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一般社団法人 日本外食品流通協会 
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5555 月月月月 25252525 日に令和日に令和日に令和日に令和 4444 年度定時総会、令和年度定時総会、令和年度定時総会、令和年度定時総会、令和 4444 年度春季講演会、情報交流会を年度春季講演会、情報交流会を年度春季講演会、情報交流会を年度春季講演会、情報交流会を KKRKKRKKRKKR ホテル東京でホテル東京でホテル東京でホテル東京で開催しま開催しま開催しま開催しました。した。した。した。    

１ 第 8回定時総会 

  議案の「①令和３年度事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書等」、「②令和４年度事業計画

(案)及び収支予算案等」、「③役員(理事・監事)の改選」は、原案通り承認されました。来賓は、農林

水産省大臣官房新事業・食品産業部 武田食品流通課長様と同課石井担当官様。会員出席者数(委任状

を含む)は、６４名でした。また、総会後の臨時理事会で会長、副会長、専務理事を選任しました。 

会 長  （近 畿）    オーディエー（株）会長     小田 英三  

副会長  （九州・沖縄）  協和商工（株）社長       加城 一成 ＜九州・沖縄支部長＞ 

副会長  （近 畿）    大洋産業㈱（株）社長      大月 年春 

副会長  （関 東）     山屋食品（株）社長       菅澤 運一 

副会長  （東海・北陸） （株）大光 社長         金森 武   ＜東海・北陸支部長＞ 

理 事  （東北・北海道）（株）嶋津商店 社長       嶋津 宏之 ＜東北・北海道支部長＞ 

理 事  （関 東）    東京中央食品（株） 社長     狩野 憲彰 ＜関東支部長＞ 

理 事  （関 東）    （株）久世 常務取締役      加藤 広忠 

理 事  （関 東）    （株）鈴木食品 社長       鈴木 美津江 

理 事  （東海・北陸） （株）トーカン 商品統括部 

                     副部門長   伊藤 信宏(新任) 

理 事  （近 畿）    （株）泉平 社長         泉    周作  ＜近畿支部長＞ 

理 事  （近 畿）      （株）豊食品店 社長       久保 孝次 

理 事  （近 畿）    尾家産業（株） 取締役      坂口 泰也 

理 事  （近 畿）    京都鰹節（株）会長兼社長     志村 雅之 

理 事  （中国・四国）  大幸（株）社長              森脇 哲雄  ＜中国・四国支部長＞ 

理 事  （九州・沖縄）  （株）南給 社長             知識 公洋 

理 事  （賛助会員）    キユーピー（株）執行役員    岩田 清司 (新任) 

理 事  （賛助会員）    マルハニチロ（株）常務執行役員  安田 大助 

監 事  （東海・北陸）  （株）ジーケーエス 常務取締役 福堀 和雄 (新任) 

監 事  （近 畿）       前田食品（株） 社長          前田 晴美 

専務理事（会  員  外）  （一社）日本外食品流通協会   中村 祥典 ＜事務局＞ 

 

２ 講演会  

演題 「SDGsで企業競争力を高める」 講師 ナレッジフォース・パートナーズ代表 藤原敬行様

Zoom 参加者を含め 87名が参加しました。 

 

３ 情報交流会 （着座による宴席：宴席開始前に名刺交換・情報交換の場所・時間を設定） 

  来賓(挨拶のみ)の農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課小柳課長補佐様を含め 79名が

参加しました。 

 

ポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業のポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業のポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業のポストコロナを見据えたサプライチェーンの緊急強化対策事業の 2222 次募集が開始されました。次募集が開始されました。次募集が開始されました。次募集が開始されました。    

標記事業の 2次募集が 5月 23日から 6月 15日の間で開始されました。外食協では、短期間での応募

に向け、関係支部と連携しながら、先日実施した意向調査にて意向を表明された会員様と急いで準備を

進めて参ります。 



外食産業フェア及び外食産業フェア及び外食産業フェア及び外食産業フェア及び NAGOYANAGOYANAGOYANAGOYA フードビジネスショーを開催します。フードビジネスショーを開催します。フードビジネスショーを開催します。フードビジネスショーを開催します。    

  令和 4年度の開催に向け、HP ができました。外食協 HP から http://www.gaishokukyo.or.jp/fair.html 

  第 72回外食産業フェア  9月 7（水）～8 日（木）インテックス大阪 3 号館 

  第 33 回名古屋フードビジネスショー 9 月 21(水)〜22 日(木)名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール 

    

食品等流通調査への協力食品等流通調査への協力食品等流通調査への協力食品等流通調査への協力をお願いしますをお願いしますをお願いしますをお願いします    

農林水産省では、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づき、食品等の取引の

適正化を図るため、食品等流通調査を行っています。今年は原油をはじめとするエネルギーコストや原

材料価格の上昇分の転嫁の取引実態の把握を中心に行う予定であり、当協会会員も調査対象となってい

ます。会員皆様におかれては調査への御協力をお願いします。    

食品等流通調査の概要 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/kouzou_kaizen/ryutsu_chosa.html    

    

適宜追加される新型コロナウイルス感染症の関連情報については、以下のＵＲＬをご覧ください。適宜追加される新型コロナウイルス感染症の関連情報については、以下のＵＲＬをご覧ください。適宜追加される新型コロナウイルス感染症の関連情報については、以下のＵＲＬをご覧ください。適宜追加される新型コロナウイルス感染症の関連情報については、以下のＵＲＬをご覧ください。    

 新型コロナウイルス感染症関係の国、地方自治体支援策検索サイト 

  「困りごとに対する支援情報ナビ」 https://corona.go.jp/info-navi/ 

 厚生労働省 新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け） 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

 経済産業省（中小企業庁）の支援策サイト  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00 

5月 23日に「基本方針」が変更されイベント等の制限が緩和されました。

https://corona.go.jp/emergency/#jimurenraku 

    

展示会等のご案内展示会等のご案内展示会等のご案内展示会等のご案内 6666 月月月月、、、、7777 月月月月（来場には事前登録が必要です。来場には事前登録が必要です。来場には事前登録が必要です。来場には事前登録が必要です。HPHPHPHP 等で確認し登録してください等で確認し登録してください等で確認し登録してください等で確認し登録してください）    

  FOOMA JAPAN 2022（ 国際食品工業展） 

  6月 7日（火）～10日（金）東京ビッグサイト  https://www.foomajapan.jp/ 

  第 2回 国際 食品商談 Week（JFEX） 

  6月 22日（水）～24日（金）東京ビッグサイト https://www.jfex.jp/ 

  第 6回 “日本の食品”輸出 EXPO 

  6月 22日（水）～24日（金）東京ビッグサイト https://www.jpfood.jp/ 

  第 14回 ホテル・レストラン・ショー & FOODEX JAPAN in 関西 2022 

  7月 27日（水）～29日（金）インテックス大阪 https://www.jma.or.jp/hoteres-osaka/ 

  CAFERES JAPAN 2022 

  7月 27日(水)～29日(金)  東京ビッグサイト https://caferes.jp/ 

 

        今後の理事会等の開催予定今後の理事会等の開催予定今後の理事会等の開催予定今後の理事会等の開催予定（（（（新型コロナウイルス感染状況で変更する場合があります新型コロナウイルス感染状況で変更する場合があります新型コロナウイルス感染状況で変更する場合があります新型コロナウイルス感染状況で変更する場合があります））））    

理事会等名 日  時 場  所 

令和４年度第２回理事会  
 8 月 4日(木) 14:00～16:00 KKR HOTEL TOKYO  

令和４年度第 3回理事会 

     秋季講演会 

     情報交流会 

 11月 9日(水) 13:00～15:00 

        15:00～16:20 

                16:30～18:30 

KKR HOTEL TOKYO 

令和４年度第４回理事会 
令和５年 

  1月 13日(金) 14:30～16:00 
グランドプリンスホテル高輪 

令和５年合同賀詞交歓会   1月 13日(金) 16:30～18:30 グランドプリンスホテル高輪 

 


