
【　総務報告　】

１．理事・監事 ２．会員

種　別 人員

会　長 1

副会長 2 個人会員 3,358

会計理事 1 組合会員 2,161

理　事 24

計 28

監　事 2

合　計 30

４．会議

・令和元年度事業報告・決算・監査報告について

・令和２年度事業計画・収支予算（案）について

・理事・監事の補選（案）について

・定款変更(案）「理事会(決議）の変更について」

1

表彰選考委員会

R2.6.11 ・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

第１回　理事会 ・令和２年度総会に付議する事項について

R2.5.15

福岡生活衛生食品会館

福岡生活衛生食品会館

 ※ 理事会は新型コロナウイルス感染拡大防止の為

　　書面による決議

（１）役員会・理事会

開催日・場所 内　　　　　　　　　　　容

第１回　役員会

R2.5.15  ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止

令和　２年度事業報告

種　　　別 人　員

普通会員 5,519

R2.6.11
福岡生活衛生食品会館

・令和元年度事業報告並びに決算報告について

・令和２年度事業計画（案）並びに予算（案）について

・令和２年度借入金限度額（案）について

・理事・監事の補選（案）

・定款変更(案）「理事会(決議）の変更について」

賛助会員 61

会員数合計 5,580

３．社員総会

開催日・場所 議　　　　　　　　　　　　題



第２回　役員会

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

※　新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止
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第60回食品衛生指導員全国大会 R2.10.21 東京：銀座ブロッサム

令和２年度食品衛生功労者・優良施設表彰式 R2.10.22 東京・明治座

日本食品衛生協会令和２年度通常総会・通常総代会 R2.6.19 東京：日本食品衛生協会

日本食品衛生協会全国支部長会議 R2.10.21 東京：日本食品衛生協会

令和２年度 九州ブロック大会 R2.5.13 佐賀市文化会館

日本食品衛生協会決算理事会 R2.5.22 東京：日本食品衛生協会

・その他

食品衛生責任者養成講習会ｅラーニングの導入について

名　　　　　　　称 年月日 会　　　場

令和２年度 九州ブロック連絡協議会 R2.5.12 佐賀市・グランデはがくれ

R3.3.26 ・表彰制度について

福岡生活衛生食品会館 ・「食の安心・安全・五つ星事業」の進捗状況について

・規程の改正及び規則の制定について

・職員の人事異動について

・令和 ３年度事業計画（案）について

・令和 ３年度収支予算（案）について

・資金調達及び設備投資の見込みについて

・代議員選挙結果の公示について

・令和 ３年度衛生講習会について

・その他

・第３回理事会に付議する事項について

R3.3.26 ・その他

福岡生活衛生食品会館

福岡生活衛生食品会館

・令和２年度事業中間報告

R2.10.2 ・令和２年度福岡市食品衛生大会について

福岡生活衛生食品会館 ・代議員選挙の実施について

開催日・場所 内　　　　　　　　　容

・第２回理事会に付議する事項について

R2.10.2 ・その他



【事業報告】

46 名

２．食品衛生指導員に関する事業

東 博多 中央 南 城南

199 404 567 106 99

781 1,381 2,729 371 367

3.9 3.4 4.8 3.5 3.7

早良 西 本部

65 86 10

197 294 36

3.0 3.4 3.6
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巡回指導員延人数 1,536

巡回指導実施（数） 6,156

１名当り指導施設数 4.0

区　　　分

巡回指導員延人数

巡回指導実施（数）

１名当り指導施設数

区　　　分 合計

　・　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

　　  各種研修会を実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施

　　　しておりません。

（１）食品衛生指導員巡回指導状況

　・　厚生労働大臣表彰

　・　公益社団法人日本食品衛生協会会長表彰・感謝状及び理事長表彰

表　彰　式

　・　福岡市長表彰

　・　公益社団法人福岡市食品衛生協会会長表彰

　　　主　催 福岡市・（公社）福岡市食品衛生協会

　　　出席者

≪　表彰式典　≫

食品衛生全国大会受賞者紹介

１．福岡市食品衛生大会（第50回）

　　　開催日 令和2年11月12日

　　　場　所 あいれふホール　



①本部研修会

・「ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理」

支所

東

博多

中央

南

城南

早良

西

第１回

第２回

・その他
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・令和２年度表彰選考について

R2.7.10 ・令和２年度食品衛生月間行事について

福岡生活衛生食品会館 ・令和２年度指導員全体研修会について

開催日・場所 内　　　　　　　　　　　容

R2.4.17  ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止

福岡生活衛生食品会館

なし

なし

（３）食品衛生指導員部会

①本部部会 : 支所合同役員会議

なし

なし

なし

②支所研修会

年月日 内　　　　　　　　　　　　容

なし

なし

R2.8.25 　　　　　　　　　食品第１係長　池尻　康孝　氏

福岡生活衛生食品会館 ・　ＤＶＤ放映　「飲食店におけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた

　　　　　　　　　衛生管理の指導助言について」

（２）食品衛生指導員研修会

開催日・場所 内　　　　　　　　　容

指導員全体研修会 　　　　講師　：　博多区保健福祉センター衛生課



支　所 開催日

東 7/1

博多 7/13

南 7/21

城南 7/22

早良 7/16

西 7/6

4月 5月 6月 7月 8月 9月

認定者数 延期 延期 491 442 198 179

10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

認定者数 169 192 182 174 451 198 2,676
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　　　　【開催実績】

　　　　開催日時　：　令和2年9月28日

　　　　場　　所　：　福岡生活衛生食品会館

　　　　養成者数　：　28　名 

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。

・表彰候補選考について　・食品衛生月間行事について・その他

・表彰候補選考について　・月間行事について

・食品衛生月間について・表彰選考について

・各表彰について

（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、新規食品衛生指導員を養成するもの

・表彰店舗の選出について・その他

・表彰候補選考について・食品衛生月間行事について

中央 7/20

・手洗いマイスター活動について

・食の安心・安全・五つ星事業について

・食品衛生月間行事について・表彰選考について・その他

②支所部会

内　　　　　　　　　　　容



４．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

【実施内容】

①各支所での行事 ※　体験学習は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為全支所中止

支所 月日
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西
8月3日～

31日

西保健所
食品衛生パネル展・電子掲示板

（食中毒予防ポスター・のぼり）

衛生課窓口 手洗いポスター・マスクの配布

早良
8月1日～

31日

早良区役所・早良保健所 食品衛生パネル展・電子掲示板

福岡市総合図書館 （食中毒予防パネル・ポスター・のぼり）

衛生課窓口 手洗いポスター・マスクの配布

城南

8月17日
～
31日

城南区役所
食品衛生パネル展

（食品衛生啓発パネル・ポスターの展示）

8月3日～
31日

城南区役所 電子掲示板

衛生課窓口 手洗いポスター・マスクの配布

博多
7月31日

～
8月31日

博多区役所
博多保健所

食品衛生パネル展

（食中毒予防に関するポスターの展示）

衛生課窓口 食中毒予防啓発グッズ配布

南
8月3日～

31日

南区役所
南保健所

食品衛生パネル展

（ポスター展示・のぼり）

区内店舗 手洗いポスター・マスクの配布

中央
8月1日～

31日

中央保健所
食品衛生パネル展・電子掲示板

（食品衛生啓発パネル・ポスター）

衛生課窓口 手洗いポスター・マスクの配布・のぼり

その他
中央版市政だより・中央区フェイスブック・

中央区ＨＰ掲載

令和2年8月1日～31日

福岡市・（公社）福岡市食品衛生協会

場　　所 内　　　　容

東
8月1日～

31日

東区役所
東保健所

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）

区内店舗
「８月食品衛生月間」ガーランドの展示

手洗いポスター・マスクの配布



・

③広  告

      福岡市役所外壁への横断幕の掲示

・

・

・

 ※　新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止

５.表彰に関する事業

功労者 優良施設 行政 食協

3 2 ― ―

1 ― ― ―

4 5 3 4

2 ― ― ―

9 15 ― ―

7 50 ― ―

― 123 ― ―

26 195 3 4

保健所長

計
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厚生労働大臣

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

（３）ホームページでの情報提供

現在  （R3.3.31）アクセス数　　　　　　　　　　１２７，４２５　件１３７，２５０　　件

（１）食品衛生功労者・食品衛生優良施設表彰

区　　　分
表彰 感謝状

福岡市庁舎掲示　　　　８月１日～８月３１日　　横断幕／１枚　　

④街頭キャンペーン

（２）ファックス情報の提供

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ます。

提供先数（R3.3.31現在）　　　　　　１，２７１　　件

②フリーペーパーへの啓発掲載

ファンファン福岡　7月24日号に掲載　　（福岡市・福岡市近郊　約33万部）

      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１日～８月　９日　　ポスター中吊り１７５枚／車両　　　　　　　　　　　　　　

西鉄駅貼り　　　　　　８月３日～８月　９日　　ポスター貼り／８駅／２２枚



支所 東 博多 中央 南 城南 早良 西 合計

模範店 545 700 770 330 184 494 176 3,199

5年連続 45 55 70 16 10 15 17 228

10年連続 40 35 40 10 11 20 13 169

15年連続 15 15 40 6 12 8 16 112

20年連続 10 20 20 6 9 4 11 80

25年連続 10 5 10 7 3 14 49

６．各種共済事業

（１）食品営業賠償共済

東 博多 中央 南 城南 早良 西 合計

477 726 863 308 272 347 275 3,268

（２）火災共済

　　　　　　加入促進を図りました。

　　斡旋を行いました。
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（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

　　　（公社）日本食品衛生協会発刊の図書・ＤＶＤの斡旋を行いました。

（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。

　　　　　　火災共済の普及に努めた結果、 ５３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。

７．物品斡旋に関する事業

　　（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、

　　　　　　8,173 件を目標として加入促進に努めました。

区　　分

加入施設数

　　（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

（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。

















 


