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ＦＣＰネットクラブの概要Ⅰ.

1.ＦＣＰネットクラブ創設の経緯
　当協会では、多くの会員の方より、食中毒による給食業務停止時や大規模災害被災時を想定した
業務代行保証制度の創設を求める要望が寄せられたことから、さまざまな角度から検討を進めて
参りました。
　その中で、「短期限定型の代行保証制度」と「広域的大規模災害時の会員相互支援システム」を
併せ持つ「緊急時相互支援コンソーシアム・ＦＣＰネットクラブ（業務代行保証制度）」の創設に至っ
た次第です。

4.事業内容
（１）食中毒等による短期的業務停止時の業務代行保証（含:給食受託契約締結時の書面保証）
（２）広域的大規模災害時における会員間の相互支援

2.目的とコンセプト
　世界にも例のない超高齢化社会に向かっているわが国では、地域包括ケアシステムを中心とする
地域社会の構築が具体的に進められています。
　そうした中において、高齢者をはじめとする病院・福祉施設等への入院・入居者ならびに在宅看
護・介護受給者のための適切な食事提供を担う存在として、セントラルキッチンへの期待と果たす
べき役割は、大きなものへと変化しつつあります。
　このことは一方で、ノロウィルスをはじめとする食品安全確保への脅威や都市直下型地震、東南
海地震等の大規模災害に対するより万全な対策が不可欠なものとして求められるところです。
　「ＦＣＰネットクラブ」は、当協会加入のセントラルキッチン施設と食品メーカーならびに流通企業
等の連携と結集をはかることで、院外調理患者等給食業務における責任の保全・担保への貢献を目
的としています。

　コンソーシアム（英語: Consortium）は、共同事業体のこと、複数の企業や法人・個人から
なる団体であり、共通の目的に沿った活動を行ったり、共通の目標に向かって資源を蓄える目的
で結成されるものです。

3.名称の意味
（1）「コンソーシアム」とは

（2）「ＦＣＰネットクラブ」とは

F：Food Service（事業）
ネット：ネットワーク クラブ：会員制の集まり

C：Continuity（継続） P：Plan（計画）
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ＦＣＰネットクラブの概要Ⅰ.

6.入会方法
　本協会の会員であるセントラルキッチンがＦＣＰネットクラブに加入する場合は、申込書に以下の
書類を添付して申し込みを行うこととする。 
① 会員の法人または会社概要
② セントラルキッチンの施設概要（平面配置図、施設面積、厨房機器リスト表など）
③ セントラルキッチンの事業概要（受託病院･施設数、1日当平均生産食数、従業員数など）
④ ＨＡＣＣＰ認定証の写しまたはＨＡＣＣＰ衛生管理チェック表
⑤ 損害保険（生産物賠償責任保険含）証書の写し

5.会員対象
　ＦＣＰネットクラブの会員対象は、本協会に加入しているセントラルキッチンでＦＣＰネットクラブ
の加入手続きを行い、所定の保証料を納入するなどの手続きを完了している施設とする。
　短期的業務停止時の業務代行保証は、ＦＣＰネットクラブに加入するセントラルキッチンを単位と
する。当該するセントラルキッチンが新調理システムにより食事提供を行っている受託先契約施設
とし、以下の法令等に基づく施設の範囲とする。

①
②
③
④

医　療　法
介護保険法
老人福祉法
そ　の　他

病院、診療所、助産所、通所デイケア
介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、デイサービス
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設など

：
：
：
：

　1）ＦＣＰネットクラブの保証料は、月額１万円とする。
　2）毎年12月末までに、翌年 1月～12月分の12万円を振込支払とする。
　3）加入初年時の保証料は、加入月から12月までの残月数分とする。

7.会費（保証料）
（1）ＦＣＰネットクラブの会費

　1）ＦＣＰネットクラブに関わる会計は、本協会通常会計とは区分し特別会計とする。
　2）ＦＣＰネットクラブに関わる費用は、本会計から支出する。
　3）費用項目は、事務局費、支部処理手数費、幹事代替食品確保費、実務処理費などとする。

（2）会費の特別会計措置
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ＦＣＰネットクラブの組織体制Ⅱ.

1.全国3つの支部（ブロック）で構成
　当協会では、全国を次の三つの支部に分けて、支部内の会員・賛助会員の相互連携による「ＦＣＰ
ネットクラブ」システムを確立し、短期的業務停止時の業務代行保証および広域的大規模災害時に
おける会員間の相互支援を必要とする事態が発生した場合の対応をはかります。

2.支部（ブロック）の地域区分
　当協会の支部は、北日本支部、東日本支部、西日本支部とし、地域区分は次のとおりです。

1.北海道、2.青森県、3.岩手県、4.宮城県、5.秋田県、6.山形県、7.福島県
（1）北日本支部（北海道、東北地方）
　　　

1.茨城県、2.栃木県、3.群馬県、4.埼玉県、5.千葉県、6.東京都、7.神奈川県、8.新潟県、
9.富山県、10.石川県、11.福井県、12.山梨県、13.長野県、14.岐阜県、15.静岡県、16.愛知県

（2）東日本支部
　　　

1.三重県、2.滋賀県、3.京都府、4.大阪府、5.兵庫県、6.奈良県、7.和歌山県、8.鳥取県、9.島根県、
10.岡山県、11.広島県、12.山口県、13.徳島県、14.香川県、15.愛媛県、16.高知県、
17.福岡県、18.佐賀県、19.長崎県、20.熊本県、21.大分県、22.宮崎県、23.鹿児島県、24.沖縄県

（3）西日本支部 ※今後の会員状況に応じて分割を検討します。
　　　

○地域区分と都道府県
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ＦＣＰネットクラブの支援内容Ⅲ.

1.短期的業務停止時の代行保証業務
　会員であるセントラルキッチンが、食中毒の発生等によって業務停止になった場合は、下記の図の
流れに沿って迅速に連絡指示を行い、調理済食品で構成する代替食を受託先である各病院・施設に
供給して、給食業務の継続性を図ることとする。

○代行保障システムの流れ

代行保証の発動指示

代替食品
宅配提供

緊急時発生の連絡

○本部事務局 電話　03-6273-3815
FAX　03-6273-3816

費用の請求・支払
輸送量を含む
商品代金のご請求

費用の請求・支払
輸送量を含む
商品代金のご請求

各支部長

食品会社各支部幹事

セントラルキッチン
CK協会会員

病院・施設等
サテライトキッチン（連絡調整）

連絡確認等

※調理済食品で
　構成
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ＦＣＰネットクラブの支援内容Ⅲ.

（1）代行保証業務の実施方法
　　　1）セントラルキッチン営業停止時の初動対応
　　　①当該セントラルキッチンの責任者は、各受託先の関係者に連絡を行い、予め相互確認した
「食中毒等営業停止時の対応マニュアル」に基づく対応を依頼する。
②当該セントラルキッチンの責任者は、ＦＣＰネットクラブの緊急時連絡網による本協会事務
局に、「代行保証業務の支援発動依頼」の連絡と手続きを行う。
③保健所等の担当官に指導を仰ぎ、速やかな改善対策に着手する。

（2）供給する食事の献立内容と業務運用
　　　1）支部単位に献立内容を標準化
　　　　緊急時の対応であることを前提に、支部単位で献立内容をある程度標準化する。各支部幹
事会を中心に、会員セントラルキッチンの担当者ならびに賛助会員食品会社の担当者と事前
協議を行い「標準的な支援献立内容」を作成する。

2）各受託先施設での業務対応

　　　
　病院・施設等の各受託先のサテライトキッチンは、代替提供された調理済食品を活用して、
通常と同じ業務運用方法で、盛付、再加熱、配膳等を行い、給食を提供するものとする。
①主菜、副菜、その他の調理済食品（チルド・フリーズ食品、真空パック食品、その他）
②主食（米飯・粥・パン他）は、各受託先のサテライトキッチンで調達または調理する。

2）給食業務停止時の初期は備蓄非常食で対応
　　　①給食業務停止時から給食業務代行保証の実施まではタイムラグが生ずるので、その間の

食事提供は各受託先の備蓄非常食等で賄っていただく。
②ＦＣＰネットクラブ加入のセントラルキッチンは、各受託先との給食業務受託契約の更新等
の際に、備蓄非常食等の具備および更新が実施されていることの確認を要する。

3）ＦＣＰネットクラブの対応
　　　①協会事務局は、当該する支部の支部長および幹事食品会社に、給食業務代行保証の発動

を指示する。
②幹事食品会社の担当者は、連絡のあった当該するセントラルキッチンの受託先病院・施設
（サテライトキッチン）へ調理済食品の配送手配を行う。

3）支援期間は短期間が前提

　　　
　セントラルキッチン業務停止時の代行保証期間は、短期間（７日）を前提とし、長期対応は行
わないこととする。 
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ＦＣＰネットクラブの支援内容Ⅲ.

○代替食メニューの参考例
　　　
代替食メニュー例（常食）

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
日
目

代替食メニュー例（ソフト）

1
日
目

2
日
目

3
日
目

4
〜
7
日
目

みそ汁（乾燥若芽）
卵焼き（冷凍）
ひじき炒り煮（冷凍）
牛乳（パック）
みそ汁（豆腐）
目玉焼き（冷凍）
おかか和えオクラ（冷凍）
牛乳（パック）
みそ汁（おふとねぎ）
オムレツ（冷凍）
すりととろ（冷凍）
牛乳（パック）
みそ汁
銀鮭塩焼き（冷凍）
里芋そぼろあん（冷凍）
牛乳（パック）

スープ（コーン）
焼き魚（冷凍）
オクラのおろし和え（冷凍）
フルーツ（カット冷凍）
スープ（野菜）
バンケートポーク（冷凍）
卯の花和え（冷凍）
フルーツ（ミックス缶）
スープ（コンソメ）
シューマイ（冷凍）
さつま芋のレモン煮（冷凍）
杏仁豆腐（パック）
スープ
肉団子おろしスース（冷凍）
九条葱酢味噌和え（冷凍）
フルーツ（カット冷凍）

すまし汁（玉子）
肉団子たれ付（冷凍）
ブロッコリーサラダ（冷凍）
漬物（冷蔵）
すまし汁（わかめ）
サバの味噌煮（冷凍）
切干大根煮付け（冷凍）
漬物（冷蔵）
すまし汁（野菜）
煮込みハンバーグ（冷凍）
小松菜煮びたし（冷凍）
やわらか金平（冷凍）
すまし汁
チキン照焼（冷凍）
おふくろの煮物（冷凍）
オクラの胡麻和え（冷凍）

朝　食 昼　食 夕　食

朝　食 昼　食 夕　食

豆腐の中華五目煮
里芋ムース
青リンゴゼリー

鯵ムース
卯の花
キャベツゼリー

ビーフシチュー
アスパラムース
ヨーグルトゼリー

鯖ムース
筑前煮
みかんゼリー

親子煮
さつま芋ムース
小松菜ムース

八宝菜
蓮根ムース
いんげんムース

玉子豆腐
野菜のお浸し
ももゼリー

カレイのごぼう風煮
南瓜ムース
ひじきムース

ポークムース
じゃが芋ムース
トマトゼリー
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ＦＣＰネットクラブの支援内容Ⅲ.

（3）費用の清算方法
　　　1）代行保証実施時の費用清算
　　　　業務代行保証制度の支援を実施した場合の実施費用は、次のとおりとする。

（4）その他の特記事項
　　　1）セントラルキッチンの責任でない受託先の給食業務停止

　　　
　当該するセントラルキッチンの責任でなく、受託先の事由によって受託先の１か所が給食業
務の停止処分になった場合は、当該するセントラルキッチンの責任範囲で対応するものとし、
この「ＦＣＰネットクラブ」の支援対象にならないものとする。

2）当該セントラルキッチンは、損害保険(生産物賠償責任保険)会社等に所定手続きならびに
　 経費負担の請求を行い、保険金の支払いを受ける。
　　　

①業務停止となったセントラルキッチンが受託している各サテライトキッチンに代替提供した
調理済食品の商品代金および輸送費用等の合計金額とする。
②上記費用については、当該食品会社からの請求に基づき本協会が一時的に立替え支払い
を行い、本協会から当該セントラルキッチンに請求し支払を完了していただく。

2.給食受託契約締結時の書面保証

　ＦＣＰネットクラブ加入のセントラルキッチンが、病院・福祉・介護施設等との間に締結する給
食業務委託契約書の「業務の代行」条項として、次の条項を記載する。
「第○○条　セントラルキッチン(乙)は、業務停止等の事情により給食提供業務の遂行が困難に
なった場合の保証のため、別途日本医療福祉セントラルキッチン協会のＦＣＰネットクラブ（給
食業務代行保証制度）に加入し、給食業務代行保証契約を締結するものとする。代行保証の範
囲は、緊急時相互支援の給食業務代行保証制度に定める内容とする。ただし、この場合であっ
ても、乙の義務は免責されないものとする。

（1）給食業務委託（受託）契約書の記載

　ＦＣＰネットクラブに加入するセントラルキッチンを（甲）とし、本協会を（乙）とする給食業務
代行保証契約書（別紙書式）を締結する。
　給食業務代行保証契約書の付表として以下の内容を記載した受託先一覧表を添付し、給食
業務代行保証の実施範囲を特定する。
①病院･施設等の法人名および病院・施設名
②病院・施設の所在地
③病院・施設の連絡方法（電話番号等）
④朝食、昼食、夕食の１回当たりの概算食数

（2）給食業務代行保証契約書の締結

　給食業務代行保証契約書の期間は1年単位とし、申し出が無い場合は毎年自動更新とする。
　但し、食事を提供する契約施設が増加または減少した場合は、受託先一覧表を差し替える。

（3）給食代行保証契約書の期間



　地震、洪水、その他の天災地変による局地的な災害が発生し、ＦＣＰネットクラブ加入のセン
トラルキッチンが被害にあった場合は、協会四役および事務局と各支部幹事が情報の収集と被
害状況の把握に努め、当該セントラルキッチンと連絡調整をはかり、支援が必要と判断される
場合は、支部内協会会員および賛助会員に相互支援を要請し、支援を開始する。

（1）局地的小規模災害時の相互支援

　今後想定される首都直下型地震、東南海地震等の発生により広域的大規模な被害が発生し
た場合は、本協会代表理事の指示のもとに協会役員および支部役員による災害支援対策本部
を設け、情報の収集と被害状況の把握に努め、全国の本協会会員・賛助会員および関係者に発
信し、相互支援の輪を組織する。
　同時に、ＦＣＰネットクラブ加入のセントラルキッチンの被害状況に合わせた必要な支援物資
の確保と輸送物流の手配、人的支援の編成などを検討し、可能な範囲から具体的な相互支援
の実施をはかる。

（2）広域的大規模災害時の相互支援

3.広域的大規模災害時における相互支援
　東日本大震災を経験した北日本支部幹事会の「大規模地震発生は火災や津波さらには原発事故
など想定外の災害がもたらされ、ライフラインの寸断など災害は多様にわたる可能性があり、画一的
な相互支援を規定で定めることは困難である」との提起に基づき、以下のように対応する。
　地震、津波、豪雨、火山噴火等の天災地変による広域災害の発生時は、災害の状態と会員セントラ
ルキッチンの被害状況などの情報収集に努め、電気・水道・ガス等のライフライン状況、交通・物流
の実態に合わせた可能な範囲での相互支援を実施する。
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ＦＣＰネットクラブの支援内容Ⅲ.



2.食中毒発生時の対応
　営業停止は、罰則というより食中毒の危害の拡大を防止するためのものなので、危害が除去され
た時点で解除される。（営業停止期間は、通常３～５日間が多い）
　一か所のＳＫでのみ患者が発生している場合は、食中毒の原因施設は当該ＣＫではなく、患者が発
生したＳＫの病院・施設が原因と考えられるので、当該ＣＫが営業停止になる可能性は極めて低い。
　しかし複数のＳＫで患者が発生している場合は、調理食品を提供したＣＫが原因である可能性が高
いので、ＳＫに具備している緊急用備蓄食については各ＳＫでの調理行為を認められる可能性が高い。
　以上のことから食中毒発生時には、各ＳＫでの発症者の発生数を迅速に調査することが大切で
ある。複数のＳＫで有症者がみられる場合でも、原因の異なる有症者が複数のＳＫで偶然発生して
いることもあるので、各有症者に共通の症状がみられるか否か、発生時期に類似性がみられるか否
か等について、保健所の食品衛生監視員に詳細に報告することが重要である。
　これらの有症者の発生状況から、当該ＣＫに原因の疑いがもたれる場合には、所轄の保健所から
営業停止が命じられ、当該ＣＫ内の調理施設での調理行為等の食品取扱いが禁止される。営業停
止が命じられた際には、保健所の担当者から営業停止の内容について十分に説明を求め、それに応
じた対応を行う。

3.営業停止時の業務内容および範囲の確認
　営業停止となったＣＫの調理場については使用を停止されることになるが、その際は以下の事項
について、所轄保健所の食品衛生監視員に相談する。

（1）ＦＣＰネットクラブに加入した上で緊急時の対応マニュアルを作成し、各ＳＫを含めた緊急時の
     対応手順を確認しておく。

　食中毒等による営業停止時の業務代行には、連絡して食材が提供されるまでに１～２日のタ
イムラグが生じるので、給食業務受託先の各病院・施設（サテライトキッチン＝ＳＫ）に緊急用
備蓄食を保管しておくことが必要である。

（2）緊急時の備蓄食は、最低3日分（5～7日分備蓄が推奨）具備し、定期更新する。

1.平常時の対応
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食中毒対応に関する留意事項Ⅳ.

（1）営業停止ＣＫの緊急用備蓄食を持ち出して、提供先のＳＫへ搬送しても良いか否かを確認する。
その際には、緊急用備蓄食が他社によって製造された食材（フリーズ食・レトルト食他）であるこ
と等を説明する。

　　使用が認められた場合、緊急用備蓄食の搬出やＳＫまでの搬送作業を営業停止ＣＫの職員が行
うことに制限があるか否か。すなわち、調理従事者は認められるか否か。運転手や事務職員など
の調理従事者以外の職員についてはどうか等。



4.ＳＫの一か所が営業停止になった場合の対応
　一か所のＳＫが原因施設となった場合は、従来どおり当該ＣＫは通常業務を行うことができるの
で、各ＳＫはＣＫからの調理食品の提供を受けることができる。
　但し、営業停止となったＳＫは、厨房施設の使用禁止、ＳＫ従業員の就業禁止となるので、各ＳＫ
の病院・施設管理者と予め緊急時の食提供方法について確認を行い、各ＳＫ別の対応マニュアルを
作成して相互確認を行うことが必要である。
　ＳＫが営業停止になった場合は、保健所の食品衛生監視員に相談を行い、厨房の全面使用停止
なのか、調理作業以外の食器洗浄、再加熱カート、エレベータ等の使用は許される一部使用停止な
のか、また従事禁止の職員の範囲などを確認する。

（2）ＦＣＰネットクラブの支援食品会社から提供される食材を、各ＳＫに搬送する作業について、営業
期間停止中のＣＫ職員が搬送作業に従事することができるか否かについて、保健所の食品衛生
監視員に相談する。

     ①調理従事者、　②運転手、　③事務職員、　④その他の調理従事者以外の職員
     以上の状況を確認した上で代行保証の支援依頼を、ＳＫに直接食材を配送するのか、ＣＫに配送
するのかを区分して要請を行う。

（3）ＳＫまでの食品搬送用に、営業停止中のＣＫの食品配送車を使用することが出来るのかどうか可
否について確認する。

（4）ＣＫが営業停止になった場合、搬送先の各ＳＫの配膳用カートの使用の可否について確認する。
ＣＫが原因の場合には、各ＳＫの配膳用カートの使用は認められる可能性が高いが、その際に
は、保健所の食品衛生監視員から配膳用カートの消毒方法等の指導を受ける。
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食中毒対応に関する留意事項Ⅳ.

　当該する病院・施設等との間で、ＣＫから提供された給食を再加熱、盛付、配膳する場所を確
保できるかどうか確認する。（職員食堂・外来食堂または会議室その他）
　外来食堂等の給食業務の代替場所を確保できる場合は、その状況に合った食提供方法に基
づき行う。但し、ＳＫ従業員が従事禁止の場合は、ＣＫ職員または他のＳＫ従業員からスタッフ
を配置することが必要となる。また、食器等はディスポ食器などを活用する。
　ＳＫでの作業が全くできない場合は、ＣＫまたは他のＳＫで再加熱してディスポ弁当容器等に
盛付けて、食事を届けて配膳する。すべての作業を当該ＣＫで行う等の対応が必要となる。

（1）ＳＫ厨房が全面使用停止の場合

　ＳＫ厨房の一部を使用できる場合は、ＣＫから提供された給食をその状況に合わせて作業する。
（2）ＳＫ厨房を一部使用できる場合
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食中毒対応に関する留意事項Ⅳ.

○食中毒発生起因判定の進め方
　　　
に ①入院患者・入居者から食中毒原因菌の検出

②下痢・腹痛・嘔吐症状があり食中毒の疑い
　　　

①SK従事者の食中毒原因菌の検査（罹患判定）
②CK従事者の食中毒原因菌の検査（罹患判定）
　　　

食中毒疑い患者の発生

①病院：医師、看護師、検査室、関係部署職員
②施設：医師、介護士、ヘルパー、関係部署職員
③栄養科：調理従事者等の食中毒罹患
　　　

①発生部署：食中毒疫学調査票で調査、情報収集
②SK食材保管、盛付配膳等の経過及び記録調査
③CS使用食材、調理食品の確認、原因洗い出し

情報把握者の報告連絡

栄養科→受託CK

病院（施設）の判定会議

食中毒（疑い）の判定

給食以外の院内感染 CK食品起因食中毒SK起因の食中毒

食中毒（疑い）の否定
●給食従来通り

●給食従来通り

●保健所報告

病院・施設の罹患者対応、
二次感染防止

●受託CKが責任対応
SKの食中毒対策マニュアル

●相互支援制度の発動
CKの食中毒対策マニュアル
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