
平成２８年度事業報告書 
（自平成２８年４月１日   至平成２９年３月３１日） 

 

Ⅰ 事業の実施状況 

１ 独立行政法人 農畜産業振興機構助成事業 

  （１）肉骨粉適正処分対策事業 

     反すう動物由来の畜産残さのレンダリング処理とこれにより製造された肉

骨粉等の焼却処分を適正に実施した。 

     平成２８年度は、補助対象製造数量８３，１７２トン（対前年度比１００．

５％）同焼却数量８３，５９８トン（対前年度比９９．９％）となった。 

      

ア 肉骨粉等の適正処分経費の助成実績額 

 ・製造経費     ２，９５８，４０１千円  

（対前年度比 １００．６％） 

・焼却に要する経費 ２，１９２，８９５千円  

（対前年度比 １００．７％） 

計      ５，１５１，２９６千円  

（対前年度比 １００．７％) 

 

イ 肉骨粉等適正処分協議会等の開催 

・第１回レンダリング GMP検討委員会 

  開催日  平成２８年９月１４日 

場所   当協会 会議室 

議題   ア レンダリング手順書の見直しと様式について 

     イ レンダリング手順書のモデルの作成について 

 

・第２回レンダリング GMP検討委員会 

  開催日  平成２８年１１月８日 

場所   当協会 会議室 

議題   ア レンダリング手順書の見直し（案）と様式（案）について 

     イ レンダリング手順書のモデル作成（案）について 

 

・第３回レンダリング GMP検討委員会 

  開催日  平成２９年２月７日 

場所   当協会 会議室 

 



議題   ア レンダリング手順書の見直し（２）について 

     イ レンダリング業 GMP手順書の改定（案）について 

     ウ GMPガイドラインと適合確認基準に基づく手順書について 

   

  （２）畜産副産物需給安定推進事業 

   副産物の需給の安定等を図るため、次の事業を行った。 

ア 経営安定化推進 

a セミナーの開催 

・原皮セミナー 

開催日   平成２９年３月９日、１０日 

場所    東京都港区 

参加人員  ５２名 

現地研修  東京食肉市場㈱ 

セミナー  「不透明感が高まる世界の政治・経済を読み解く」 

丸紅㈱ 経済研究所 所長 美甘 哲秀 氏 

 

・レンダリングセミナー 

開催日   平成２９年３月２３日 

場所    静岡県袋井市 

参加人員  ２６名 

現地研修  日本ペットフード㈱ 静岡工場 

セミナー  「安全なペットフード製造について」 

日本ペットフード㈱ ヘルシーフードサイエンス研究所 

所長 栗原 博之 氏 

 

・副生物セミナー 

開催日   平成２９年３月２４日 

場所    東京都港区 

参加人員  ４７名 

セミナー  「HACCPによる衛生管理の制度化について」 

厚生労働省 生活衛生・食品安全部 

監視安全課 課長 道野 英司 氏 

「食肉処理施設の HACCPの実際例」 

東京家政大学 家政学部 教授 森田 幸雄 氏 

 

イ 需給安定化推進 



a  需給状況等調査（価格等調査） 

畜産副生物、原皮及びレンダリングそれぞれの仕入価格及び販売価格等に

ついて調査を実施した。 

 

    b  副生物小売価格等調査 

畜産副生物の小売価格について調査し、協会 HPで公表した。 

 

c  イベントへの参加 

平成２８年１１月２６日～２７日に開催された「第９回香川県畜産フェア」

に出展し、ホルモン焼きの試食、副生物に関するパネルの展示・PR冊子等の

配布を行った。 

 

d  ハンドタオルの作成 

   「ホルモン番付」ハンドタオルを作成し、部位名称の普及・啓蒙を図った。 

 

e  検討会の開催 

① 副生物需給検討部会 

・第１回副生物需給検討部会 

開催日  平成２８年７月２０日 

場所   当協会 会議室 

議題   ア 平成２８年度事業について 

     イ 畜産副生物の生食について 

     ウ と場 HACCPについて 

      

・第２回副生物需給検討部会 

開催日  平成２９年１月２０日 

場所   当協会 会議室 

議題   ア 山口会長の病気療養に伴う副生物部会としての後任会長 

の推薦について 

           イ 平成２８年度事業について 

           ウ 副生物業界の HACCPについて 

 

② 原皮需給検討部会 

・第１回原皮需給検討部会 

開催日  平成２８年７月１３日 

場所   当協会 会議室 



議題   ア 平成２８年度事業について 

 

    ・第２回原皮需給検討部会 

開催日  平成２８年１０月２７日 

場所   東京芝浦原皮協同組合 会議室 

議題   ア 平成２８年度事業について 

      

③ レンダリング需給検討部会 

・第１回レンダリング需給検討部会 

開催日  平成２８年７月２５日 

場所   当協会 会議室 

議題   ア 平成２８年度事業について 

     イ レンダリング GMPについて 

     ウ 肉骨粉等の規制と利用解除の現状について 

 

  （３）牛せき柱適正管理等推進事業 

牛せき柱を適正に管理し、記録した食肉事業者に「牛せき柱適正管理促進費

(１５０円/頭)」を助成した。 

さらに、畜産残さを有効利用するため、牛と豚の分別を実施した食肉事業者

には「有効利用促進費（豚分別３００円/頭）」を、牛以外の畜種を処理しな

かった食肉事業者には「有効利用促進費（牛専門１５０円/頭)をそれぞれ交付

した。 

・牛せき柱適正管理促進費 １１２，１３５千円 

・有効利用促進費（豚分別） ４５，７１４千円  

・有効利用促進費（牛専門） ４４，６２４千円 

 

２（公社）日本食肉協議会助成事業 

  （１）食肉情報等普及・啓発事業 

ア イベントへの参加 

消費者対象のイベントに出展し、モツ煮込みやホルモン焼きの試食を行う

とともに、副生物パネルの展示・PR冊子等の配布を行い副生物の正しい知識

の普及・啓発を図った。 

・平成２８年１０月 ８日～ ９日 第３５回ちくさんフードフェア 

・平成２８年１１月 ５日～ ６日 JAPAN HARVEST ２０１６ 

・平成２８年１１月１１日～１２日 第５５回実りのフェスティバル 

 



イ  雑誌への情報広告の掲載 

「週刊 an・an（平成２９年３月２３日号）」に雑誌広告を掲載し、一般消

費者に対して、副生物についての知識の普及・啓蒙を図った。 

 

ウ  ホームページの作成 

既存のホームページに、消費者への啓発情報を増設した。過去に作成した

成果物（知識普及ポスターやレシピ集、雑誌記事等）をデータ化し、情報の

入手方法がインターネットとなっている消費者に向け、知識の普及啓発情報

を充実した。 

 

  （２）食肉産業展出展事業 

第４１回食肉産業展２０１６に出展し、ホルモン焼きの試食を行うと とも

に、副生物パネルの展示・PR冊子等の配布を行い副生物の正しい知識の普及・

啓発を図った。 

・平成２８年４月１３日～１５日 第４１回食肉産業展２０１６ 

 

３ 全国中小企業団体中央会助成事業 

   中小企業活路開拓調査・実現化事業 

（連合会（全国組合）等研修事業） 

テーマ 「畜産新時代に向けた経営の創意工夫による業界基盤強化策の検討」 

開催日   平成２８年１１月１４日、１５日 

場所    東京都大田区「大森東急 REIホテル」 

参加人員  ７５名 

セミナー 「農政新時代 農林水産分野における TPP 対策」 

農林水産省 畜産企画課 課長補佐 伊藤 寿 氏 

「生産基盤強化のための技術開発の方向性」 

近畿大学生物理工学部 教授 入江 正和 氏 

「国産牛肉輸出の現状と課題」 

JA全農ミートフーズ㈱ 事業企画部長 菅原 渉 氏 

「畜産業における６次産業化」 

㈱農林漁業成長産業化支援機構 畜産部長 松本 博紀 氏 

「２０１７年の国際情勢を読み解く」 

㈱丸紅 経済研究所 所長 美甘 哲秀 氏 

「食肉処理施設における HACCPの導入」 

厚生労働省 監視安全課長 道野 英司 氏 

 



４ （一社）日本皮革産業連合会助成事業 

   皮革産業基盤強化特別振興事業（タイ皮革産業実態視察事業） 

    平成２９年２月１８日～２２日に１７名が参加し、タイ・バンコク地区のタン

ナーを視察し、また JETROバンコク事務所を訪問しタイ国内の皮革産業の現状に

ついて意見を交換した。 

 

５ 協会独自事業 

  （１）生産物賠償責任保険団体加入の推進等 

PL 法に対応し、会員製造業者の賠償責任制度による支払体制を充実するため、

農林弘済サービス（株）及び損害保険ジャパン日本興亜㈱と提携し、PL保険への

加入を推進した。 

また、(一財)畜産環境整備機構が実施する食肉リース事業の会員に対する利用

を斡旋した。 

 

（２）その他 

（公社）日本食肉協議会、全国食肉公正取引協議会、全国食肉事業協同組合連

合会等が主催する各種委員会等に委員等を派遣した。 

 

Ⅱ 会議の開催 

１ 総会 

第１８回定時総会 

開催日  平成２８年６月１０日 

場所   大森東急 REIホテル「フォレスト」 

議題   ①平成２７年度事業報告について（報告事項） 

     ②平成２７年度公益目的支出計画実施報告について（報告事項） 

③平成２８年度事業計画及び収支予算について（報告事項） 

④平成２７年度決算報告の承認に関する件 

          ⑤平成２８年度会費の賦課並びに徴収方法に関する件 

 

２ 理事会 

第１回理事会 

開催日  平成２８年５月２４日 

場所   大森東急 REIホテル 「メイプルルーム」 

議題   ①第１８回定時総会議案について 

②熊本地震義捐金について 

 



第２回理事会 

開催日  平成２８年９月９日 

場所   新橋愛宕山東急 REI ホテル 会議室 

議題   ①部会委員の改選と役員の改選について 

     

    第３回理事会 

     開催日  平成２８年１２月６日 

     場所   新橋愛宕山東急 REIホテル 会議室 

     議題   ①会員の入会について（加古川油脂組合） 

          ②山口会長の病状について 

               

    第４回理事会（書面） 

     開催日  平成２９年２月１日 

     議題   ①会長１名の選定について 

           

    第５回理事会 

     開催日  平成２９年３月８日 

     場所   アジュール竹芝「憩」 

     議題   ①任期満了に伴う役員改選について 

          ②平成２９年度事業計画及び収支予算について 

          ③会員の入会について（八広油脂㈱、アクアス㈱） 

           

３ 監事監査  

開催日  平成２８年５月２０日 

場所   当協会 会議室 

内容   平成２７年度事業報告並びに決算報告に関する監査 

 

Ⅲ 会員の異動 

自：平成２８年４月 １日 

至：平成２９年３月３１日 

期首 
期 中 異 動 

期末 
加入 脱退 

 

加古川油脂組合 

八広油脂㈱ 

アクアス㈱ 

信陽製油㈱ 

松阪フード㈲ 

東光油糧㈱ 

 

１９６者 ＋３者 －３者 １９６者 



Ⅳ 役員名簿      

               （平成２９年３月３１日現在） 

役職 氏名 常・非常勤 所属 部会 

会  長 田島  実 非常勤 ㈱田島商店 副生物部会 

副 会 長 上田 忠典 非常勤 ㈱前田良商店 原皮部会 

副 会 長 末田 金次 非常勤 福岡レンダリング協同組合 レンダリング部会 

副 会 長 （欠）    

専務理事 伊藤 剛嗣 常 勤   

理  事 秋山  茂 非常勤 ビセラル㈱ 副生物部会 

理  事 樋口 敏郎 非常勤 東京芝浦臓器㈱ 副生物部会 

理  事 坂井 由春 非常勤 京都食肉市場㈱ 副生物部会 

理  事 山口  葵 非常勤 大阪南港臓器㈱ 副生物部会 

理  事 宮本 宗武 非常勤 日東皮革㈱ 原皮部会 

理  事 垣内 利彦 非常勤 旭畜産商事㈱ 原皮部会 

理  事 高橋征八郎 非常勤 ㈱タカハシ 原皮部会 

理  事 萩野 一郎 非常勤 北海道道南畜産事業協同組合 レンダリング部会 

理  事 本山 逸郎 非常勤 三共理化工業㈱ レンダリング部会 

理  事 岩永 輝明 非常勤 岐阜製油協業組合 レンダリング部会 

監  事 林  英彦 非常勤 ㈱大津屋 原皮部会 

監  事 德田 昌彦 非常勤 東京レンダリング協同組合 レンダリング部会 

 


