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視点

「変化対応」
カネ美食品株式会社
上席執行役員

外販事業本部長

（公益社団法人

中田

日本べんとう振興協会

我々を取り巻く環境は以前にも増して急激に変化
しています。こうした流れにいかに対応できるかが
企業としての将来性を決めていくという事で、現
在、現場力の強化に取り組んでいるところです。
当社はスーパーマーケットを中心に百貨店や駅ビ
ル、駅ナカ等に様々なスタイルの惣菜店舗を展開す
る『テナント事業』とコンビニエンスストア向けの
商品の製造・納品や各地域の生活協同組合から夕食
宅配の製造を受託する『外販事業』で構成する中食
企業です。
安心して口にできる美味しいものを提供すると
いう当たり前の事をやり抜く姿勢と、変化に柔軟に
対応する攻めの感性を大切にしながら多彩な販売
チャネルを活かし多くの皆様に『美味しい』をお届け
する事に注力してきました。
そうした中ここ数年は主要取引先様の大きな変
化に対応する形で当社の状況も大きく変化してきて
います。私が担当する『外販事業』も取引先様の
ブランド統一に対応して様々な軌道修正を行いなが
ら商品供給に取り組んでまいりました。取組みの

究

理事）

過程では多くのロスを出しながら安定するまでに多
くの時間と労力を要しました。そうした中でも基本
を忘れることなく日々改善を続けられたのは従業員
の努力のおかげです。常に安全と品質にこだわりロス
や無駄を無くしながら改善するという当たり前の手
法で従業員が継続してまじめに取組んでくれた結果、
当期は大幅な改善結果を得ることが出来ています。
これから先も『美味しい』商品をお客様にお届け
する過程で様々な変化に対応していかなければいけ
ないと思います。「変化対応」の際必要なのは柔軟
な発想と行動力ですが、それを支えるのは安全と
品質重視の強い現場力です。安全な商品を供給する
ために絶えず管理体制の見直しを行い食品のロスや
時間のロスを削減するという基本的な手法を軸にし
ながら従業員の職場環境を整備し続けていくことで
強い現場力が得られると信じています。そして強い
現場力を武器に様々な事に「変化対応」しながら
お客様に『美味しい』をお届けしていくことが当社
の使命であり、その上で従業員のより良い生活へと
繋げていける会社でありたいと思います。
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代表理事会長

石原

皆様、新年あけましておめでとうございます。

葵

知度の向上のため努力していきたいと思います。

我が国経済は、豪雨や地震の影響による一時

本制度は消費者の信頼を得るための皆様方

的な落ち込みもありましたが、雇用・所得環境

の制度です。会員の皆様には制度の十分な活

の改善が進む中で、緩やかな回復基調を続け

用をよろしくお願い致します。

ております。その中でコンビニ業界は、店舗数

当協会の目下最大の関心事項として、外国

の増大等によりこれまで安定した伸びを示して

人労働者の問題があります。政府・与党の大変

きましたが、異業種との競争激化、人手不足等

なご尽力により昨年の臨時国会において改正

の問題に直面しております。これまで米の消費

入管法が成立しました。飲食料品製造業を含

拡大に大きな貢献をしてきた業界がこれらの問

む14業種について外国人労働者の受け入れが

題を克服し、更なる発展を続けられることを祈

拡大されることとなりましたが、制度の運用に

念致しております。

当たっていろいろな問題が生ずるものと思われ

当協会としては、引き続き使命である米の消

ます。必要に応じ当協会として各方面に所要の

費拡大と食の安全への貢献に努力して参ります。

要請をしていきたいと思っております。これから

米については、昨年は、国による生産調整目

は外国の人材を巡って諸外国や我が国の他業

標の配分の廃止がありましたが、天候不順もあ

種との競争が激化します。会員の皆様には就

り大きな状況の変化はありませんでした。高米

職先として魅力あるものにするとともに、万が

価が依然として続いており、人口の減少や糖質

一にも不祥事が起こることのないようご努力を

ダイエットの影響もあり、米の消費の一層の減

お願い致します。

少が見込まれております。これらのことについ

本年は、秋にラグビーワールドカップが開催さ

て生産者側にも強く訴えて参りますが、会員の

れ､ 訪日外国人のインバウンド需要の更なる増

皆様には、自助努力として事前契約、複数年

大が期待されます。また、10月からは消費税が

契約等の安定取引の拡大に一層力を入れてい

引き上げられ、軽減税率の導入により当業界に

ただきたいと思います。

とって有利な状況が現出するのではないかとも

食品微生物検査技士制度については、ホー

言われています。当業界の発展を祈念致します

ムページの改善等運用の改善に取り組んできて

とともに、協会の運営についての会員各位の引

おり、当面なすべきことはこれまでにおおむねな

き続きのご協力をお願いして私の年頭所感と致

しえたと考えております。今後は検査技士の認

します。
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新藤室長ご挨拶

農林水産省食料産業局
外食産業室長

新藤

光明

新年明けましておめでとうございます。
新年を迎え、
謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。

会員の皆様におかれましては、コンビニエンスストアやスーパー等において、お弁当や
おにぎり、サラダ等消費者の多様な嗜好に配慮した食事を提供することにより、国民の豊
かな食生活の実現に貢献されていることに、深く敬意を表します。

「惣菜白書」によれば、べんとう産業を含む惣菜産業の市場規模は、平成29年は前年比
約2.2％増の10兆555億円となっており、順調に成長が続いております。これは、様々な社
会構造の変化に伴う国民の食に対するニーズを的確に捉えた皆様のご尽力のたまものであ
ると認識しております。今後も、皆様の社会的役割はますます大きくなっていくものと思
います。

昨年６月には改正食品衛生法が公布され、原則全ての食品等事業者がHACCPに沿った
衛生管理を実施することになりました。これまで貴協会では、食品微生物検査技士認定制
度やHACCP支援法による指定認定機関として衛生管理の高度化に取り組んでいただいて
おりますが、今後も引き続きの取組にご協力お願いいたします。

また、本稿執筆時点では、改正入管法に基づき、べんとう産業を含む飲食料品製造業
等14業種を「特定技能１号」の対象とすることについて検討が行われているところです。
既に多くの外国人材を受け入れておられる貴協会会員各社の皆様におかれては、本件に関
するコンプライアンスの確保に向けて、より一層の御配慮をいただきますようお願い申し
上げます。

結びに、貴協会の益々の御発展と会員の皆様の御健勝を祈念申し上げ、年頭に当たって
の私の挨拶といたします。
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平成30年度第２回フードサイエンス研修会開催

平成30年度

第２回

フードサイエンス研修会開催
平成30年度第２回フードサイエンス研修会を、平成30年10月18日（木）13時より食糧
会館５階会議室（東京都中央区日本橋小伝馬町15－15）にて開催致しました。
今回の研修会の内容は、テーマ①2020年東京オリンピックを控え、海外からの観光客の
増加拡大を踏まえた「ハラールへの対応」について、テーマ②食品表示法の施行に伴いアレ
ルギー表示が義務づけられたことを受けて、
「アレルゲン検査キットを使った工程管理方法」
を取り上げました。
会員企業の方々を中心に34名の参加を頂きました。

ハラールへの対応
フードダイバーシティ株式会社
「フードダイバーシティ」という考え
近年世界ではフードダイバーシティともいうべき食の
多様化が進んでいます。世界で約９億人いるというベジ
タリアンやヴィーガン、16億人という世界人口の1/4を
占めつつあるムスリム（イスラム教徒）のハラール、さ
らにはユダヤ教徒のコーシャ……。フードダイバーシ
ティには宗教や慣習で食べないケース、個人の主義で食
べないケース、あるいは単に好き嫌いというケースもあ
ります。今や私たちを取り巻く食のあり方は日々多様化
しています。世界で食の多様化が進む中、ラグビーワー
ルドカップ、東京オリンピック・パラリンピックが、間
もなくこの日本で開催されます。果たして日本は、これ
ら食の多様性に応える準備はできているのでしょうか。
フードダイバーシティ（食の多様化）
＋

ハラール肉＆魚介類

－

アルコール成分の調味料

＋

ハラール肉＆魚介類
（鱗あり）

イスラム教
（ハラール）
＝
イスラム教シーア派
（ハラール）

－ アルコール成分の調味料、
甲殻類等
＋

コーシャ肉＆コーシャなもの

ベジタリアン － アルコール成分の調味料
（諸制約あり）

＝

牛肉以外のお肉＆魚介

＝

－

五葷の野菜

＝

－

根菜類

＝

ジャイナ教

－

五葷の野菜

＝

一部仏教

－

乳製品や動物由来成分の入るもの

＝

ヴィーガン

「市場の誤解 ハラール料理というものは存在しない」
実際にハラール対応を始めようとする多くの方が、豚
とアルコールを使用しない
「ハラール料理」
というイメー
ジを持ちます。それはインドカレーであったり、ケバブ
であったり、ナシゴレンであったり海外の料理を想像す

正しい整理

・和食

普通
ハラール
ベジタリアン

・洋食

普通
ハラール
ベジタリアン

・中華

普通
ハラール
ベジタリアン

ヒンズー教

資料：ベジアライアンスベジフード企業連合会
※その他、グルテンフリー、ノンGMO（遺伝子組み換え作物GeneticallyModiﬁed
Organism）
、ノンMSG（グルタミン酸ナトリウムMonosodiumGlutamate）など。
※五葷＝ねぎ・にんにく・にら・らっきょう・あさつき
（玉ねぎを含む場合もあります。
）

彰浩 氏

る方が多いのですが、忘れてはいけないこととして、基
本的にお寿司などもハラールです（厳密には酢や醤油な
どは関係しますが）
。つまりハラールは料理のジャンル
ではなく、あくまでも原材料の話で、
「和食のハラール版」
というのが正しい表現です。

ユダヤ教
（コーシャ）

＋

守護

・ハラール
・ベジタリアン

「ハラール対応すればお客様が来る」
？
ムスリムがインバウンドで押し寄せてくる？私はこう
いう論調が好きではありません。なぜなら、留学生や卒
業後もそのまま日本で就職した人、移住した人、ムスリ
ムと結婚して改宗された人、日本にもすでに多くのムス
リムが住んでいるのに、そうした人たちに意識が向けら
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れていないのを感じるからです。もちろんインバウンド
で来てくださる人も重要ですが、私は在住者が満足して
いないところにインバウンドは呼べないと考えています。
「ハラール対応したら明日からお客様が来る」そんなこ
とは決してありません。現在ムスリムの集客で成果を出
しているお店は、まず上記のような日本在住者の方々を
とても大切にしていて、その人たちの声を聞き、アドバ
イスや意見を求め、密なコミュニケーションの上にお店
を経営されています。あくまでも「インバウンド」は口
コミや同胞のネットワークで広がっていく延長線上での
話です。小手先の方法で出せる成果は限られていますの
で、むしろどうやって持続可能な体制を作っていくかの
方が重要なのです。
「結局何が正しいの」
？
現状はありとあらゆる情報が錯綜しており、現実問題
として市場からは「ハラールって結局何が正しいのです
か？」
「どのハラール認証を取ればいいのですか？」「一
体誰の言っていることを信じればいいのですか？」と
いった問い合わせが弊社には毎日のようにあります。当
社は2014年１月から多言語で日本のハラール情報を毎
日発信するメディアを運営しています。なぜ当社へこの
ような問い合わせが多いのかというと、当社がメディア
というニュートラルな立場で数多くのコンサルティング
機関やハラール認証機関等とは異なる回答をしているか
らかもしれません。当社は一貫して「ハラール対応に答
えはない」とお答えしています。
世界を取り巻く各国のハラールの状況は日々動いてい
ます。宗教という側面だけでなく、国家単位での経済政
策や政治が絡む部分があり、ルールの更新、定義の変更
などは世界中で日常的に行われています。その中で永続
的に正しい「答え」というものは存在しないと見ており
ます。その中で重要になってくるのは自社でできること
をポリシーとしてまとめて情報開示することです。

ムスリム対応のポリシーを策定する
※下記は事例です
（１）当店は第三者機関によりハラール認証は受けておりません
（２）厨房は一般調理も行うため、ムスリム専用ではありません
（３）ムスリム対応メニューにおいて、食肉はハラール認証を受けたものを使用
（４）ムスリム対応メニューにおいて、調味料もハラール対応したものを使用
※ハラール認証がないものは内容成分を確認して使用
（５）まな板や包丁、ボール、フライヤーなどの調理器具は分けて使用
（６）食器は一般メニューと同じものを使用しますが、希望がある場合は使い
捨ての食器やコップ・フォーク・ナイフ・割り箸の対応可能
（７）３日前までに要予約

ムスリム対応のポリシーを策定する

写真での情報公開も重要

「ハラールかどうかはお客様が判断する」
「ハラール対応は難しい」という声は色々なところか
ら聞かれますが、私は対応を難しくしているのはおもて
なしをする側の事情ではないかと考えています。どんな
商売でも「あなたの問題は何ですか」と「私はその問題
を解決することができます」というコミュニケーション
が原理原則です。そして何よりも重要なのは「ハラール
かどうか」を決定するのはお店やハラール認証機関やコ
ンサルティング会社ではなく、他ならぬムスリムのお客
様です。従って、求められているのはお客様が判断する
に足りる情報提供なのです。
全国のモスクや国立大学等に行けば、ムスリムはたく
さんいます。最近では日本語ができる人も多いので、
「ハ
ラールのことを教えてほしい」と言えば、快く色々と教
えてもらえます。もちろんその中でも100人に聞いたら
100人に違う回答をされるかもしれませんが、私は100
人が違う答えをするというのが「答え」だと思っています。

アレルゲン検査キットを活用した工程管理方法
日本ハム株式会社 中央研究所 ヘルスサポート課
【はじめに】
わが国では、食物アレルギーの原因となる特定原材料
の食品への表示が義務付けられ、その管理基準値が数
μg/gまたは数μg/mLと定められている。しかしながら、
アレルゲンの製造ロット内への不均一なコンタミネー
ションが問題となる事例が見受けられることから、ロッ
ト内の一部製品の検査結果だけでは、ロット全体が安全
とは言い切れない。そのため、最終製品のアレルゲン管
理を行うためには、製品そのものだけでなく、日常の工
程管理が重要であるといえる。
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鶴田

慎太郎 氏
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【アレルゲンの工程管理のポイント】
多くの食品工場では、様々な特定原材料を取り扱い、
人が介在する作業も発生するため、製品へのアレルゲン
のコンタミネーションリスクを「ゼロ」にすることはで
きない。そのため、コンタミネーション対策は「ゼロ」
ではなく「制御」する意識をもつことが重要である。そ
の管理には、HACCPに基づき製造工程ごとの危害要因
分析を行い、その対策を講じるとよい（図１）
。その中
でも、製造機器や設備の洗浄は、特にコンタミーション
発生リスクが高く、管理の重要性が高い。
図１

コンタミネーション対策事例

製造工程
想定されるリスク

対策

機器の洗浄不足による混入

◦製造の順番の見直し
◦製造ラインの専有化
（清掃用器具の管理を含む）
◦洗浄方法・頻度の見直し
◦洗浄・分解の容易な製造機器の導入

輸送時の接触による混入

◦動線の見直しと明確化
◦移動時のカバー・蓋の使用

他の製造ラインからの混入

（不要な設備の除去を含む）
◦レイアウトの見直し
◦衝立・カーテン等の設置

リワークに起因する表示ミス ◦リワークルールの見直しと徹底

ふき取り検査では「FASTKITスリムシリーズ」と微
生物検査にも使用されるリン酸緩衝液や生理食塩水入り
の「ふき取りデバイス」を用いる。ふき取り時には、微
生物検査で広く行われている10㎝四方のふき取りでは
なく、汚れが残っている可能性が高い場所や、洗いにく
い場所を選ぶことがポイントである。具体的には、冷蔵
庫の取手、作業台上に置いた器具の底、作業従事者の着
衣等を意識するとよい。
その後、ふき取り溶液100μLを「FASTKITスリムシ
リーズ」に滴下すると、15分後に陽性時にはラインが
２本、陰性時にはラインが１本現れる。結果を目視確認
できるため、その判定は容易である。
さらに、ふき取り検査によって判明したアレルゲン汚
染リスクの高い場所を「アレルゲンポイント」として施
設の図面に記載し、見える化した「アレルゲンマップ」
の作成を推奨する。アレルゲンマップの作成により、製
造担当者のアレルゲン管理の意識向上、効果的な改善対
策、改善結果の効率的な検証へとつなげることができる。
図3
FASTKITスリムシリーズを用いたふき取り検査
図３
FASTKITスリムシリーズを用いたふき取り検査

包装
想定されるリスク
充填機・包装機の洗浄不足
包装資材・仕掛品の取り違え

対策
◦製造の順番の見直し
◦製造ラインの専有化
（清掃用器具の管理を含む）
◦洗浄方法・頻度の見直し
◦包装資材・仕掛品へのラベル表示等
◦バーコード管理の導入

⑴コンタミネーションチェックの重要性
コンタミネーションチェックとして、工程内検査、特に
洗浄後の機器や設備に残存するアレルゲンのふき取り検
査が必要となる。一方で、製品の原材料表示との整合性
確認には、製品検査が必要である。各検査の目的の違いを
理解した上で、両検査を定期的に実施することを推奨する。
当社では定性検査用キットとして、機器や設備などの
ふき取り検査と製品検査の両方に活用できる「FASTKIT
スリムシリーズ」を、定量検査用キットとして、表示と
の整合性確認用に「FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ」
を販売している（図２）
。FASTKITシリーズは、複数の
タンパク質をターゲットとしており、他社キットと比べ
アレルゲンの見逃しが少ない特長をもつ。
図２ FASTKITシリーズ
図2：ＦＡＳＴＫＩＴシリーズ
ELISA法
FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ

イムノクロマト法
FASTKITスリムシリーズ

消費者庁
ガイドライン準拠

高精度に定量化
食品検査に最適
【検出下限】 :1ppm

簡易・迅速
食品検査・洗浄確認が可能
【検出下限】：食品検査時：5ppm
拭き取り検査時：0.025ppm

15分で検査
陽性
色の強度を専用機械で
数値化

陰性

⑵FASTKITスリムシリーズを用いたふき取り検査（図３）
「FASTKITスリムシリーズ」は、滴下する試験液中
に25ng/mL（0.025ppm）以上の特定原材料タンパク質
が含まれている場合に陽性を示す。

綿棒を用いてふき取り

製造ラインの清浄度の検査
綿棒で
ふき取り

懸濁(試料溶液調製）
ふき取り器具

テストストリップへ滴下

結果の判定

ふき取り液をキットへ滴下

15分後判定

⑶FASTKITスリムシリーズを用いた製品検査
FASTKITスリムシリーズは、検体の種類を問わず、加
熱操作なくアレルゲンを抽出できる。この加熱操作が不要
である点は、火傷等の労災防止の観点から非常に有用であ
ると考える。また特別な機器や器具を必要とせず、簡易迅
速に検査可能であるため、中間製品検査やエライザ検査を
行う前のスクリーニング検査として活用することができる。
⑷FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズによる定量検査
「FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ」は消費者庁のガイ
ドラインに準拠した特定原材料中のタンパク質を定量可能
な検査キットである。FASTKITスリムで陽性を示した場合
には、当キットによる定量検査が必要となる。最終製品や
原材料受入時、会社ホームページに掲載する検査結果等の
外部に発信する検査には、特に当キットの使用を推奨する。
【最後に】
アレルゲン管理は、日頃の取組みの積み重ねが重要で
ある。できることから一つずつ取り組み、各社の実態に
合った持続的に管理可能な体制を構築してほしい。
参考文献
〇FSPCA ヒト用食品予防コントロールトレーニングカ
リキュラム 第１版 2016
〇食 品の製造工程における食物アレルギー対策ガイド
ブック 東京都健康安全研究センター多摩支所 平成
24年２月
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関連業界で更なる消費拡大活動が重要！
全国米穀販売事業共済協同組合（全米販） 業務部

平成31年の年頭にあたり謹んで新年のご挨拶

様に作況100を越えているにもかかわらず

を申し上げます。皆様におかれましては、
ご健勝

米価が上昇することには、年間を通じて安定的

にて新年を迎えられましたことを心からお慶び

に販売しようとしている我々卸売業者も大変

申し上げます。

苦慮しました。やはり、
米価が上昇すると需要

昨年は春先から好天に恵まれ、多くの方が
７月頃は
「今年は豊作」と予想しておりました。

前号でも取り上げましたが、
米の需要が大きく

30年産米から行政による生産数量目標の配分

減り続ける中、
全米販グループはとにかく米の

がなくなり、産地自らが需要に応じた生産に

消費量を増やそうと考え、米穀安定供給確保

取り組むこととなったスタートの年でもあり

支援機構と協力し、30年度から「Rice Life

ましたが、
一部の主要産地が作付面積を増やし、

プロジェクト」
と題した活動を行っております。

備蓄米入札も不調に終わったこともあり、
「米は

全国の組合員がごはんを中心とした正しい

余る」
「米の価格は下落する」との声が高まり、

食生活に関する講演会や米の特性を活かした

行政の米政策も「失敗」と見られていました。

料理教室を行うほか、出前授業や精米工場

ところが、昨年の漢字“災”が表すとおり、

見学会等を実施し、健康で心身ともに豊かな

自然災害が全国各地で起こり、不幸にも12月

生活を送るための望ましい食習慣を身に付けて

に発表された作況は98の
“やや不良”
。30年産

もらえるよう、実践しております。漸く主食

の生産量は当初見通しから２万トン少ない

（炭水化物）
抜きの食生活が間違いであるとの

733万トンとなってしまいました。
11月の食糧部会では、
従来より議論のあった

情報を一部のメディアでは伝え始めました。
やはり何事も極端な行動は体に良くありません。

需要量の算出方法が見直されました。需要実績

ご飯
（米）
は、
体を作るたんぱく質と活動のため

トレンドで弾き出すのではなく、１人あたり

のエネルギー源となる炭水化物など、生活に

消費量に人口推計値を乗じて算出し、近年の

必要な栄養成分を含んだ基本的な食べ物です。

人口減少を反映させた手法に見直されました。

だからこそ毎日の食事でしっかり摂取する

今回の見直しにより、
当初741万トンと見通され

ことが大切です。バランス良く召し上がって

ていた需要量が、６万トン少ない735万トン

いただくだけでも、体に必要であるご飯の

に変更されるとともに、次年度である平成

消費は増えると思います。この度、全米販は

31/32年の需要量は９万トン少ない726万トン

日本農業法人協会主催の「ファーマーズ＆

と見通されました。ただ、
結果として国が安定

キッズフェスタ2018」
に初出展し、
直接消費者

供給が確保できる水準とする６月末民間

の声が聞けました。まだ誤解もあると感じ

在庫量180万トンには、なかなか近づけずに

つつも、まだまだご飯を食べていただけると

います。

感じ取ることが出来ました。また、これから

こうした中、３年続けて上昇してきた米の

8

が減少するのは明らかです。

米消費の中心になる子供達に、ごはん食に

価格ですが、30年産も作況が悪かったことも

親しみを持ってもらうことも出来ました。

あり産地価格は上昇しております。勿論、

子供達から「ぼくご飯大好き！」との声が

農産物ですので豊凶変動により価格が上下

聞けたことで、今後も米の消費拡大に向けた

することは仕方ありませんが、昨年までの

様々な活動を続けていきたいと思いました。
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平成最後の新年に想う
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

新年おめでとうございます。今年は平成最後

ました。少々意外な結果であり、思い直せば、

の新年を迎えることになりました。平成時代、

おいしさとは何だろうか、好みは人それぞれ

特に終わりに近づいてから、駆け込むように

であり、食の用途にも適不適があり一概に

多くの銘柄米が登場しました。おいしいコメ

ランキングできるものなのかと考えさせられる

がたくさん出回ることは、ごはん好きの人に

面もありました。

とってうれしいものですが、業務用の不足と

今の子供たち、
若い人たちは、
茶碗で銀シャリ

いうミスマッチが依然として大きな課題として

を食べるだけでなく、チャーハンやピラフ、

ますます大きさを増していくのではという危惧

リゾットなど、中・外食の機会も増え、コメ

もあります。

の食べ方は多様化していることから、味覚に

一方で、
昨年は明治維新から150周年を迎え、

関しても筆者のような年配者とはかなり異なって

当米穀機構としても政府が提唱する記念活動

いると思います。最近のギャル流行語など、

に参加しました。明治維新に伴うコメの大変革

筆者には理解不可能であり、
唖然とすることも

と言えば、第一に地租改正が挙げられます。

少なくないのですが、次の時代は彼らが主役

それまで年貢としてコメは収量の一定割合を

になっていきます。明治100年を迎えたころ、

領主のもとに収められていたのが、収量に

「明治は遠くなりにけり」といわれ、小生も

かかわらず土地への課税と金納に変わり、
コメ

祖父や祖母に明治生まれと謗ったこともあり

は一般の商品と同じように流通するように

ました。
間もなく昭和100年を迎えます。
小生も

なったことから、品質、規格、収量。流通手段・

若者から昭和生まれと謗られるようになって

形態など多くの面で大きな変革が生じました。

しまうのでしょうか。

また、牛鍋やカレーライスなど西洋の食文化

明治から戦後にかけて食糧増産が大きな課題

が流入し、
和の食文化と融合して新たな食形態

でした。それから平成にかけて、おいしさ、

も多様化しました。このように現代のコメ流通

食の豊かさが追及されてきました。現在は、

や食文化の基礎が明治時代に始まったとも

健康性、安全性が重要なカギとなっています。

いえ、
当機構では、
全国の博物館や資料館等から

自由貿易にも影が差しています。遠い国々の

明治時代のコメの生産や流通、消費に関する

出来事だった武力衝突も現実味が出てきており、

資料、
文献等を収集し、
アーカイブ化してホーム

食糧安保も戯言では済まされない情勢になって

ページ上に取りまとめるとともに、
関連イベント

くるのではという心配も出てきます。次の時代

の開催等も実施しました。

に向けてコメはどうあるべきか、時代の流れ

昨年12月には農林水産省の消費者の部屋で

を見極めることも大事ですが、
取り合えは、
今年

明治150年にちなんだ米の特別展示を実施し、

も機構としてコメに係る適切な情報発信や

その中で明治時代に食されていた代表品種で

消費拡大に向けた取組を行ってまいりますので、

ある
「関取」、
「雄町」、
「赤毛」、
「亀の尾」、
「神力」
、

日本べんとう振興協会会員の皆様をはじめ

「旭」
「
、愛国」
を生産者の方々から提供いただき、

多くの方々におかれましては当機構の調査や

現代を代表する新潟コシヒカリと比べて試食

レポートにご協力いただいけるようお願い

を行いました。本展示には、遠方からも含めて、

申し上げますとともに、
皆様方のご活躍・ご発展

多くの小・中学校、高校から訪問学習があり、

を祈念いたします。

明治のコメがおいしいという声も多く聞かれ
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「今年こそ、コメ先物取引の本上場の実現を!!」
大阪堂島商品取引所

「光陰矢のごとし」
と申しますが、
早いもので

付けているのです。これは先物取引だからこそ

コメ先物取引の試験上場が始まって、８回目

できるものです。すなわち、先物取引という

の新年を迎えることとなりました。最初は、

のは、将来のある時点において取引する商品

本所と東京穀物商品取引所の東西２取引所で

（ここではコメ）
の価格及び数量を今、決めて

スタートしたコメ先物取引も、現在は、本所

しまう取引です。もちろん、今、取引が成立

が日本で唯一のコメ先物を上場する取引所と

したからといってすぐに代金や商品は必要

なりました。この間、本所では、平成28年

ありません。将来行う売買取引の事前契約を

10月21日に新潟県産コシヒカリのみを取引

交わしたとお考え下さい。従いまして、期日

対象とする「新潟コシ」の取引を開始し、更に

が到来するまでであれば、いつでも反対の

昨年10月22日に秋田県産あきたこまちのみを

取引を行うことで売買契約をキャンセルする

取引対象とする「秋田こまち」の取引を開始

ことができます。これを差金決済と言います。

いたしました。これにより、我が国における

ここでコメ先物市場の具体的な利用例を

２大ブランドであるお米の先物取引上場を

業種別にご紹介いたします。例えば生産者の

果たしたわけです。

場合、先物価格が採算に見合う価格である

また、取引システムにつきましても、開所

ならば、先物市場で売っておきます。そう

以来永年に渡り行っていた伝統的な「板寄せ

しますと出来秋におけるコメの販売価格及び

取引」から、平成30年10月15日に証券取引所

数量が確定します。従いまして、
その後、
価格

でも採用されているグローバルスタンダード

がいくら下落しても既に売値が確定しています

である「ザラバ取引」へ変更いたしました。

ので、価格変動によるリスクを回避すること

そして、この変更により、市場へのアクセス

ができます。逆に、卸業者や外食・中食産業

向上が期待できるところです。

のようにコメを購入する業者の場合は、先物

しかしながら、あくまでも試験上場という

市場において採算に見合う価格で買っておけば、

期限付きの上場であります。そして、
その期限

その後の価格高騰によるリスクを回避できます。

が今年の８月に迫っています。先物取引と

このように先物市場は、将来の取引価格を今、

申しますとまだまだ世間一般では認知度の低い

決める取引ですから、うまく利用すればコメ

世界ですが、その仕組みを正しく理解して

の価格変動によって被る損失を回避すること

利用すればこれほど便利なものはありません。

ができるわけです。

例えば、
「新潟コシ」及び「秋田こまち」の場合、
先物取引では既に今年の出来秋に収穫する

本年８月に本上場を実現すべく不退転の決意

コメの価格が付いています。2019年10月限

で鋭意努力して参る所存でございますので、

（2019年10月に取引期日（納会日）が到来して

皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたし

コメの受渡しを行う「新潟コシ」及び「秋田

ます。今年も皆様にとりまして実り多い年に

こまち」
）
ですが、まだ影も形もない、まして

なりますように祈念いたします。

田植えすら終わっていないコメの価格を既に
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最後になりましたが、
本所といたしましては

知 恵
の

人 生

な

わざわい

さ

一、徳のなんたるかを心得ず、それ
を身につける努力を怠る

「欲」があるからこそ、世の中が成り

のが

とができるけれども、自分でつくった

「徳は事業の基なり」とは、『菜根譚』

立っているし、また、社会も進歩して

天作孼猶可違 自作孼不可逭●書経

不幸は免れることができない、という

という古典にある有名なことばである。 

き た。 だ が、 そ れ ぞ れ が 自 分 の「 欲 」

天から下された不幸はまだ避けるこ

意味である。殷王朝の太甲という王様

事業を発展させる基になるのは、経営

のおもむくままに行動したら、どうな

一、欲望のままに突っ走って、越え
てはならない限度を越える

がみずからを戒めたことばだという。

者その人の持っている徳なのだとい

る か。 た ち ま ち 社 会 は 混 乱 す る し、 

さいこんたん

ふつう、私どもは天から下された不

う。逆にいえば、徳のない経営者は一

また人の怨みを買うにちがいない。怨み

「礼」とは、
人間関係のケジメである。

もと

幸を天災と呼んで、不可抗力のものだ

時は栄えても、長続きしないというこ

を買ったら、いつかどこかで晴らされる

一、善につとめず、人間としての正
しい道をふみはずす

上 役 に は そ れ な り の 仕 え 方 が あ る し、

たいこう

とみなしている。だが、このことばに

と で あ る。
『書経』がここで語ってい

ことを覚悟しなければならないだろう。

では、どんなことをすれば不幸の原

世の中を生きていくには、おのずか

同僚や部下に対してもそれなりの接し

いん

よると、それはなんとか避けることが

るのも、それと同じような思想にほか

うら

できる、免れがたいのは自分でつくっ

ならない。

因をつくるのか。太甲は、つぎのよう

らやっていいこと、悪いことのケジメ

一、でた ら め な 振 る 舞 い に 及 ん で、
礼を忘れてしまう

に語っている。

方というものがある。それを無視して

いた

がある。ケジメを逸脱すると、かりに

ふ るい

かかると、
身勝手な人間だと思われて、

みずか

「徳に明らかならず、
自ら不類を底し、

法律では罰せられなくても、世の非難

しょう

まわりの反感を買うことになる。これ

やぶ

をあびる。そんなことばかりやってい

もまた長い眼で見ると、みずからの墓
ようになる。

るが、それを箇条書きすると、つぎの

太甲はここで四つのことをあげてい

ど

欲は度を敗り、縦は礼を敗り、以って

ると、嫌われたり憎まれたりして、い

穴を掘る原因になるのだという。

まね

罪をその身に 速 く」

ずれ自滅を免れない。

ことか。

た不幸なのだという。自業自得という

みずか

天の作せる孼はなお違くべきも、 
自ら作せる孼は るべからず 
洋
守屋

変 革 期 を 生 き 抜 く 人 間 学
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容器包装リサイクル法について

12

容器包装リサイクル法について

31年度の再商品化委託申込み受付のご案内
平成30年12月10日～ 平成31年 2月8日
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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。

会員各位の動向
○人事のお知らせ
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）
（平成30年10月１日就任）
株式会社グルメデリカ
代表取締役社長 関口 繁幸
（平成30年11月19日就任）
アーリーフーズ株式会社
代表取締役社長 大島 辰也
○移転のお知らせ
（平成30年10月１日（月）より）
株式会社グルメデリカ
移転先住所 ：〒359-0001 埼玉県所沢市下富739番地の12
ＴＥＬ：04−2943−1001
ＦＡＸ：04−2943−1002

３Ｆ

協 会 の 行 事
●平成30年11月以降に開催された主な行事
平成30年度食品微生物検査技士技術研修
１級 ①平成30年11月 8日（木）〜11月10日（土）
②平成30年11月19日（月）〜11月21日（水）
２級

①平成30年11月12日（月）〜11月14日（水）
②平成30年11月15日（木）〜11月17日（土）
③平成30年11月26日（月）〜11月28日（水）
④平成30年12月 3日（月）〜12月 5日（水）

※ 第８回通常総会開催案内

開 催 日：2019年５月23日（木）午後４時（予定）
開催場所：明治記念館（東京都港区元赤坂２−２−23）
（予定）
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事務局だより

2019年 新年号

○新年明けましておめでとうございます。

劣敗が従来以上に明らかになって来るも

本年も、皆さまには倍旧のご指導・ご支

のと思われます。会員各社におかれまし

援を宜しくお願い申し上げます。

ては、新制度の運用が業界の更なる発展
の下支えとなるよう、あらためて外国人

○今年度の「食品微生物検査技士養成講座」
は、昨年11月８日から12月５日までの

労働者の受入態勢について必要な見直し
をお願い致します。

間に実技研修会を開催。１級25人、２
級64人の受講者の皆さんに、東京顕微

○消費税引上げに関わる軽減税率の適用に

鏡院様とBMLフード・サイエンス様の

ついて、実務面でも様々な課題が論じら

全面的なご協力の下、各３日間の研修会

れておりますが、軽減税率にせよ外国人

に参加いただきました。食品微生物検査

労働者の受入にせよ、それらが適用され

に関わる実技を伴った研修会は他では殆

るということは、当業界の国民生活に占

んど実施されていないことから、参加者

める重要度が高いということにほかなり

は会員企業様の社員のみならず全国各地

ません。そのような領域で事業を行って

の様々な企業・検査機関等からの応募も

いることの責務を、今一度業界一同しっ

多く、２月に予定されている試験の合格

かりと捉える必要があると思います。

をめざし、たいへん熱心に取り組んでい
ただきました。

○‘平成’としては最後の新年。30年とい

当協会では、今後とも会員企業各社や受

う時間は、偶然にも‘一世代’を意味し

講者の皆さまのご意見も伺いながら、こ

ます。昭和の終わりから平成の初めにか

の資格制度の一層の拡充に取り組んで参

けた時期に、CVS業界の急拡大ととも

ります。

に会員各社の今に至る発展の基礎が出来
ました。それから‘一世代’の時間を経

○人手不足が深刻化する中、改正入管法が

て、新元号とともに各社は新たな発展を

昨年末に成立し、４月からの運用開始に

目指していくことと存じます。当協会も

向けて具体的な取組みが待ったなしとな

皆さまの発展に少しでも寄与できるよう、

ります。外国人労働者の受け入れについ

職員一同気持も新たに職務に取り組んで

ては、新制度の運用開始とともに、労働

参ります。

環境・労働条件等、業界・業種間の優勝

（専務理事

嵯峨哲夫）
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