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視点

「食品衛生法に基づくHACCPの義務化とは」
NPO法人食品保健科学情報交流協議会
顧問
（公益社団法人

森田

邦雄

日本べんとう振興協会

平成30年６月の食品衛生法改正により、食品事
業者はHACCPに沿った衛生管理を行わなければな
らなくなり、32年６月法が施行され、１年の猶予
期間を経て33年６月には完全に義務化されます。
中小企業の方と話していますと、何がどう変わるの
か、
具体的なことがあまり知られていないようです。
食品の衛生管理は，現在、各都道府県及び保健
所設置市の条例で次の一般衛生管理事項が規定さ
れ、守る義務があります。
１ 食品衛生責任者の設置 ２ 食品取扱施設等におけ
る食品取扱者等に対する教育訓練 ３ 記録の作成及
び保存 ４ 施設の衛生管理 ５ 食品取扱設備等の
衛生管理 ６ 使用水等の管理 ７ そ族及び昆虫対策
８ 廃棄物及び排水の取扱い ９ 食品取扱施設等にお
ける食 品 取 扱 者 等 の 衛 生 管 理 10 検 食 の 実 施
11 情報の提供 12 回収・廃棄 13 運搬 14 販売
これらについて、文書化の義務はありません。
保健所の食品衛生監視員が監視のため現場に来て、
条例で決められたことが守られているか確認しま
す。守られていなければ改善が指示されます。
今回の改正により、今まで各都道府県等の条例
で決められていたものが、食品衛生法施行規則とい
う厚生労働省令で決められ、食品事業者はその省令

理事）

に基づき、自ら、条例で決められていたものに加え、
衛生管理計画及び一般衛生管理事項の手順書を作成
し、その実施及び定期的な検証と見直しを含めたも
のを文書化し、守らなければなりません。食品衛生
監視員から説明を求められた場合、自分が作成した
手順書を説明し、どのように守っているか示さなけ
ればなりません。ここが大きく違う点です。
更にそのうえで、食品衛生上の危害の発生を防
止するために特に重要な工程を管理するための取組
（HACCP）に関する次のものを作成し実行しなけ
ればなりません。
１ 製品説明書及び製造工程一覧図の作成 ２ 危害
要因の分析 ３ 重要管理点の決定 ４ モニタリング方
法の設定 ５ 改善措置の設定 ６ 検証方法の設定
なお、HACCPに関することについては、小規模
な営業者（食品の製造及び加工に従事する者の総数
が50人未満）、その他の政令で定める営業者にあっ
ては、業界団体が作成し、厚生労働省で確認した手
引書に基づいて対応することが可能です。
完全義務化まであと２年です。この間に自分の
施設にあった手順書を作成し、従業員の皆さんによ
く説明し、理解し実行してもらう必要があります。
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第８回

第８回

通常総会開催

通常総会開催
令和元年度

公益社団法人日本べんとう振興協会の第８回通常総会（令和元年度）が５月23日（木）午後４時より明治
記念館「富士２の間」にて開催されました。正会員29社のうち19社、賛助会員68社の出席を戴きました。
石原葵会長の挨拶、農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課外食産業室長新藤光明様のご挨拶に続き、
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30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。新理事に森田邦雄氏、新監事に大山圭彦氏が選任されてお
ります。
嵯峨専務理事より平成31年３月24日の理事会の承認事項である令和元年度事業計画及び令和元年度収支予
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30年度事業報告及び会計報告、役員の選任等
につきましてお諮りしたいと思います。
また、本年度も、総会と懇親会の間に「講演会」
を入れております。今年度の講師は、元社団法人中
小企業診断協会会長の新井信裕様にお願いしており
ます。先生は、長きにわたり経営コンサルタントと
して、中小企業の経営診断及び経営課題に対する助
言をされており、この間、中小企業庁、大蔵省、水
産庁等の委員なども歴任されておられます。本日は

まず、当協会の二つの柱であります「米の消費拡大

『将来産業として期待されるべんとう産業への提言』

による自給率の向上への貢献」と「食品微生物検査

と題し、講演していただけるとのことですので、ご

技士による食の安全への貢献」についてです。１点

出席の程よろしくお願い致します。

目の米の問題につきましては、米の全体需要が傾向

全体の事業報告については後程事務局から説明い

的に減少する中、引き続き需要に見合った生産が極

たしますが、私からは３点申し上げたいと思います。

めて重要となっております。残念ながら、当協会会
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第８回

通常総会開催

員の皆様が使ういわゆる業務用米については、需要

３点目は、新たな外国人材受入れ制度についてで

は高まっている中で十分な数量確保ができていない

す。本年４月に施行された改正出入国管理法におい

状況にあります。また、価格については、農林水産

て新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

省の公表資料、米に関するマンスリーレポートです

皆様すでにご案内のとおり、当協会に関連する「飲

が、これによると相対取引価格は、平成24年産の

食料品製造業」もその一分野として対象となりまし

水準とまではいかないものの、ここ数年高止まりの

た。飲食料品製造業及び外食業に係る特定技能の試

状況となっており、米の消費に大きなマイナスの影

験機関である外国人食品産業技能評価機構は、本年

響を与えるのではないかと懸念しております。いず

１月に設立され、当協会も理事団体として参画して

れにしても安定的な米取引に向け、皆様におかれて

おります。飲食料品製造業の技能測定は、10月以

は、今後とも、事前契約、複数年契約などの安定取

降となるため、当面は、試験免除となる技能実習２

引に積極的に取り組んで頂きたいと思います。協会

号修了者からの移行者が受入の対象になると思われ

としても、引き続き、米のマッチング等の事業につ

ますが、引き続き情報提供等を行っていきたいと思

いての情報提供を行うとともに、農林水産省に対し

います。

て、このような安定取引への一層の指導をお願いし
ていきたいと考えております。

なお、本年10月１日から、消費税の10％への引
上げと併せて軽減税率が実施される予定となってお

２点目の食品微生物検査技士制度につきましては、

ります。飲食料品については、外食・酒類などを除

昨年に食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛

き軽減税率（８％）の対象となり、特に仕入につい

生管理がいよいよ、来年６月までには開始されるこ

ては、取引ごとの税率により区分経理を行うことな

とになっております。食品製造業界において、安全

どが必要となっております。会員の皆様におかれて

で安心できる食品の製造の取扱いができる人材育成

は、万全の準備をされていると認識しておりますが、

は極めて重要であります。このような視点に立って、

本日、農林水産省が食品製造業者向けに作成した軽

本制度の定着・推進に努めて行きたいと考えており、

減税率に関する資料を改めて配布させて頂きました

大学との連携等も引き続き進めていく考えでありま

ので、ご活用頂ければと思います。

す。皆様方には、制度の積極的活用と、引き続き検

最後に今後も協会の発展のため、引き続き課題に

査技士の資格を取得した大学生の優先採用について

取り組んでまいりますので、ご協力をよろしくお願

配慮していただきたいと思っております。

い致します。

総会 ご来賓 ご挨拶



農林水産省 外食産業室長

新藤光明 様

本年もお招き頂きありがとうございます。
公益社団法人日本べんとう振興協会の第８回通常
総会開催に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
まずは、石原会長を始め、協会の皆様におかれま
しては、日頃より農林水産行政、食料産業行政の推
進に格別の御理解、御協力を賜っておりますこと、
御礼申し上げます。これまでも、多様な消費者ニー
ズの変化に対応し、安全な食品の提供に努めておら
れていることに敬意を表したいと思います。
また、本日は、通常総会が開催されますことを、
お慶び申し上げます。
我が国の食品産業を巡る状況は、本年４月の改正
出入国管理法の施行や10月の消費増税による軽減
税率制度の導入など、めまぐるしく変化しており、
皆様にも変化が求められております。
そのような中、先日は、貴協会は、新たな在留資
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御協力に感謝申し上げるとともに、引き続き、本制
度の円滑な運用に向けて御協力を賜りますようお願
い申し上げます。
また、我々農林水産省としても、今後、試験実施
を含め一般社団法人外国人食品産業技能評価機構と
も連携し、全力を尽くしていきたいと考えております。

格「特定技能制度」についてのセミナーを開催され、

さて、この場をお借りして１点御連絡がございます。

説明する機会をいただきました。制度周知に向けた

皆様のお手元に働き方改革関連の資料が、配布さ

第８回
れているかと思います。

通常総会開催

と存じます。農林水産省としては、皆様の働き方が

本年４月に働き方改革関連法が施行され、来年４

阻害されることのないように、発注側企業に該当す

月には、時間外労働の上限規制や同一労働・同一賃

る流通関係の団体にも同様に資料を配布し、注意喚

金に向けた不合理な待遇差の禁止等が中小企業にも

起をしているところでございます。

適用されます。

日頃の取引慣習や業務内容を変えることは困難を

これにあたって、政府としては働き方改革に影響

伴うかと存じますが、皆様におかれましては、是非

を及ぼす様々な商慣行上の問題を重要視しておりま

この機に生産性向上や働き方改革の取組を進め、更

して、発注側企業が受注側企業に対して、コスト負

なる成長を目指していただけたらと思います。

担を伴わない短納期発注等のいわゆる「しわ寄せ」

最後にはなりますが、協会の益々の御発展と、会

を行うことがないよう、積極的に注意喚起を行って

員の皆様方の御健勝を心から祈念申し上げて、私の

いるところです。

挨拶といたします。

皆様は、主に受注側企業に該当する場合が多いか

本日は、誠におめでとうございます。

第８回通常総会

講演会

第８回通常総会後に講演会を開催いたしました。
講演会の開催は本年で４回目となります。今回は、
元社団法人中小企業診断協会会長の新井信裕さんに、
これまで長きにわたり経営コンサルタントとして、
中小企業の経営診断及び経営課題に対する助言をさ
れてきたご経験を踏まえて、
「将来産業として期待
されるべんとう産業への提言」と題してご講演頂き
ました。新井先生には、約50分の短い時間での講
演でしたが、幅広い観点からお話をしていただきま
した。概要は以下のとおりです。
べんとう産業ぐらい成長産業と言えるものはない
と思う。日本の産業分野を色々とみてきましたが、

元社団法人中小企業診断協会会長

新井

信裕

氏

米国の自動車産業では、３Ｓ原則（単純化、標準化、

お客がいてはじめて事業が成り立ち、いなければ成

専門化）でベルトコンベア方式を採用していました

り立たません。お客がいるということのためには、

が、日本ではこれに加え、例えば、ソニーの工場で

そのコストを認めてくれる経済構造になっていなけ

は３ム原則（ムラ（個別担当者責任原則）、ムリ（管

ればならないということです。べんとう産業は、お

理者責任原則）、ムダ（全関係者責任原則））の上に、

客もいて、コストもある程度認められていると思い
ます。
経営コンサルタントとしてのアドバイスの中で、
今経営が成り立っているのはお客がいるからですが、

「お助けマン」を置き渋滞している工程を回復させ
るというシステムを採用しました。この方式は米国
でも評価されたと記憶していますが、皆さんにも再
認識して頂ければと思います。

今後、あなたの会社は何年間続きますか？と問いか

更に、モノ（原材料の選択、品質・機能）の問題

けを行っています。その上で、検証の上、アドバイ

から、コト（喫食シーン、国際的融合化）の展開へ

スを行っています。

の挑戦により、べんとう業界の新たな発展が大いに

戦後の経済成長を支えた健康な労働力は、家庭で

期待されます。

作られたものも含め、べんとうが貢献したものと

いずれにしても、会員の皆様が絶えず自分たちの

思っています。皆さんは、日本人の健康に寄与して

経営に自信を持ち、お客が必ず増えるような対策を

いる産業分野を担当しておられ、日本人の健康をつ

お互いに協力し合って作っていけば、企業は永遠で

くっている中に自分たちの力もあると、胸を張って

あり、会社が行き詰るとか、おかしくなるというこ

言うことができるのではないかと思います。

とはありえないと思います。
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第８回通常総会懇談会

第８回 通常総会懇談会開催
「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、農林水産大臣吉川貴盛衆議院議員、石破茂衆議院議員、前原誠司衆議院議員、
木村義雄参議院議員、林芳正参議院議員、山田修路参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、当協会の横山裕昭理事（日本クッカリー株式会社
代表取締役社長）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
横山裕昭理事
（日本クッカリー株式会社 代表取締役社長）

懇談会挨拶
公益社団法人
日本べんとう振興協会

拡大」についてです。全体の米の消費量が毎年８～10

石原 葵 会長

は、右肩上がりに年々増加してきましたが、29年に初

万トン減少している中で、当協会の会員の米の使用量

石原でございます。先程の

めて減少いたしました。玄米ベースの確定値で346千ト

総会で、４期目の会長を務め

ン、対前年比４％のマイナスでした。30年はどうか注

ることとなりました。

目しておりましたが、暫定値ですが、342千トンと、残

本日は、会員の皆様にはお忙しい中、通常総会、講

念ながら、１％強のマイナスでした。どうしてこうなっ

演会に引き続きこの懇談会にご出席賜り、誠にありが

たのか、昨年も申し上げましたが、人口の減少、少子

とうございます。また、本日は公務ご多忙の中、吉川

高齢化や糖質ダイエットブームが大きい、それに加え

農林水産大臣を始め、来賓の皆様にご出席いただい

て、近年の業務用米の不足、米価格の高止まりが原因

ております。皆様には当協会の運営に関しまして、日

ではないかと考えております。私共、べんとう協会の

頃からご指導、ご支援を頂いておりますことに対して、

ようにコンビニの店舗数が増えているところでも減少

厚く御礼申し上げます。更に、先程ご講演いただきま

している。他の業態は推して知るべしと思います。こ

した中小企業診断協会元会長の新井信裕様にもご出席

の問題を何とかしなければ、消費の増加は期待できま

いただいております。新井様には、べんとう産業の明

せん。人口の減少や少子高齢化は一朝一夕には片づき

るい展望についてご講演頂きました。新井様はもとも

ません。糖質ダイエットについては、最近その危険性

と個別企業の企業診断がご専門ですので、ご相談があ

が指摘されております。農水省には、この点について、

る方は、この場などでご相談頂ければと思います。

識者を集めて何か仕掛けをして頂けないかと考えてい

この後、来賓の先生方からご挨拶を頂戴致したいと
思いますので、私の方からは２点のみ申し上げます。
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１点目は、当協会の目的のひとつである「米の消費

ます。このほか、業務用米の不足や米価格の高止まり
が問題であり、生産者団体の方に考えて頂けないかと

第８回通常総会懇談会
思う次第であります。１年、２年の問題ではありません。

は、１年間の猶予はありますが、HACCP義務化が開

是非とも５年先、10年先の米の消費を考えて頂きたい

始されますが、その基盤となる食品微生物検査技士制

と思います。

度の重要性が一層高まるものと考えております。また、

２点目は、食の安全ということで、食品微生物検査

近年、非会員企業や学生の制度の利用が増加しており

技士制度を運営しておりますが、当制度は、平成17年

ますが、会員の皆様には、本制度を食の安全に寄与す

の発足以来10年余経過し、認定試験の合格者は累計で

るものとご理解頂き、もっともっと使って頂きたいと

約1,800名となり、食中毒など食品に起因する事故の防

考えております。以上申し上げて、私の挨拶とさせて

止に貢献されていると考えており、引き続き頑張って

頂きます。

いかなければならないと考えております。来年６月に

吉川貴盛
農林水産大臣（衆議院議員）

昨年３千万人を超えた訪日外国人の食の需要の拡大
や、日本人の多様化するライフスタイルに対応する中
で、今後、中食産業の果たす役割は益々大きくなって
いくものと認識しており、更なる皆様の活躍を御期待

本日は、公益社団法人日本

申し上げます。

べんとう振興協会の第８回通

また、特に、働き方改革については、働く方々が、個々

常総会が無事に終了されまし

の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自ら選択できる

たことをお慶び申し上げます。また、このような素晴
らしい懇談会が開催されることにつきまして、改めて
お慶び申し上げます。

よう社会の構築を目指すものです。
皆様におかれましては、生産性向上や働き方改革の
取組を進め、魅力ある職場づくりと更なる成長を目指

先ほど、石原会長の御挨拶にもありました２点のう

して、取組を進めていただきたいと存じます。

ち、業務用米の確保については、しっかりと肝に命じ

また、深刻な人手不足に対応するため、新たな在留

て頑張らせて頂きたいと考えております。また、今女

資格である「特定技能」が創設されました。
「飲食料品

性の中では、ごはんともち麦、もち麦は食物繊維が

製造業分野」も本制度の対象になっており、本年10月

多く含まれて身体にも良いということで、一緒に食べ、

以降に試験の実施を予定しております。皆様におかれ

糖質だけではなく食物繊維も摂るということが静かな

ましては、既に技能実習生等の外国人材を受け入れて

ブームとなっております。是非、日本べんとう振興協

おられる会員も多いかと存じますので、本制度の適切

会でも推進頂ければと思います。まずは、米の振興に

な運用に向けて是非御協力をお願い申し上げます。

対しまして御尽力頂き、心から感謝申し上げます。２

農林水産省といたしましては、日本の食品産業が国

点目の食品の安全につきましては、もちろんのことで

民の食を支える産業として、持続的な成長を続けてい

あり、我々としてもしっかりと対応させて頂きたいと考

けるよう、皆様との連携をより一層深め、取り組んで

えておりますので、色々な御要望をお話頂ければと思

まいります。

います。

結びに、日本べんとう振興協会の益々の御発展、ま

なかしょく

さて、平成30年の中食産業の市場規模は、10兆2,518
億円と９年連続のプラス成長を記録し、堅調に推移し

た、本日御参集の皆様の御健勝を心から祈念申し上げ
て、私からの挨拶とさせていただきます。

ております。

石破 茂

の森内閣で今で言えば農水省の副大臣、当時は統括政

衆議院議員

安田さんからこんな協会を作りたいとのお話がありまし

務次官と言っていましたが、その仕事をしていた時に、
た。当時も、役人の天下り先を増やすのかという話もあ

ご紹介頂きました自民党の
石破です。
今 から19年 前、私 は当時

り、公益法人を作ることは難しかった。石原さんがその
後食糧庁長官になられ、持ち前の強引さというか、何
というか、とにかく米の消費を増やさなければならない
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第８回通常総会懇談会
ということを目的としてこの協会ができました。できた

嫌な思いをしたことがない、不満だなと思ったことも一

時、私は防衛庁の副長官をやっていました。そのよう

度もありません、これは大変なことだと思います。

な縁もあって本日もここに出席させて頂いています。

人口が減少する中で、同じものを安くたくさんではな

とにかく、日本の人口はこれから減ります。いつも同

く、少量多品種高付加価値ということだと思います。ま

じですが、これから１年で45万人ずつ減少し、私の鳥

た、食品残渣を減らすために、セブン-イレブン、ロー

取でも年々４千人の減少で55万人と昭和21年の水準に

ソンなどでは新しい取組みをされています。食品ロスを

なりました。隣の島根は１年に５千人の減少で大正時

減らす意味でも大変な取組みだと思います。

代の水準に戻っております。もうすぐ、１年に100万人

世界のお米を食べる人の８割は、長粒種を食べてい

減少する時代となり、我々はもういませんが、2100年

ます。ここで何か余地はないかと思っています。複数

には、全人口は5200万人になると見込まれています。

税率とか、いろんな話があるが、どうぞ業界の皆様もこ

このような時代であっても、業界としてどのように生
き残っていくかということを、皆さんと共に勉強をしな
がら、施策を実行して行きたいと思っております。私は、

こは何とかならないかなどお申し付けを頂ければと思っ
ております。
業界の益々の発展を祈って挨拶とさせて頂きます。

職業柄、コンビニのおにぎりは良く食べますが、今まで、

前原誠司

ＡＩ化・自動化ということだと思います。

衆議院議員

人口の半分は女性でして、こないだ国内大手航空会社

本日も会場におられるのは、男性がほとんどです。
の幹部と話をして、時代は変わったと思いました。女

皆様今晩は。今日は総会ご

性の応募が多い、それも一般職・総合職への応募が多い。

盛会まことにおめでとうござ

同社では、募集人員について、男性、女性、外国人を

います。

それぞれ三分の一ずつ採用しているとのこと。男女平

協会とご縁頂きましたのは、私の両親が鳥取出身で

等・男女共同参画と言うだけではなく、女性が中心と

あったことから、安田会長から同郷ということで可愛

して活躍頂ける状況を作らなければいけないと思いま

がって頂いており、心より感謝申し上げます。

す。こうしないと、おそらく、これから日本は乗り切っ

本日は、一つだけ申し上げたいと思います。今、石

ていけないのではないかというのが、私の思いです。

破先生から、人口減少のお話がありました。今後のこ

いずれにしましても、中食おべんとうの振興は、米

とを考えると、人口減少とともに、労働力の不足が大

に限らずパンも含め、これから増々発展されていく分野

変な問題であるとどの業界でも伺っています。これを

であると思います。貴協会の益々のご隆盛をお祈りし

カバーするには、４つの分野しかありません。女性、シ

て挨拶といたします。

ニア層の定年延長・再雇用、外国人、そしてロボット・

木村義雄

いております。

参議院議員

定技能１号の方が、はるかに良い制度であります。前

あの技能実習制度より、この４月からスタートした特
の制度は技能実習が目的ですから、ちょっと労働でも

石原会長始め日本べんとう

ない、良く分からない制度だったのですが、今回は労

振興協会の同志の皆様今晩は。

働として、
堂々と皆様のところで働ける。
監理団体が３ヶ

ご紹介賜りました

月に１度、企業にチェックに来るとか、高い手数料を払

参議院議員比例全国区から送っていただいている
木村義雄でございます。毎年この会にお邪魔しており、
本日もお招き頂き大変ありがとうございます。

8

うとか、そういうことが減って、直接に外国人を雇える
システムですので、是非ご活用頂きたいと思います。
それから、もう一つは労働の方も30年やっておりま

石原さんから言われて、業界に外国人労働者を入れ

す。だいたい、税務署や国税より労基署の方が嫌がら

るという事で、このような関係から、皆様とのご縁を頂

れている。税務、国税は儲かっているところにしか入ら

第８回通常総会懇談会
ないが、労基署はあぶない所にどんどん入るということ

のようなもの、今度、そういう制度を作らせましたので、

です。これは、中小企業の皆さんにとっては大変なん

投書制度を活用して頂いて、現在、監督官が勝手にで

ですね。大企業は、100人募集すれば、１万人来る、中

きないような仕組みにしています。何故かというと、国

小は10人募集しても１人もこないこともある。これが、

税の場合は、通則法で基準が決まっているが、監督官

現状であります。今回、労働基準法を改正したが、使

にはルールがなく、勝手にできるようになっている。そ

用者側の対応が非常に厳しくなった。午後５時になっ

のため、これからガイドライン等を作って、監督官の裁

たら、帰れコール、６時になったら、追い出し。東京の

量の幅を縮め、中小企業の皆さんがいじめられるような

午後９時台の地下鉄は空いてきた。勝手に残業しては

ことがないようにしていくのが私の務めと考えています。

だめだよということなので、残業をしても会社から指示

このような仕事ができるのも、皆さんのご声援で議

されていなければ、残業代もでない。
ということで、これから、労基署が入った場合に、
理不尽だと思ったら、どんどん投書して下さい。宛先は、
厚生労働省労働基準局監督課です。企業から投書がい

員をしているからであり、これからも皆様の職場が明る
く、働いて良かったと胸が張れるよう同志の先生方と
頑張ってまいりたいと考えています。
本日は、おめでとうございました。

けば、監督官を監察する監察官がいます。昔の目安箱

林 芳正

員会を再開し、それで議論を行われている。

参議院議員

ですが、先日惣菜協会の総会に行かせて頂いたが、勢

何と言っても、ここに惣菜協会の会長さんがお見え
いがある。山口と東京を往復しているが、右肩上がり

皆さん今晩は。

とはなかなかなっていない中で、これぐらい伸びている

木村先生から今回の制度の

ということは現場の努力の積み重ねと思っております。

懇切、
丁寧な詳しい説明があっ

海外から外国人が労働者として入ってくるのに加えて、

たので、言葉を重ねることはいたしません。本日は、現

皆様のビジネス・モデル、そして皆様方の会社の売上

と前の食料産業局長も勢揃いでございますから、この

げが海外でもどんどん増えてくるというような政策の支

皆様方が、最初は、農業、漁業の分野だけだったのを、

えもしていかなければならないと思っています。

何とか食料産業もということで、入れて頂くお願いをし

日本の「べんとう」というのは、
「カラオケ」と同じ

た先が木村委員長のところだったことは、私の口からも

くらい海外でも通じる言葉になってきたのは、それだけ

申し上げておきます。

の積み重ねの自信があると思っています。

文部科学大臣がおわり、党に帰って食料産業政策委

皆様の更なるご発展を祈念して挨拶とさせて頂きます。

山田修路

については、米消費の減少がすすんでいます。大変

参議院議員

ましたように、安定しかつ適正な価格でお米が供給さ

厳しい状況であるものの、その中で会長のお話にあり
れることも大事なことと思っていますので、しっかり

皆様今晩は。日本べんとう

と仕事をしていきたいと考えております。安全・安心、

振興協会の皆様には日頃より

HACCPが施行させるわけですが、我が国にとって大

大変お世話になっておりました。

事な問題であり、我々としても、しつかり取組み、後

農林水産省の時も大変お世話になっておりました。
また、参議院議員になってから後も大変お世話になっ
ています。お礼申し上げます。

押しをして行きたいと考えております。
本日は、お招き頂きありがとうございました。また、
おめでとうございました。

石原会長からお話がありましたが、米の消費拡大
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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）
企業調査において会員各位から報告のあった結果を取りまとめました。（平成31年４月１日現在）

１28社

１27社

１23社

１21社

１18社

１11社

１10社

１09社

89社

90社

88社

86社

85社

81社

81社

81社

20社

20社

20社

20社

20社

18社

19社

18 社

7社
12社

5社
12社

4社
11社

4社
11社

4社
9社

3社
9社

3社
7社

3社
7社

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（玄米換算）

平成 4 年
167,778㌧

人
663

平成 23年

78,

人

468

73,

42人

9,4

39人

平成 25年

人

人
788

人

4人

9,74

人

307

362

人

343

人

315

人

427

11,

人

876

89,

11,

人

6 21

人

541

人

727

6

人

62人

600

74人

632

7
11,

人

617

97,

2 77

10,

人

8,

1,6

人

842

人

297

人
598
人

289

人

人
317

338,407㌧

平成 26年

平成 27年

37
9,6

89,

43人
85,６

95人
80,６

人
342

331,369㌧

360,317㌧

人

169

319,498㌧

平成 24年

人

642

96,

人
460
59,

2人）

,30
（50

人

917

61,

人）

,256

（53

1人
,62

62

8人
2,33

（5

）

6人
,80

65

3人
1,52

（5

）

人

724

68,

人）

,459

（50

人

713

74,

1人）

,05

人）

（50

人）

（23

,214

（54

人

479

73,

人

460

69,

）

1人

7,02

（4

372,666㌧

平成 28年
376,761㌧

平成 29年
345,644㌧

人）
,661

）

平成 30年
341,940㌧

8人
9,15

（

人
710

3,

平成23年

10

（8

09人

6,2

平成24年

3人）

人）
,283

,28
（14

90人

9,0

（10

7,4

平成25年

76人

平成26年

人）

,265

（18

79人

,499

（20

25人

人）

,428

人

873

9,0

8,7

11,

平成27年

平成28年

平成29年

）

9人

2,43

（2

08人

7,9

平成30年

2,932
4,976

2
社
11
社

7
社

1
社
6
社

2
社

3
社
29
社

6
社

2
社

2
社

1社

10
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

14社
4社

2社

3社

3社

11,119億円

11,720億円

12,062億円 12,600億円

12,780億円

12,408億円 12,321億円

10,465億円

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年
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令和元年度食品微生物検査技士受講案内

令和元年度「食品微生物検査技士」募集
●「食品微生物検査技士」とは？
「食品微生物検査技士」は日本べんとう振興協会が行う資格認定制度です。食の安全・安心に貢献し、消費
者の健康増進に寄与する役割を果たすため、2005年（平成17年）にわが国唯一の制度として導入されました。
大手食品メーカーをはじめ、食品を取り扱うさまざまな業種・学生の方々が毎年受講しており、過去10年以上の実績で
1,800人以上の合格者を輩出してきました。
講座は、９月～12月までの４ヵ月間の通信教育、３日間の検査技術研修（１・２級対象）、１日のスクーリング
（任意参加）を経て、資格認定試験に進みます。１・２級の検査技術研修では、検査実務に必要なきめ細かな
技術を習得することができ、熟練者の研修としても評価されています。また、３級は食品衛生の基礎知識を取得
できるため、社員教育として受講を取り入れる企業が増えています。
●業界に広がる食品微生物検査技士
消費者からの安全・安心ニーズの高まりなどを背景に、食品微生物検査技士への取り組みは年々広がりを見せて
います。※３級は平成24年度から資格認定
2019.3

受講者推移グラフ

500人

前年対：76%

446人
400人

355人
【合計】

300人
285人
200人

242人 243人 223人 246人 239人
217人

【３級】
【２級】

96人
112人
【１級】

0人

110人

18年

142人 132人 143人
82人

89人 100人

32人 32人
17年

307人 288人

282人

141人
100人

449人

373人

19人

70人 76人
21人 27人

300人

20年

21年

233人

95人 107人
35人
23人

22年

23年

24年

337人

258人

181人
121人124人

32人
19年

266人

前年対：70%

200人

前年対：97%

92人

114人 121人 113人

90人

前年対：60%

68人
33人

30人

25年

26年

40人

25人

25人

27年

28年

24人

29年

30年

合格者推移グラフ
【合計】

227人
202人
138人
114人
100人

78人

61人
17人
0人

184人

184人

200人

17年

85人

66人
19人
18年

80人

82人

133人

143人

【３級】

97人

103人

73人
78人
83人
71人
59人 62人
85人
81人
78人
61人
29人 65人 55人
36人
47人 54人
21人
18人 21人 16人
15人
31人 27人 27人 23人
19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

【２級】

104人
90人 92人
【１級】

33人

73人
19人

29年

30年

●認定資格取得までの流れ
受講申込受付期間 令和元年７月10日（水）～ 令和元年８月10日（土）

※資格認定者は、食品微生物検査技士登録名簿に登録され認定証が授与されます。
１級、2級は3年後、申請により更新講座を受講することにより、資格が更新されます。
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令和元年度食品微生物検査技士受講案内

企業の安定成長に貢献する資格

実践的な微生物検査技士を養成

食品微生物検査技士
資格認定委員会委員長
小沼

食品微生物検査技士
資格試験委員会委員長

博隆

10年以上の歳月を重ねてきた食品微生物検査技士
は、飲食による危害を未然に防止し安全を守ると共
に、企業の安定成長に貢献する資格です。
１級は２級と同様通信講座と実際に検査など実習・
試験をする検査技術研修からなり、特に１級の食品
微生物検査技士資格を取得した方は、食品業界の
衛生管理部門のどこへ派遣されても十分活躍できる
資質を身につけていると確信しています。
わが国は、多くの食材を海外から輸入しています
が、多様な衛生管理事情に対応できる人材の育成が
不可欠です。更に、食中毒に対しても科学的な知識
を根拠にした対策が重要です。
これは、消費者が毎日食べるべんとうやおにぎり
などの原材料の調達から製造加工、運搬、陳列、販売
に至る全ての環境作りに貢献していることに他なり
ません。
食品微生物検査技士の資格取得を目指す方は、安
全で幸福な食生活に貢献できる人材です。合格した
方は、なお一層の研さんを積んで、安心な食環境作
りに貢献して頂きたいと願っています。

中川

弘

食品微生物検査技士資格制度は、食品微生物検査
の知識と技術の習得を目的として、10年以上の実績
を積み多く微生物検査担当者を養成してきました。
認定資格は食品製造現場の責任者を対象とした
３級、一般生菌や大腸菌群などの衛生指標菌検査の
習得を中心とした２級、サルモネラ属菌や腸管出血性
大腸菌などの病原微生物の検査を学ぶ１級と個人の
目的に沿うよう幅広く門戸を開いています。
食品微生物検査に必要な基本的な知識は通信教育
で関連法規、食品微生物学、食品衛生学などを学び、
１級、２級では実際の食品を用いて検査操作、発育
した集落の観察など３日間の実技講習会に参加する
ことで、食品微生物検査に関してより深い理解が
できるカリキュラムが組まれています。認定試験は
筆記試験と実技試験で合否の判定を行います。この
制度は単に微生物検査を習得する以外に食品の安全
性確保に関する幅広い知識もあわせて習得でき、よ
り実践的な人材育成にも有効な手段になると確信し
ています。

受講料

（税込）

食品微生物検査技士３級

会員及び

食品微生物検査技士２級

賛助会員の従業者

通信講座受講料
合

計

通信講座受講料

32,400円

検査技術研修料

54,000円

合
食品微生物検査技士１級

計

非会員の

食品微生物検査技士２級

従業者及び個人

32,400円

検査技術研修料

59,400円

計

通信講座受講料
合

計

91,800円
27,000円
27,000円

通信講座受講料

54,000円

検査技術研修料

59,400円

合
食品微生物検査技士１級

86,400円

通信講座受講料
合
食品微生物検査技士３級

21,600円
21,600円

計

113,400円

通信講座受講料

54,000円

検査技術研修料

70,200円

合

計

124,200円

食品微生物検査技士養成講座の受講は、当協会ホームページよりの申込みとなります。

http://www.bentou-shinkou.or.jｐ

上記アドレス
右記QRコード

➡

食品微生物検査技士養成講座受講生

➡

入力フォーム

（食品微生物検査技士養成講座の募集のご案内をご参照下さい。）
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ｉｆｉａＪＡＰＡＮ 2019 報告（国際食品素材／添加物・会議）
ｉfiaＪＡＰＡＮ2019（国際食品素材/添加物・会議）が令和元年５月22日（水）～５月24日（金）の３日間、
東京ビックサイト青海展示棟ホールＡ・Ｂにて開催されました。
当協会も「食の安全・科学ゾーン」
（青海展示棟ホールＢ）に「食品微生物検査技士養成講座」の展示ブー
スを設けました。また、５月24日
（金）には、「食品の安全・安心を守る

食品微生物検査技士」をテーマに、

当協会の嵯峨哲夫専務理事、及び技術顧問であり食品微生物検査技士資格試験委員会委員長の中川弘氏よる約
40分の特別講演がなされました。

【講演概要】
嵯峨専務理事から当協会の設立目的、主な事業内容、食品微生物検査技士制度発足の経緯などの紹介があり、
続いて、中川顧問より食品微生物検査技士の３級、２級、１級の受講対象者の目安、通信教育の履修科目、
実技研修会、スクーリングなどの説明がされました。
具体的な内容として、①受講対象の目安：３級は特に経験、資格は問わずに広く食品製造現場での責任者、
勤務者、新入社員を対象、２級は品質管理担当者、微生物検査経験が２年以上、１級は２級資格保有者、品質
管理担当者、検査経験が５年以上となります。（当協会の会員企業の実務経験年数は２級１年以上、１級３年
以上）②通信教育：３級は「食品衛生の基礎」１冊、２級は「食品関連法規」、「食品微生物検査法（基礎編）」、
「食品衛生学」の３冊、１級は「食品微生物学」、「食品微生物学検査法（応用編）」、
「食品衛生管理システム」
の３冊のテキストを履修、テキスト毎に宿題問題を解答し、理解を深める仕組みになっています。③実技研修
（３日間）
：この制度の特徴であり、２級は食品衛生法の規格基準等公定法に準拠し、一般生菌数、大腸菌群など
衛生指標菌と黄色ブドウ球菌の定量試験、環境微生物検査、グラム染色など微生物検査の基礎技術の習得を
目的としています。１級はサルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオなどの病原微生物の分離、同定を
行っています。④その他：スクーリングの開催（試験直前）、資格保有者実技研修会の開催なども紹介され
ました。
今後も機会があれば、食品微生物検査技士制度を紹介して参ります。

14

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

おこめの話題

新しい令和の時代を迎えた元年産米を「使い易い」食材に！
全国米穀販売事業共済協同組合（全米販） 業務部

全国的に田植えも終わり、
水面に映える青々

が減る中、作柄が平年作であったとしても

した苗に生命力を感じる季節となりました。

需要量を上回る生産が見込まれるため、今後

生産者の方々は、国民が美味しく安価なお米

の天候、作柄が大変注目されます。

を安定して食べられるよう努力されている
ところだと思います。

消費動向としても、炭水化物ダイエットが
定着し、ごはん
（お米）
の代わりに豆腐や野菜

実は昨年のこの時期、
一部産地で分けつ不足

を使ったメニュー・商品が出てくるなど、
極端

などが見られたものの、
全国的には好天に恵まれ、

な動きがあることは大変残念です。
何でも食べ

多くの米関係者からは
「豊作」
との見方がされ

過ぎは良くありませんが、ごはんなどの主食

ておりました。平成30年産米の作付状況でも、

を中心とした日本型食生活が健康に良いこと、

大規模産地で主食用米の作付けが前年以上と

長寿の秘訣であることは多くの研究者からも

発表され、生産現場では過剰生産を心配する

発表され、
さらには炭水化物抜きの生活を長期

声が出ていました。逆に、我々流通関係者と

に亘って行なうと老化が進むとの研究データ

しては、
ここ数年続いた米価上昇が一段落する

も発表されています。また、温暖化の影響も

のではと胸を撫で下ろしていました。

あり、近年これからの季節は熱中症などで

ところが、
昨年のお盆以降、長雨などの天候

倒れる方が増加しております。ごはんは水分

不順に見舞われたため、日本海側を中心に

を多く含んでいることから脱水症対策にも

北海道、新潟などの米主産地の作柄が低下し、

有効とされており、プロスポーツ選手を指導

一転して銘柄米不足が心配される事態となり

する管理栄養士の方からも、
「暑い夏だから

ました。国が発表した最終的な作況指数は

こそごはんを食べた方が良い！」との指導も

98の
「やや不良」となり、当初予想に反して

あります。
消費者に直接提供される実需の皆様

我々米穀卸売業者は産地から契約どおりの

にも、ごはんに対する理解を深めていただき、

供給が受けられず、米価も上昇し、実需の皆様

メニュー作成を検討していただければと思い

へのご提案に大変苦慮しました。農林水産省

ます。

が主催する食糧部会で、連続した米価高騰に

以前、弊組合の米の消費拡大事業である

より実需側委員の方からは「米は使い辛い

「Ｒｉｃｅ Ｌｉｆｅプロジェクト」をご紹介

食材！」とのご指摘を受け、さらなる消費の

しましたが、
全国の組合員米穀卸売業者と協力

減退を招きかねない状況となってしまいました。

し、
ごはんに対する極端で間違った情報を是正

今年も６月までは気温が高い日が続き、
多く

するべく消費者の方々にごはん食の効用など

の米産地では順調な生育を迎えています。５月

を伝え、流通サイドから今後も日本人の主食

下旬に発表された全国の作付取組状況では、

であるお米を安心して召し上がっていただけ

多くの米産地が主食用として昨年度と変わらぬ

るよう、努めていきたいと思います。

作付けを行なう意向を示しており、
毎年消費量
15
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ごーし、ごしごし、夏越ごはん
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

６月30日は夏越の祓です。米穀機構では、
この夏越の祓にちなんで「夏越ごはん」を

今年は阪急阪神百貨店阪神梅田本店や西鉄

食べようという運動を提唱しています。

ストアなどでも販売、ポッカサッポロフード

夏越の祓といっても、なじみのない方も

＆ビバレッジ等でも「夏越ごはん」のPRが

おられるでしょうから、簡単にいわれを紹介

行われるなど、関連業界にも広がりつつあり

しましょう。日本神話に起源するのですが、

ます。また、
「夏越ごはん」の基本的なレシピ

スサノオノミコトが旅の途中、
一夜の宿を所望

としては、伝承にある粟飯にちなんだ雑穀

しました。金持ちの弟は拒絶するのですが、

ごはんに、茅の輪をイメージした緑や厄除け

そ みんしょうらい

貧しい兄の蘇民将来は、こんなものしかあり

の赤の旬の夏野菜を使った丸いかき揚げを

ませんがといって粟飯でもてなしました。

のせたものをお勧めしていますが、卵とじや

ち

わ

スサノオノミコトはお礼に茅の輪を厄除けの

イタリアン風、パエリア風とアレンジされた

お守りとして授けられました。その後疫病が

ものもあらわれてきています。

流行ったとき、弟の一家は全滅したのですが、

米穀機構としましては、今年は、少しでも

兄の一家は茅の輪の加護で災厄を免れること

勢いづけようと「夏越ごはんの唄」の動画を

ができました。この由来話や夏越の祓の時期

作成し、公式サイトで配信しました。量販店

は、地域によって幾分異なることもあります。

の総菜コーナー等でも流れ、首都圏のJRの

ちがや

各神社では、境内に茅で作った大きな茅の輪

車内
「トレインチャンネル」
や東京メトロ車内

を設け、参拝客はこれを８の字を描くように

「Tokyo Metro Vision」でも流れましたので

３回くぐる「茅の輪くぐり」を行って、一年の

ご存知の方もおられると思います。

前半の罪や穢れを祓い、
残り半年間の無病息災

米の消費が漸減傾向にある中で、こうした

を願うというものです。拙筆など普段より信心

運動が、家庭内、外食だけでなく、伸びている

が薄く、
最近になって知ったことですが、
近所

弁当の分野でも多く取り上げられるように

の神社に行くと確かに茅の輪がありました。

なったことをうれしく思っております。

「夏越ごはん」の提唱を始めて５年目ですが、
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たりと提供店舗は着実に増えてきており、
特に、

最後になりましたが、
日本べんとう振興協会

徐々に知名度が上がってきています。毎年

会員の皆様をはじめ多くの方々に米穀機構の

TV等でも取り上げられ、今年もフジテレビ

調査やレポートにご協力いただいていること

等で報道されました。中・外食では昨年に

に感謝申し上げるとともに、今年も引き続き、

引き続き、
やよい軒やラムラグループ等で定食

ごはん食の普及・拡大に向けたご尽力、米穀

が供されたり、イオン、イトーヨーカドー、

機構の各種調査、
事業へご配慮・ご協力いただき

マルエツ、ミニストップ等で弁当が販売され

たくお願いいたします。
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おこめの話題

『コメ先物の本上場に向けて』
大阪堂島商品取引所

本所は日本で唯一のコメ先物を上場している
公的な取引所です。

国内の生産者を保護する観点から、
政府が価格
を一定水準に保とうとしているのですが、
コメ

平成23年８月８日にコメ先物の取引がスタート

の価格の決まり方が消費者からみても不透明

して８年の歳月が経とうとしていますが、
上場

です。また、
生産者は、
その年の天候によって

当初より、２年間という期限付きの試験上場

収穫量が増減するリスクを常に抱えています。

の状態が継続しており、
これまで３度に渡って

他方、
コメ先物取引に目を向けますと、
投機の

試験上場が延長されてきたという経緯があり

イメージが強調され、
あたかも価格の乱高下を

ます。前回の延長時には、
「コメ試験上場検証

招くと誤解されがちですが、
先物市場はどなた

特別委員会」
の結論を受けて、
期限付きではない

も参加でき、透明な価格形成が行われている

本上場を申請しましたが、
翌年から政府による

ことから、現物価格の指標の一つとして認識

コメの生産調整が廃止されることもあり、
コメの

されています。実際に、先物市場を利用して

生産状況を見極める上でコメ先物取引の本上場

コメを売買されている生産者や実需者もおら

は時期尚早であるとの政治判断があり、
最終的

れます。また、生産者は常に価格変動リスク

に試験上場申請に切り替え、
３度目の延長という

に晒されていますので、リスクヘッジという

形で決着しました。そして、本年８月７日に

形で先物市場を利用する方が増えています。

４度目の試験上場期限が到来いたします。本所

このパネルディスカッションでは、
現物市場

といたしましては、本上場の実現を目指して

における価格形成の問題点を整理しつつ、
先物

鋭意努力しているところでございます。

取引の機能や必要性について議論が交わされる

本上場に向けた取り組みの一つとして、
去る

なかで、
生産者、
実需者、
消費者等コメに関わる

６ 月17日 に 東 京 大 学 の 弥 生 講 堂 セ イ ホ ク

すべての人がコメの価格変動リスクに晒される

ギャラリーで開催された、農業経営支援連絡

ことのないように、
コメ価格の安定という大前提

協議会主催のシンポジウム『需給を反映した

の下で、
現物市場と先物市場が両輪として、
上手く

コメの価格形成を考える』
に、
本所も後援という

組み合わさるような仕組みを検討し、
当業者の

形で参加しました。このシンポジウムでは、
新潟

経営安定のための選択肢としてのリスクヘッジ

ゆうき㈱代表取締役の佐藤正志氏による基調

機能及びコメを売買する際の選択肢の一つと

講演に加え、
コーディネーターに㈱商経アドバイス

して先物取引は必要であるとの方向性が示され

代表取締役社長の中村信次氏をお迎えし、
農業

ています。

ジャーナリストの青山浩子氏、
ＪＡ大潟村代表

このシンポジウムの内容は、
主催者及び本所

理事組合長の小林肇氏、前掲の佐藤正志氏、

から公表されておりますので詳細については

東京大学大学院教授の中嶋康博氏、全国稲作

そちらをご覧ください。

経営者会議会長の平石博氏の５氏によるパネル

なお、生産者及び実需者等から市場継続の

ディスカッションが実施され、
コメの価格形成

要望も寄せられている状況下、
本シンポジウム

のあり方について熱い討論が行なわれました。

で討論された内容等を踏まえまして、本所と

通常、商品の価格は需給関係によって決まる

いたしましては令和という新しい時代の始まり

ものですが、
コメの場合は、消費が減っている

に合わせて、
コメ先物取引の本上場を実現すべく

にも拘らず米価は安くなっていません。これ

邁進して参る所存でございます。

には、政府によるコメ政策が関係しています。
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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
〔賛助会員〕
〇新規会員のご紹介
（令和元年５月１日入会）
法人名：エコステーション株式会社
代表者：代表取締役 是永 佳子
住 所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１-４-16ピーコス日本橋ビル７Ｆ
ＴＥＬ：03−3666−4450
ＦＡＸ：03−5643−8822
事 業：省エネ新技術 エネフューチャー 製造、販売、施工
〇社名変更のお知らせ
（社名変更日 平成31年４月１日）
新社名 三菱商事ライフサイエンス株式会社
（旧社名

ＭＣフードスペシャリティーズ株式会社）

〇人事のお知らせ
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）
（令和元年６月６日就任）
アサヒ装設株式会社
代表取締役社長 山本 康太

協 会 役 員 人 事
〇協会役員の交代について
第８回通常総会において、新理事１名、新監事１名が選任されました。
・公益社団法人日本べんとう振興協会 理事 森田 邦雄（敬称略）
（ＮＰＯ法人食品保健科学情報交流協議会 顧問）
・公益社団法人日本べんとう振興協会 監事 大山 圭彦（敬称略）
（株式会社ファーストフーズ 取締役執行役員管理本部長）

森田

邦雄

理事

協 会 の 行 事
○令和元年度食品微生物検査技士養成講座募集開始
☆募集期間
令和元年７月10日（水）〜令和元年８月10日（土）
当協会ホームページよりの申込みとなります。
http://www.bentou-shinkou.or.jp
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大山

圭彦

監事

事務局だより

○５月23日に明治記念館で第８回の通常

2019年 夏季号

外国人労働者の受入れについては、単に

総会と講演会、懇談会を開催致しました。

逼迫する労働力の補完に留まらず、コン

懇談会では吉川農林水産大臣をはじめ、

プライアンスの徹底や良品づくりに関わ

石破茂衆議院議員、前原誠司衆議院議員、

る社内体制の充実など、新制度の運用開

木村義雄参議院議員、林芳正参議院議員、

始に合わせて整備していくべき課題を明

山田修路参議院議員の皆様からご挨拶を

確にして取組むことで、当業界が新制度

頂戴致しました。また農林水産省や各団

運用の手本となるような方向を目指して

体の方々にも多数ご出席いただき、盛会

いきたいと考えます。

裏に終了致しました。お忙しいところご
出席いただきました皆様方に、この場を

○６月21日に農林水産省政策統括官から、

借りて御礼申し上げます。

当協会を含めた米の生産、集荷、販売、

講演会では、元中小企業診断協会会長の

実需者など米に携わる関係者宛に、【米

新井信裕氏から「将来産業として期待さ

の安定取引に向けた取組の推進につい

れるべんとう産業への提言」と題して、

て（依頼）―産地と実需の結び付きによ

当業界の更なる発展に関わる様々なご提

る安定的取引関係の構築】と題する文書

言を頂きました。詳しくは本編をご覧く

が発信されております。米の需給・価格

ださい。

の安定を図っていくために、産地側と実
需者側との複数年契約などの取組を、よ

○６月28日に本年度第１回の「フードサ

り積極的に進めてほしいとの主旨です。

イエンス研修会」を、食糧会館会議室に

会員各社には別途ご案内しますが、《米

て開催いたしました。詳しくは次号でお

マッチングフェア2019》が今年も東京

伝えしますが、当面の食品表示の見直し

（９月11・12日、来年２月12・13日）・

に向けた対応と、HACCP制度化に即し

大阪（８月22・23日、来年１月30・31日）

た検査法のあり方について、丸３時間の

で開催されます。実需者との直接取引に

熱心な研修会となりました。当協会では、

関心の高い多数の生産者との貴重な商談

引き続き安全・安心な食品製造等に関わ

の場として、是非ご活用ください。

る時宜に適った内容で、情報発信や意見
交換の場を提供して参ります。

○東京オリンピックの開会までいよいよ１
年余り。私の周りも、観戦チケットが入

○外国人労働者の受入れに関わる新たな枠

手出来た・外れたと賑やかになって来ま

組みである【特定技能】が、いよいよス

した。秋田の街外れで迎えた1964年の

タートしました。僅か１年前には導入対

東京オリンピックも、それから56年経っ

象が「建設」
「農業」
「宿泊」
「介護」
「造船」

て会場の間近で迎える今回のオリンピッ

の５分野と伝えられていましたが、当業

クも、私自身は同じくテレビ観戦になり

界も「飲食料品製造業」として対象にな

そうです。

り、本年10月にはその第１回の試験が
行われる予定です。

（専務理事

嵯峨哲夫）
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