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平成 28 年 総会次第  

 

日時  平成 28年 5月 10日（火） 受付 午後 2時 30分  

 開会 午後 3時 00分 

場所  京王プラザホテル八王子 

 

次 第 

 

1. 開会                                                      PM 3：00 

2.   TOKYOX-Association 会長挨拶  

   植村 光一郎 様 

3.   来賓挨拶 

東京都議会議員 清水孝治 様 

東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興課長 

松川 敦 様 

４.   議案審議                                                                       

第一号議案 平成 27年度事業報告 

第二号議案 平成 28年度事業計画（案）及び収支予算案について 

第三号議案 役員の改選について 

第四号議案 その他 

 

｢休憩｣ 

 

6.  記念対談                                                    PM 4:00 

     「食肉のおいしさについて」 

日本獣医生命科学大学名誉教授 沖谷明紘 先生 

                                                           

｢休憩｣ 

 

7.   消費者・関係者交流会  

     

                                 PM 5:00 

～PM7:00 
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第一号議案

平成27年度事業報告

1.平成27年5月11日午後3時『京王プラザホテル八王子』にて、平成27年度の総会を開催し、次の議案を決議・協議した。

（1） 共同生産出荷に関する協議
（2） 流通、販売等の検討及び実施
（3） 枝肉目合わせ会の実施
（4） TOKYO Xトレサビリティー検討委員会会議の実行
（5） 積極的な認知活動の実施
（6） TOKYO Xを通しての食育事業参加
（7） TOKYO Xを通してのアグリネイチャー事業参加
（8） 地産地消支援事業参加
(9) 生産拡大委員会の実施

（10） 農場HACCP研究会参加
（11） 東京オリンピック・パラリンピック対策協議委員会の実施

2.事業

日時

15.04.09 バスク豚の輸入仕入れの打ち合わせ 事務局会議室

15.04.10 生産計画の打ち合わせ 東京都庁会議室

15.04.13 生産計画打ち合わせ 青梅畜産センター

15.04.13 中央畜産会取材 暖らん亭

15.04.14 理事との打ち合わせ 五反田会議室

15.04.15 ファベックス参加 ビックサイト

15.04.17 バスク豚入荷 事務局

15.04.20 理事との打ち合わせ 豊海会議室

15.04.21 商標について打ち合わせ 事務局会議室

15.04.22 総会打ち合わせ 京王プラザホテル八王子

15.04.30 食肉処理場の打ち合わせ 農水省生産局

15.05.03 市場調査 ロンドン市内

15.05.11 総会 事務局会議室・神奈川事業所

15.05.13 英国養豚組合と交流会 事務局神奈川事業所・事務局会議室

15.05.15 日本チェーンストアー協会総会出席 ニューオオタニホテル東京

15.05.15 豪州食肉トレードショー参加 品川インターシティーホテル

15.05.19 日本惣菜協会総会参加 新宿リージェントホテル
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内容 備考



日時

15.05.21 日経セミナー参加 帝国ホテル

15.05.27 枝肉検証会 事務局神奈川事業所

15.05.28 高島屋出店会議参加 高島屋日本橋本社

15.05.30 枝肉検証会 事務局神奈川事業所

15.06.03 認定店7周年記念式典参加 KEISUKE MATSUSHIMA

15.06.04 増頭計画を都議先生と会議 事務局会議室

15.06.08 日経の取材 事務局会議室

15.06.09 北海道畜協と会議 事務局会議室

15.06.10 FOOMA参加 ビックサイト

15.06.11 食肉処理場ミーティング さいたま食肉市場

15.06.12 商標について打ち合わせ 農林水産振興財団本庁

15.06.16 農場管理獣医師協会総会参加 ホテルヘリテイジ

15.06.18 伊達の赤豚協会と交流会 事務局会議室

15.06.20 全国食育推進大会参加 錦糸町市民公園

15.06.22 食肉の美味しさ評議会参加 家畜改良事業団会議室

15.06.24 市場調査 帯広市内

15.07.01 指定飼料の打ち合わせ ゼンケイ会議室

15.07.02 日経懇話会参加 パレスホテル立川

15.07.08 三菱食品展示会参加 平和島貿易センタービル

15.07.09 シモフリレッドと会議 東北大学農学部

15.07.09 伊達の赤豚協会と意見交換 伊豆沼農産会議室

15.07.10 古川市内会議室

15.07.11 エルパソ牧場と意見交換会 蔵前会議室

15.07.13 食肉処理場打ち合わせ 埼玉県庁

15.07.14 食肉の海外戦略会議参加 日本畜産物輸出推進協議会

15.07.23 岩手県地域の生産農家

‐3‐

内容 備考

宮城地区生産者と意見交換会

岩手県産地商談交流会



日時

15.07.29 HATTORI食育クラブ参加 服部調理師専門学校

15.08.03 生産事業の支援体制の確認 日本金融政策金融公庫　大手町

15.08.06 豚肉研究会参加 綿商会館会議室

15.08.07 養豚生産販売計画の意見交換 フリーデン大阪支社

15.08.12 市場調査 香港市内

15.08.21 市場調査 帯広市内・白老生産農場

15.08.26 事務局会議室

15.08.27 熟成肉検討委員会参加 丸ビル会議室

15.08.28 市場調査 栃木県那須地域

15.09.01 市場調査 ホーチミン市内

15.09.08 日本食肉消費総合センターと意見交換 事務局会議室

15.09.11 米国食肉輸出協議会セミナー参加 帝国ホテル

15.10.03 市場調査 ロンドン市内

15.10.10 市場調査 ケルン市内・アヌーガ

15.10.15 市場調査 米国

15.10.20 小里貞利氏の出版パーティー参加 ホテルニューオオタニ

15.10.22 食育健康サミット参加 ドームホテル

15.10.23 とうきょう特産食材試食交流会参加 東京プリンスホテル

15.10.28 東京宴開催に参加 新橋亭新館

15.10.29 枝肉検証会 事務局会議室

15.11.02 ホテル日航立川オープニング参加 日航立川

15.11.07 稲付中学校の食育授業受持ち 北区稲付中学校

15.11.11 高座豚レセプション参加 相模原会議室

15.11.14 東京都食育フェスタ参加 代々木公園特設ステージ

15.11.18 農林水産省生産局聞き取り調査 事務局会議室

15.11.19 都議先生と増頭計画打ち合わせ 事務局会議室

内容 備考
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調理技術者とメニュ開発会議



日時

15.11.22 枝肉検討会 事務局　神奈川事業所

15.11.25 食品技術センターと打ち合わせ 事務局会議室

15.11.26 福島県地域交流会参加 福島県全域

15.11.29 アニマルウェルフェアを考える会参加 恵泉女子学園大学

15.12.02 食品安全委員会（カビ毒について） 赤坂パークビル会議室

15.12.03 家畜改良センターと会議 事務局会議室

15.12.04 東京オリンピック・パラリンピックの対応協議 都庁会議室

15.12.09 服部料理専門学校

15.12.11 スペイン銘柄豚調査 駐日スペイン大使館会議室

15.12.13 北海道生産者と交流会 事務局会議室

15.12.14 食の安全を考える会参加 ベルサール半蔵門イベントホール

15.12.21 ジェトロと打ち合わせ 事務局会議室

15.12.23 市場検査 香港

16.01.05 中央畜産会新年会参加 御茶ノ水ホテル

16.01.07 市場調査 シンガポール

16.01.15 日本チェーンストア－協会総会 帝国ホテル

16.01.21 日本惣菜協会新年会参加 新宿リージェンシーホテル

16.02.18 宮城地区生産者と意見交換会 古川ミーチングルーム

16.02.19 宮城県養豚研究会講演 芙蓉閣古川

16.02.28 獣医学会市民講座講演 秋田キャッスルホテル

16.03.15 カナダミートセミナー参加 カナダ大使館

16.03.27 畜産学会市民公開講座講演 日本獣医生命科学大学

内容 備考

HATTORI食育クラブ参加
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第二号議案
平成28年度事業計画（案）及び収支予算案について。

1.　　平成28年度事業計画案
（１）               共同生産出荷に関する協議
（２）               流通、販売等の検討及び実施
（３）               枝肉目合わせ会の実施
（４）               トレ‐サビリティ‐検討委員会 会議の実行
（５）               積極的な認知活動の実施
（6）        TOKYO Xを通しての食育事業参加
（7）        TOKYO Xを通してのアグリネイチャー事業参加
（8）        地産地消支援事業参加
（10）　　　生産拡大委員会の実施
 (11)   　　農場HACCPの研究会参加
（12）　　　東京オリンピック対策協議委員会の実施
（13）　　　インバウンド対応の情報発信と海外イベント事業参加

2.               収支予算書（案）
（1）               収支の部

項目 予算額 備考

会費 5,200,000 50㎏/頭×8000頭×13円/㎏

雑収入

前期繰越金 8,135,755

計 13,335,755

（2）               支出の部

項目 予算額 備考

総会・生活者交流会費用 2,000,000

消耗品費 2,000,000

販促活動費 1,000,000 イベント活動、イベントツール、その他

広告宣伝費 1,000,000 ラベル、パンフレット、リーフレット、冊子

諸経費 500,000

システム使用料 500,000

その他雑費 200,000

20周年イベント積立金 5,000,000

次期繰越金 1,135,755

計 13,335,755
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第三号議案 

役員の改選について（別資料参照） 
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第四号議案  

 

その他 

 

1.規約の改定について 

(会 計) 

第 18 条  この会の経費は、次のものをもって充てる。 

        (１) 会費 

             正肉納入単価の１パーセントに当たる１キログラム当り 

       １3円を納入金に付加して徴収する。     

       （２）その他の収入 

 

 

 

 

 

改定後 
(会 計) 

第 18 条  この会の経費は、次のものをもって充てる。 

        (１) 会費 

             正肉納入単価の１パーセントに当たる１キログラム当り 

       １3円を納入金に付加して徴収する。     

       （２）その他の収入 

↓ 
(会 計) 

第 18 条  この会の経費は、次のものをもって充てる。 

        (１) 会費 

             チェックオフにより、正肉納入単価の１パーセントに当たる１キログラム当        

り１3円を納入金に付加して徴収する。     

       （２）その他の収入 
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2. 商標について 

 

TOKYO Xの図形登録を TOKYO X-Association事務局から、財団法人東京都農林水産振興

財算に移行する。譲渡契約を終結後の管理は財団法人東京都農業振興財団の一元管理にな

る。ただし、TOKYO X-Associationは、従来使用の通り制限なく使用を許可される。 

 

 

3. 「＆TOKYO」事業参加について 

 

豚肉製品に従来添付しているシールを、東京オリンピック・パラリンピック終了までの

期間「&TOKYO」併用シールを認め、どちらか一方を添付することとする。 

 

 

 

 

4.栞について 

 

 東京オリンピック・パラリンピック対応のイベント用として、TOKYO Xのマークを金色に

して日本チームが金メダル取得の応援として活用する。 

 希望があれば配布する。 
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