以外」を提供していますか。（複数回答可）

※農林水産省による食品ロスの定義は「まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品」です。

1 食品ロス

2 食品ロス以外（具体的に）

備考

問11 フードバンク活動を実施していて感じた課題点は何ですか。（複数回答可）

1 賞味期限の短い商品は取り扱えない

2 弊社が提供できる商品とフードバンク活動団体が希望する商品がマッチングしない

3 その他

備考

問12 今後、フードバンク活動未実施企業の参加促進のためにどういった呼びかけをしていけばよいと考えますか。（記述式）

備考

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。
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付録 2．FB 団体へのアンケート調査票 

 

 

 

 

 

フードバンク団体の皆さまへ 

 

～フードバンク活動の現状に関するアンケートへのご協力のお願い～

 

2019年2月15日(金)   

　〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

         滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室3回生 大野圭悟(調査担当者)

    E-mail：  os12kono@ec.usp.ac.jp 

金谷研究室 TEL： 0749-28-8279        

 FAX：  0749-28-8349

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です＞

大野圭悟の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。この度は、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。

差し支えない範囲で結構ですので、ご教示いただければありがたく存じます。どうかよろ

しくお願いいたします。

なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照いただければ幸いに存じます。

金谷研究室HP　　http://kanayaken.web.fc2.com/

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 3回生の大野圭悟と申します．  私は現在，「フードバンク活

動実施企業の実態把握及びフードバンク活動未実施企業の参入促進方法の提案」というテーマで，卒業研究を進めてお

ります．研究を進めている中で、そもそもフードバンク団体側に食品の需要があるのかどうかを把握する必要があると

考えたました．そこで，フードバンク団体の皆様に，フードバンク活動の現状を伺いたく，アンケートをお願いしてい

ます．そのため，ご多忙中のところ大変恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですので，このエクセルファイ

ルの，ワークシート「ご教示いただくに当たってのお願い」と「回答例」をご参照の上で，ワークシート「回答」にご

記入いただき，わたくし大野宛（os12kono@ec.usp.ac.jp ）に2019年3月8日(金）までにメー ル添付にてお送りいただ

ければ、ありがたく存じます．なお、ご教示いただいた情報につきましては，厳重に管理し，用済み後は確実に消去(及

び廃棄)いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いいたします．アンケートに関して不明な点や質問などが

ございましたら，下記のE-mailアドレスまでお問合せいただければ幸いです．

[ご教示いただくに当たってのお願い] 

・記述式については、回答欄にご記入をお願いいたします。

・各問の回答について、補足説明や回答できない理由がございましたら回答欄下の備考欄に ご記入ください。

・なお、この調査票に関してご質問等がございましたら、金谷研究室の大野まで、E-mail(os12kono@ec.usp.ac.jp) にてご連絡いただきますようにお願いいたします。 

・選択式については、該当する選択肢のセルを、すべて黄色で塗りつぶしてください。

・質問は、問1から問5まであります。

「その他」に該当する場合はご記入をお願いします。

　　　　　問１、問２以外で、該当する選択肢が複数ある場合、もっとも強く該当する選択肢は、黄色の右側を、赤色で塗りつぶしてください。

・各質問の回答は、選択式（複数回答可）、あるいは記述式となっています。記述式は、問1, 問5です。
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回答例

問1 フードバンク活動を始めた年はいつですか。（記述式）

2011 年

問2 現状以上の食品の提供を望みますか。（選択式）

1 望む（受け入れも可能）

2 望む（受け入れられない）

3 望まない

4 その他

備考

問3 問2で１か２の回答をされた方にお聞きします。

どんな種類の食品の提供を望みますか。(具体的に）

1 加工食品 冷凍食品

2 調味料・油脂

3 米・パン・麺・穀類 お米

4 水産物・水産加工品

5 飲料・茶 水

6 菓子類

7 農産物・農産加工品

8 その他

問4 問2で2を回答をされた方にお聞きします。

その回答の理由をご教示ください。(選択式)

1 人手不足

2 食品を保管できる設備がない

3 その他

備考

問5 今後、フードバンク活動未実施企業の参加促進のためにどういった呼びかけをしていけばよいと考えますか。（記述式）

未実施企業に向けての声かけ・営業

備考
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お手数ですが、最初に、団体名・ご担当者名をご教示ください。 

団体名

ご担当者名

問1 フードバンク活動を始めた年はいつですか。（記述式）

年

備考

問2 現状以上の食品の提供を望みますか。（選択式）

1 望む（受け入れも可能）

2 望む（受け入れられない）

3 望まない

4 その他

備考

問3 問2で１か２の回答をされた方にお聞きします。

どんな種類の食品の提供を望みますか。（具体的に）

1 加工食品

2 調味料・油脂

3 米・パン・麺・穀類

4 水産物・水産加工品

5 飲料・茶

6 菓子類

7 農産物・農産加工品

8 その他

問4 問2で2を回答をされた方にお聞きします。

その回答の理由をご教示ください。(選択式)

1 人手不足

2 食品を保管できる設備がない

3 その他

備考

問5 今後、フードバンク活動未実施企業の参加促進のためにどういった呼びかけをしていけばよいと考えますか。（記述式）

備考

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。
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付録 3．FB 活動未実施企業へのアンケート調査票 1 

 

 

 

 

 

食品製造企業の皆さまへ 

 

～フードバンク活動に関する

 アンケートへのご協力のお願い～

                   〇年〇月〇日(〇)                   

　〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

         滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室4回生 大野圭悟(調査担当者)

    E-mail：  os12kono@ec.usp.ac.jp 

金谷研究室 TEL： 0749-28-8279        

 FAX：  0749-28-8349

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です＞

大野圭悟の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。この度は、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。

差し支えない範囲で結構ですので、ご教示いただければありがたく存じます。どうかよろし

くお願いいたします。

なお、当研究室の研究内容等は、下記サイトをご参照いただければ幸いに存じます。

金谷研究室HP　　http://kanayalab.qcweb.jp/

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4回生の大野圭悟と申します．  私は現在，「フードバンク活動実施

企業の実態把握及びフードバンク活動未実施企業の参入促進方法の提案」というテーマで，卒業研究を進めております．その

一環として，日本冷凍食品協会・日本缶詰びん詰レトルト食品協会・日本即席食品工業協会・全国包装米飯協会に加盟されて

いる食品製造企業の皆様に，フードバンク活動についてのお考えをお伺いしたく，メールでアンケートをお願いしています．

そのため，ご多忙中のところ大変恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですので，このエクセルファイルの，ワーク

シート「ご教示いただくに当たってのお願い」と「回答例」をご参照の上で，ワークシート「回答」にご記入いただき，わた

くし大野宛（os12kono@ec.usp.ac.jp ）にメー ル添付にてお送りいただければ、ありがたく存じます（できましたら、この

ファイルを御覧頂いてから3週間後までに、ご送信いただけますと助かります）．なお、ご教示いただいた情報につきまして

は，厳重に管理いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いいたします．アンケートに関して不明な点や質問など

がございましたら，下記のE-mailアドレスまでお問合せいただければ幸いです．

2019年8月

[ご教示いただくに当たってのお願い] 

・各質問の回答は、選択式（複数回答可）、あるいは記述式となっています。

・選択式については、該当する選択肢のセルを、すべて黄色で塗りつぶしてください。

「その他」に該当する場合はご記入をお願いします。

・記述式については、回答欄にご記入をお願いいたします。

・なお、この調査票に関してご質問等がございましたら、金谷研究室の大野まで、

        E-mail(os12kono@ec.usp.ac.jp) にてご連絡いただきますようにお願いいたします。 

・質問は、問1から問11までありますが、回答によって質問数が変わります。
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回答例

お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名 滋賀食品株式会社

ご担当者名 滋賀太郎

TEL 070-1234-5678

E-MAIL syokuhin@shiga.com

なお、アンケートにご協力いただいた企業様のうち、調査結果の送付を希望される企業様には

卒業論文完成後（2020年3月前半）に、卒業論文の要旨を送付させていただきます。

卒業論文要旨の送付を希望されますか

1 希望する

→郵送

→メール

2 希望しない

また、今後追加アンケート調査を行う場合、ご協力していただけますか

1 はい

2 いいえ

問1 フードバンク活動実施の予定はありますか

1 ある → 問3へ

2 ない

3 既に実施している (可能であれば提供先のフードバンク団体名をご教示いただけますと幸いです。)

→問3へ 団体名 フードバンク日本

問2 フードバンクをご存知ですか

※フードバンクとは食品の製造・加工・流通・消費の際に発生する食品ロスを企業や農家，

個人から引き取り，困窮者や福祉施設に届ける活動をしている団体のことです。

1 はい → 問3へ

2 いいえ → 問９へ

問3 問2で「はい」とお答えいただいた企業様にお聞きします

フードバンク活動にかかる費用は損金算入になったことをご存知ですか

1 はい

2 いいえ

問4 農林水産省が作成したフードバンクの手引きがあることをご存知ですか

1 はい

2 いいえ
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問５ 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

フードバンク活動実施（予定）に至った理由をご教示ください。

近隣のフードバンク団体から依頼があった。

問６ 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

どのような食品を提供することが可能ですか（記述式）

レトルトご飯、即席ラーメン、サバの缶詰

→ 問10へ

問７ 問1で「ない」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

その理由をご教示ください。（複数回答可）

1 転売が不安

2 万が一食品事故が発生した場合の責任の所在が不安

3 フードバンクの存在を知らなかった

4 フードバンクから声かけがない

5 輸送費がかかる

6 近くにフードバンクがない

7 提供するほどの食品ロスがない

8 その他

問８ 問７の理由が解消されればフードバンク活動に参入することを検討されますか。

1 する

2 しない

3 その他

問９ 問２で「いいえ」とお答えたいただいた企業様にお聞きします。

・フードバンク活動にかかる費用は損金算入になりました。

・農林水産省ではフードバンクと企業の同意書を作成することを薦めるフードバンクの手引きがあります。

・フードバンク活動は企業のイメージアップや廃棄コスト削減、社会貢献につながります。

上記の点を踏まえて、フードバンク活動への参入を検討されますか

1 する

2 しない

3 その他

問10 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

フードバンク活動を実施するにあたって何か不安な点はありましたか。（複数回答可）

1 転売が不安

2 食品事故が発生した場合の責任の所在が不安

3 輸送費がかかる

4 その他

問11 問10の不安点のうち、解消された点があれば、それがどのようにして解消されたかをご教示お願いいたします。

フードバンクとの間で転売をしないという旨の契約書を交わした。

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。
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お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名

ご担当者名

TEL

E-MAIL

なお、アンケートにご協力いただいた企業様のうち、調査結果の送付を希望される企業様には

卒業論文完成後（2020年3月前半）に、卒業論文の要旨を送付させていただきます。

卒業論文要旨の送付を希望されますか

1 希望する

→郵送

→メール

2 希望しない

また、今後追加アンケート調査を行う場合、ご協力していただけますか

1 はい

2 いいえ

問1 フードバンク活動実施の予定はありますか

1 ある → 問3へ

2 ない

3 既に実施している (可能であれば提供先のフードバンク団体名をご教示いただけますと幸いです。)

→問3へ 団体名

問2 フードバンクをご存知ですか

※フードバンクとは食品の製造・加工・流通・消費の際に発生する食品ロスを企業や農家，

個人から引き取り，困窮者や福祉施設に届ける活動をしている団体のことです。

1 はい → 問3へ

2 いいえ → 問９へ

問3 問2で「はい」とお答えいただいた企業様にお聞きします

フードバンク活動にかかる費用は損金算入になったことをご存知ですか

1 はい

2 いいえ

問4 農林水産省が作成したフードバンクの手引きがあることをご存知ですか

1 はい

2 いいえ

問５ 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

フードバンク活動実施（予定）に至った理由をご教示ください。

問６ 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

どのような食品を提供することが可能ですか（記述式）

→ 問10へ
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問７ 問1で「ない」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

その理由をご教示ください。（複数回答可）

1 転売が不安

2 万が一食品事故が発生した場合の責任の所在が不安

3 フードバンクの存在を知らなかった

4 フードバンクから声かけがない

5 輸送費がかかる

6 近くにフードバンクがない

7 提供するほどの食品ロスがない

8 その他

問８ 問７の理由が解消されればフードバンク活動に参入することを検討されますか。

1 する

2 しない

3 その他

問９ 問２で「いいえ」とお答えたいただいた企業様にお聞きします。

・フードバンク活動にかかる費用は損金算入になりました。

・農林水産省ではフードバンクと企業の同意書を作成することを薦めるフードバンクの手引きがあります。

・フードバンク活動は企業のイメージアップや廃棄コスト削減、社会貢献につながります。

上記の点を踏まえて、フードバンク活動への参入を検討されますか

1 する

2 しない

3 その他

問10 問1で「ある」「既に実施している」とお答えいただいた企業様にお聞きします。

フードバンク活動を実施するにあたって何か不安な点はありましたか。（複数回答可）

1 転売が不安

2 食品事故が発生した場合の責任の所在が不安

3 輸送費がかかる

4 その他

問11 問10の不安点のうち、解消された点があれば、それがどのようにして解消されたかをご教示お願いいたします。

質問は以上です。ご教示ありがとうございました。
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付録 4．FB 活動実施企業へのアンケート調査票 2 

 

 

 

 

 

 

 

食品製造企業の皆さまへ 

 

～フードバンクと交わす合意書についてのお考えのご教示のお願い～

 

                   〇年〇月〇日(〇)                   

　〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

         滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室4回生 大野圭悟(調査担当者)

    E-mail：  os12kono@ec.usp.ac.jp 

金谷研究室 TEL： 0749-28-8279        

 FAX：  0749-28-8349

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です＞

大野圭悟の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。この度は、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。

差し支えない範囲で結構ですので、ご教示いただければありがたく存じます。どうかよろし

くお願いいたします。

なお、当研究室の研究内容等は、検索エンジンで「滋賀県　金谷研究室」で検索していただ

きトップに出てくるサイトをご参照いただければ幸いに存じます。

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4回生の大野圭悟と申します．  昨夏はフードバンク活動についての

アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。以前にもお伝えした通り、私は現在，「フードバンク活動実施企

業の実態把握及びフードバンク活動未実施企業の参入促進方法の提案」というテーマで，卒業研究を進めております．その一

環として，フードバンクに食品を提供の実績がある食品製造企業の皆様に、フードバンク活動を始めるにあたり、フードバン

クと交わす合意書の項目についてお伺いしたく，メールでアンケートをお願いしています．そのため，ご多忙中のところ大変

恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですので，このエクセルファイルの，ワークシート「ご教示いただくに当たっ

てのお願い」と「回答例」をご参照の上で，ワークシート「回答」にご記入いただき，わたくし大野宛

（os12kono@ec.usp.ac.jp ）にメー ル添付にてお送りいただければ、ありがたく存じます（できましたら、このファイルを御

覧頂いてから3週間後までに、ご送信いただけますと助かります）．なお、ご教示いただいた情報につきましては，厳重に管理

いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いいたします．アンケートに関して不明な点や質問などがございました

ら，下記のE-mailアドレスまでお問合せいただければ幸いです．

2019年10月

[ご教示いただくに当たってのお願い] 

・各質問の回答は、選択式、あるいは記述式となっています。

・選択式については、該当する選択肢のセルを、黄色で塗りつぶしてください。

・記述式については、回答欄にご記入をお願いいたします。

・なお、この調査票に関してご質問等がございましたら、金谷研究室の大野まで、

        E-mail(os12kono@ec.usp.ac.jp) にてご連絡いただきますようにお願いいたします。 

・質問は、問1(10項目)から問2までありますが、回答によって質問数が変わります。
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回答例

お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名 滋賀食品株式会社

ご担当者名 滋賀太郎

TEL 070-1234-5678

E-MAIL syokuhin@shiga.com

問1

項目は全部で10あります。 ※乙：貴社　甲：フードバンク

項目1 ○食品の提供 

「乙は，甲の希望を考慮して，提供する食品の種類や量，配送方法や納期を検討し， 甲に対しこれを提供するものとする．」

問1-1-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-1-2へお進みください

2 ない → 項目２へお進みください

問1-1-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目２へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目２ ○提供食品の品質確保     

乙は，食品衛生法その他関係する法令に適合（消費期限又は賞味期限内であることを含む．）する食品を甲に提供するものとする． 

問1-2-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-2-2へお進みください

2 ない → 項目３へお進みください

問1-2-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目３へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目３ ○フードバンク活動団体における提供食品の品質管理     

甲は，提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに，受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする． 

問1-3-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-3-2へお進みください

2 ない → 項目４へお進みください

問1-3-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目４へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目４ ○フードバンク活動団体における転売等の禁止     

甲は，乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き，提供食品を転売せず，金銭その他の有価物と交換をしないものとする． 

問1-4-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-4-2へお進みください

2 ない → 項目５へお進みください

問1-4-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目５へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

甲は、万が一転売が発生した際は損害賠償の責任を負う

項目５ ○フードバンク活動団体における提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存，結果の報告 

甲は，提供食品の取扱いに関する情報を記録し，これを○○年間保存するものとする．

また，乙が希望する場合，乙に対し，提供食品の譲渡の結果について報告をするものとする． 

問1-5-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-5-2へお進みください

2 ない → 項目６へお進みください

問1-5-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目６へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

農林水産省のＨＰに掲載されている、フードバンクと企業が結ぶ合意書のひな形と、貴社

が実際にフードバンクと結んだ合意書の項目に相違があるかどうかについてお聞きします。
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項目６ ○責任の所在 

提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質については，原則，乙において品質を保証するが，

提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については，甲の責任において管理すること． 

問1-6-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-6-2へお進みください

2 ない → 項目７へお進みください

問1-6-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目７へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目７ ○責任の所在 

食品衛生上の問題については，提供前の原因によるものは乙の責任，提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする． 

問1-7-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-7-2へお進みください

2 ない → 項目８へお進みください

問1-7-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目８へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目８ ○提供食品に係る事故発生時における対応

甲と乙は，提供食品に係る事故が発生した場合，甲，乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて，

適用される法令等に従い，原因究明や事後の対応，再発防止策等について，別途誠実に協議するものとする． 

問1-8-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-8-2へお進みください

2 ない → 項目９へお進みください

問1-8-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目９へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目９ ○提供食品の受取先の範囲     

甲は，フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため，社会福祉法人，特定非営利活動法人，

行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて，又は，直接個人に対して食品を譲渡するものとする． 

問1-9-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-9-2へお進みください

2 ない → 項目１０へお進みください

問1-9-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目１０へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目１０ ○合意書の有効期間     

本合意書の有効期間は，下記日付から満１年間とする．期間満了の１ヶ月前までに，当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には，

同一の内容で期間を１年間更新するものとし，以降も同様とする．

問1-10-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある →問1-10-2へお進みください

2 ない → 問２へお進みください

問1-10-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 問2へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

問2 貴社がフードバンクと結んだ合意書に項目1~10以外の項目があればご教示ください。
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お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名

ご担当者名

TEL

E-MAIL

問1

項目は全部で10あります。 ※乙：貴社　甲：フードバンク

項目1 ○食品の提供 

「乙は，甲の希望を考慮して，提供する食品の種類や量，配送方法や納期を検討し， 甲に対しこれを提供するものとする．」

問1-1-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-1-2へお進みください

2 ない → 項目２へお進みください

問1-1-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目２へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目２ ○提供食品の品質確保     

乙は，食品衛生法その他関係する法令に適合（消費期限又は賞味期限内であることを含む．）する食品を甲に提供するものとする． 

問1-2-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-2-2へお進みください

2 ない → 項目３へお進みください

問1-2-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目３へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目３ ○フードバンク活動団体における提供食品の品質管理     

甲は，提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに，受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする． 

問1-3-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-3-2へお進みください

2 ない → 項目４へお進みください

問1-3-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目４へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目４ ○フードバンク活動団体における転売等の禁止     

甲は，乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き，提供食品を転売せず，金銭その他の有価物と交換をしないものとする． 

問1-4-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-4-2へお進みください

2 ない → 項目５へお進みください

問1-4-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目５へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目５ ○フードバンク活動団体における提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存，結果の報告 

甲は，提供食品の取扱いに関する情報を記録し，これを○○年間保存するものとする．また，乙が希望する場合，

乙に対し，提供食品の譲渡の結果について報告をするものとする． 

問1-5-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-5-2へお進みください

2 ない → 項目６へお進みください

問1-5-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目６へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

農林水産省のＨＰに掲載されている、フードバンクと企業が結ぶ合意書のひな形と、貴社

が実際にフードバンクと結んだ合意書の項目に相違があるかどうかについてお聞きします。
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項目６ ○責任の所在 

提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質については，原則，乙において品質を保証するが，

提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については，甲の責任において管理すること． 

問1-6-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-6-2へお進みください

2 ない → 項目７へお進みください

問1-6-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目７へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目７ ○責任の所在 

食品衛生上の問題については，提供前の原因によるものは乙の責任，提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする． 

問1-7-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-7-2へお進みください

2 ない → 項目８へお進みください

問1-7-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目８へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目８ ○提供食品に係る事故発生時における対応

甲と乙は，提供食品に係る事故が発生した場合，甲，乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて，

適用される法令等に従い，原因究明や事後の対応，再発防止策等について，別途誠実に協議するものとする． 

問1-8-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-8-2へお進みください

2 ない → 項目９へお進みください

問1-8-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目９へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目９ ○提供食品の受取先の範囲     

甲は，フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため，社会福祉法人，特定非営利活動法人，

行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて，又は，直接個人に対して食品を譲渡するものとする． 

問1-9-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-9-2へお進みください

2 ない → 項目１０へお進みください

問1-9-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 項目１０へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

項目１０ ○合意書の有効期間     

本合意書の有効期間は，下記日付から満１年間とする．期間満了の１ヶ月前までに，当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には，

同一の内容で期間を１年間更新するものとし，以降も同様とする．

問1-10-1 貴社が提供先のフードバンクと結んだ合意書にこの項目はありますか。

1 ある → 問1-10-2へお進みください

2 ない → 問２へお進みください

問1-10-2 項目の内容は同じですか。

1 同じ → 問2へお進みください

2 違う → 差し支えなければどのような表現かご教示いただけると幸いです。（合意書を添付していただける場合は結構です。）

問2 貴社がフードバンクと結んだ合意書に項目1~10以外の項目があればご教示ください。
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付録 5．FB 活動未実施企業へのアンケート調査票 2 

 

 

 

 

 

 

食品製造企業の皆さまへ 

 

～フードバンク活動についてのお考えのご教示のお願い～

 

                   〇年〇月〇日(〇)                   

　〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

         滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 

金谷研究室4回生 大野圭悟(調査担当者)

    E-mail：  os12kono@ec.usp.ac.jp 

金谷研究室 TEL： 0749-28-8279        

 FAX：  0749-28-8349

＜なお、以下は指導教員からのお願い文です＞

大野圭悟の指導教員の、滋賀県立大学環境科学部環境政策・計画学科 教授 金谷健と申しま

す。この度は、大変ご面倒なお願いをさせていただき、申し訳ございません。

差し支えない範囲で結構ですので、ご教示いただければありがたく存じます。

どうかよろしくお願いいたします。

なお、当研究室の研究内容等は、検索エンジンで「滋賀県　金谷研究室」で検索していただ

きトップに出てくるサイトをご参照いただければ幸いに存じます。

滋賀県立大学 環境科学部 環境政策・計画学科 金谷研究室 4回生の大野圭悟と申します．  今年の7月にはフードバンク活動について

のアンケート調査にご協力いただきありがとうございました。以前にもお伝えした通り、私は現在，「フードバンク活動実施企業

の実態把握及びフードバンク活動未実施企業の参入促進方法の提案」というテーマで，卒業研究を進めております．その一環とし

て，前回のアンケート調査でご返信いただいた企業様のうち，フードバンク活動を実施しない理由について「そもそも提供するほ

どの食品ロスがない」以外の回答をされた企業の皆様に，申し訳ありませんが再度，フードバンク活動についてのお考えをお伺い

したく，アンケートをお願いしています．そのため，ご多忙中のところ大変恐縮でございますが，ご教示可能な範囲で結構ですの

で，このエクセルファイルの，ワークシート「ご教示いただくに当たってのお願い」と「回答例」をご参照の上で，ワークシート

「回答」にご記入いただき，わたくし大野宛（os12kono@ec.usp.ac.jp ）にメー ル添付にてお送りいただければ、ありがたく存じ

ます（できましたら、このファイルを御覧頂いてから3週間後までに、ご送信いただけますと助かります）．なお、ご教示いただい

た情報につきましては，厳重に管理いたしますのでご安心ください．どうぞよろしくお願いいたします．アンケートに関して不明

な点や質問などがございましたら，下記のE-mailアドレスまでお問合せいただければ幸いです．

2019年11月

[ご教示いただくに当たってのお願い] 

「フードバンク活動の実施予定がない理由」について更にお聞きするものです．

・問1.2についてはワークシート「合意書ひな型」をご参照しながら回答していただければと思います。

・各質問の回答は、選択式、あるいは記述式となっています。

・選択式については、該当する選択肢のセルを、黄色で塗りつぶしてください。

・記述式については、回答欄にご記入をお願いいたします。

・なお、この調査票に関してご質問等がございましたら、金谷研究室の大野まで、

        E-mail(os12kono@ec.usp.ac.jp) にてご連絡いただきますようにお願いいたします。 

・本アンケートは前アンケートでお答えいただいた
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食品の提供・譲渡に関する合意書（食品提供事業者・フードバンク活動団体） 

 

フードバンク○○（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）は、甲が乙 から提供される食品（以下「提供食品」という。）

 を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。 

１ 食品の提供 

乙は、甲の希望を考慮して、提供する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを提供するものとする。 

 

２ 提供食品の品質確保     

乙は、食品衛生法その他関係する法令に適合（消費期限又は賞味期限内であることを含む。）する食品を甲に提供するものとする。 

 

３ フードバンク活動団体における提供食品の品質管理     

甲は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。 

 

４ フードバンク活動団体における転売等の禁止     

甲は、乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。 

 

５ フードバンク活動団体における提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告 

甲は、提供食品の取扱いに関する情報を記録し、これを○○年間保存するものとする。また、乙が希望する場合、

乙に対し、提供食品の譲渡の結果について報告をするものとする。 

６ 責任の所在 

（１）提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質については、原則、乙において品質を保証するが、

      提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること。 

（２）食品衛生上の問題については、提供前の原因によるものは乙の責任、提供後の原 因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする。 

 

７ 提供食品に係る事故発生時における対応     

甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、

原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。 

８ 提供食品の受取先の範囲     

甲は、フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため、社会福祉法人、特定非営利

活動法人、行政その他生活支援を必要とする個人の支援を目的とする団体を通じて、 又は、直接個人に対して食品を譲渡するものとする。 

 

９ 合意書の有効期間     

本合意書の有効期間は、下記日付から満１年間とする。期間満了の１ヶ月前までに、当事者のいずれからも

書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を１年間更新するものとし、以降も同様とする。

 

本合意の証として、本合意書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとする。 
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回答例

お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名 滋賀食品株式会社

ご担当者名 滋賀太郎

TEL 070-123-456

E-MAIL shigasyokuhin@email.com

問1 農林水産省のＨＰには、フードバンクと企業が結ぶべき、フードバンク活動についての合意書のひな形（ワークシート「合意書ひな型」）が存在します。

「合意書ひな型」には「転売」や「食品事故発生時の責任の所在」についても記されています。黄色マーカー箇所です。

「合意書ひな型」通りの契約を結ぶことができればフードバンク活動への参入を検討されますか。

1 検討する

2 検討しない → 問2へお進みください

備考

問2 「合意書ひな型」のこの部分が別の表現なら参入を検討する等ございましたら、ご教示ください。

責任の所在についての記述が、「賞味期限までの提供食品の品質は、

弊社が指定した方法で食品を保存された場合のみ、保証する」であれば参入を検討する。

問3 前アンケートでフードバンク活動の実施予定がない理由のひとつに「フードバンクから声掛けがない」と回答された企業様にお聞きします。

フードバンクから声掛けがあれば参入を検討してみようと思われますか。

1 検討する

2 検討しない 理由

問4 前アンケートでフードバンク活動の実施予定がない理由のひとつに「輸送費がかかる」と回答された企業様にお聞きします。

輸送費がフードバンク持ちであれば参入を検討してみようと思われますか。

1 検討する

2 検討しない 理由

質問は以上です．ご教示ありがとうございました．

お手数ですが、最初に、企業名・ご担当者名・TEL・E-MAILをご教示ください。 

企業名

ご担当者名

TEL

E-MAIL

問1 農林水産省のＨＰには、フードバンクと企業が結ぶべき、フードバンク活動についての合意書のひな形（ワークシート「合意書ひな型」）が存在します。

「合意書ひな型」には「転売」や「食品事故発生時の責任の所在」についても記されています。黄色マーカー箇所です。

「合意書ひな型」通りの契約を結ぶことができればフードバンク活動への参入を検討されますか。

1 検討する

2 検討しない → 問2へお進みください

備考

問2 「合意書ひな型」のこの部分が別の表現なら参入を検討する等ございましたら、ご教示ください。

問3 前アンケートでフードバンク活動の実施予定がない理由のひとつに「フードバンクから声掛けがない」と回答された企業様にお聞きします。

フードバンクから声掛けがあれば参入を検討してみようと思われますか。

1 検討する

2 検討しない 理由

問4 前アンケートでフードバンク活動の実施予定がない理由のひとつに「輸送費がかかる」と回答された企業様にお聞きします。

輸送費がフードバンク持ちであれば参入を検討してみようと思われますか。

1 検討する

2 検討しない 理由

質問は以上です．ご教示ありがとうございました．
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付録 6．参考及び引用 URL 

食品 OEM コム：食品・飲料関連団体一覧  

＜https://www.food-oem.com/h-dantai.html＞ 

 

 

消費者庁：フードバンク活動 

＜https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/foodbank/

＞ 
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農林水産省：フードバンク 

＜https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html＞ 

 

 

農林水産省：フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き 

＜https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/foodbank-9.pdf＞ 

 


