




第一号議案

平成22年度事業報告

1.平成23年5月19日午後3時『京王プラザホテル八王子』にて、平成23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） TOKYOX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） TOKYOXを通しての食育事業参加
（7） TOKYOXを通してのアグリネイチャー事業参加
（8） TwitterによるTOKYOXの情報発信
（9） AW認証マーク検討委員会
（10） 生産拡大委員会の実施
（11） 農場HACCP研究会参加

2.事業

日時

11.4.10～13 香港・マカオ市場調査 マーケット調査

11.4.14 役員会総会 事務局会議室

11.4.16・17 飼料関係者交流会 長野県

11.4.21 TOKYOX生産組合役員会参加 農業事務所

11.4.28 外食関係者会議 町田、海鮮茶屋

11.5.7 農場視察 埼玉県関口農場

11.5.9 総会打ち合わせ 青梅畜産センター

11.5.13 総会打ち合わせ 京王プラザホテル八王子

11.5.19 総会 京王プラザホテル八王子

11.5.20 日本チェーンストアー協会総会参加 ホテルニューオオタニ

11.5.21 満喜葉会参加 日本大学生物資源科学部

11.5.23 日経新聞取材 事務局会議室

11.6.1 農場管理獣医師協会総会参加 ホテルヘリテイジ

11.6.8 量販店販売会議 事務局会議室

11.6.10 銘柄化・地産地消について交流会（飛騨ミート） 事務局会議室

11.6.11 TOKYO X生産組合・連絡会総会参加 日本カイハツミート

11.6.11～18 カナダ交流ミッション参加 カナダ・アルバータ州

11.6.22 カナダ交流会反省会 事務局会議室
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内容 備考



日時

11.6.24 北区・滝野川第六小学校「食育授業で講演」 滝野川第六小学校　6年生対象

11.7.7 TOKYO X生産組合役員会参加 農業事務所

11.7.12 外食業務用販売戦略会議 築地会議室

11.7.16 消費者交流会 中野区民センター

11.7.20 HATTORI食育クラブ参加 ウエスティンホテル東京

11.7.20 カナダ・アルバータ州政府と交流会 ステーキ・ハマ

11.7.21 放射能対策会議参加 港区・アメリカンクラブ

11.7.22 埼玉県第3回畜産協議会参加　 埼玉県庁

11.7.25 放射能対策対応会議 埼玉県　アグリス・ワン会議室

11.8.1 放射能対応会議 事務局会議室

11.8.2 放射能対応会議 幕張市会議室

11.8.3 セシウム問題対策対応セミナー参加 大手町会館

11.8.4 東京都消費者安全室と安全管理会議 事務局会議室

11.8.7・8 沖縄　島豚の市場調査 沖縄本島、石垣島

11.8.9 TOKYO X生産組合役員会参加 農業事務所

11.8.17 レストラン事業対策会議 事務局会議室

11.8.25 内臓の販売対策会議 立川　暖らん亭

11.8.29 地産地消会議 パレスホテル大宮

11.9.1 放射能検出技術対応会議 セイコー社会議室

11.9.6 地産地消会議 多摩信用金庫会議室

11.9.8 山崎パン会議室

11.9.12 東京都食育フェアー説明会参加 都庁会議室

11.9.13 全国調理師養成施設協会調理審査会の打ち合わせ 事務局会議室

11.9.16 群馬県JA赤城立花組合との交流会 立川　暖らん亭

11.9.17 日本青年館
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内容 備考

東京マラソン対応商品開発会議

食肉学術フォーラム参加



日時

11.9.30 TOKYO X連絡会議参加 農業事務所

11.10.3 日経新聞取材 事務局会議室

11.10.5 放射能検査対応会議 日本カイハツミート会議室

11.10.8 東京都食育フェアー参加 代々木公園

11.10.14 HATTORI食育セミナー参加 ラ・ロシェル山王

11.10.17 毎日新聞取材 事務局会議室

11.10.19 事務局会議室

11.10.21 日本獣医生命科学大学1年授業で講演（TOKYOXの銘柄化） 新館講義室

11.10.24 日本食糧新聞取材（放射能対策について） アグリス・ワン

11.11.28 カナダ大使館レセプション参加 東京オペラハウス

11.11.2 北海道総合研究機構畜産試験場シンポジウムで講演 とかちプラザ　レインボーホール

11.11.3 試験場視察と十勝豚丼等のマーケット調査 北海道　帯広

11.11.3・4 実りのフェスタ参加 東京ビックサイト

11.11.7 東京食肉市場年末相場対策会議 芝浦

11.11.8 日経新聞取材 事務局会議室

11.11.10 青梅市麺組合　地産地消の検討会 事務局会議室

11.11.16・17ヨーロッパ視察ミッション参加(イギリス） ロンドン

11.11.17 デンマーク・ポークセミナー・レセプション参加 東京　帝国ホテル

11.11.18～22 ヨーロッパ視察ミッション(フランス） パリ

11.11.19 枝肉質検討会参加 日本カイハツミート

11.11.23 すきや連　交流会参加 群馬県　前橋　

１１.１１．２６～28 沖縄県市場調査と沖縄離島フェアー見学 沖縄本島・石垣島

11.12.1 北海道エルパソ牧場と交流会 白金台　ひと花

11.12.7 小学校教諭・給食栄養士のための食育講演会 北区赤羽　小学校

11.12.8 麺組合　地産地消会議 事務局会議室

11.12.12 TOKYO X生産組合会議 事務局会議室

内容 備考
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北海道庁　高度専門技術研修会（東京の流通事情）で講演



日時

12.1.6 関西食肉交流会 神戸

12.1.10 スローフード協会イベント打ち合わせ 西新宿東京ガスキッチンスタジアム

12.1.12 三菱食品展示会打ち合わせ 平和島物流センター

12.1.15 スローフードワークショップ実演講演 西新宿東京ガスショールーム

12.1.17 麺組合会議 事務局会議室

12.1.18・19 焼肉フェアー出展 事務局会議室

12.1.20 ホテルニューオオタニ東京

12.1.23 日経新聞取材 事務局会議室

12.1.25 農場管理獣医師協会　流通とトレースについて講演 アグリス・ワン

12.1.26 農水省生産局農場見学及び、ブランド化について講演 澤井農場、事務局講堂

12.1.27 TOKYO X連絡会議 農業事務所

12.1.31 流通対策会議 事務局会議室

12.2.4.5 日本獣医師会　学会発表 札幌会議場

12.2.7 「放射能とリスク評価とリスク管理を巡って」セミナー参加 ベルサール半蔵門

12.2.14 すきや連参加 松阪市和田金

12.2.22・23 全国調理師養成施設協会　技術大会参加 インターコンチネンタルホテル東京ベイ

12.2.24 食と農林水産業の地域ブランド協議会で講演 日本青年会館

12.2.28 地産地消会議 事務局会議室

12.2.28 TOKYO X生産者組合役員会参加 農業事務所

12.2.29 役員会総会 事務局会議室

12.3.5 カナダ大使館レセプション参加 カナダ大使館

12.3.7 地産地消会議 事務局会議室

12.3.8 ドイツ連邦共和国大使館レセプション参加 ホテルマンハッタン

12.3.22 日本養豚学会参加 日本獣医生命科学大学

12.3.27 地産地消会議　麺組合＆商工会議所 事務局会議室

12.3.29 TOKYOX連絡会　枝肉検証会 日本カイハツミート

内容 備考
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日本チェーンストアー協会　新年会参加





第二号議案
平成24年度事業計画（案）及び収支予算案について。

1.　　平成24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
（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)　　　　AW認証マーク検討委員会
（10）　　　生産拡大委員会の実施
 (11)   　　農場HACCPの研究会参加

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

項目 予算額 備考

会費 6,175,000 50㎏/頭×9500頭×13円/㎏

雑収入

前期繰越金 5,857,122

計 12,032,122

（2）               支出の部

項目 予算額 備考

会議研修費 1,000,000

事務通信費 450,000

販促活動費 2,500,000 イベント活動、イベントツール、その他

販売促進広告費 2,500,000 ラベル、パンフレット、リーフレット

雑費 350,000

予備費 300,000

次期繰越金 4,932,122

計 12,032,122
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