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Ⅰ．平成３０年度事業計画における重点事項
昨年の我が国経済は、極めて緩和的な金融環境、政府の経済対策効果もあって、個人消費や設
備投資が緩やかに増加傾向をたどり、海外経済の堅調を背景に輸出が好調に推移し、大手企業を
中心に企業収益が改善する等一部に明るい兆しが見えた。一方、実質賃金は伸び悩み、デフレ脱
却は依然遠い等、景気の足踏み状態が続いている。
国外の情勢では、英国の EU 離脱問題の影響、過剰な生産能力や不良債権を抱える中国経済の
減速、アメリカがエルサレムをイスラエル国の首都と認定したことによる中東での地政学的な緊
張、弾道ミサイルの発射が繰り返され緊張状態が続く朝鮮半島等、依然として、世界経済は様々
なリスクを抱えているものの、先進国経済は概ね堅調に推移し、ASEAN やインドに持ち直しの動
きが見られる等、世界経済は拡大基調を維持している。
また、世界的に保護主義の動きが広がりつつある中、我が国と欧州連合（EU）による日欧経済
連携協定（EPA）交渉妥結とアメリカを除く環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の大筋合意等、
我が国を巡る自由貿易協定の進展には大いに関心を払う必要がある。
こうした国内外の動向を受け、食品機械（工業会会員統計）の販売額は昨年に対して微増を見
込んでいる。
食品業界では、食品の安全性の担保、深刻化する人手不足、低価格化、多様化する消費者ニー
ズ、環境対策、少子高齢化に伴う国内市場の縮小等多くの課題を抱えている。
本年、当工業会は創立７０周年を迎えることになるが、今後我々食品機械業界が安定して発展
を続けていくために、ユーザーである食品業界の動向を常に注視し、コスト削減や効率化を追求
しつつ絶えず技術革新を進め、安全・安心という基本を堅持し、食に関わるビジネスの新たな領
域を切り開き、消費者のニーズに真摯に応えるような提案を行っていくこととし、特に以下の事
業を重点事項として、食品機械産業の総合的な発展と進歩を図り、国民の豊かで安心できる食生
活の向上に貢献していくこととする。
１．食品機械の安全・衛生化の推進
２．FOOMA JAPAN 2018（国際食品工業展）の開催
３．産学技術交流の促進と関連技術情報の普及
４．食品及び食品機械の安全・衛生等の情報提供
５．国際化への対応
６．第１９期 FOOMA アカデミーの開講
７．日食工創立７０周年への対応
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Ⅱ．創立７０周年記念事業
創立７０周年を契機として、下記の通り記念事業を実施し、会員並びに当工業会の一層の発
展・振興に資することとする。
１．記念式典・祝賀会の開催
平成３０年５月２８日（月）に帝国ホテルにおいて、記念式典及び祝賀会を開催する。
２．記念表彰
記念式典において当工業会の発展に永年にわたり貢献されてきた功労者に対する記念表彰
を行う。
３．記念誌の編纂
当工業会の７０年の変遷を「日食工７０年のあゆみ」にまとめ上げ、会員並びに関係業界に
配布する。
４．その他記念事業
日食工事業の一層の活性化、及び会員企業の工業会活動への積極的な参加意識を深めていた
だくため、平成３０年１０月１８日（木）に日食工創立７０周年記念講演会を開催し、同日～
１９日（金）に会員懇親会を行う。

Ⅲ．事 業 活 動
１．食品機械の安全・衛生化に関する調査研究及び普及
国際自由貿易における機械類の安全・衛生関連協定への対応、及び国際標準への整合を通じ、
我が国の食品機械産業の振興に資するとともに、国民生活の基本である「労働安全及び食品安
全」に対する社会的責任を果たすことを目的に、次の事業に取り組む。
⑴ 食品機械の国際的な安全・衛生化の推進
我が国における安全・衛生に関する社会的要求の高まりに応えるとともに、当該産業のさ
らなる発展のために国際的な安全・衛生設計への対応が不可欠である。このような課題に対
応するため、
「安全衛生企画委員会」は以下の事業に取り組む。
① 国際安全関連情報の調査、及び規格研究機関との連携
EHEDG ガイドラインがベースとなっている EN（欧州規格）を参考に、衛生設計に関する国
際規格は作成されている。また、HACCP システムを包含する衛生安全マネジメントスキーム
である、GFSI（Global Food Safety Initiative）の“カテゴリＫ”に ISO 及び EHEDG の衛生
設計概念が採用される見通しとなった。この動きは 2020 年に我が国において HACCP システム
が強制法規化された際、大きなインパクトが食品機械産業界に及ぶことが危惧される。
このように激変する国際環境を視野に入れグローバルハーモナイズに対応するため、当
委員会は EHEDG JAPAN と連携し、GFSI 及び食品機械の輸出に必須となる欧州、米国、中国
における材料規制に関する情報収集に取り組む。
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② 洗浄性評価認証手法の検証
機械類の洗浄性に関する評価試験、及び認証として EHEDG ガイドライン Doc.２の手法に
基づく“EHEDG 認証”がデファクトスタンダード（実質的な標準）として知られる。だが
EHEDG International から認証されたプラント、作業者、組織でなければこの試験を行うこ
とができない。そのため試験を希望する当該産業のメーカーは、欧米のテスト機関に製品
を送るだけでなく、すべて英語でやり取りを行わなければならないなどのコスト負担が大
きく、海外競合メーカーとの競争が不利な状況にある。
そこで安全衛生企画委員会は、当該機械産業の振興に資するため、我が国に EHEDG 認証
テストが実施可能なテスト機関の設立に向け、洗浄性評価プラントの設計・製造に着手す
る。
③ 洗浄性評価プラントの適切性検証
洗浄性評価プラントの認定を得るためには、機能、操作性、再現性、各機器の適切性等、
多種にわたり評価が行われる。評価テストをクリアするため、既に認定を受けたテスト機
関のエンジニアを日本に招聘し、協力機関である一般財団法人日本食品分析センターとと
もに適切性の検証を行う。
④ EHEDG 洗浄性評価：予備試験の実施
機器に対する EHEDG 認証を正式に申し込む前に「洗浄性評価に関する模擬試験を実施し
事前に試験結果を推定したい」
、又は、
「機器に EHEDG 認証までは求めないが模擬試験によ
り、現在の構造を評価したい」
、と考える機械装置メーカーが多い。
このような機械装置メーカーの要望に応えるため、平成２９年度まで洗浄性評価試験の
手順研究に関する委託を行った岡山県工業技術センターの協力を得て、予備試験の受託を
開始する。
⑤ EHEDG アジアミーティングの開催
アジア地域における、日本、台湾、タイ、中国の国際衛生設計要求に関する情報共有、
及び相互協力関係強化を目的に、EHEDG 活動に携わる関係機関を招聘し、相互協力可能な活
動について意見交換を行う。
⑥ EHEDG トレーニングコースの開催
EHEDG は衛生設計に精通したエンジニア養成を目的に、全世界共通のトレーニングプログ
ラムを整備している。安全衛生企画委員会は、平成２９年度に８名の日本人が EHEDG トレ
ーナー試験に合格したことから、今年度は日本人トレーナによる EHEDG トレーニングコー
スを平成３０年６月６日（水）～８日（金）の三日間に渡り、開催する。
⑦ EHEDG ガイドラインの翻訳
昨年度までに発行された４７の EHEDG ガイドラインのうちすでに、４４の翻訳及び妥当
性確認を終えている。しかし改正版が５年サイクルで順次発行されることから、これら改
正版への継続した対応が欠かせない。今年度はこれら改定版のガイドラインを中心に翻訳
に取り組む。
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⑵ 食品機械に関する JIS の科学的検証と規格の改正
現行の食品機械 JIS が平成１５年から１７年にかけて改正された後、設計概念を定めた ISO
12100、リスクアセスメントの方法論を定めた ISO 14121 等、重要な関連国際規格が多数、改
正又は制定された。
近年さらに高まる安全性に関する社会的要求に応えるため、関連国際規格への整合化など、
食品機械 JIS の定期的な見直し、フォローアップが不可欠である。また、JIS に基づくリスク
の評価手法は、代表的なハザードに限定され、多くのハザードについては評価基準が示され
ていない。これら規格が言及しないハザードの評価手法、及びリスク低減活動について次の
事業に取り組む。
① 洗浄性確認・評価手法の研究
機械類の洗浄性を評価する手法としてEHEDGガイドラインDoc.２が世界的に知られてい
る。しかしこの手法は「閉鎖系の機械類のみ対象とする」、「生菌を使用するため管理区
域でしか実施できない」、そして「作業プロセスが多く煩雑、かつ時間を要する」などの
デメリットがある。
そこで開放系の機械類を主なターゲットとし、手軽に現場で、誰もが短時間で洗浄性の
確認・評価が可能な手法を新規に開発するため、国立大学法人 三重大学、及び岡山県工
業技術センターの協力を得て、共同研究に取り組む。
② 衛生加工技術の特殊技能継承に関する調査研究
食品接触部の表面加工、及び衛生溶接等、機械設備の衛生構造に不可欠な専門技能者の
高齢化による退職により、衛生構造特殊技能の次世代への継承が大きな課題となっている。
職人が有する高度な特殊技能は、全ての要点を言語によって伝えることが困難であり、
また、言語情報だけでそれら特殊技能を習得することも同様に困難であることが知られて
いる。このような特殊技能の継承において、言語情報により伝えにくい情報を視覚情報へ
の置き換え、及び第三者に継承する手段としての利用可能性について調査研究に取り組む。
③ 食品機械に関する JIS 改正作業
「食品機械 JIS 改正委員会」は、食品機械 JIS の関連国際規格への整合化に向け、平成
３０年度は飲料加工機械 JIS（JIS B 9657）の改正原案を作成するため次の事業に取り組む。
ａ）飲料加工機械に関連する欧州規格の調査
新規に開発する JIS が貿易障壁とならないよう注意を払うことが国際協定により定め
られている。要求事項の安全性レベルに関する評価を行うためのベンチマークとして、
欧州の飲料加工機械関連規格の調査を行う。
ｂ）飲料加工機械 JIS に規定する機種のリスクアセスメントの実施
ISO/IEC が定める規格作成のためのガイドラインに基づき、専門チームの設置、飲料加
工機械のリスクアセスメント実施、及び評価に基づくリスク低減方策の検討等、各種作
業に取り組む。
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ｃ）飲料加工機械 JIS の要求事項と関連国際規格との整合化調整
ISO/IEC のタイプＡ、Ｂ規格が定める要求事項と、前項に示すリスク低減方策の整合化
について検討を行う。改訂においては、機能安全、安全防護策等の最新規定を考慮する。
ｄ）飲料加工機械 JIS の改正原案取りまとめ
前記作業結果を JIS 規格改正原案として取りまとめる。
④ JIS 改正原案の JIS 化作業
平成２９年度に作成した「製めん機械 JIS 改正原案」の JIS 化に向け、
「食品機械 JIS 改
正委員会」は次の作業に取り組む。
ａ）製めん機械 JIS の最終原案作成
平成２９年度に作成した製めん機械 JIS の改正原案について業界内から広く意見を求
め、寄せられた意見を参考に最終原案〔Final Draft(FD)〕を取りまとめる。
ｂ）一般財団法人日本規格協会への FD 審査申請及び修正
規格の書式、要求事項の整合性、統一性について、一般社団法人日本規格協会に審査
を申請し、その結果に基づく修正作業を行う。
ｃ）標準調査会への審査申請及び修正
標準調査会へ改正に向けた各種申請を行い、審議会における指摘に基づく規格の妥当
性に関する修正作業を行う。
２．国内外の食品及び食品機械の技術に関する普及
国民の豊かで安全な食生活に必要な食品と食品機械の技術力向上のため、一大情報拠点
FOOMA JAPAN の機能を活用し、産学官連携で共同研究開発を実施し研究成果を発表するアカデ
ミックプラザの開催、関係学術団体等と連携した各種シンポジウム等を行い、もって我が国産
業の振興及び国民生活の食の安全及び衛生に寄与することを目的に次の事業に取り組む。
⑴ アカデミックプラザ事業
技術委員会の企画・運営のもと、FOOMA JAPAN の併催事業として、展示会場内の特設会場に
おいて、大学・公的研究機関等の研究者による食品関連技術の成果発表の場であるアカデミ
ックプラザを開催する。
アカデミックプラザでは、食品関連科学技術の振興及び「国民の豊かで、安全な食生活」
につながる研究成果の社会還元の一助とするため、研究者への参加費用の補助制度や表彰制
度を設け研究助成を行っている。
今年度のアカデミックプラザには、国内４６研究室、海外２１研究室が参加し、最新の食
品関連技術の研究成果が発表される。
さらに、会期３日目夕刻に会員企業と研究者との交流会を開催し、関連技術の進歩・向上
を図る。
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⑵ 安全化・衛生化等の推進企画
① 日本食品工学会共催事業
一般社団法人日本食品工学会と連携し、平成３０年６月１２日（火）
、東京ビッグサイト
会議棟の特別会場において、日本食品工学会フォーラム 2018 を共催する。今年度のフォー
ラムは「安全な食品を製造する技術～安全で無ければ食品ではない！～」をテーマとして、
食品又は農産物にとっての有害微生物、特に細菌に着目し、殺菌の際に見逃しがちな損傷
菌について、幅広く討論する場を設け、その関連技術にまつわる最近の研究成果や先進事
例を紹介しながら、今後の研究発展と成果の社会還元に資する。
② 美味技術学会共催事業
美味技術学会と連携し、平成３０年６月１４日（木）
、東京ビッグサイト会議棟の特別会
場において、美味技術学会シンポジウムを共催する。今年度のシンポジウムは「美味しさ
を評価するための最新テクノロジー」をテーマに、多様化・高度化する食のニーズに応え
うる農産物･食品の美味しさ技術（美味技術）にまつわる研究成果・事例を紹介しながら幅
広く討論する場を設け、今後の研究発展と成果の社会還元に資する。
③ 農業食料工学会共催事業
農業食料工学会と連携し、平成３０年６月１５日（金）
、東京ビッグサイト会議棟の特別
会場において、フードテクノロジーフォーラムを共催する。今年度のフォーラムは「農産
物・食品の加工・保存・流通の要、微生物コントロールの最前線」をテーマとして、農産
物・食品の品質を保ちながら安全性を高める新しい技術について、各分野における専門家
が様々な観点から解説するとともに、フードテクノロジー関連で研究開発に取り組んでい
る企業の先進事例の紹介を通して、今後の研究発展と成果の社会還元に資する。
④ 農業施設学会連携事業
農業施設学会と連携し、平成３０年６月１２日（火）
、東京ビッグサイト会議棟の特別会
場において開催する農業施設学会シンポジウムを後援する。今年度のシンポジウムは「日
本を支える物流の革命」をテーマとして、行政、運輸、小売業界、試験研究機関の各分野
から専門家を招いて、先進事例や最近の研究成果を紹介しながら幅広く討論する場を設け、
食品流通の国際化に関する研究の発展と成果の社会還元に資する。
⑤ EHEDG セミナー
EHEDG JAPAN と連携し、平成３０年６月１３日（水）
、東京ビッグサイト会議棟の特別会
場において、EHEDG 前会長の Knuth Lorenzen 氏を講師に迎えて「食品工場の立地、レイア
ウト及び設計」をテーマとしたセミナーを開催する。
⑥ AIB FOOMA 特別講演会
AIB 日本同窓会との共催で、平成３０年６月１３日（水）
、東京ビッグサイト会議棟の特
別会場において、山崎 英恵氏（龍谷大学 農学部 食品栄養学科 准教授 / 食の嗜好研究セ
ンター 副センター長）を講師に迎えて、
「日本料理研究の最前線からの報告」をテーマに
特別講演会を開催し、より安全な食品の供給に資する。
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３．食品及び食品機械の安全・衛生等の情報提供
食品及び食品機械分野はもとより、生産者から消費者に至るまでのフードチェーンに関する
あらゆる人に対して、食の安全及び食に関連する環境（省エネルギー・廃棄物・食育等）への
配慮に関する情報提供をすることにより、国民意識の啓発を図り、もって我が国産業の振興及
び国民生活の食の安全及び衛生に寄与することを目的とし、以下の事業等に取り組む。
⑴ 機関誌「ふーま」の発行
機関誌「ふーま」
（季刊・年４回）を発行する。本誌は、会員企業、食品産業関連企業、研
究機関等へ幅広く配布するほか、FOOMA JAPAN 会場内でも無料配布する。食品及び食品機械、
安全・衛生、食育、当工業会運営活動等に関する情報を様々な角度から収集・広報すること
により、国民の食生活向上に寄与する。
⑵ 「FOOMA 技術ジャーナル」の発行
食品機械・装置に関連する技術をまとめた FOOMA 技術ジャーナルを年２回発行する。本誌
は会員企業や食品産業関連企業へ広く配布するとともに、
FOOMA JAPAN 会場内で無料配布する。
食品機械に関する技術情報を収集・広報することにより、国民の食生活向上に寄与する。
４．国内外の食品及び食品機械に関する調査研究及び普及
国際的なネットワークの構築により、海外における食品製造現場へ食品機械を普及させると
ともに、安全で衛生的な食品製造並びに食品の普及により健全な食生活の発展を図る。これら
は、我が国の食品製造技術の提供により実現することから、我が国固有の技術のイノベーショ
ンにつながり、もって我が国産業の振興及び国民生活の食の安全及び衛生にも寄与することを
目的し、次の事業に取り組む。
⑴ 海外市場調査
我が国産業の海外展開に資する海外市場情報を収集、整理し、会員企業及び一般の方へ情
報を提供することで、当該情報の国内での普及に努めるとともに、当該過程で得られた現地
における食生活向上に必要な情報を現地に提供する。
これらを実現するため、平成３０年度は ASEAN 共同体（AEC）の情報発信拠点であるシンガ
ポールで開催される Food and Hotel Asia 2018（FHA2018）展示会等への FOOMA パビリオン出
展や現地ユーザー等を招いた食品機械プロモーションセミナーの実施、展示会出展等を通じ
た有望市場の実情調査、及び必要に応じて海外政府機関・団体との面談、当該機関・団体主
催の商談会への参加を行う。
また、海外政府機関、団体、並びに企業等から海外事情に精通した有識者を講師に招き、
海外市場セミナーを企画・開催し、最新の海外事情を発信する。
併せて、日本貿易振興機構等と連携を取り、有益な海外情報を収集、会員企業及び一般の
方へ提供する。
⑵ 海外進出推進活動
海外政府機関や団体との交流の促進を通して、海外における食品製造現場の技術力向上、
安全・衛生的な製造技術の向上を図り、我が国食品機械産業の海外展開に際し有効なサポー
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トを得るため、以下の事業を実施することとする。
① FOOMA JAPAN における国際交流ブース「グローバルスペース」の設置
② 外国政府機関・団体によるミッションの受け入れ
５．食品及び食品機械分野の人材育成
食品及び食品機械分野の従事者を対象に、技術及び経営管理に関する教育を行い、次代を担
う人材を育成することにより、もって、我が国食品機械産業の振興及び国民生活の食の安全及
び衛生に寄与することを目的に次の事業に取り組む。
■ FOOMA アカデミー
食品及び食品機械分野の技術者を対象に、技術及び経営管理に関する教育を行い、次代を
担う人を育成する人材教育研修機関として、FOOMA アカデミーのさらなる充実を図る。
① 第１９期 FOOMA アカデミーの開講
第１９期 FOOMA アカデミーは、開催時期、課目構成等の基本事項は第１８期の内容を受
け継ぎ開講する。課目については、受講者並びに派遣企業、担当委員から得たアンケート
を参考に、内容及び講師等について部分的に修正を行い、業界が求める人材育成を目指し、
一層の充実を図る。
② 第２０期 FOOMA アカデミーの開講準備
第１９期 FOOMA アカデミーの開催準備と並行し、過去の実績を踏まえながら、第２０期
FOOMA アカデミーの課目・運営方法、構成等検討に長時間を要する事項について併せて審議
を行う。
６．食品機械産業振興基礎事業
長期的・総合的視点に立って、当工業会の事業活動の基盤強化と業界のさらなる発展に資す
るため諸策の検討を行い、各委員会連携のもとに以下の事業を積極的に展開する。
⑴ 青年部活動
① 次代の経営者、管理者の育成
青年部運営委員会において、次代の経営者・管理者の育成及び青年部員の親睦を図るこ
とを目的とした諸事業の企画検討を行う。
また、展示会事業等の工業会事業に積極的に参画し、当工業会及び食品機械産業の発展
に貢献する。
② 国内・海外研修会等各種研修会の実施
国内のユーザー企業及び会員企業等を訪問し、最新の業界動向・情報収集を目的とした
国内研修会、国際委員会と合同で海外食品機械関連の展示会・食品関連工場の視察等現地
の最新事情の収集を目的とした海外研修会、次代の経営者・管理者に必要な各種研修会や
情報交換会等を開催し、参加者の資質向上とネットワーク構築に資する。また、青年部の
親睦を深め、健康増進を図るためにマラソン大会への参加企画を行う。
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⑵ 支部会活動
① 地域別部会
東部・中部・西部支部の活性化と会員サービスのための懇親会の場を設け、情報交換会
等を実施することにより会員相互の交流促進を図る。
② 業種別部会
業種毎に多様化した課題や要求への対応策等を検討するため、精米麦・製粉機械部会、
製めん機械部会、製パン・製菓機械部会、飲料機械部会、肉類・水産加工機械部会を必要
に応じて展開し、食品機械産業の発展に資する。
７．食品機械の安全・衛生化等に関するサポート事業
⑴ 安全・衛生化サポート
世界的に進む自由貿易化に対応するため、WTO の共通ルールである「国際安全規格」に基づ
く設計の仕組み作りに対する重要性が高まっている。食品機械産業界におけるこのような喫
緊の課題に対応するため「安全衛生企画委員会」は、次の安全・衛生化支援事業に継続して
取り組む。
① 国際安全規格対応講習会のメンテナンス及び実施
我が国の安全・衛生関連法令、及び国際的な要求に対応するための一助として機械安全
JIS は大きな役割を担っている。これら関連 JIS の効果的かつ適切な使用に資するための次
の７テーマから構成される「国際安全規格対応講習会」のテキスト情報を更新し、実施す
る。
なお機械安全 JIS は、機械装置メーカー及び機械ユーザーの協同作業を要求することか
ら、本講習会は、機械ユーザーも受講対象者とする。
ａ）安全設計基本概念
ｂ）システム安全入門
ｃ）リスクアセスメント方法論
ｄ）制御盤設計 「基礎編：電気装置の安全設計」／「応用編：制御盤設計」
ｅ）制御システムの安全関連部の概要
ｆ）安全防護の概要と設計
ｇ）取扱説明書
ｈ）安全検証試験実習
② 厚生労働省通達への整合証明書の発行
厚生労働省は、エンジニアに対し４０時間の安全設計の教育を受けることを要求する通
達を発出している。
「国際安全規格対応講習会」は通達が示す条件、及びカリキュラムを満
たすため、前記 h)を除くａ）～ｇ）の７テーマの受講者に履修証明書の無料発行を継続し
て行う。
なお「制御盤設計」のテーマについては、基本編、応用編いずれかの受講により教育条
件を満たすものとする。
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③ システム安全エンジニア資格取得支援
効果的な人材育成には、講習会への参加だけでなく、知識の“習熟度の測定”による評
価を行うことが重要である。また、このような習熟度測定は、講習会の主催者ではなく第
三者が実施することが、客観性及び公平性を確保するために求められる。
設計者の安全関連知識を証明する第三者認証制度には、長岡技術科学大学が中心となっ
て運営する「システム安全エンジニア（SSE）
」が知られている。SSE は４つのレベルがあり、
安全設計のレベルに応じた十分な知識を証明する資格として、厚生労働省の通達にも明記
された。安全衛生企画委員会は、これら資格取得を支援するため次の活動に取り組む。
ａ）試験対応演習の実施
安全設計に関する４つの知識レベルのうち、レベル 1「アソシエイト」
、及びレベル２
「サブエンジニア」の取得を推奨し、これら資格取得のための予想問題を作成し、演習
を実施する。
ｂ）試験環境の整備
受験希望者の利便性確保を目的に、資格試験の実施面でも同大学と連携し、会員企業
のエンジニア専用の試験会場提供等、資格取得支援に向けた活動を行う。
④ 安全衛生設計のサポート
国際規格に基づく安全衛生設計に取り組む際、規格要求をどのように実務に落とし込む
かがしばしば問題となる。
このような具体的な取り組みに対する課題を持つ会員企業を電話及び対面によりサポー
トを行う。
⑵ 警告ラベル頒布事業
会員企業の安全化対策等への支援の一環として、ISO 3864、ISO 11684 を参考に作成した警
告ラベルを頒布する。
⑶ 技能向上事業
食品機械の設計・製造に直接関わる人材の基礎技能を充実させ、食品機械の様々な性能向
上を図るため、必要な分野における技能向上を目的とした講習会を開催する。平成３０年度
は、会員企業を対象とした機械加工分野における講習会「機械系技能士コース基礎学科レベ
ルアップ講座」を開催する。
⑷ 海外・国内 PL 保険
製造物責任（PL）法に対応し、当該機械の万一の損害賠償の発生に対し、会員企業の救済
を図るため団体海外 PL 保険並びに団体国内 PL 保険（ともに平成３０年９月１日より１カ年）
制度への加入促進活動を継続実施し、会員企業へのより有利な PL 法対策に供する。
⑸ 食品関連機械団体標準約款頒布事業
食品機械業界における契約時にかかる労力の低減、及び契約相手との公平な契約を締結す
ることを目的とした食品関連機械団体標準約款を当工業会 Web サイトへ公開するとともに、
同約款の解説を頒布することで、広く業界標準約款の普及を図る。
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８．展 示 会 事 業
食品機械産業に関わる企業が同一の場に参加し、新製品開発と技術開発で競合し合うことは
業界全体の技術力向上と、参加者の共同意識を高める効果があり、展示会事業は食品機械産業
の発展、振興のための最も有効な手段である。
当工業会では、展示会実行委員会を中心に各委員会が連携し、食品機械・装置及び関連機器
に関する技術並びに情報の普及を図り、併せて食品産業の一層の発展に寄与することを目的と
して、FOOMA JAPAN（国際食品工業展）を毎年開催している。
４１回目の開催となる今年度の FOOMA JAPAN 2018 では、東京ビッグサイト東展示棟１～８
ホール全てを使用し、多くの企業を受け入れる体制を構築することで、近年続いている出展申
込の受付辞退の軽減を図る等顧客満足度の向上を図る。また、
「食の技術は無限大。
」をテーマ
に掲げ、食の安全・安心への関心の高まりを背景として、食品機械の業界を取り巻く様々な課
題に対する最先端テクノロジー、製品、サービスを発信し、食の技術が拓く、ゆたかな未来を
提案していく。
業界関係者のみならず多くの関心者が参集する FOOMA JAPAN の特徴を活用し、主催者団体と
して国民生活の食の安全及び衛生に寄与するために最新の研究成果を発表するアカデミック
プラザの開催、企業の海外進出を推進する企画として、関係機関と連携して実施するグローバ
ルスペースの設置並びに海外来場者をサポートする企画等を実施し、社会還元に資する。
なお、安全な展示会運営を行うため、防災・安全対策にも取り組む。
⑴ FOOMA JAPAN 2018（国際食品工業展）実施概要
開催期間：平成３０年６月１２日（火）～１５日（金）１０：００～１７：００
会

場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）東展示棟全館及び会議棟

テ ー マ：
「食の技術は無限大。
」
⑵ 広 報 活 動
展示会のイメージアップと来場促進を図るとともに、当業界の認知度向上を図るため、
FOOMA JAPAN 公式 Web サイトやメールマガジン、各種広報媒体を効率的に活用し、タイムリー
な展示会情報の発信を行う。
また、海外の食品関連産業関係者等へ PR ブースを提供するとともに、当工業会として海外
主要展示会へのブースの交換出展、視察団の派遣・受け入れ等により、相互交流を推進し、
FOOMA JAPAN 並びに我が国食品機械産業の認知度向上を図る。
⑶ プレゼンテーションセミナー
東京ビッグサイト会議棟の特別会場において、出展社の製品情報や新技術発表の場として
プレゼンテーションセミナーを開催する。
⑷ イ ベ ン ト
青年部の企画・運営のもと、平成３０年６月１３日（水）
、「FOOMA ビジネスフォーラム」
と題して、石渡美奈氏（ホッピービバレッジ株式会社 代表取締役社長）を講師に迎えた講演
会を開催し、展示会の質的向上を図る。
広報委員会の企画・運営のもと、
“日食工１日広報委員長”と題して、ゲストに青木愛氏を
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招き、FOOMA JAPAN 会場内で日食工に関する広報活動を行う。また、FOOMA JAPAN 会場内のア
カデミックプラザ口頭発表特設ステージにおいて、機関誌「ふーま」テーブルトーク公開取
材を実施する。
⑸ 開催祝賀レセプション
全ての出展社及び多くの業界関係者が一堂に会し、活発な情報交換が行える場を提供する
ことにより、食品機械等に関する公正な「商取引」、
「技術開発競争環境」の確保、展示会の
地位向上、さらには関連産業の健全な発展を図る。
⑹ 出展社・来場者サービス
展示場最寄り駅からの送迎用シャトルバスの運行、VIP ラウンジ及び出展社商談室の設置、
クロークの設置、出展社情報検索サービスや様々な来場者からの問いに対応するインフォメ
ーションの設置等、出展社・来場者サービスの一層の充実を図り、快適なビジネス空間を創
出する。また、Wi-Fi のフリースポットをガレリア及び東京ビッグサイト東展示棟７・８ホー
ルリンクスペースに設置し、来場者の利便性向上を図る。
⑺ 学生対象 YO-CO-SO（ようこそ）FOOMA
青年部の企画・運営のもと、多くの企業が参集する FOOMA JAPAN を活用し、出展企業の見
学ツアー等を通して、学生に食品機械業界への関心度を高めるための企画を実施する。
⑻ FOOMA JAPAN 2019（国際食品工業展）の準備
FOOMA JAPAN 2018（国際食品工業展）終了後は、その実施結果を踏まえ、次回展示会の準
備に着手する。
⑼ FOOMA JAPAN 検討組織の立ち上げ
正副会長会の諮問により、将来の展示会運営について検討する組織を立ち上げ、展示会事
業の一層の充実を図る。
９．技術研究促進事業
技術委員会を中心に会員企業の技術力の向上、食品機械産業を取り巻く諸問題に対応するた
め、以下の事業に取り組む。
⑴ 講演会・説明会の企画運営
食品工学・機械工学等の技術分野における専門知識の深化を目的とした講演会並びに、時
期的・社会的要請に即応したテーマによる説明会・講習会等を企画・運営し、会員企業に対
し広範な技術的支援を行う。
⑵ 工場・研究施設の視察
会員企業の技術的課題に応えるため、各種製造業の工場・研究施設等の視察を実施する。
⑶ 研究者データベースの更新、管理
会員企業に対する技術支援活動並びに産学共同研究の交流促進を図るため、当工業会 Web
サイトへ公開している食品工学・機械工学等の研究者に関するデータベースの情報を更新す
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るとともに、食品関連研究者の情報をまとめたガイドブックを作成し、会員企業へ配布する。
⑷ 新規事業検討会の開催
技術研究促進事業をより充実した事業とするため、新規事業検討会を開催する。
⑸ 食品機械の自動化推進
食品機械のさらなる自動化を目指すため、自動化に関して参考となる情報を収集し、とり
まとめて、会員企業に周知する。
10．広 報 事 業
会員企業、食品産業関連企業、関係機関に対して、当工業会の事業活動を積極的に広報する
ために以下の事業に取り組むこととする。
⑴ 「日食工だより」の発行
会報誌「日食工だより」を毎月発行し、タイムリーな情報提供を行う。
⑵ 日食工ガイドの改訂
当工業会の概要を広報する「日食工ガイド」について改訂を行う。
11．国際交流事業
海外市場における FOOMA JAPAN の PR 活動を促進する。また、最新の海外食品市場の動向を
調査すべく、海外最新事情視察団を派遣し、海外の食品機械産業見本市と経済事情等を把握す
る。
12．会館（ふーまビル）運営事業
当工業会財務の基盤強化を図るため、会館の効率的運用に努め、一部を賃貸するとともに、
資産保全のための諸策の検討を行うこととする。
13．その他事業
⑴ 食品機械の機種別販売額・輸出額統計調査
会員企業の経営指針としての活用、当工業会の事業活動及び業界の将来ビジョンの策定等
に反映させるための基礎資料とすることを目的として、会員企業を対象に四半期毎に食品機
械の機種別による販売額・輸出額にかかる調査を行う。
⑵ 中小企業事業活動の支援制度利用の推進
中小企業にとって必要な政策について、当工業会の Web サイトや機関誌等を通じてその周
知する。
⑶ 「中小企業等経営強化法」の経営力向上設備等に係る証明書発行業務
平成２９年３月１５日に「経営力向上に関する命令の一部を改正する命令」及び「中小企
業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」が施行された。これにより、自社の経営力
を向上するために実施する計画を国から認定された事業者は、税制や金融の支援等を受ける
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ことができることとなった。税制支援である固定資産税（固定資産税の特例措置）や法人税
等（中小企業等経営強化税制）の課税標準の特例措置についても、同日より開始された。
当工業会は、この固定資産税や法人税等の課税標準の特例措置について、当該特例対象と
なる経営力向上設備等（機械及び装置）の要件を満たすことを証する書類（証明書）の発行
を行うこととなったことから、昨年度に続き証明書を発行する。
⑷ 賀詞交歓会
会員サービスのための新年行事として、新春賀詞交歓会を開催する。
⑸ 情報収集及び発信の強化
当工業会ホームページの機能向上等を図り、情報収集及び発信を強化し、会員企業等に役
立つ情報サービスの提供を行う。
⑹ 当工業会 Web サイトの運営
会員企業をはじめ、食品産業関連企業、研究機関、一般の方を対象に、関連する法令・告
示・通達、当工業会の事業活動等を Web サイトに掲載し、広く情報を提供する。また、当工
業会への入会、会員企業の広報の一助となるよう、さらには国民の食生活向上に貢献できる
よう、より有効な利用方法について検討する。
⑺ 事務局機能等の充実
会員サービスの向上に資するため、職員の資質向上に努め、事務局機能の強化・充実を図
る。
また、ふーまビル３階に常設している FOOMA JAPAN 運営事務局と連携し、展示会事業のさ
らなる充実に資する。
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