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視点

「新しい生活様式への挑戦 −日常と非日常の際−」
専修大学
（公益社団法人
この春の新型コロナウイルス感染で、今、市民
生活や産業界では必定な対策、自粛や自衛による変
革が求められている。正に、国を挙げて未来社会へ
の社会実験が展開中という状態にある。
食品業界でも、人々の努力や創意工夫は計り知
れない。新しい生活様式への挑戦が始まり、確かな
将来を仰ぐ、人々の心理的成長への誘いと、筆者は
認識する。そこで、我らの意識変革を期待し、食品
パッケージの開発例から、その芽を探ってみよう。
一つは、魅力的なアルファ化米のお握り商品。一
般に、アルファ化米は、これまで非常食、災害食、
保存食として、或いは登山時の携帯食として機能を
発揮している。その商品群に、ユニークな使い勝手
の良いお握りが登場した。尾西食品（株）の「携帯お
にぎり」
（2017年）である。同社商品は、日常のコン
ビニ等で買う三角形のお握り形状と同形で、パッ
ケージの中に湯を注ぎ15分で握らずにお握りを美
味しく食べるという、楽しい発想を飛ばしたヒット
商品。これまで、非常用等のアルファ化米の多くの
商品、使用時に袋やカップ等に湯を注ぎ、味はまあ
まあの代用品として受け止められがちだ。が、本商
品は、湯・水が浸透し易いパッケージ形状（共同開
発）を工夫し、お馴染みの三角形で、数種の中身の
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具で展開している。
（同社は、2007年宇宙日本食の認
証も受けている）。もはや、非日常食の範疇を超え、身
近な日常食の新たな価値の提案例ではないだろうか。
二つは、（株）クラウン・パッケージのマイクロ
フルート製容器の開発で、現代社会の抱える環境問
題への解を提示する一例である。現在のコロナ禍の
中、中食や外食、第一次産業、また異業種の領域で、
多くの協働作業を模索し、新たな協力体制、シェア
リングが展開している。デリバリーサービス、弁当
のテイクアウト商品の展開である。が、そこでも、
経済的理由から容器の課題は残される。取りあえず
容器としての機能を満たせば良いとされた時代から、
今日的な脱プラ「エコ容器」としての価値訴求は必
定である。当該製品は、エコ性を前提に、美粧性、
軽量性、保温や保冷性など新たなパッケージの付加
価値も強化した。仕様は３層構造の0.5㎜の極薄段
ボールで熱を伝えにくく、保温・保冷に優れ、耐水・
耐油の機能も可能、電子レンジにも対応可。しかも、
印刷適性が高く美粧性にも優れる。
今後、新たなエコ意識を基盤とした日常性への
期待は、実に高い。多様な技術を駆使し、人々の新
たな生活価値観を育む商品開発に、目が離せない。
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第９回 通常総会開催
令和２年度
公益社団法人日本べんとう振興協会の第９回通常総会（令和２年度）が５月21日（木）午後４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番15号）にて開催されました。本年度は
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年開催しております講演会、懇談会は中止し上記会
議室にて、３密（密閉、密集、密接）を避けるべく会場の入口と窓を開放し、席の間隔を空け、出
席者へはマスクの着用、会場入室時においては、アルコール消毒液の使用をお願いしたうえで総会
のみの開催となりました。
正会員27社のうち書面による議決権行使を行った20社を含め出席は25社となりました。
石原葵会長の挨拶、農林水産省食料産業局食品製造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。令和元年度事業報告・会計報告に関する
件は何れも原案のとおり可決承認されました。
嵯峨専務理事より令和２年３月12日の理事会の承認事項である令和２年度事業計画及び令和２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、また、新型コロ
ナウイルス感染症に係る懸念がある中、通常総
会にご出席賜り、誠にありがとうございます。
農林水産省からは新藤外食産業室長に御出席い
ただいております。ありがとうございます。
本日の総会では、令和元年度事業報告及び会
計報告をお諮りしたいと思います。
例年であれば、総会の後に、
「講演会」と「懇
談会」を開催するところ、新型コロナウイルス

明いたしますが、私からは３点申し上げたいと

感染症に関する現下の状況を踏まえ、総会のみ

思います。まず、当協会の二つの柱でありま

の開催とし、開催場所も、この食糧会館会議室

す「米の消費拡大による自給率の向上への貢

とさせて頂きました。また、今次総会において

献」と「食品微生物検査技士による食の安全へ

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

の貢献」についてです。１点目の米の問題につ

から、先般の理事会のご了解を得て、書面によ

きましては、米の全体需要が減少する中、引き

る議決権の行使も可能とさせて頂きました。

続き需要に見合った生産が極めて重要となって
おります。残念ながら、当協会会員の皆様が使

全体の事業報告については後程事務局から説

われるいわゆる業務用米については、需要は高
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第９回

通常総会開催

まっている中で十分な数量確保が懸念される状

施行されることになっております。食品製造業

況にあります。このような状況の下、農林水産

界において、安全で安心できる食品の製造の取

省は、
本年１月から「米取引の事前契約研究会」

扱いができる人材育成は極めて重要であります。

を開催致しました。中食業界からは、わらべや

このような視点に立って、本制度の定着・推進

日洋ホールディングス株式会社の白井取締役常

に努めて行きたいと考えており、大学との連携

務執行役員が出席されましたが、当協会として

等も引き続き進めていく考えであります。皆様

も、米の安定的な生産・取引の更なる推進を要

方には、制度の積極的活用をお願いするととも

請する観点から、
「事前契約による米取引の拡

に、雇用情勢の変化も予想されております、こ

大について」
（要望）を提出しました。その趣

れまでもお願いしております検査技士の資格を

旨は、①マーケット・インの観点から、生産者

取得した大学生の優先採用について配慮してい

と実需者との間の顔が見える関係の構築が重要

ただきたいと思っております。

であること、②事前契約の契約事項については、
できるだけ幅をもたせることが重要であること、
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３点目は、行政の各種施策等の情報提供につ

③生産サイドに対し、事前契約の拡大について

いてです。食品衛生法の改正、出入国管理法の

十分な指導をすることの３点を主張しておりま

改正など、既存施策では十分な対応ができなく

す。研究会は３月に中間とりまとめを行った段

なった状況を踏まえ、行政施策において所要の

階ですが、改めて普及啓発用パンフレットの作

見直しが次々に行われております。このような

成等もされており、我が方の要望はおおむね容

状況の下、当協会としては、新型コロナウイル

れられていると考えております。価格について

ス感染症に関する各種対策を始めとして、会員

は、農林水産省の公表資料、米に関するマンス

の皆様の業務に関する事項に関し、タイムリー

リーレポートですが、これによると元年産米の

な情報提供を行っていくことが重要と認識して

対取引価格は、平成24年産の水準とまではい

おります。このため、通常業務での迅速な情報

かないものの、前年産とほぼ同水準とここ数年

提供を行うと共に、フードサイエンス研修会に

高止まりの状況となっており、米の消費に大き

よる詳細な説明の場の提供を行って行きたいと

なマイナスの影響を与えるのではないかと懸念

考えております。昨年度は、消費者庁、農林水

しております。いずれにしても安定的な米取引

産省、厚生労働省の担当官を講師として、
「食

に向け、皆様におかれては、今後とも、事前契約、

品表示の見直しに向けた対応について」
、
「食品

複数年契約などの安定取引に積極的に取り組ん

ロス削減・食品リサイクル促進に係る現状と施

で頂きたいと思います。協会としても、引き続

策の推進方向について」及び「食品衛生法の改

き、米のマッチング等の事業についての情報提

正に伴う営業規制の見直しについて」ご説明頂

供を行うとともに、農林水産省に対して、この

きました。本年度についても、会員の皆様の御

ような安定取引への一層の指導をお願いしてい

要望をお聞きして、実施してまいりたいと考え

きたいと考えております。

ております。

２点目の食品微生物検査技士制度につきまし

最後に今後も協会の発展のため、引き続き課

ては、一昨年に食品衛生法が改正され、ＨＡＣＣ

題に取り組んでまいりますので、ご協力をよろ

Ｐに沿った衛生管理がいよいよ、本年６月から

しくお願い致します。

第９回

総会 ご来賓 ご挨拶



農林水産省 外食産業室長

通常総会開催

新藤光明 様

公益社団法人日本べんとう振興協会の第９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
行政の推進に御理解、御協力を賜っております
こと、御礼申し上げます。
さて、本年は新型コロナウイルス感染症の流
行により、外出自粛が要請されるとともにテレ

感染防止のための自主ガイドラインを、各業界
団体に定めていただきました。

ワークが推奨され、観光地やオフィス街周辺の
食品需要が落ち込む一方、住宅街での巣ごもり

貴協会に関しましては、貴協会を含め多くの

消費の影響で底堅い食品の需要が存在している

食品企業が加盟する一般財団法人食品産業セン

と承知しております。

ターが「食品製造業における新型コロナウイル
ス感染症感染拡大予防ガイドライン」を策定し

そのような中、貴協会の皆様方におかれまし

ておりますので、是非、ご参照いただき、同ガ

ては、学校の休業等により従業員の出勤に制約

イドラインに反映されている
「新しい生活様式」

がかかったり、外国人技能実習生の出入国が制

の職場での実践に取り組んでいただきたいと思

約を受けるといった状況などにも対応されつつ、

います。

政府の営業継続要に応え、食料の安定供給を実
現していただいております。これまでの皆様の

今後も、貴協会の皆様のビジネスにおいては、

ご尽力に対して、改めて敬意と感謝の意を表明

外食業ほどの極端な影響はないとしても、社会

したいと思います。

全体の景気動向あるいは、先ほど石原会長から
言及がございました種々の課題を踏まえ、楽観

この間、農林水産省としても、食品関連事業

できない状況が続くものと思われます。

者の皆様の職場において、従業員等が新型コロ

農林水産省といたしましても、我が国の弁当

ナウイルスに感染した場合などにおける、業務

業界の引き続きの発展に向けて、皆様との連携

継続のためのガイドラインを策定するなど、感

を深めて参ります。

染者発生時の混乱を避け、食のインフラを支え
る皆様の業務がなるべくストップしないよう、
情報の整理や周知に努めてきたところです。

最後になりますが、貴協会の益々の御発展と、
会員の皆様方の益々の御健勝を心から祈念申し
上げて、私の挨拶といたします。

また、さる５月14日には、緊急事態宣言の
一部解除と時を同じくして、業界別に、政府か
らのお願いに応える形で、皆様の職場における

本日はお招きいただき、誠にありがとうござ
いました。
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食品製造業における
新型コロナウイルス感染症
感染拡大予防ガイドライン
令和２年６月２日改訂
一般財団法人食品産業センター

１．はじめに
○令和２年４月７日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事
態宣言が発出されましたが、生活に欠かせない食品の供給を担う食品製造業については、政
府からの要請（注１、注２、注３）も踏まえ、事業を継続してきたところです。
（注１）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言に伴う食品その他生
活必需品の安定供給の確保について」（令和２年４月６日農林水産省食料産業局長・経済産業省
商務・サービス審議官）
（注２）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言下におけるゴールデ
ンウィーク中の食品の安定供給の確保について」（令和２年４月24日食料産業局長・政策統括官）
（注３）
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第１項に基づく緊急事態宣言の延長下における引
き続きの食品の安定供給の確保について」（令和２年５月７日食料産業局長）

○こうした中、令和２年５月４日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウ
イルス感染症対策の状況分析・提言」
（以下「専門家会議提言」という。
）においては、
「業
界団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、業種
ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場にお
いて、試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい」
とされたところです。
○さらに、令和２年５月４日に変更された新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロ
ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間を令
和２年５月31日まで延長するとともに、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見
据え、５月４日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成す
るなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされました。
○食品製造業などの新型コロナウイルス感染症の予防対策については、令和２年３月16日に
農林水産省が策定した「食品事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対
応及び事業継続に関するガイドライン」
（以下、
「事業継続ガイドライン」という。
）において、
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一般衛生管理に加え従業員の健康管理や施設設備等消毒などの重要性が具体的に示されてい
ます。このため、当センターにおいては、
「事業継続ガイドライン」や専門家会議提言にお
いて示された、感染拡大を予防する「人との接触を８割減らす10のポイント」や「新しい
生活様式」の実践例も踏まえつつ、基本的考え方と具体的取組（①各施設の実情に応じた感
染予防対策、②従業員の感染予防・健康管理等）に関し、本ガイドラインを定めることとい
たします。
○食品製造業には、事業や施設の規模を含め様々な業態の事業者の皆様がいて、全てを網羅す
るガイドラインの策定は難しいことから、各事業者におかれましては、本ガイドラインを活用
して、自らが個々の状況に対応した対策を講じることにより、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大予防に向けた取組を推進していただきますようお願いいたします。

２．基本的考え方
○食品の供給を担う食品製造業は、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行ってお
り、人員や物的資源等を確保し、業務を継続することが求められています。
○食品製造業においては、従業員の体調管理やこまめな手洗い、アルコール等による手指の消
毒、咳エチケットなど食中毒予防のために実施している一般衛生管理が新型コロナウイルス
感染拡大の予防になりますが、社員食堂・更衣室・休息室など製造現場以外も含めて三つの
密の発生リスクがあることを評価して適切な感染拡大の予防措置を講じることが重要です。
○また、専門家会議提言において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する観点から、
手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施に加え、①密閉空間（換気の悪い
密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集している）
、③密接場面（互いに手を伸ばし
たら届く距離での会話や発声が行われる）という３つの条件（以下「三つの密」という。
）
を避けるための取組の必要性が強調されたことを踏まえ、食品製造業の規模や施設の配置の
実情に応じて実施する際に参考とすべき取組を例示し、指針として示しています。
○事業を継続していく上では、従業員の健康の確保とともに新型コロナウイルス感染症患者が
発生した場合に職場を集団感染の場とさせないことが不可欠です。このため、本ガイドライ
ンにおいては、従業員の感染予防・健康管理・職場での感染拡大防止を実施する上で取り組
むべき事項についても示しています。
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３．具体的な取組
従業員の感染予防・健康管理
事業継続を確保するとともに、食品製造現場における感染を防止するためには、従業員の感
染予防対策と健康管理の実施が必要となります。
このため、各事業者においては、以下に挙げる取組例を参考に対策を適切に講じることが求
められます。
①新型コロナウイルス感染予防に関する基本的知識等の周知徹底
従業員に対し、新型コロナウイルス感染予防に関する基本的な知識を周知し、感染防止策を
徹底させるため必要な指導・教育を行う。
✓発熱や息苦しさなど新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合、新型コロナウイルス感
染症陽性とされた者、または過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必
要とされている国、地域等への渡航及び当該在住者との濃厚接触があったと保健所によっ
て判断された場合は出勤しない。
✓新型コロナウイルスは飛沫感染及び接触感染で拡散されていくことから飛沫感染防止のため
には、三つの密を避けること（対人距離を保ち、マスク等を着用し、不要不急の会話は避け
ること。また定期的に換気を行うこと。
）
、接触感染防止のためには、手洗いの順守や手袋の
着用、共通で使用する器具や設備（ドアノブやトイレ、椅子等）の定期的な消毒が求められる。
②換気の徹底
食品製造現場が換気の悪い密閉空間となることを避けるため、食品の衛生管理に支障を及ぼ
さない範囲で、以下のような取組を適切に行う。
✓換気設備を適切に運転・管理し、室内の換気に努める。

✓換気設備が不十分な場合には、窓やドアを定期的に開放する。
③従業員への飛沫感染と接触感染の防止
従業員によるマスク、フェイスシールドの着用や、必要に応じ手袋の着用やこまめな手洗い
を励行することにより、飛沫感染と接触感染の防止を行う。
④社会的距離の確保
食品製造現場において、対人距離を確保するため、業務の方法や動線について点検するとと
もに、食品製造施設の規模等に応じて、以下のような取組を適切に行う。また、休憩中等にお
いても従業員自らが対人距離の確保に努めるよう指導を行う。
（新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和
２年５月４日）においては、各業種に共通する留意点として「人との接触を避け、対人距離を確保（で
きるだけ２ｍを目安に）」とされている。）

✓マスク、ヘアネット、使い捨て手袋、作業着などを着用する。
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✓できるだけ２メートルを目安に（最低１メートル）確保するように努める。

✓マスクの着用については、「「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント」（令
和２年５月29日厚生労働省、環境省）を踏まえて、適宜対応する。
⑤清掃・消毒の取組
食品製造現場では、日頃から一般的な衛生管理が行われているが、特に以下のような点に留
意して取組を強化する。
✓従業員のための手指の消毒設備（霧吹きや、アルコールペーパー（ペーパータオルをタッパー等の
中で、アルコール溶液に浸したもの）などを含む。）を入口及び施設内に必要に応じ設置。
✓トイレについて、トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示し、不特定多数が接触する場所
は消毒を行うとともに、ハンドドライヤーの使用はできるだけ避けるほか、共通のタオル
の使用は行わない。便座やドアノブを介しての感染を防止するために、便座やドアノブは
清潔さを維持し、使用後の手洗いと手指の消毒を徹底する。
✓鼻水・唾液がついたゴミについて、ビニール袋に入れてできるだけ密閉し縛るとともに、
ゴミを回収する人はマスクや手袋を着用し、マスクや手袋を脱いだ後は、石けんと流水で
手を洗う。
✓使用済みのマスクや手袋は、別の容器にて管理する。

✓ド アノブなど不特定多数の者が触れる場所については、清潔に保ち、定期的に消毒を
行う。
⑥休憩スペース・社員食堂での取組
休憩スペース・社員食堂は感染リスクが比較的高いと考えられることに留意し、以下のよう
な取組を行う。
✓一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。
✓可能な限りマスクを着用し、不要な会話はできるだけ避ける。
✓常時換気することに努める。

✓共有する物品（テーブル、いす等）は、清潔に保ち、定期的に消毒する。
✓従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗い若しくは消毒をする。
⑦更衣室での取組
多くの従業員が利用することに留意し、以下のような取組を行う。
✓一度に入室する人数を減らし、密集・密接を防ぐ。

✓可能な限りマスクを着用し、会話はできるだけ避ける。
✓窓やドアを定期的に開けるなど、室内の換気に努める。
✓入退室時の手指の洗浄若しくは消毒をする。
⑧事務所での新型コロナウイルス感染予防対策
食料供給のためのフードチェーンを維持するためには事務所での新型コロナウイルス感染予
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防対策も重要であり、テレワークの推進、換気、マスク着用、不要な会話はできるだけ避ける
等、飛沫感染を避けるとともに、モバイル機器や電話、コピー、FAXなどの共通で使用する
設備・施設は清潔に保ち、定期的な消毒を行うなどなど、接触感染を避ける。
✓人事や経理等、テレワークが難しい部署についても、できるところから改善していく（決
済等捺印システム、ペーパーレス化、フレックス、時差出勤など）ことが望ましい。
✓受注センターや苦情対応部門等、テレワークができない部署については、席等の間隔を広
く取り、換気を強化し、ブース化を進め、ヘッドセットやモバイル機器などの設備は、で
きるだけ共有を避けることが好ましい。
⑨その他、従業員に対する感染予防・健康管理に関する指導等
職場において、従業員の日々の健康状態の把握に配意する。また、従業員に対し、以下のよ
うな指導を行う。
✓咳エチケットの徹底

✓従業員による体温の測定と記録の実施

✓発熱などの症状がある場合、新型コロナウイルス感染症陽性とされた者、または過去14
日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航及
び当該在住者との濃厚接触があったと保健所によって判断された場合には、所属長への連
絡と自宅待機の徹底
✓以下の場合には従業員から所属長に連絡の上保健所に問い合わせる
➢発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなけれ
ばならない場合を含む）
➢息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）や高熱等の強い症状がある場合
➢高齢者や妊娠中の女性、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患な
ど））がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
✓出勤時、トイレ使用後、施設への入場時における手洗い、手指の消毒
✓通勤時には、時差通勤や公共交通機関を利用しない方法の積極的活用
✓疲労の蓄積につながる恐れがある長時間の時間外労働等を避けること

✓従業員１人１人が十分な栄養摂取と睡眠の確保を心がけるなど健康管理を行うこと

４．おわりに
○各事業者においては、本ガイドラインで示した事項に基づいて食品を製造する事業を行うこ
とにより、効果的な感染予防対策が図られることが期待されます。
○なお、本ガイドラインの内容は、感染の動向、ウイルスに関する知見等に関する専門家の助
言等を踏まえ、今後見直すことがあります。
（以上）
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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
（2020年5月4日抜粋）
「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」

４．今後の行動変容に関する具体的な提言
（１）感染拡大を予防する新しい生活様式について
○５月１日の提言では、感染の状況は地域において異なっているため、
①感染の状況が厳しい地域では、新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療崩壊を
防ぎ、市民の生命を守るため、引き続き、基本的には、
「徹底した行動変容の要請」が必
要となる。
②一方で、新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようになった地
域（以下「新規感染者数が限定的となった地域」という。
）であっても、再度感染が拡大
する可能性があり、長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様式に移行していく必
要がある、と指摘した。
○これまでの提言でも、感染拡大を食い止めるために徹底した「行動変容」の重要性を訴え、
手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施、「３つの密」を徹底的に避ける
こと、
「人との接触を８割減らす10のポイント」などの提案を重ねてきたところである。今
回の提言では、５月１日の提言を踏まえ、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
を具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生活の中で取り入れていただきたい実践例
を「別添」のとおり、整理した。
○新型コロナウイルスの出現に伴い、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策
をこれまで以上に取り入れた生活様式を実践していく必要がある。これは、従来の生活では
考慮しなかったような場においても感染予防のために行うものである。
〇新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例があ
る。新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感
染を拡大させないことが不可欠である。そのためには一人ひとりの心がけが何より重要であ
る。具体的には、人と身体的距離をとることによる接触を減らすこと、マスクをすること、
手洗いをすることが重要である。市民お一人おひとりが、
日常生活の中で「新しい生活様式」
を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種の感染症の拡大
を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を守ることにつながる
ものと考える。
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（別添）

「新しい生活様式」の実践例
（１）一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
□外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを
着用する。ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。
□家に帰ったらまず手や顔を洗う。
人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
□手洗いは秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。
※

高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

移動に関する感染対策
□感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
□発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
□地域の感染状況に注意する。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式
□まめに手洗い・手指消毒 □咳エチケットの徹底
□こまめに換気（エアコン併用で室温を℃以下に） □身体的距離の確保
□ 「３密」の回避（密集、密接、密閉）
□一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
□ 毎朝の体温測定、健康チェック。発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

（３）日常生活の各場面別の生活様式
買い物
□通販も利用
□１人または少人数ですいた時間に
□電子決済の利用
□計画をたてて素早く済ます
□サンプルなど展示品への接触は控えめに
□レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等
□公園はすいた時間、場所を選ぶ
□筋トレやヨガは、十分に人との間隔を
もしくは自宅で動画を活用
□ジョギングは少人数で
□すれ違うときは距離をとるマナー
□予約制を利用してゆったりと
□狭い部屋での長居は無用
□歌や応援は、十分な距離かオンライン

公共交通機関の利用
□会話は控えめに
□混んでいる時間帯は避けて
□徒歩や自転車利用も併用する

食事
□持ち帰りや出前、デリバリーも
□屋外空間で気持ちよく
□大皿は避けて、料理は個々に
□対面ではなく横並びで座ろう
□料理に集中、おしゃべりは控えめに
□お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

イベント等への参加
□接触確認アプリの活用を
□発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

（４）働き方の新しいスタイル
□テレワークやローテーション勤務 □時差通勤でゆったりと □ オフィスはひろびろと
□会議はオンライン □対面での打合せは換気とマスク
※ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインは、関係団体が別途作成
注：上記実践例は、感染状況の変化を踏まえ、専門家会議の構成員にも確認いただき、６月19日に一部の記載を
変更して公表されたものです。
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令和２年度「食品微生物検査技士」募集

令和２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
2,000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
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114人

100人 78人 85人

200人

78人
21人

平成28年

90人
33人

93人

２級
１級

73人

75人
32人

19人
平成29年

平成30年

令和元年

●認定資格取得までの受講の流れ
受講申込受付期間 令和２年７月10日（金）〜 令和２年８月10日（月）

受講申し込み
※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２年度「食品微生物検査技士」募集

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及び従事者を
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

33,000円

検査技術研修料

55,000円

計

非会員の

食品微生物検査技士２級

従業者及び個人

33,000円

検査技術研修料

60,500円

計

通信講座受講料
合

計

93,500円
27,500円
27,500円

通信講座受講料

55,000円

検査技術研修料

60,500円

合

計

通信講座受講料
食品微生物検査技士１級

88,000円

通信講座受講料
合
食品微生物検査技士３級

22,000円

通信講座受講料
合
食品微生物検査技士１級

22,000円

検査技術研修料
合

計

115,500円
55,000円
71,500円
126,500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。）

14

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

おこめの話題

『おこめの話題』～コロナ禍の米販売、家庭用は増加、業務用はかつてない減少に！
全国米穀販売事業共済協同組合（全米販） 業務部

今年も全国各地で田植えが無事終了し、
出穂
が始まっている産地もあるかと思います。
農水省
が公表した令和２年産米等の第２回中間的取組

が分かれる結果となっています。また、
３ヵ月
先（２年６月頃）の見通し（Ｑ５）については、
「外食、観光業がどれだけ回復するか次第

状況
（４月末現在）
では、
主食用米の作付は前年

である。」、「自宅炊飯が定着すると思うが、

並み傾向35産地、減 少 傾 向12産 地 と な っ て

パスタ類の販売は落ちていないので、家庭用

おり、作柄が平年作の場合、食糧部会で示され

米販売に影響が出る。
」
など、
「やや悪くなる」
との

ている生産見通し717～709万トンを上回る恐れ

回答が約４割を占め、ＤＩ値は
「31.0」となり、

があり、農水省では営農計画書の提出を６月

新型コロナウイルスの収束が見通せない中、

末から出来秋直前の８月末まで２ヵ月延長し、

先行きは悪くなるとの見方が多くありました。

飼料用米を始めとする非主食用への作付転換
を促しています。

これまで比較的堅調であった業務用需要は
制限解除に伴い、
徐々に回復していくと思われ

こうした中、新型コロナウイルス感染拡大

ますが、在宅勤務の継続、社会的距離を確保

による３月～５月の外出自粛は米穀業界にも

した中での飲食物の提供など、
新しい生活様式

大きな影響を及ぼしました。
一時スーパーの棚

の定着により、完全回復には至らないと考え

から米が消えるなどして家庭用が伸びましたが、

られます。
失われた需要による影響は元年産・

学校・企業給食の停止や飲食店の休業により

２年産に限らず、
３年産の生産・流通にも及ぶ

業務用が大きく減少する事態となりました。

との声が出ています。消費マインドが少しで

本組合が四半期ごとに組合員に対して行って

も上向くよう、
影響が長期化する可能性も想定

いる米販売動向調査（３月分）では、２年３月

しながら、生産、流通、販売が一体となり、

の販売数量の動向（前年同月比）
（Ｑ１）として

状況に応じ官民連携した対応を講じていく

約４割が
「増えた」としています。ただ、
「観光

必要があると思います。

ホテルでの米使用量が減った影響等で、
業務用
が減少した。
」など、

第44回米販売動向調査（令和２年３月分）～結果とりまとめ～

外出自粛による影響
が見受けられました。
３ヵ月前
（元年12月）
と比較した米販売の
動き
（Ｑ３）
では、
ＤＩ値
「60.0」
と、
「良くなって
いる」
「やや良くなって
いる」
の回答が約５割
を占めましたが、
「家庭
用は２割強増加した
が、業務用は家庭用
を 上 回 る 減 少 率と
なった。
」
など、動向

Ｑ １ :昨 年 ３ 月 と 比 べ た 令 和 ２ 年 ３ 月 （ １ か 月 ） の 米 販 売 量
回答者数（会員）

合計

増えた

やや増えた

変わらない

やや減った

減った

50
100.0%

19
38.0%

4
8.0%

7
14.0%

9
18.0%

11
22.0%

Ｑ ３ :３ か 月 前 （ 元 年 １ ２ 月 ) と 比 べ た 販 売 動 向

DI値

回答者数（会員）

合計

50
100.0%

良くなってい やや良くなっ
る
ている

18
36.0%

8
16.0%

変わらない

8
16.0%

やや悪くなっ 悪くなってい
る
ている

8
16.0%

8
16.0%

60.0

（参考） 規模別 DI値
規模A 規模B 規模C
95.8
78.3
43.1

Ｑ ５ :３ か 月 先 （ ２ 年 ６ 月 頃 ） の 見 通 し

DI値

回答者数（会員）

合計

良くなる

やや良くなる

変わらない

やや悪くなる

悪くなる

50
100.0%

0
0.0%

5
10.0%

13
26.0%

21
42.0%

11
22.0%

31.0

（参考） 規模別 DI値
規模A 規模B 規模C
27.6
33.3
36.7

※企業規模について
規模Ａ：米穀の売上高が年間１００億円以上、規模Ｂ：米穀の売上高が年間２５億円以上～１００億円未満
規模Ｃ：米穀の売上高が年間２５億円未満
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御作田社の御守
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

米穀機構に『御作田社御守』という御守が

とあります。また、お供え物である「神饌」

飾ってあります。その御守には次のように書

の順番は概ね決まっており、「米、酒、餅、

かれています。

雑穀、魚介、
・・・・」と続きますが、トッ

お米は私たちの命をつないでゆく大切な

プ３が米に関わるもので、いかに米が神聖な

食べ物です。

ものとして扱われているかがわかります。

神様のお恵みに感謝し、毎日を健やかに
お過ごし下さい。

みたる米で支えられてきました。代謝機能な

米穀機構では、この言葉のとおり、ごはん

どでも米に対して優れたものをもっていると

を中心とした日本型食生活による健康確保、

いわれています。こうした遺伝的形質はそう

豊かな食生活の実践等を通じて米の消費拡大

簡単に変わるものではありません。近年、生

に力を入れてきています。この御守、何処の

活習慣病が大きな問題になっていますが、根

御社かご存知でしょうか。御守にはこうも書

底には食生活の洋風化が背景にあると思われ

かれています。

ます。狩猟民族の食生活は、遺伝的形質の異

稲穂を見守る神様をお祀りするこのお社

なる稲作民族の私たちにとって、健康を維持

に、○○の人々は五穀豊穣の祈りを捧げ

する上で影響がないとは言えないでしょう。

ます。農耕は日本人の生業の基です。そ

これから、人口爆発や環境変動など様々な

の発展は商工業に活かされ、現在の豊か

課題と向き合っていくことが必要となりま

な生活を築いております。

す。高齢化社会の中でいかに健康を維持する

さて、上の○○に入る言葉は何でしょうか。

かも考えていかなければなりません。
改めて、

答は『諏訪』です。この御守は、諏訪大社の

お米の有難さに感謝し、ごはんを中心とした

御守で、御祭神は穂見大神（ホミノオオカミ）

食生活を見直して、健康で豊かな生活を守っ

です。

ていくことが大事ではないでしょうか。

諏訪大社のみならず、どの神社でも神事で
は稲穂や米が使われています。
古事記には高天原の神々から伝えられた言
葉である「神勅」の一つとして、「斎庭稲穂

米穀機構では科学的根拠も確かめながらご
はん食の良さのＰＲに努めており、今後も力
を入れていきたいと考えております。
最後になりましたが、皆様の御発展と御健

の神勅（ゆにはいなほのしんちょく）
」には、

勝を祈念するとともに、今後とも引き続き当

天照大神から子孫に向けたお言葉として、

機構の取組にご協力いただきたくお願い申し

「私が高天原に作る神聖な田の稲穂を授ける」
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おこめの話題

「コロナウイルスとコメ先物市場」
大阪堂島商品取引所

６月19日、コロナウイルス感染拡大防止

れませんが、先物相場の動きだけは誰にも分

のための非常事態宣言が解除されたとはい

かりません。ただ、
今になって言えることは、

え、我々の社会生活及び経済活動にはまだま

もし、先物市場で３月５日に16,360円で新潟

だ制約がありますが、一日も早く完全収束す

コシの10月限を売っておけば、10月時点で

る日が訪れることを切に願うばかりです。コ

の売値が確定しますので、例えば10月の納

ロナウイルスのワクチン開発が待ち望まれて

会を迎えて先物相場がどんなに安くなってい

いるところですが、聞くところによると完成

ても、16,360円で売り渡せるわけです。これ

までには２、３年は掛かるということで、ま

が、このコラムで以前に書かせていただいた

たいつ感染が拡大するのかという不安を抱え
ながら、十分に注意して生活しなければと思
う次第です。

「売りヘッジ」と呼ばれるものです。
即ち、今年収穫するコメの価格がいくらに
なるかは分かりませんが、先物相場が採算の

さて、このコロナウイルスがコメの先物市

取れる価格であれば田植えが始まる前から売

場に及ぼした影響について述べさせていただ

っておけばよいのです。そうすれば、売値が

きます。先日、コメの当業者の方（卸売業者）

固定されます。これでいくら相場が下がって

とお話をする機会があったのですが、皆様も

も安心です。

ご存じのとおり、コロナウイルスの感染拡大

例えば、差金決済を例に挙げますと、新潟

を防止する目的で政府から営業自粛要請が出

コシの先物市場において16,360円で売って、

されたため、外食産業の多くが休業や営業時

14,020円で買戻して差金決済すれば、
１枚
（※）

間の短縮を余儀なくされました。この影響を

で58,500円の利益になります。
（2,340円×25俵）

受けて、業務用米の売れ行きが大きく落ち込

もし、10枚（250俵）売っておいて差金決済

んだとお聞きしました。そのためコメの在庫

すれば、約３か月で585,000円の利益になり

が増えて現物価格が大きく下落しました。

ます。

コメの先物市場も現物相場と連動しますの

ここで申し上げたいことは、このような不

で、３月以降は下落の一途を辿りました。新

測の事態が起こったときこそ、先物市場が機

潟コシの相場を例にとりますと、2020年10

能する絶好の場面になるということです。先

月限（令和２年産の新米が対象で10月に受

物市場は、投機家によるマネーゲームの場で

渡するコメ）が、３月５日に16,360円を付け

はありません。あくまでも現物を取り扱う業

たあと続落し、月末には15,360円と１か月で

者の方が、保険を掛ける（ヘッジする）ため

1,000円も安くなりました。その後も相場の

に存在するものです。

下げは止まらず、６月16日現在で14,020円と

是非、この機会に先物取引の存在意義を見

約３か月で2,340円（約14％）も暴落しました。

直していただきたいものです。

先物市場では相場が安くなれば買い手が現れ

※枚は先物取引の最小取引単位を表します。

ますので、このまま下がり続けるとは考えら
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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）
［正会員］
（令和２年６月26日就任）

（令和２年６月３日就任）

株式会社グリーンデリカ

株式会社ファーストフーズ

代表取締役社長

代表取締役社長 澤田

大村

司

昌己

［賛助会員］
（令和２年５月就任）

（令和２年５月19日就任）

株式会社品川工業所

株式会社プロシスタス

代表取締役社長

小笠原

昭典

代表取締役社長

松木 伸介

協会の行事
○令和２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２年７月10日
（金）〜令和２年８月10日
（月）
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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認

定

証

食品微生物検査技士１級
Food Microbiological Technologist

名簿登録
氏
名

〇

〇

〇

〇

様

食品微生物検査技士１級として認定しここに
その称号を付与します
資格取得日
有効期限

2020 年 3 月 25 日
2023 年 3 月 31 日

事務局だより

2020年 夏季号

〇５月21日に食糧会館会議室で第９回の通常総会を開催致しました。例年は講演会と懇談会
を併せて開催しておりますが、本年は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、会場を
食糧会館会議室に移して総会のみの開催とし、書面による議決権行使も可能として会場にお
越しいただく会員の皆様の人数を極小に絞りました。お忙しいところご出席いただきました皆様
方に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
当日は農林水産省外食産業室の新藤室長もお越し下さり、新型コロナウィルス禍における当
業界の役割について有難く力強いお言葉を頂戴致しました。その内容は本編に掲載しており
ますので、是非ご参照ください。
〇今年度の事業計画に掲げた項目のうち、後述の《食品微生物検査技士養成講座》は例年
同様の取組みとする一方、《フードサイエンス研修会》については集合研修としての開催を今
年度後半以降とし、それまでの間に研修内容等について会員各位からのご意見を十分にお聞
きして開催に備えることと致しました。特にこの時期に採り上げたいテーマ等について、是非
ご意見をお寄せください。
○今年度の《食品微生物検査技士養成講座》は、
例年通り７月10日に募集を開始しております。
11月上旬から12月上旬にかけて順次実施する実技研修や、２月中旬の試験本番の実施体
制については、新型コロナウィルス感染拡大防止のために一部例年と異なる運営を余儀なくさ
れることが予想されますが、業界の安全・安心を担う人材育成はこの環境下でも待った無しで
す。東京顕微鏡院様、BMLフード・サイエンス様には倍旧のご協力を頂戴しながら、当協会
の主力事業であるこの資格制度の運営に、事務局一同万全を尽くしてまいりますので、会員
各社には一層のご支援を心からお願い申し上げます。
○東京オリンピックの開会も１年延期となり、本年後半はコロナ禍から世の中全体がどう立ち直っ
ていくか、足元をしっかり見つめながら改めて態勢を整えていく日々になろうかと思います。当た
り前だったことが当たり前でなくなり、当たり前でなかったことが当たり前になる毎日を冷静に受
け入れながら、業界の底力を会員企業各社が一丸となって発揮されるよう、協会事務局一同
も心して日々の業務に取り組んでまいります。


（専務理事

嵯峨哲夫）
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