
【　総務報告　】

１．理事・監事 ２．会員

種　別 人員

会　長 1

副会長 3 個人会員 3,436

専務理事 0 組合会員 2,533

会計理事 1

理　事 29

計 34

監　事 2

合　計 36

４．会議

平成２９年度事業報告

種　　　別 人　員

普通会員 5,969

H29.6.6
福岡生活衛生食品会館

・平成28年度事業報告並びに決算報告について

・平成29年度事業計画（案）並びに予算（案）について

・平成29年度借入金限度額（案）について

・理事・監事の改選（案）

（１）役員会・理事会

賛助会員 66

会員数合計 6,035

３．社員総会

開催日・場所 議　　　　　　　　　　　　題

H29.5.18 ・平成29年度事業計画・収支予算（案）について

福岡生活衛生食品会館 ・理事の改選（案）について

・その他

開催日・場所 内　　　　　　　　　　　容

・平成29年度総会に付議する事項について

第１回　役員会 ・平成28年度事業報告・決算・監査報告について

・その他

表彰選考委員会

H29.6.6 ・各種表彰候補選考　（功労者・優良施設）

福岡生活衛生食品会館

・平成29年度総会に付議する事項について

第１回　理事会 ・平成28年度事業報告・決算・監査報告について

H29.5.18 ・平成29年度事業計画・収支予算（案）について

福岡生活衛生食品会館 ・理事・監事の改選（案）について

1



第２回　理事会

第３回　役員会

第３回　理事会

（２）（公社）日本食品衛生協会関係会議等

H29.10.12 ・その他

福岡生活衛生食品会館

・平成29年度事業中間報告

H29.10.12 ・平成29年度福岡市食品衛生大会について

開催日・場所 内　　　　　　　　　容

第２回　役員会 ・第２回理事会に付議する事項について

・平成30年度収支予算（案）について

H30.3.27 ・九州ブロック大会（熊本県開催）について

福岡生活衛生食品会館 ・会費規程の訂正及び施行について

・平成30年度理事について

福岡生活衛生食品会館 ・会費規程の改正について

・その他

・平成30年度事業計画（案）について

福岡生活衛生食品会館 ・会費規程の訂正及び施行について

・平成30年度理事について

・その他

名　　　　　　　称 年月日 会　　　場

・その他

・平成30年度事業計画（案）について

・平成30年度収支予算（案）について

H30.3.27 ・九州ブロック大会（熊本県開催）について

平成29年度 九州ブロック連絡協議会
H29.5.11

鹿児島市

事務局会議・指導員部会長会議・支部長会議 サンロイヤルホテル

平成29年度 九州ブロック大会 H29.5.12
鹿児島市

市民文化ホール

日本食品衛生協会全国支部長会議 H29.10.25 東京：日本食品衛生協会

第57回食品衛生指導員全国大会 H29.10.25 東京：ヤクルトホール

日本食品衛生協会決算理事会 H29.5.26 東京：日本食品衛生協会

日本食品衛生協会平成29年度通常総会・通常総代会 H29.6.23 東京：日本食品衛生協会

平成29年度食品衛生功労者・優良施設表彰式 H29.10.26 東京・明治座
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【事業報告】

　　　開催日

　　　場所

　　　主催

　　　出席者 202 名

［第１部］

・

講　師 福岡市消防局査察課　　査察係長　　山本　学　　氏

［第２部］

・

２．食品衛生指導員に関する事業

東 博多 中央 南 城南 早良 西 合計

449 659 580 93 108 111 141 2,141

1,846 3,143 2,548 434 442 280 543 9,236

4.1 4.8 4.4 4.7 4.1 2.5 3.9 4.3

①本部研修会

　　　　講師：公益社団法人　日本食品衛生協会

支所

あいれふホール　

福岡市・（公社）福岡市食品衛生協会

特別講演

　　「飲食店等における防火対策について」

表彰式典

  厚生労働大臣・(公社）日本食品衛生協会会長及び理事長表彰等の紹介並びに

１．福岡市食品衛生大会（第47回）

平成29年11月16日

巡回指導員延人数

巡回指導実施（数）

１名当り指導施設数

（２）食品衛生指導員研修会

開催日・場所 内　　　　　　　　　容

  福岡市長・（公社）福岡市食品衛生協会会長・福岡市保健所長表彰

　　　食品営業施設の巡回指導を行うとともに、資質向上を図るため各支所において

　　  各種研修会を実施し活動の推進を図りました。

（１）食品衛生指導員巡回指導状況

区　　　分
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②支所研修会

年月日 内　　　　　　　　　　　　容

・「ＨＡＣＣＰ 制度化の現状、B基準、ＨＡＣＣＰ　普及指導員」について

指導員全体研修会

H29.8.22 　　　　　　　　ＨＡＣＣＰ事業課長　太田　啓司　　様

福岡生活衛生食品会館



中央

博多

18 南 なし

城南 なし

早良 なし

西

支　所 開催日

東 7/14

7/24

2/16

4/26

7/12

10/11

2/15

南 7/28

城南 7/11

早良 7/13

6/21

7/26

なし

なし

東
H29.9.13 ・福岡ヤフオクドーム内飲食店施設見学・研修

H30.1.29 ・義務化予定のＨＡＣＣＰ導入について

H29.11.21 ・ノロウイルス食中毒予防対策講習会

H29.4.14 ・平成29年度食品衛生指導員全体研修会について

福岡生活衛生食品会館 ・平成29年度食品衛生指導員活動について

・平成29年度表彰選考について

（３）食品衛生指導員部会

①本部部会 : 支所合同役員会議

開催日・場所 内　　　　　　　　　　　容

・平成28年度食品衛生月間行事について報告

第１回 ・平成29年度食品衛生月間行事について

・その他

②支所部会

内　　　　　　　　　　　容

・表彰対象施設選出・食品衛生月間行事・その他

第２回 ・平成29年度食品衛生月間行事について

H29.7.20 ・平成29年度指導員全体研修会について

福岡生活衛生食品会館 ・平成29年度新規食品衛生指導員養成講習会について

・食品衛生大会表彰・食品衛生月間行事について

・食品衛生大会表彰・食品衛生月間行事について

・食品衛生大会表彰・食品衛生月間行事について・その他

西
・支所人事・表彰候補選考について

・表彰候補選考・食品衛生月間行事について

博多
・食品衛生月間行事・表彰候補選考について

・支所役員・博多区食育推進ネットワーク会議委員について

中央

・支所役員改選・手洗いマイスター活動・九州ブロック大会について

・食品衛生月間行事・役員補選・九州ブロック大会について

・支所研修会について・その他

・支所長辞任による役員の補選について

4



4月 5月 6月 7月 8月 9月

認定者数 214 234 267 210 236 209

10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

認定者数 222 297 219 191 226 228 2,753

東 博多 中央 南 城南 早良 西 計

58 70 44 40 11 15 18 256

1,356 4,154 3,919 1,576 2,753 979 986 15,723

34 39 34 19 9 11 18 164

626 1,858 1,697 625 2,426 517 419 8,168

0 7 0 0 0 0 0 7

５．普及・啓発に関する事業

（１）食品衛生月間行事

　　　実施期間

　　　主　　催

　　　　養成者数　：　24　名

　　　　実務研修　：　平成29年10月19日

３．食品衛生責任者養成講習会

福岡市の協力を得て次のとおり食品衛生責任者養成講習会を行いました。

４．食品衛生講習会

食中毒予防などの食品関連事業者の知識向上のため、講習会を開催しました（福岡市との協働事業）

（４）食品衛生指導員養成

　　食品衛生指導員活動の一層の充実を図るため、第33期生として新たに24名を養成しました。

　　　　【開催実績】

　　　　開催日時　：　平成29年　9月28日

　　　　場　　所　：　福岡生活衛生食品会館

平成29年8月1日～31日

福岡市・（公社）福岡市食品衛生協会
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区　　　分

開催数（全体）

受講者数（全体）

会員向け開催数

受講者数（会員）

会場借上げ数



【実施内容】

①各支所での行事

支所 月日

8月8日

8月2日

8月2日

8月4日

8月3日～

16日

8月4日

8月1日～

31日

8月3日

8月1日～

31日

8月3日

・

③広  告

      福岡市役所外壁への横断幕の掲示

・

・

・

・

場　　所 内　　　　容

博多

8月1日～
31日

博多区役所１Ｆロビー
博多保健所窓口

食品衛生パネル展

（食中毒についてのパネル展示・しおり等配布）

広告テレビモニターによる食中毒予防啓発

第一給食センター 施設見学・中華料理作り体験（29名）

東

8月1日～
31日

東保健所・東区役所
食品衛生パネル展

（食中毒予防啓発パネル及びポスターの展示）

田島屋味噌 味噌工場見学・手洗い実習・味噌作り体験（18名）

中央

8月1日～
31日

あいれふ１Ｆｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
食品衛生パネル展

福岡市役所地下通路星の　広場
他

（食品衛生啓発パネル・ポスター・のぼり）

中央保健所 やみつきマフィン作り体験（24名）

城南
城南区役所ロビー

食品衛生パネル展

（食品衛生啓発パネル・ポスター）

城南保健所 人工イクラ作り体験・手洗い実習（21名）

南

8月3日～
31日

南区役所 食品衛生パネル展

南区保健所 （パネル・ポスター展示）

もーもーらんど油山牧場 おいしいバター作り体験（17名）

早良

早良区役所・早良保健所 食品衛生パネル展

福岡市図書館 （食中毒予防に関するパネル・ポスター・のぼり）

早良区役所１階ロビー コミュニティービジョン放映

高取公民館 そば作り体験・手洗い実習（19名）

②フリーペーパーへの啓発掲載

リビング福岡：7月29日号　　福岡市・福岡市近郊　に掲載（353,140部）

      食品衛生月間期間中の公共交通機関、公共施設、会員施設へのポスターの掲示・

地下鉄　　　　　　　　８月２日～８月　７日　　ポスター中吊り１５６枚／車両　　　　　　　　　　　　　　

西鉄駅貼り　　　　　　８月２日～８月　８日　　ポスター貼り／１２駅／３２枚

地下鉄駅貼り　　　　　７月３１日～８月　６日　ポスター貼り／７駅／１４枚

西

西区役所・西保健所 食品衛生パネル展

（食中毒予防に関するパネル・ポスター・のぼり）

西区保健所 手洗い実習・パン作り体験（19名）

福岡市庁舎掲示　　　　８月１日～８月３１日　　横断幕／１枚　　
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　　街頭にてリーフレット等の配布

　　　　配布物と数量等　　　　　　　食品衛生月間チラシ・キッチンクロス　　　　２，０００セット

（２）ファックス情報の提供

６.表彰に関する事業

感謝状

功労者 優良施設 行政 食協

3 2 ― ―

1 ― ― ―

4 5 2 ―

2 ― ― 3

10 15 ― ―

10 50 ― ―

― 129 ― ―

30 201 2 3

支所 東 博多 中央 南 城南 早良 西 合計

模範店 594 858 854 418 211 384 363 3,682

　5年連続 36 80 51 32 9 21 16 245

 10年連続 46 20 27 15 8 13 5 134

 15年連続 8 57 29 11 15 4 9 133

 20年連続 7 20 28 1 8 4 7 75

　　　　参加人数　　　　　 ３３名

食中毒予防啓発チラシ・エコバック　等　２，０００セット

食中毒予防や法令の改正等最新情報を希望者に対してＦＡＸ情報として提供しています。

毎月１回の他緊急を要する時には、緊急情報として適宜対応しています。

提供先数（H.30.3.31現在）　　　　　　１，２６６　　件

（３）ホームページでの情報提供

④街頭キャンペーン

　　　　日　時     ８月２日

　　　　場  所 　　　 新天町メルヘン通り及び渡辺通り周辺歩道上

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

公益社団法人日本食品衛生協会会長

公益社団法人日本食品衛生協会理事長

福岡市長

公益社団法人福岡市食品衛生協会会長

保健所長

現在  （H.30.3.31）アクセス数　　　　　　　　　　　118,325　件１１８，２５６　　件

（１）食品衛生功労者・食品衛生優良施設表彰

区　　　分
表彰

厚生労働大臣

計

（２）食品衛生模範店

　　（公社）福岡市食品衛生協会表彰規程に基づき、各保健所から推薦のあった施設について

　　　　　　食品衛生模範店のステッカー等を交付しました。
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７．各種共済事業

（１）食品営業賠償共済

　　　　　　4,500件を目標として加入促進に努めました。

区分 東 博多 中央 南 城南 早良 西 支部 合計

加入施設数 460 775 928 333 283 355 272 3,406

（２）火災共済

　　　　　　加入促進を図りました。

　　斡旋を行いました。

　　　　　　

　　（公社）日本食品衛生協会と同一組織である日本食品衛生共済協同組合が実施している

　　　　　　火災共済の普及に努めた結果、 ５０ 件の加入がありました。

（３）食協生命共済

　　（公社）日本食品衛生協会と業務提携を行っているジブラルタ生命保険（株）と協力し、

（４）アメリカンファミリーがん保険

　　（株）フレックスファミリーと提携しがん保険の加入促進を図りました。

　　（公社）日本食品衛生協会と業務提携を行っている三井住友海上火災保険（株）と協力し、
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８．物品斡旋に関する事業

（１）図　書

　　　（公社）日本食品衛生協会編集の月刊「食と健康」・「食品衛生研究」等の

（２）器材等

　　　（公社）日本食品衛生協会推奨の冷蔵庫用隔則温度計、手洗い石鹸液等の

斡旋を行いました。


