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公益社団法人 日本べんとう振興協会
ホームページ http://www.bentou-shinkou.or.jp

視点
『すべての工場を、ポジティブに。』
株式会社エフエージェイ
代表取締役社長
初めまして。賛助会員の株式会社エフエージェイ
の土肥でございます。
弊社は、製造業に特化した人材サービスを提供
している会社になります。
特に、食品会社のお取引が多い事もあり公益社
団法人日本べんとう振興協会の会員様に少しでも
ご協力が出来ればと考え賛助会員にさせて頂きま
した。
1997年の創業期から製造業に特化して専門性を
追求し、人材サービスを提供してきた私たちだか
らこそわかる製造業の課題がたくさんあります。
その中でも、繁忙期、閑散期と時期に応じて、必
要となる人員に変動があることはモノ造りの現場、
ならではのお悩みでしょう。
繁忙期に採用したスタッフを閑散期には勤務調
整する必要があり、
雇用の安定が図れないことと、
アルバイトスタッフを確保するために、閑散期の
ワークシェアが大きな負担となってしまうことも
少なくありません。繁忙期や閑散期など受注量の
変動に応じて、過不足なく行う体制を築くことは
極めて難しいことです。

土肥 貞之

タイミングに合わせた人材のご紹介に加え、
スタッフが定着するためのフォロー体制、繁忙閑
散に応じた雇用調整にも対応できるサービスが
エフエージェイにはあります。
即戦力となる人材を確保したい時は、ぜひ当社
の人材派遣をご活用ください。
エフエージェイの強みは「派遣・請負で培った
運営ノウハウ」と、
「品質向上にこだわった体制・
施策の立案」です。この強みを活かし、食品製造
業のお客様との派遣・請負の多数の実績を生むこ
とができました。生産変動が激しいといわれる食
品製造業において、人材派遣のニーズが増加して
います。食品業界に実績が多数ある弊社だからこ
そ、提案できるサービスで会員の皆様のお役に立
ちたいと考えております。
そして株式会社エフエージェイのvision 感動現
場の実現を１つでも多く創っていきたいと考えて
おります。
人材の事でお悩みの会員様は、お気軽にお声掛
け下さい。
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平成28年度
公益社団法人日本べんとう振興協会の第５回通常総会（平成28年度）が５月26日（木）午後
４時00分、明治記念館「富士２の間」で開催されました。正会員33社のうち25社、賛助会員73
社の出席を戴きました。
石原葵会長の挨拶（別掲）
、農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課外食産業室長高橋一郎
様のご挨拶（別掲）に続き、議長に石原葵会長が選出され、議案の審議に入りました。平成27
年度事業報告・会計報告、役員選任に関する件は何れも原案のとおり可決承認されました。

役員の交代として、監事 中島三郎氏（株式会社ファーストフーズ代表取締役会長）の辞任に伴
い、新監事に吉村圭一郎氏（株式会社ファーストフーズ代表取締役社長）が選任されております。
高橋専務理事より平成28年３月23日の理事会の承認事項である平成28年度事業計画及び平成
28年度収支予算が報告されました。

総

会



公益社団法人 日本べんとう振興協会

石原

葵

会長

挨拶

会員の皆様にはお忙しい中、通常総会にご
出席賜り、誠にありがとうございます。本日
の総会では、平成27年度事業報告及び会計
報告、役員の選任等についてお諮りしたいと
思います。
また、昨年までは総会のあと直ぐに懇親会
を開催しておりましたが、本年は、会場側の
都合に加え、一連の行事に工夫を加えるべき
とのご意見もありましたので、初めての試み
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として総会と懇親会の間に「講演会」を入れ

の４月１日付けで惣菜製造業についても技能

ております。したがいまして、円滑な議事進

実習生の受け入れ期間が１年から３年に延長

行にご協力をお願い致します。

されました。これを受けて、各企業で新たな

全体の事業報告については後程事務局から

取り組みをしておられると思います。また、

説明しますが、私から当協会の主要な課題に

盛付作業等が50％以下でなければならない

ついて一言申し上げておきたいと思います。

等制度の運用について厳しい面があり、その
緩和を求める声があることも承知しておりま

１

コメ価格

す。他方で、与党で労働力確保の観点から幅

コメの価格については、ここに来て値上が

広い検討を進めていると聞いております。こ

りが目立ちます。現在のコメの価格が適正な

の問題については、関係団体と協力して対処

ものであるかどうかについては意見の分かれ

してまいる考えであります。本日、懇談会が

る所でしょうが、値上がりは当協会の目指し

行われますが、そこに昨年の制度改正の際お

ますコメの消費拡大にとってマイナスの影響

世話になりました自民党の木村委員長が出席

を及ぼすのは明らかです。引き続き関係団体

される予定となっております。木村委員長に

でつくります国産米使用推進団体協議会の活

労働力確保の問題、外国人労働者中心で結構

動に参加してゆきたいと考えておりますし、

ですが皆様方がどれだけ苦労しているかとい

皆様方にはこれまでも申し上げておりますと

う事についてご説明いただければ有難いと

おり、複数年契約等の安定取引の拡大に積極

思っています。

的に取り組んで頂きたいと思います。コメに
ついては、2018年産から生産数量目標の配

４

食品微生物検査技士制度

分の廃止が決定しております。10年前も同

当協会の事業の柱の一つであります食品微

じような状況でしたが、その後のコメの価格

生物検査技士制度については発足後11年と

の下落で、それは反故にされました。現時点

なり認定試験の合格者は累計で1,200人余と

では配分廃止の確実な実施を見るのが最も重

なっております。類似の資格と比べても取得

要と考えております。

者は少なく一般に知られていないこともあり、
理事の皆さんからＰＲが必要とのご指摘をい

２

厚生労働省の検討会

ただいております。このため、今年度、ホーム

厚生労働省が検討を進め、会員の皆様がそ

ページを改善し資格取得者や検査技士養成

の成り行きを心配されていた「健康な食事」

講座の受講生の便宜を図る措置を講じるとと

の基準作りについては、ＮＢＫニュースの年

もに、今後制度のＰＲに努力していく考えで

頭所感にも書きましたとおりリーフレットに

あります。

よる普及に止められ、マークの個別の商品へ
の貼付はできないこととされました。しかし、
糖質制限ダイエットがブームとなるなど消費

５

賛助会員の会費
後程、高橋専務理事から説明させますが、

者の健康志向はますます強くなってきており、

来期から賛助会員の一部について会費を引き

この問題には引き続き十分な注意を払ってゆ

下げます。これは、内閣府の検査の際の指摘

く必要があります。

や賛助会員の会費についてのご意見を踏まえ
実施することとしたものですが、当協会の事

３

外国人労働者
この問題については、ご案内のとおり昨年

4

業運営の確保の観点から正会員の場合と同じ
考え方で売上高の比較的小さい一部の賛助会

第５回通常総会開催

員の会費の引下げに止まりました。この点皆

の発展のため、引き続きこれらの課題に取り

様方のご理解をよろしくお願い致します。

組んでまいりますので、皆様方のご協力をよ

主要な課題については以上のとおりですが、

ろしくお願い致します。

このほかにも数多くの課題があります。協会

総会 ご来賓 ご挨拶



農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課
外食産業室長 高橋一郎 様

ただ今ご紹介頂きました農林水産省外食産
業室長の高橋でございます。
石原会長をはじめ日頃から日本べんとう振
興協会の皆様には大変お世話になりましてこ
の場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
まず、冒頭に、今回の熊本地震において亡
くなられた方々に対してご冥福をお祈りする
とともに、被災された方々に心よりお見舞い
を申し上げます。
今回の震災に際して、協会の皆様のご協力

なっていきますし、最近、家庭の食育力が低

を得まして被災地に対する食料支援を行いま

下していると言われておりますが、この点に

した。食料支援、非常に円滑かつ迅速に行わ

ついても家庭で教育力が落ちている分、中食

れました。この点につきましても御礼を申し

なり外食の機能が非常に大事になっていくの

上げます。

ではないかと思っております。

さて、べんとうを含む中食産業の売上げ規

皆様方、食の提供ということを通じて非常

模は最新のデータを見ると昨年の推計ですが、

に大きな社会的役割を担っていただいている

9.6兆円ということで、ほぼ10兆円に迫る勢

と思っております。ただ、これは産業規模が

いとなっております。こういった中で、コン

大きくなればなるほど、更に社会的役割が大

ビニエンスストアの全店ベースの売上げも

きくなっていくというところを改めて認識し

38か月連続で対前年同月比で増ということ

ていただいて今後の新たな事業展開につなげ

になっておりまして、まさに、この増という

ていただければと思っております。

のはべんとう、惣菜の売上げの増が全体の増

農林水産省と致しましても石原会長をはじ

に結びついているということでございます。

め協会の皆様と一体となってべんとう、惣菜

少子高齢化が進む、あるいは共働き世帯が

産業の発展に勤めてまいりますので、引続き

進むということで、今後さらに食の外部化が

のご指導、ご支援をよろしくお願いしたいと

進んでまいると思っております。こういった

思っております。

中で、べんとう、惣菜の売上げというのもしっ
かり伸びていくものと思っております。

結びになりますが、本事業年度もべんとう
振興協会様が増々ご発展されますこと、そし

ただ、こういう伸びていく中で幾つかの課

て本日ご列席の皆様の増々のご健勝を祈念申

題があると思います。例えば、高齢世帯の需

し上げまして簡単ではございますが私のご挨

要が増えていけば当然咀嚼力ですとか健康状

拶とさせて頂きます。

態に応じたきめ細かな食事の提供が大事に

本日は総会の開催誠におめでとうございます。
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講演会
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第５回通常総会の後に、今回初めて講演会
を開催しました。
講演は、株式会社ＴＢＳテレビ制作局ドラ
マ制作部プロデューサー

伊與田英徳氏に

「半沢直樹、下町ロケット

制作裏話」と題

して行っていただきました。
伊與田氏は、
「半沢直樹」
（2013年）
、
「下町
ロケット」
（2015年）の他に、
「ブラックジャック
によろしく」
（2003年）
、「新参者」
（2010年）、

株式会社ＴＢＳテレビ制作局ドラマ制作部プロデューサー 伊與田英徳氏

「南極大陸」
（2011年）など多数のヒット作

るまでとその間に大きな影響を受けたプロ

品を制作され、2014年には、ドラマ「半沢

デューサーとディレクターの二人との関わり

直樹」で一般社団法人日本映画テレビプロ

など大変興味深い話でした。

デューサー協会のエランドール賞プロデュー
サー賞を受賞されています。

これらの話に共通しているのが、
「出会い」
の大切さです。人との「出会い」
、
作品（原作）

講演は、始めに伊與田氏が制作されたドラ

との「出会い」がその時々の大きなポイント

マの紹介ビデオを５分程度上映した後始まり

となり、伊與田氏のプロデューサーとしての

ました。

活動にとって大変有意義であったということ

講演の内容は、半沢直樹、下町ロケットの

でした。

企画が採用され制作に至るまでの経緯、それ

最後に今後のドラマの話として、米をつく

ぞれの主役が堺雅人さん、阿部寛さんに決

る人の話を作れないか、企画を立て、取材を

まった経緯などのドラマ制作に関する話に加

されているとのことです。協会としては、こ

え、伊與田氏がＴＢＳに入社してからプロ

の企画が是非実現されるよう祈念したいと

デューサーとしてドラマを制作するようにな

思っております。

明治記念館「鳳凰の間」にて
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「講演会」に引続き、
「懇談会」が明治記念館「富士２の間」にて多くのご来賓を招き盛大に開催され
ました。石原葵会長の挨拶の後、農林水産大臣森山裕衆議院議員、地方創生担当大臣石破茂衆議院議員、
木村義雄参議院議員、西川公也衆議院議員、前原誠司衆議院議員の各先生方よりご挨拶を頂戴致しました。
農林水産省の各関係者や関係団体の多くの方々のご出席のもと、一般社団法人日本惣菜協会 会長 
佐藤総一郎様の音頭で乾杯をしました。相互に親睦を深め、当協会の永井伸寿理事（株式会社ナガイ
専務取締役）の中締めで盛会裏に終了しました。

乾杯の音頭をお取り頂いた
一般社団法人日本惣菜協会
会長 佐藤総一郎様

中締めをして頂いた
永井伸寿理事
（株式会社ナガイ 専務取締役）

懇談会挨拶
公益社団法人
日本べんとう振興協会

石原 葵 会長
ご紹介頂きました石原で
ございます。
会員の皆様方には通常総会、

以上、申し上げましたが、私の挨拶の後、来賓の
先生方からお話し頂きますので、私の方からは簡単
に２点だけこの場で申し上げておきたいと思います。
ひとつは、コメの消費拡大の問題でございます。
ご案内のとおり協会は団体の目的としてはチョット
変なところはありますが、その時の生みの親が来て
おりますが、我が協会はコメの消費拡大とそれによ

本年初めての試みでございます講演会に続きまして懇

る自給率の拡大を目的としております。当協会の会

談会にご出席賜りまして誠にありがとうございます。

員のコメの使用量は26年で32万トンでございます。

本日は、公務ご多忙の中、森山農林水産大臣始め
来賓の先生方にもご出席いただいております。

年々増加しております。ご案内のとおりコメの消費
量は年々低下しております。その中で、協会のコメ

先生方には、日頃協会の業務全般にわたりまして

の利用量は年々増大しておりまして、32万トン。27

ご指導、ご支援をいただいておりますことに対して

年の数字は今作業中でまだ出ておりませんが、私は

厚く御礼申し上げます。

34万トンに届いてくれるのではないかと期待してい

また、本日は先程申し上げましたが、初めての試

るところでございます。引続きコメの消費拡大につ

みとして講演会を行いました。講演会の講師を勤め

きましては協会として努力して行きますが、コメの

て頂きましたＴＢＳディレクターの伊與田様にもご

消費拡大を図るためにもなんといいましても大事な

出席いただいております。伊與田様には興味のある

のはコメの価格の安定でございます。この点、森山

お話を頂きました。特に私、お話を聞いておりまし

大臣、先生方にはよろしくご配慮の程お願い申し上

て出会いということをおっしゃいましたが、まさし

げたいと思います。

く私の経験からも出会いというのはあるというふう

もう１点申し上げたいと思います。

に思ったところであります。そして、また、もうひ

当協会は、食品微生物検査技士制度を運用してお

とつ最後におっしゃりました、ただ今米作りにつき

ります。これは、食品微生物による食品事故を防止

ましてドラマの制作を検討中だとお話がありました

するために資格試験を行いまして、試験を通った人

けれども、当協会は米の消費拡大を目的としており

を認定するという制度でございます。これによって、

ます。そのドラマを是非とも実現させて頂きたいと

食中毒の防止を図るということでございますけれど

思っております。

も、この認定試験の合格者は、去年で既に1,200人
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を超えました。そして、食品微生物検査技士をおい

微生物検査技士制度がある、これによって食品微生

ている会員企業におきましては食品事故がゼロで

物による事故を防いでいるということをご理解頂き

ございます。我々はこの実績をこれからも続けてい

ましてご支援いただければ幸いでございます。

かなければなりません。しかし、この検査技士制度、

以上、２点のみ申し上げまして、後、先生方のご挨

まだまだ世間には知られておりません。協会として

拶を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

も更にＰＲに務めて行きたいと思いますけれども、

ありがとうございました。

ご出席の皆様方におかれましては、なにとぞ、食品

森山 裕

からも皆様方がそれぞれのお立場でコメの消費拡大

農林水産大臣

ます。今後とも更に消費拡大に取組んで頂き、日本

に取り組んで頂いているとは大変有難く思っており
の農政の一端を支えていただければ大変有難いと思

皆様こんばんは。

うところであります。

ご指名頂きました農林水

また、コメの価格の設定というのは、非常に難し

産大臣の森山でございます。

いものだと思いますが、どうか、農家の皆様の生産

日本べんとう振興協会が第５回の通常総会をお開

費と一部の利益をお考えいただいて価格の設定がさ

きになり、予定をされました議案を全て議了されま

れるという事が大事なことだと思っておりますので、

した由、心からお慶び申し上げます。

よろしくお願いを申し上げます。

公益社団法人として、コメの消費拡大、自給率

少し、日本の働き方も変わって参りましたし、女

の向上、国民の健康増進への寄与ということを大き

性の社会進出もずいぶん増えてまいりましたから、

な目的で石原会長の下で活動しておられますことに、

べんとう産業の将来というのは非常に明るいのだろ

まず敬意を表したいと思います。

うなあと考えております。今後とも色々なご意見を

我々農林水産省といたしましては、米政策は本当

お寄せくださいますように申し上げ、皆様の更なる

に大事な政策でございます。国内の消費をどう伸ば

ご発展を祈念申し上げ、懇談会にご案内頂きました

して行くのか、或いは輸出をどう伸ばしていくのか

ことに感謝を申し上げてご挨拶とさせて頂きます。

というのが大事な課題でございます。そういう観点

石破 茂
地方創生担当大臣

ありがとうございました。
ばそれでいい、量さえあればいいというもので、お
昼ごはんの時などかなり憂鬱な気分になります。
一昨年、ニューヨークで国連総会に合わせてキャ
ラクターべんとうワークショップを農林水産省の主

皆様こんばんは。ご紹介

催で開催しましたが、大変好評でした。昨年はミラ

頂きました石破です。日本

ノ食の万博に合わせてミラノでキティちゃんべんと

べんとう振興協会との縁は

うコンクールを開催したら、また大変受けました。

かなり長くなります。私が農林水産副大臣、当時は

やはり、日本人が美味しいと思うものは、世界の人

総括政務次官と言っておりましたが、何とかこうい

が美味しいと思うのであります。

う会ができないかという話がありました。新しい法

私が議員になった30年位前は日本の米なんて絶対

人は認めないという方針でしたが、当時食糧庁長

世界に売れないと教わったものです。あんなに水分

官だった現会長の石原さんが、大変な知恵者であり、

が多く、べたべたしたものは外国で受けるはずがな

国産のコメを安全に美味しく広めるという大義名分

いといって、叱られました。けれども、今や東南ア

を作り、この団体が発足しました。もう20年くらい

ジアでは日本の米は麻薬だと言われているのは、別

前のことになります。その当時から、安田会長を始

に食べたら危ないということではなく、１回食べた

め皆様方にお世話になってまいりました。

ら他の物など食えないという意味でそう言われてい

今、べんとうなるものが世界的なブームになり
ました。アメリカに行かれる方が多いと思いますが、

8

るそうです。
パリでは、おべんとう屋さんが大人気で、私はフ

アメリカのべんとうというか、ランチボックスとい

ランス語を読めませんがフランス語の辞書に「べん

うものは何であんなに不味いのか、とにかく食えれ

とう」が本当に載っているのだそうです。
「ネオべん

第５回通常総会懇談会
とう」とか、
「むすび」とかそういう名のべんとう屋

ていろんなべんとうを広める。食文化を広めるとあっ

さんが昼食時分には40分待ち状態だそうです。今お

てしかるべきと思います。

話になりました西川前農林水産大臣、また、森山農

私はジビエ議連の会長もやっていますが、ジビ

林水産大臣、或いは櫻庭局長始め、皆様方の大変な

エは本当美味しいです。邪魔者だとか、厄介者だと

ご尽力の賜物なのだと思っております。

かということではなくて、そういうものを活用して

秋田の曲げわっぱで作ったおべんとう箱は、ＥＵ

ジビエべんとうをどなたか作っていただけませんか。

では１万円で売れているという話があります。世の

新潟で開催したＧ７の世界農業大臣会合でも、森山

中変われば変わるものです。地方創生の仕事を行っ

大臣のお陰で、日本のジビエを出して頂いたら、大

ておりますが、日本べんとう振興協会に取組んで頂

好評だったそうです。

きたい事はたくさんあります。長距離の列車での車

べんとうには間違いなく無限の可能性があって、

内販売が無くなりました。大変勿体ないことだと思

地方創生はべんとうからというつもりはありません

います。飛行機と鉄道を一緒にしてはいけませんが、

が、担当大臣として皆様方のお力をお借りしたいと

飛行機のＣＡさんは、安全管理もやって、食事も配っ

思っております。増々のご発展をお祈りしてご挨拶

て、機内販売までやる。列車でどこまでできるのだ

と致します。

ろうか。やっぱり、そういう機会を最大限に活用し

木村 義雄

策ではないと、もうひとつは単純労働者という概念

参議院議員

便宜上使っていたことばで、正式なことばではない。

自由民主党外国人労働者等

これからは、この単純労働者ということばを使わな

特別委員会委員長

いことになりました。ですから、相当、これから外

がありましたけれど、この単純労働者という概念は、

国の方々に活躍していただける範囲は広がって行く
皆様こんばんは。
ただ今ご紹介に預かりました、参議院議員の木村
義雄でございます。

のではないかと、この様に思って、今、細部を調整
中でございます。
おそらく、これは将来的には外国人の技能実習制

今、ご紹介頂きましたように私、外国人労働者の

度に取って代わる制度になっていくかと思う訳であ

特別委員長、また、今、新たに労働力確保の特命委

ります。当面は、並行して走らせていくことになっ

員長を仰せつかっております。自由民主党で、外国

ています。もっとも、外国人の技能実習制度も法律

人労働力をどうやって活用していくかの責任者をや

が通りますとこれから許可制になりますので、もう

らせていただいております。

１回シャッフルして行かなければいけない訳でござ

皆様方でも外国人の活用を一生懸命取り組んでい

います。

ただいておりまして、石原会長さんはじめ、皆様方

そういう中で、皆様方にいろいろと知恵と工夫を

の日頃の並々ならぬご活躍、ご貢献に心から敬意と

出していただいて、出来るだけ外国の方々に活躍し

感謝を申し上げる次第であります。

ていただこうと、何故ならば、日本はもう、人手不

今、技能実習という制度を使っているのですけれ

足で、日本中本当に困っている訳であります。そう

ど、これは、あまりにも使い勝手が悪いし、今、法

いうことが分からない人たちが沢山いるので、この

律を改正しているのですけれども、これがまた、通

人手不足の解消のためにも、しっかりと外国の方々

らなかったですね。何故、通らなかったかというと、

にも大いに活躍をしていただこうと、その制度をこ

役所の中にも通したくない人達もいるし、それから

れからもしっかりと取り組んでいきまして、皆様の

労働組合や様々な関連団体の人たちが足を引っ張っ

ご期待に応えてまいりたいと、この様に思っている

ている訳でございます。

ような次第でございます。

それで、私どもも、技能実習とかいうものではな

それでは、日本べんとう振興協会の増々のご発展

く、堂々と正面から労働力として外国の方に来てい

と石原会長さんを始め、メンバーの皆様方のご活躍

ただいて活躍していただこうと、今、新しい提言を

を祈念させて頂き、お招きを頂きましたことへの心

させていただいて、先週、自由民主党で承認をいた

からのお礼のことば、また、お祝辞とさせていただ

だいところでございます。大きくは、まず、移民政

く次第でございます。おめでとうございました。
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西川 公也

いますが、年々800万トンのうち８万トンずつ減って

衆議院議員 自由民主党

とう振興協会は伸ばしていると伺っています。

農林水産戦略調査会長

おり、なかなか米の消費が伸びない中で、日本べん
是非、国産米を愛用して頂くように期待しており
ます。34万トンの米の消費があると伺いましたので、

皆様こんばんわ。
石原会長の下、日本べん

実現をお願い申し上げます。
また、私どもは食品全部の原産地表示について、

とう振興協会の総会が、来る度に賑やかになってい

全ての食品を対象にすることを小泉進次郎部会長を

ると感じでおります。心からお慶びを申し上げます。

先頭に取組んでおりますが、決してぶつかる事のな

私は自民党の農林水産戦略調査会長に就いており

いように仲良く取組みさせて頂きたいと思います。

ますが、私どもはどうしたら日本の農業の振興が図

日本べんとう振興協会の一層のご発展を心からご

れるかを日本べんとう振興協会の皆さんと一緒に進

祈念を申し上げてご挨拶にさせて頂きます。おめで

めていければと思います。米の消費拡大を推進して

とうございます。

前原 誠司
衆議院議員

実は、皆様方ご承知の、皆様方の奥様を含めて
よく理解をされているように、配偶者控除とか、配
偶者特別控除というのがございます。これはもとも
と男性が正社員で、奥様は専業主婦或いはパートで

皆様こんばんは。

働くということをベースに作られた制度であり、勿

第５回総会懇談会、そし

論これは有用な部分もあるのですが、今や共働きの

てまた、これだけ多くの皆

世帯は１千万世帯を超えている。ということは、そ

様方がお越しになっておられますことに敬意を表し

れでもう、２千万人以上が共働きをされているとい

たいと思います。

うことです。この制度があることによって、皆様方、

野党議員にも発言の機会を頂き感謝を申し上げた
いと思います。ありがとうございます。

万円の壁とか、130万円の壁とかということで、働

私も、この会には長らくお招きを賜っています。

きたくてもそれ以上働けないという仕組みになって

私の選挙区は京都２区でございますが、両親が鳥

いる訳です。これはやはり、女性の社会進出、皆様

取県出身です。石破大臣と同じ鳥取県で、安田前会

方のような会社でパートとして働いていて、もっと

長のご出身が鳥取ということもあり、今浪人中です

働きたいけれども自己抑制しなければいけないとい

が、湯原俊二という前議員を通じてご縁を頂きまし

う方々に対して、働けるような環境を作ろうという

た。ご縁を頂いていることに、本当に感謝を申し上

ことです。今、この見直しを、財務金融委員会の担

げたいと思います。

当として提案をして、与党とも話を始めているとこ

私は、石破大臣や、森山大臣、西川先生のような

ろでございます。皆様方の分野は拡大しているのに

農林水産部門の政策に精通している訳ではありませ

その労働者がなかなか足りない、こういう問題をしっ

んが、とにかく、皆さん方の分野でこれから是非尽

かりと解決するために努力をしていきたいと思って

力させて頂きたいと思っているのは、木村先生は外

おります。

国人労働者の話をされました。私は、やはり女性の

また、皆様方からいろいろとご指導を頂きながら

社会進出、もっとそれを進められるような制度変更

皆様方の業界の発展のために力を尽くしたいと思い

をしなければいけない、こういう思いを強く持って

ますのでご指導、ご鞭撻よろしくお願い致します。

おります。
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よく聞かれたことがあると思いますけれども、103

本日はおめでとうございます。

食品微生物検査技士募集

平成28年度「食品微生物検査技士」募集
日本食糧新聞
（７月８日号）
に平成28年度
「食品微生物検査技士」
募集記事が以下のとおり掲載されました。

日本べんとう振興協会、
「食品微生物検査技士」16年度受講者を募集
日本べんとう振興協会は、食品の製造・流通・販売・検査・
品質保証などの担当者・管理者を対象に、７月11日から８
月12日まで、
「食品微生物検査技士」講座の受講申し込み受
け付けを行っている。過去11年間で、合計1976人を輩出し
ており、知識と技術を学ぶ講座内容は、食品衛生制度として
高く評価されている。
●衛生検査・管理のレベルアップ要請に対応
食品微生物学概論、食品微生物検査法、衛生管理システム、
関連法規と体系的な研修のできる『食品微生物検査資格認定
制度』では衛生管理に必要な知識を７冊のテキストに、コン
パクトで分かりやすく系統立ててまとめている。
「食品微生物検査技士１級・２級」では、正確な検査デー
タの作成だけでなく、その解析・活用ができる即戦力の養成
を目的とした社会人向け教育制度で、国内では唯一のもので
あることから、昨今高まる食の「安全・安心」ニーズに対応
できる人材育成の講座として企業の活用が広がっている。
また、
「食品微生物検査技士３級」は、食品製造現場及び
本部スタッフ等で食品衛生の基礎知識を習得し、企業の戦力

になるよう養成する。
９～12月の４ヵ月間にわ
たる通信教育では、200の設
問（３級だけ160の設問）に
よる宿題問題を４回提出す
ることで、テキスト全てを
習得できるように設計。
１級および２級の検査技術研修（３日間）は首都圏の研修
施設で行われ、ピペットの使い方や菌の判定などをはじめ検
査実務ができるよう、きめ細かな指導を行っている。食中毒
事故の多くは基礎的な食品衛生知識・技術の不足が原因だ。
新人研修だけでなく、熟練者の研修にも適していると評価さ
れている。３級の資格認定試験は大阪でも開催している。
『食品微生物検査資格認定制度』は、一般財団法人日本
規格協会 マネジメントシステム審査員評価登録センター
（JRCA）のISO22000の審査員（補）登録条件の一つとなる
基礎微生物学研修コースに通信教育で連動したことで、新た
な受講ニーズを掘り起こしている。

日本べんとう振興協会・石原葵会長「食の安全・安心の役割を担うために」
日本べんとう振興協会の会員が製造・販売する弁当・おに
ぎり・調理パンは、全国約５万4000店のCVS店舗で販売され、
これらの店舗に来店されるお客さまの数は年間延べ約180億
人を数え、全体売上げの35％が弁当・おにぎり・調理パン
などの売上げとなっています。
消費者に安全で安心な製品を恒久的に提供することは、当
協会の最も重要な役割です。
「食品微生物検査技士制度」は
この役割を確実に果たすために、05年にわが国唯一の制度
として導入されました。
この制度の特徴は、ＨＡＣＣＰ等の衛生管理システムのサ
ブシステムとして位置づけられ、ただ検査をするだけではな
く、検査データを解析し、衛生管理システムの改善を企画・
立案できる人材を育成しようとしていることです。

当協会は、この制度により、発足当初
から会員企業に限らず、広く食品業界に
役立てようとしている姿勢から公益性の
高さが認められ、11年の公益社団法人
移行認定となりました。当協会の開講す
る食品微生物検査技士養成講座は、大手
食品メーカーをはじめ、食品を取り扱う
方々や各種微生物検査機関の関係者にも認識され、受講者の
増加に繋がっています。
当協会としては、
「食品微生物検査技士」制度の普及によ
り、各企業において食の安全・安心に貢献できる人材を育成
し、消費者の健康増進と食料自給率向上に寄与して参りたい
と考えています。

合 格 者 の 声
食品微生物検査技士１級
㈱BMLフード・サイエンス
埼玉検査センター
検査次長 澤村健一 さん
「検査手技などの確認が自信に」
食品微生物検査技士の資格取得時の通
信教育では、食品微生物学、食品微生物
検査法、衛生管理システムなどを学習し、その情報は常に更
新されていることから、最新情報を入手でき有り難かったで
す。また、２級、１級に課している微生物検査の実技研修は、
厚生労働省からの告知・通知法、簡易迅速法をべんとう振興
協会の指定する専門の方々に直接指導してもらえるので、微
生物検査に従事している自分の検査手技が確認でき、自信に
つながりました。日頃細菌の操作に慣れていない方にも大変
役に立つ研修だと思いました。
微生物検査は、食品に携わる製造工場や店舗の厨房（ちゅ
うぼう）の食品・食事を安全・安心して提供するために、検

査に関する最新の情報をもち精度や技術を高める必要があり
ます。しかし、今まで検査に必要な知識や検査技量は個人に
委ねられており、目安がなく、力量の確認ができませんでし
た。食品微生物検査技士は、経験にかかわらず、自身の検査
技術レベルを再確認することができるため非常に有用だと思
いました。
勤務先が検査機関なので、食品および食品環境から検出さ
れる微生物を検査して、衛生指標菌（一般生菌数、大腸菌群
など）
、食中毒菌（サルモネラ属菌、カンピロバクターなど）
の有無を報告します。また社内の食品衛生コンサルタントが
施設に出向き、点検や拭き取り検体、食品検体の採取などを
行い、検査結果と併せて報告・改善提案をおこなうケースも
あります。
今回受講して得た知識と技術を職場で広げて、誰が検査
をしても同じ高いレベルで精度を保ち、安全・安心を担保で
きるような提案ができるようにしていきたいと思います。
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食品微生物検査技士募集
食品微生物検査技士２級
㈱フジデリカ 新宮工場 品質管理
岡部由加理さん
「理解度深め、判断力に自信
現場改善でさらなる品質向上へ」
当社はフジパングループとして、九州
の５工場で、大手コンビニエンスストア
向けに弁当、おむすび、サンドイッチなどを製造しています。
私は新宮工場の検査を担当しており、安全・安心な食品作り
を最優先に、正確な検査で品質管理の担当者と共に現場の改
善につなげるよう努めています。
食品微生物検査技士を受講することで、普段の仕事に役立
つ知識と技術を身につけることができました。家には10歳
と５歳の子どもがおり、仕事と家庭の中で学習の継続は大変

でしたが、工場の仲間や家族からの応援・協力で、２級を取
得することができました。
テキストでは、
「食品微生物検査法」
「食品衛生学」
「食品関
連法規」の３冊に、検査に必要な基礎知識が網羅されていまし
た。
今でも仕事の時に参照できるよう、
会社の机に入れています。
３日間の実技講習では、実際の検査技術を習得することが
できました。正しい手法を学ぶ事で、理解度を深め、検査精
度を上げ、
正しい判断力に自信を持つことができたと思います。
品質管理部門で検査担当として入社し、丸２年がたちまし
た。品質管理は、
私たちが製造する食品の安全性を保証する、
重要な責務のある仕事だと思います
食品微生物検査技士を資格取得したことで、専門知識を深
め、製造現場の従業員へわかりやすく指導し、さらなる品質
向上への貢献を目指していきたいと思います。

食品微生物検査技士３級
フジフーズ㈱ 開発部 平塚未来さん
「視野の広がり実感 品質管理徹底にさらに磨き」
当社は大手コンビニエンスストアの商
品を開発しており、他の同業者の中でも
先駆けて細菌検査室を設置するなど、品
質管理を徹底してまいりました。私は開
発部に勤務していますが、食品微生物検査技士でＨＡＣＣＰ
基準や大量調理の知識などを学んだことで、業務における視
野が大きく広がったと実感しています。
現在は定番アイテムの肉じゃがをはじめ、惣菜の開発にた
ずさわっています。開発の担当者として、今ある商品をより

おいしく、より魅力的に、そしてどんな新たな商品が求めら
れているか、日々考えながら努めています。
食品微生物検査技士で得られた知識で、製造現場を自分の
目で見る際に、何が良くて何がいけないのか、しっかりとし
た基準にのっとってチェックすることができます。そのこと
は開発の上でも現実に即した使いやすい製造マニュアルの作
成にもつながると思います。
この仕事の魅力は、自分の思いを商品の中に込められるこ
とです。もちろん、自分の思いがいくら強くても、お客さまか
ら求められているニーズと離れていては実現できないという
難しさもあります。品質管理の徹底にさらに磨きをかけ、常
に進化を続ける企業の一員として歩みを進めたいと思います。

企 業 の 取 組
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㈱サンデリカ 食品安全衛生管理本部
お客さま相談室 室長 金沢裕 様
「27事業所、高いレベルで検査技術の平準化」
旭川から熊本まで全国27事業所に、本
部統括の食品衛生センター分室ということ
で約100人が食品衛生検査、異物検査、ラ
ベル表示などの業務をおこなっています。
細菌検査は、菌が生きもののため、検査する個人の技量で
結果がばらつく傾向があります。検査後のシャーレを廃棄す
れば、データの再確認はできず、検査員個人の資質を信頼し
て成立する業務です。また、新人指導は各事業所でおこない
ますが、各事業所の指導者のレベルもさまざまです。
弊社ではこうした背景から、検査のプロが指導する食品微
生物検査技士を３級は入社２～３年社員、２級・１級は検査
や指導業務にあたる主任・係長・課長を対象にコンスタント
に受講するように予算を組んで取り組んでいます。

受講した本人は新たな発見と同時に、自分の検査技術の確
認ができて自信を持って業務に当たることができ、本部は
27事業所の検査レベルが高い位置での平準化ができ、主要
業務である食品安全衛生レベルの維持向上へとつながること
に期待をしています。
私は、この制度ができた2006年の第一期生で、受講によ
り自らの検査技術が正しい事、食品安全衛生指導の方向性に
ついて再確認する事ができました。受講テキストは後進への
指導にも役立ちます。
自ら学習し続ける機会を持つことが大切で、しかも業務に
も反映されるので、今後も会社として継続して担当者に受講
させていきます。
一企業では新しい情報の入手には限界があります。日本べ
んとう振興協会には食品微生物検査技士資格取得を期に、定
期的に最新情報を発信していただけることを期待しています。

㈱武蔵野 品質管理部部長
鎌田幸宏 様
「グループの共通言語として」
武蔵野グループは食品メーカーとし
て、日本べんとう振興協会の食品微生物
検査技士３級の内容は知識の基本であ
り、全員必須の共通言語との認識で３級
が立ち上がった平成24年から新入社員全員が受講している。
合否確認はしていないが、昇格の際の必要資格としており、
品質管理部では社員は３級、主任は２級、係長は１級を受講
するようにしている。
武蔵野グループ本社と23工場からなる品質管理部は品質
管理の専門家として本部20人、各工場３名前後の約100人体
制となっている。工場現場では従業員教育、
細菌検査（製品、
環境、人）の指導・結果が悪化したら原因追及して改善、新

商品のロットテスト時の検査、表示ラベル作成・確認と仕事
内容が多岐にわたることから、生産、労務安全、人のマネジ
メントなど多数の講座を用意しており、食品微生物検査技士
もその一環と位置づけている。
特に重要な従業員の衛生教育は、各工場独自に毎月テーマ
を決めて品質管理担当が企画しておこなう。その際の情報と
して、
食品微生物検査技士の受講内容、
テキストは参考になっ
ている。
また、現場では毎日膨大な検体の高い制度での検査が求め
られる。食品微生物検査技士２級、１級で身につけた検査の
技能や考え方を武蔵野のやり方や道具に置き換えて検査技術
を高めてもらうため、グループのR＆Dセンターや各工場で
も検査研修をおこなっている。食品微生物検査技士で学ぶ
しっかりとした基本と応用の両輪で品質管理のクオリティー
を高めていきたいと思う。

食品微生物検査技士募集

【募集要項】

１．食品微生物検査技士認定資格各級受講内容
食品微生物検査技士
３級
［認定資格］

実技対象菌

検査技術研修の
内容と実技試験

通信教育科目と
筆記試験

実技なし

実技なし
⑴食品関連法規
⑵食品衛生
⑶食品衛生管理
⑷食品の簡易検査法
・筆記試験実施

食品微生物検査技士
２級
［認定資格］
汚染指標菌
一般生菌数
大腸菌群、大腸菌等
黄色ブドウ球菌
汚染指標菌等の定性・定量
・検査技術研修実施
（３日間）
・実技試験実施
⑴食品関連法規
⑵食品微生物検査法
（基礎編）
⑶食品衛生学
・筆記試験実施

食品微生物検査技士
１級
［認定資格］
サルモネラ、
腸内細菌科菌群、
腸管出血性大腸菌O157､
腸炎ビブリオ、セレウス菌、
カンピロバクター等
主に病原菌の分離・同定試験
・検査技術研修実施
（３日間）
・実技試験実施
⑴食品微生物学
⑵食品微生物検査法
（応用編）
⑶衛生管理システム
・筆記試験実施

※「食品微生物検査技士３級」は通信教育のみの受講であり、資格認定試験は筆記試験です。
（実技試験はなし）

２．受講期間
平成28年９月１日～平成28年12月31日（期間 ４ヶ月間）

３．受講申込受付期間
平成28年７月11日（月）～平成28年８月12日（金）
（当日消印有効）

４．募集定員
１級、２級は合わせて 160名 ３級は定員なし

５．受講料
（１）会員及び賛助会員の従業者
食品微生物検査技士３級
食品微生物検査技士２級

食品微生物検査技士１級

（税込）
通信講座受講料
合
計
通信講座受講料
検査技術研修料
合
計
通信講座受講料
検査技術研修料
合
計

21,600円
21,600円
32,400円
54,000円
86,400円
32,400円
59,400円
91,800円

（２）非会員の従業者及び個人
食品微生物検査技士３級
食品微生物検査技士２級

食品微生物検査技士１級

（税込）
通信講座受講料
合
計
通信講座受講料
検査技術研修料
合
計
通信講座受講料
検査技術研修料
合
計

27,000円
27,000円
54,000円
59,400円
113,400円
54,000円
70,200円
124,200円

申込の詳細は養成講座のご案内（当協会ホームページ）をご覧下さい。
http://www.bentou-shinkou.or.jｐ
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資格保有者対象研修

食品微生物検査技士資格保有者実技研修開催
食品微生物検査技士１級、２級資格保有者を対象とした実技研修（任意）を株式会社ＢＭＬ
フード･サイエンス 埼玉第二検査センター（埼玉県川越市的場1549-７）にて開催致しました。
開催日：２級 平成28年６月８日（水）
、１級 平成28年６月９日（木）
講 師：株式会社ＢＭＬフード･サイエンス 常務取締役 中川 弘 氏
（当協会食品微生物検査技士試験委員長）
内 容：午前中は、１級、２級共に株式会社ＢＭＬフード･サイエンス様のご厚意によりラボ
ツアーを実施させて頂き、午後は以下のとおり検査法の復讐をメインとした内容で実
施されました。
ま
 た、参加されました方々にアンケートを取らせて頂きました。結果は、以下のとお
りです。
【１級の主な微生物実習】
「病原微生物の復習と変更追加検査法」
・各病原微生物の検査法の解説
・病原微生物の平板培養観察
・生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌の菌数算出の復習
・腸内細菌科菌群の概要とチトクローム試験
・検査室の精度管理のあり方
上記の他、２級関連の検査法の変更・追加の説明の講義が行われました。
【２級の主な微生物実習】
「食品検査基礎の復習」
・食品を用いて秤量、粉砕、希釈、寒天培地の混和
・白金耳・白金線の使用方法と画線分離
・生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌の菌数算出
・液体培地を用いたＭＰＮ法の算出
・腸内細菌科菌群の概要とチトクローム試験
・検査室の精度管理のあり方
上記の他、検査法の変更・追加の説明の講義が行われました。

14

資格保有者対象研修

アンケート集計結果
研修会へご本人様の希望により参加された方は92％、勤務先の指示により参加された方８％
となっておりますが、参加費用は半数以上が勤務先負担で参加されています。
研修内容（上記）について伺いますと、各項目についてご理解を得られた方が多いようです。
日々従事されている仕事の内容によって差はありますが、説明等の座学を中心とした講義（検査
室の精度管理のあり方等）
より、
実技により一層の理解を深められた結果となっております。
特に、
平成24年度より２級のテキストに追加となりました腸内細菌科菌群の概要とチトクローム試験」
は、好評を得ております。
また、
「研修に参加して参考となった点等」をお尋ねいたしましたところ、培地の観察、食中
毒についての知識向上や疑問点が解決したなどのご意見をいただきました。
最後に今後の開催に向いご希望等を伺いましたので、ご回答を下記に掲載いたします。
①検査センターの見学が出来て良かった。
②勉強になった。
③参加者とディスカッションできる時間がほしい。
④年１回研修をしてほしい。
⑤更新後のテキスト（最新版）の開示をしてほしい。
⑥直近の食中毒情報を提供してほしい。
⑦シャーレの見方（コロニーの性状、臭い等）など製造現場のフィードバックに役立つ内容の
研修を希望
⑧全体的にもう少し時間がほしい。
⑨参加人数にもよるがより多くの作業実習を導入してほしい。
以上
御協力頂きました皆様に御礼申し上げます。
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公益社団法人べんとう振興協会の概要 （企業調査）
平成２8年４月１日現在の概要をご報告致します。

１４１社

16社

１４0社

１28社

１27社

１23社

１21社

１18社

97社

99社

89社

90社

88社

86社

85社

18社

18社

20社

20社

20社

20社

20社

12社
14社

11社
12社

7社
12社

5社
12社

4社
11社

4社
11社

4社
9社

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

人

平成4年
6

151,100㌧

78,

人

468

73,
人
810

68,

42人

9,4

人

37
9,6

92人
39人

1,6

平成23年
82人

1,6

43人
85,６

人

2 77

4人
9,74

10,

人

42人

8,3

8,4

287,548㌧

63人

95人
80,６

69
89,1

人

632

人

788

人

315

人

307

727

人
674

人

362

人
343

人

317

人

平成24年

388

298,232㌧

平成25年

304,５６6㌧

6
62,

）
56人

,33
（52

9

61,

人

520

55,

）

12人

,7
（46

人

460

59,

,2

（53

21人

17人

8人）

06人

8
65,

3人）

,52
（51

人

724

68,

人）

,459

（50

人）

,302

（50

平成26年

324,285㌧

6

平成27年

335,399㌧

1人）

80

8人）

（8,

8人

2
2,7

8人）

9,15

（

3,7

10人

（8,6

09人

6,2

人）

83
10,2

（

90人

7,4

）

人）

,265

83人

（18

76人

9,0

,2
（14

9,0

79人

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
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4,528
4,551

10
社

7
社

2
社

6
社

6
社

2
社

3
社
5
社

27
社

1
社

11
社

1社

5
社
エネルギー環境関係

受外人
入国材
関人派
係技遣
能及
実び
習
生

1社

19社
4社

2社

3社

3社

10,178億円
9,398億円 9,790億円

平成20年

平成21年

平成22年

12,600億円
12,062億円
1
1,720億円
10,465億円 11,119億円

平成23年

平成24年

平成25年 平成26年 平成27年
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需要に見合った米づくりとなるのか⁉28年産米がいよいよスタート
全国米穀販売事業共済協同組合（全米販） 業務部

６月中旬に梅雨明けした沖縄から早くも新

している業務用米（主食用）や加工向けに使

米の便りが聞こえてきました。28年産米の

用される特定米穀（ふるい下米等）は、国産

本格的な流通を迎える前に、近年の米の生産、

米では代替品が少ないだけに、今後、更なる

価格動向等について、触れておきたいと思い

米価高騰という事態を招くなら、業務用米も

ます。

原材料米も外国産米の出番がやってくること

平 成27年 産 の 主 食 用 米 作 付 面 積 は140

になると指摘する声も出始めています。

万６千haと昨年に比べ６万８千ha減少しま

平成26年産米価の未曾有の下落を受け、多

したが、加工用米、備蓄米、飼料用米等の新

様な需要に対応したコメ作り、需要を意識し

規需要米といった非主食用米の作付けが大

た生産構造への転換を促すべきであるとして、

幅に増加し、水稲作付面積全体としては162

国は「需要に見合った米づくり」を推進する

万３千haと平成20年産以降、ほぼ横ばいで

こととしました。その結果、平成27年産で

推移している状況にあります。とりわけ、飼

は先に述べたように、飼料用米中心とした水

料用米の作付面積は前年から４万６千ha増

田活用米穀の取り組みが進み、生産数量目標

加し、27年産では約８万haとなっています。

の配分以降初めて全国の過剰作付けが解消さ

飼料用米については、「食料・農業・農村基

れました。一方、ライフスタイルの変化や食

本計画」において、平成37年度に110万トン

の多様化、少子高齢化や人口減少など米の需

とする目標が閣議決定され、この方針に向け、

要減退を招く要因は多く、残念ながら主食用

多収性専用品種や低コスト生産技術の導入等

米の消費拡大を図る需要促進策は姿を潜めて

による生産の効率化に取り組むことが重要で

しまっています。余っているものを作り過ぎ

あると考えられています。

れば価格が下がり、足りないものを作らなけ

27年産米では、飼料用米や流行りのふる

れば価格が上がるのは当然であり、米価安定、

さと納税返礼米の影響を受け、市場での主食

需要拡大のためには、どのような品質、価格

用米供給量が減少しました。さらに、政府与

のものが求められているのか、注意深く探っ

党による米価引上げ誘導策の効果等もあり、

ていくことが重要であると考えています。米

端境期にかけては市中取引において一部の産

流通の転機となるかもしれない28年産米が

地銘柄が高騰しています。特に、需要を伸ば

いよいよスタートを切ろうとしています。

（グラフ）水稲（青刈り含む）の作付面積の推移
万ha
163.7
170

163.7

165.7

160

163.2

164.1

164.7

163.9

162.3

6.6

6.8

5.4
3.3
3.8

7.1
4.5
4.9

12.5

飼料用米等

4.5
4.7

備蓄米

150
140

加工用米

130
120

159.6

159.2

158.0

152.6

152.4

152.2

147.4

140.6

22
（2010）

23
（2011）

24
（2012）

25
（2013）

26
（2014）

27
（2015）

110
0

平成20年産
21
（2008） （2009）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省調べ
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主食用米

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

おこめの話題

食の外部化と米の消費拡大
公益社団法人

米穀安定供給確保支援機構（米穀機構） 情報部/消費拡大事業部

近年、女性の社会進出、晩婚化による単身

構では米の安定供給に向けて様々な調査・分

化、高齢化等により、食生活は家庭内調理か

析と情報提供、消費拡大事業を展開していま

ら簡便な外食や弁当・惣菜購入などの外部依

す。その一環として、昨年から、暑い夏に向

存に大きくシフトしてきています。総務省家

けた健康増進とごはん食の拡大を狙って、夏

計調査を見ても、2015年の外食や中食（調

越（なごし）の祓にちなんだ「夏越ごはん」

理食品購入）の支出は、2000年に比べて15

を提唱し、その普及・定着に取り組んでいま

％伸びており、特に、中食の伸びは24％と

す。今年は、都内の飲食店やスーパーなど約

著しく、2010年に比べてこの５年間で15％

300店舗から協力を得て、６月上旬・中旬か

も増えています。

ら６月30日にかけて「夏越ごはん」が提供

こうした動きを背景に、食の外部化率（食

され、テレビや新聞・雑誌、ネットでも多く

の安全・安心財団調べ）は年々増大し、最近

取り上げられました。「夏越ごはん」は、６

では45％程度に高まってきています。米の

月晦日の夏越の祓の神事、茅の輪くぐりの伝

消費も、家庭内炊飯から中・外食での消費が

承をもとに、雑穀ごはんに夏野菜のかき揚げ

進んでいると考えられ、正確な統計はありま

を乗せたものを基本として考案したものです

せんが、米の需要のうち４割程度が中・外食

が、各業者とも様々な工夫を凝らした「夏越

で使用されているという推計もあります。

ごはん」が提供されました。来年以降も、こ

一方で、15年産の米は需給が締まったこ

の「夏越ごはん」を一層の普及できるよう、

となどから、中・外食向けの業務用銘柄が品

皆様にも、独自のアレンジあるいはオリジナ

薄気味で価格が上昇しています。16年産の

リティを発揮した「夏越ごはん」の提供につ

状況を見ると、天候に恵まれ順調に生育して

いてご一考いただければ幸いです。

いる模様ですが、実需者からは、品質、価格、

本機構では、この「夏越ごはん」をはじめ、

量の面で安定した供給が望まれており、契約

消費や需給にかかるPOS情報やDI情報など、

栽培を模索する動きも見られます。

米に関する各種情報を「米ネット」に掲載し

食の外部化は今後も続くと見込まれ、特
に、団塊の世代の後期高齢化を控え、介護施

ています。機会をとらえて米ネットにアクセ
スいただければと存じます。

設・福祉施設等での需要が高まっていくもの

最後になりましたが、日本べんとう振興協

と予想され、米についても、家庭内消費の落

会会員の皆様をはじめ多くの方々に当機構の

ち込みを中食・外食・給食といった業務用需

調査やレポートにご協力いただいていること

要が支えていく構図が強まっていくと考えら

に感謝申し上げるとともに、引き続き、各種

れます。日本が国内で自給可能な米の消費を

調査、事業へご配慮・ご協力いただきたくお

拡大し、農業資源や食料供給力を維持してい

願いいたします。

くために、外食、特に弁当などの中食におい
て、ごはん食の拡大が鍵になってくると考え
られます。今後は需要に沿った生産・供給体
制の確立が重要になってくるものと思われま
す。

＞「米ネット」
http//www.komenet.jp/
＞「夏越ごはん」
http//www.komenet.jp/nagoshigohan/

さて、こうした米消費の流れの中で、当機
19

さい

う。たしかに、
そうかもしれない。私は、

でも成し遂げることができるのだとい

た人間だけが、どんなむずかしいこと

のいいときには、外車 を乗りまわして

おおむね四十歳前後とまだ若い。景気

経営者を何人も知っているが、年齢は、

企業が、ばたばたと消えていく。その

な

人｢間、若いころに、闘病、投獄、左
遷の三つを経 験しないと、将 来、たい

まともに勤めたことがないので、左遷

毎晩のように飲み歩いていた人たちで

じ

した人物にはなれないよ」

の経験はない。むろん、投獄された経

ある。そういうところほど、早々とつ

ひゃく

どなたか、こんなことをおっしゃっ

験もない。だが、残り二つ、闘 病と貧

ぶれていった。その点、年 配の経 営 者

すなわ

た方がいたそうだ。投 獄は、今となっ

困は人並みに体験してきた。そのせい

の と こ ろ は、 苦 しい な が ら も 健 闘 し、

う

てはあまりにも特殊な体験であるから、

か、苦労に強い人間になれたのではな

どっこい持ちこたえている企業が多い。

か

そのかわりに、貧 困 を入れたほうが一

いかと思っている。現に世の中がバブ

そのちがいは、せんじつめると、苦 労

こん

般 的 で あ る か も し れ ない。つ ま り は、

ルに浮かれていたときでも、格 別、楽

によって磨かれた人生体験の厚み、こ

咬得菜根則百事可做●呂氏春秋

菜根を咬み得れば、則ち百事做すべし
洋
守屋

変 革 期 を 生 き 抜 く 人 間 学



闘病、貧困、左遷である。

をしたいとも贅沢をしたいとも思わず、

のちがいに帰着するように思われる。

を語ってきた。ここに引いたことばも、

て、古人もさまざまな角度から、それ

苦労が人間を鍛えることは事実であっ

だって 少 な く ない は ず で あ る。 だ が、

きているのだ。その体 験が、ここにき

いてみると、みなそれぞれに苦労して

同じようなタイプが多いのである。聞

言っているのではない。昭和一ケタには、

なにも自慢したくて、こんなことを

てもらわないと、日本経済は活気づい

だいたい、ベンチャーに元 気 を出し

からだ。

可能である。ほんとうの勝 負は、これ

れば十分やりなおしがきくし、再起も

ある。四十代はまだ若い。その気にな

むろん、この三つを経 験したからと
いって、必ずしもたいした人 物になれ

月月火水木金金の態勢で乗り切ってく

その一つである。

て生きているように思われてならない。

てこない。失 敗 を糧にして、たくまし

ぜいたく

るとはかぎらない。なかには、苦 労に

ることができた。

「菜根」とは、読んで字のごとく、菜っ

このところ、中小企業の苦戦が続い

考えてみれば、いい経験をしたので

つぶされて、そのまま沈んでいった人

ぱの根っこ。ここでは粗 末な食 事にた

ている。とくにベンチャーと呼 ばれた

く成長することを願っている。

かて

とえている。そういう苦労に耐えて育っ
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知 恵
の

人 生

朝 食 の すすめ

女子栄養大学副学長 栄養科学研究所長 医学博士

香川靖雄

朝食を食べないとだるい
まず、生活の乱れで、日本の高校生の６割が昼間

「ボク、なんだかだるいの」
「朝ごはんを食べてないから元気が出ないのよ」
ウオームアップしないで一日の仕事を始めるとど

から眠いのですが、これを紛らわすために、喫煙や
極端な場合には覚醒剤の使用が始まります。日本の
高校三年生の男子の２割強、女子の１割が喫煙する

うなるのでしょう。
そこで、朝食を欠食することがある人と必ず食
べる人に聞いてみますと、
「しばしば身体がだるい」

ようになった背景には、朝食欠食などの原因があっ
たのです。

と答える人は欠食者に多く（図１⒜）
、また「しば

Ａ．
Ｐ．
スミス博士は、朝食欠食者に情緒不安定な

しば疲れる」と答える人も欠食者に多いのです（図

どが多く、喫煙と飲酒をする人が多いことを見いだ

１⒝）
。このようなだるさや疲労感は、脳の中の活

しました。

力を感じる大事な部分の働きが、朝食欠食でうまく

さらに、Ｄ．
ホーグランド博士もスウェーデンの中

機能しないために起こるのです。また子どもたちは

学生7,605人を調べて、朝食欠食者に喫煙者や落第

朝からおなかをすかせています（図２）
。

者が多いことを突き止めました。
（巻末文献集）

図１⒜

朝食欠食者と身体のだるさ

図２

朝食前はおなかがすいているか

1982年調査
④感じない、わからない
10.9（％）
③すいていなかった
22.1（％）

①ぺこぺこにすいていた
8.9（％）

②少しすいていた
58.1（％）

1999年調査

図１⒝

朝食欠食者とつかれ

全体

③すいていなかった
12.0（％）

①ぺこぺこにすいていた
13.0（％）

②少しすいていた
75.0（％）
足立己幸：
『NHKスペシャル 知っていますか子どもたちの食卓』
日本放送出版協会（2000）を改変
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N B K I N F O R M AT I O N

NBK インフォメーション
会員各位には、自社の話題提供を含め、当コーナーへのご支援をお願い致します。

会員さんの動向
○移転のお知らせ
株式会社グルメデリカ
［本社］（平成28年４月25日（月）より）
移転先住所：〒182-0002

東京都調布市仙川町２−５−７

仙川キユーポート

ＴＥＬ：０３−５３８４−７６５８（代表）
ＦＡＸ：０３−５３８４−７１５０
○人事のお知らせ
以下、事務局にて把握している人事（新任）をご紹介します。
（敬称略）
［正会員］
・デリシャス・クック株式会社

代表取締役社長

大和一彦 （平成28年３月25日就任）

・戸田フーズ株式会社

代表取締役社長

千葉重好 （平成28年４月 1日就任）

［賛助会員］
・株式会社クレオ

代表取締役社長

荒井誠一 （平成28年３月29日就任）

○協会役員の交代について
第５回通常総会において、監事

中島三郎氏の辞任に伴い下記のとおり新監事が選任され

ました。
・公益社団法人日本べんとう振興協会
（株式会社ファーストフーズ

監事

吉村圭一郎 （敬称略）

代表取締役社長）

協 会 の 行 事
○平成28年度食品微生物検査技士養成講座募集開始
☆募集期間
平成28年７月11日（月）〜平成28年８月12（金）
（消印有効）
※詳細は本紙11頁〜13頁をご参照下さい。
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事務局だより

○５ 月26日に明治記念館で第５回目の
通常総会と講演会、懇談会を開催致し

平成28年度 夏季号

協会の発展にご尽力頂きました。本当
に長い間ありがとうございました。

ました。懇談会には森山裕農林水産大
臣をはじめ、石破茂地方創生担当大臣、

○今期は当協会の事業の一つである食品

木村義雄自由民主党外国人労働者等

微生物検査技士制度が発足して12年

特別委員長、西川公也自由民主党農林

目となり、資格保有者数も累計で約

水産戦略調査会長、前原誠司民進党衆

1,200名となりました。今期の重点施

議院議員の皆様にご出席を賜わり、ご

策の中にも挙げておりますが、資格保

挨拶を頂戴致しました。また、農林水

有者へホームページを利用したサービ

産省の方々他多方面の皆様のご出席を

スの向上を図る予定でおります。今ま

頂き盛会裏に終了致しました。お忙し

では資格保有者を対象とした情報提供

いところご出席頂きました皆様方に御

の場がなかったため、最新のテキスト

礼申し上げます。

情報、セミナー開催や資格更新の案内
情報の取得が容易には出来ませんでし

○公益社団法人に移行後、第５回となる

た。今期より資格認定証カードを一新

通常総会ですが少々マンネリ化してお

致しましたので、カードに記載されて

りました。そのような折にご出席頂い

いる登録番号を使ってホームページ上

た方々に喜んで頂ける工夫が必要では

からこのような情報へアクセス出来る

ないかと石原会長より話があり、初め

ようにする予定でおります。まずは資

て総会と懇談会の間に「講演会」を開

格保有者への情報提供を行いますが、

催致しました。株式会社ＴＢＳ制作局

来期よりは受講生との間でも書類授受

ドラマ制作部プロデューサーで非常に

がパソコン、スマートフォンで行える

話題になった「半沢直樹」や「下町ロ

ようにし、受講生の負担軽減を図れる

ケット」等を手掛けた伊與田英徳様に

よう計画しております。

制作裏話をして頂き好評を博しました。
貴重なお話をして頂きました伊與田様

○来期より賛助会員の会費を一部引き下

に御礼申し上げます。また、ご参加頂

げる予定でおります。昨年末の内閣府

きました皆様ありがとうございました。

立入り検査の際に「資産の保有額は当

次回の通常総会も講演会を開催する予

期公益事業費を超えてはならない」と

定でおりますので、多くの方々の参加

の指摘を受けましたが、現状のままで

をお待ちしております。

は資産の保有額が公益事業費を超える
のは時間の問題でした。他方、当協会

○こ の度、株式会社ファーストフーズ

については賛助会員の会費が高いとい

代表取締役会長の中島三郎様より監事

う批判がありました。これらの問題を

辞任の申出があり、後任の監事に株式

クリアするため、来期より正会員の会

会社ファーストフーズ代表取締役社長

費と同様の考え方で売上額の小さい賛

の 吉 村 圭 一 郎 様 が 就 任 さ れ ま し た。

助会員の会費を引き下げることに致し

中島様におかれましては当協会が公益

ました。ご理解のほど宜しくお願い申

社団法人移行時の平成23年９月より

し上げます。

永きにわたり監事としてご活躍され、

（専務理事

髙橋正夫）
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