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2021 年 5 月 27 日発信 

 

 
 

一般社団法人日本惣菜協会（会長：平井浩一郎）は、2021 年 5 月 26 日、第 43 回 2021 年度通常総会を開催

した。例年であれば、通常総会にあわせて、同日に優良社員表彰式、記念講演、記念懇親会を開催していたが、

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今回は、会場での開催は通常総会のみとし、記念講演については

Zoom にてライブ配信にて開催した。 

 

通常総会は、東京會舘（東京都千代田区丸の内）にて開催し、議決権を有する会員の過半数（委任状を含む）

の参加により成立した。来賓として、農林水産省食料産業局外食産業室の須永新平室長にご祝辞をいただいた。

今回、役員改選の議案はなかったが、2020 年 10 月に現役理事が 1 名逝去されたことにより、2021 年度役員は

21 名から 20 名体制となることが確認された。 

総会終了後、ライブ配信した記念講演では、5 月 18 日に発刊した『中食 2030』の執筆者により『中食 2030~

ニューノーマル時代の新たな｢食｣をめざして~から見る中食の現状と未来』と題したパネルディスカッションが

行われ、320 人がライブ視聴した。講演会冒頭には、5 月 11 日に発表された「2020 年惣菜市場規模 9 兆 8,195

億円」についての報告と、本来は記念懇親会にてご紹介する予定であった新入会員企業 22 社をスライドで紹介

した。 

なお、開催を中止した「2021 年優良社員表彰」では、特別功績者１名、功績者 22 名、永年勤続者 59 名、合

計 82 名の方々が受賞した。 

 

 

2019 年 1 月の賀詞交歓会以来、大規模な会合の開催ができない状況が続いています。食品業界団体としては、

こうした飲食を伴う会合の中止は非常に心苦しく、大変残念に思っています。一日も早い終息とともに、業界全

体の市場の回復を心よりお祈り申し上げます。会員の皆様に少しでもお役に立てるよう、web 配信による勉強会

の開催や有益な情報配信とともに、業界課題への取り組みに、より一層注力してまいりますので、今後とも格別

のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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【式次第】 

◆日 程  2021 年 5 月 26 日（水） 

◇通常総会 13：30 開始 ／ 14：30 終了 （東京會舘） 

◇記念講演 15：00 開始 ／ 17：00 終了 （web 配信） 

パネラー 中央大学商学部 教授 木立 真直 氏 

株式会社クック・チャム 代表取締役社長 藤田 敏子 氏 

      三菱食品株式会社 マーケティング部 戦略研究所 部長 北濱 利弘 氏 

         株式会社リテール総合研究所 代表取締役 『リテールガイド』編集長 竹下 浩一郎 氏 

ファシリテーター 

      株式会社日本経済新聞社 編集 総合編集センター調査グループ 次長 白鳥 和生 氏 

テーマ  『中食 2030~ニューノーマル時代の新たな｢食｣をめざして~』から見る中食の現状と未来 

 

【会長挨拶文】 

皆様、日頃より日本惣菜協会の事業活動にご理解、ご協力を賜り、この場を借りまして御礼申し上げます。 

この度、2021 年度第 43 回通常総会につきましては、大変残念ながら、規模・開催形式とも大幅に変更となりましたことに、ご

理解ご容赦賜りたいと存じます。皆さまにご参集いただいて、総会・優良社員表彰式・記念講演・懇親会を実施するべく、時間の

許す限り準備を進めておりましたが、現下の情勢を踏まえ、苦渋の判断をしたところです。 

さて、昨年度はコロナ禍影響で会員企業各社厳しい事業環境が想定され、協会と致しましては思いを共有させて頂くべく、会費

の徴収を取りやめさせて頂きました。また「惣菜産業の為の新型コロナウイルス感染症対策緊急対応版」を配布いたしました。 

協会事業活動に制約をうける中でも、会員機関紙 jmNews の刷新・外国人材の衛生教育 DVD の配布・Web を利用した中央セミ

ナーや支部セミナーの配信をはじめ、会員に役立つ活動を進めて参りました。更に教育事業の柱である惣菜管理士資格試験では、

試験日を延期しながらも 3,500 名余受験され、また 2021 年受験に向けて惣菜管理士養成研修は 3,600 名余りの方々に受講頂きま

した。コロナ禍にあっても人材教育に力を入れておられる各企業様の敬意を表する次第です。今年度は、そのような事業活動はも

ちろんのこと、協会運営に反省すべき点が多く、協会ガバナンスの強化を図って参ります。更に SDGs などの課題にもしっかりと

向き合い、取り組んでいきたいと思います。 

さて、この場を借りまして、2 点、出版書籍についてご紹介させていただきます。 

まず、惣菜業界唯一のデータベースである「惣菜白書」ですが、今年は 3 年に一度の拡大編集版として、消費者動向・販売動向・

経営実態の 3 カテゴリを掲載し、発刊致します。本調査にご協力いただきました会員企業はじめ、関係者の皆様ありがとうござい

ました。2020 年の市場規模は残念ながら、11 年ぶりの前年マイナスとなりまして、前年比▲4.8％の 9 兆 8,195 億円となり、コロ

ナの影響が如実に出た結果となりました。これまでの、「おいしい」、「出来立て」、「価格」、「安全」というキーワードだけではなく、

「巣篭り」、「買いだめ」等、今までと違った消費行動を考慮していかなければならないでしょう。しかし外食のテイクアウト・デ

リバリーの拡大、調理済み冷凍食品の増加等、広義な意味での惣菜に対する消費者の期待は大きく、今後も拡大傾向は継続するも

のと信じております。今後も食のライフラインとして業界を盛り上げて参りたいと存じます。 

次に、「中食 2030」です。こちらは、5 年毎に発刊している、中食・惣菜産業の将来の課題や方向性を提示する資料です。中食産

業も、先の見通し辛い状況が続いておりますが、多方面の有識者の方々にご執筆いただきましたので、今後の事業運営のご参考に

していただきたいと存じます。 

結びにはなりますが、ワクチン接種も始まる中、医療関係者の皆様の日々のご尽力に心から敬意を表するとともに、コロナ禍の

一日も早い終息を祈念申し上げます。また、会員の皆様におかれましても、どうかお身体をご自愛いただきますようお祈り申し上

げまして、私からの挨拶とさせていただきます。 
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会長 平井 浩一郎              来賓 須永外食産業室長 

総会会場                パネルディスカッション 

 

〈新入会員一覧（2021 年 1 月以降にご入会いただいた企業様 ※一部を除く）〉 

 

 

 

 

正会員 岐阜 東海 ㈱緑洲通商 賛助会員 神奈川 関東 ㈱ソディック

熊本 九州 ㈱ヒライ給食宅配サービス 東京 関東 大和ハウス工業㈱

奈良 関西 ㈱味の大和路 東京 関東 シーエヌシー㈱

千葉 関東 ㈱サンフレッシュ 岡山 中国四国 シーピー化成㈱

長野 関東 ㈱会玉屋 大阪 関西 蝶理㈱

愛知 東海 ㈱魚初 北海道 北海道 和弘食品㈱

愛媛 中国四国 ㈱クック・チャム四国 東京 関東 日本特殊塗料㈱

愛媛 中国四国 ㈱クック・チャム my mama 協力会員 入会なし

北海道 北海道 ㈱九神ファームめむろ ※会員区分別、入会順による

北海道 北海道 (特非)プロジェクトめむろ

福岡 九州 ㈱クックチャムプラスシー

福岡 九州 ㈱クックチャム マイシャンス

千葉 関東 HIKARINIHON㈱

群馬 関東 宵 八久

愛媛 中国四国 ㈱フードサポート四国

都道府県 支部 会社名区分 会社名都道府県 支部 区分
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