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平成 22 年 総会次第  

 

日時  平成 22年 5 月 25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.   Tokyo X-Association 会長挨拶                                       

株式会社 ミートコンパニオン   植村 光一郎 

3.   来賓挨拶 

東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興事務所 振興課長 大川篤 様                              

４.   議案審議                                                                       

第一号議案 平成 21 年度事業報告。 

第二号議案 平成 22 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｣ 

 

 

５． 記念講演                                       PM4:00 

      「WQ の差別化」 

ヨーロッパの取り組みと日本の対応、 

フードチェーンの価格志向からアグリフードチェーンの構築                                                         

 

農学博士 永松美希 様（日本獣医生命科学大学准教授） 

                                                      

   

｢休憩｣ 

 

 

6.   生産者関係者交流会                                          PM 5:00 

 

 

 

 

‐１‐ 



第一号議案

平成21年度事業報告

1.平成21年5月11日午後3時『東京プリンスホテル』にて、平成21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） TOKYOXを通してのRegulaory Scienceの取り組み
（9） 生産拡大委員会の実施

2.事業

日時

09.4.2 と畜場見学会 アグリス・ワン

09.4.15 TOKYOX連絡会議 東京都農業事務所

09.4.9 食肉産業展出展方針の打ち合わせ 青梅畜産センター

09.4.12 酒井農場見学 富士ミルクランド

09.4.13 食肉産業展出展品目の打ち合わせ 事務局会議室

09.4.19 JFAWI会議参加 日本獣医生命科学大学

09.4.22～24 食肉産業展参加 東京ビックサイト

09.4.24 繁殖豚維持飼料研究会参加（ゼンケイ様主催） 新宿農協会館

09.4.28 TOKYOX生産組合役員会出席 東京都農業事務所

09.4.28 第二回「21世紀の食を考える勉強会」会議参加 南青山会館

09.5.9 総会最終打ち合わせ 東京プリンスホテル

09.5.10 東京ローカルレストランに参加(花園黒豚のテースティング） グリルダイニングKatsina

09.5.11 総会 東京プリンスホテル

09.5.15 日本チェーンストアー協会総会参加 ニューオオタニ東京

09.5.17 多摩組　TOKYOXラーメン1日限定販売イベント 鏡花　立川店

09.5.22 日経新聞取材 事務局会議室

09.5.23 満喜葉会役員会参加 日本大学生物資源科学部

09.5.27 農場見学（松木洋一教授） 吉実園
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内容 備考



日時

09.5.28 都在住大使を招いての夕べの会参加（知事本局　外務） インターコンチネンタル東京ベイ

09.5.30 Restaurant I レセプション参加 パークコート神宮前

09.6.2 百貨店ギフトの取り扱いについて会議 事務局会議室

09.6.5 TOKYOX生産組合総会参加 日本カイハツミート

09.6.19 JFAWI会議参加 日本獣医生命科学大学

09.6.20 「養豚塾」参加 早稲田医療専門学校

09.6.23 FMVA(農場管理獣医師協会）総会参加 本庄早稲田キャンパス大会議室

09.6.27 埼玉県知事と地産地消について懇談　 ホテルヘリテイジ　

09.7.6 TOKYOX生産組合役員会参加 東京都農業振興事務所

09.7.8 「食肉にかかわる仕事」の取材 事務局会議室

09.7.10～12 アグリネイチャースチュワート協会のビジネス講座参加 長野県飯島町研修センター

09.7.16 あぐーと「アグー」×「アヨー」の試食会 暖らん亭立川店

09.7.17 HATTORI食育クラブ参加 池袋サンシャイン60　クルーズ・クルーズ

09.7.29 日本農業新聞取材 事務局会議室

09.8.4 TOKYOX連絡会議参加 東京都農業振興事務所

09.8.15 シブヤ大学イベント参加 二子玉川河川敷

09.8.26 農場視察 山梨県

09.8.31 カナダ大使館　ブランド化についての研修見学 吉実園　事務局　暖らん亭立川

09.9.8 TOKYOX生産組合役員会参加 青梅畜産センター

09.9.11 米国ポークセミナー ニューオオタニ東京

09.9.16～18 東京ビックサイト及び日比谷公園イベントホール

09.9.25 日本農業新聞取材 事務局会議室

09.9.30 カナダ・アルバーター州養豚セミナー参加 カナダ大使館

09.10.2 群馬県銘柄豚養豚セミナー ロイヤルチェスター前橋

09.10.6 農業振興事務所　事務局会議室
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内容 備考

「麺展」出展と、オクトーバーフェスト（東京都公園協会）同時参加

TOKYOX生産組合役員会議参加　生協新聞銘柄化について取材



日時

09.10.10 東京都食育フェアー 東京農業大学

09.10.14～17 アジア太平洋小売業者大会参加 ソウル国際会議場

09.10.21 コンビニエンスストアー対応対策会議 事務局会議室

09.10.27 日経新聞　フジテレビ取材　銘柄化について 事務局会議室

09.10.31 FMVA協会　トレースについて懇談 ジェイビーファーム

09.11.8 「日本の食育セミナー」傍聴　日本成人病協会主催 都庁本庁舎大会議室

09.11.10 カナダ生産者に日本のトレースについて講演 カナダ大使館

09.11.12～13 北海道自給飼料会議参加 帯広農業会館

09.11.20 フランス農畜産物紹介レセプション参加 フランス共和国大使館

09.11.21 フランス生産者農場見学とブランド化について研修 吉実園　事務局　暖らん亭立川

09.11.21 恵比寿MASA'S KICHIN

09.11.24 フジテレビ取材 事務局会議室

09.11.27 TOKYOX連絡会議、肉質検討会 日本カイハツミート

09.12.4 JFAWI会議 日本獣医生命科学大学

09.12.8 役員会 事務局会議室

09.12.12 テレビ朝日取材（地球号食堂） 暖らん亭立川

09.12.15 HATTORI食育セミナー 服部料理専門学校別館

09.12.17 島原農業高校、銘柄化と付加価値について見学研修会 日本カイハツミート、暖らん亭青葉台店

09.12.19 アニマルウェルフェアセミナー参加 日本獣医生命科学大学

10.1.15 TOKYOX生産組合会議参加 東京都農業振興事務所

10.1.24 『食肉と健康を考えるシンポジウム」に参加 有楽町会館

10.3.3 ドイツ大使館レセプション参加 マンハッタンホテル

10.3.5 松本ハイランド農協養豚部会参加 グリーンパル

10.3.13～16 中国のマーケット調査 上海、大連

内容 備考
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東京ローカルレストラン　「今帰仁あぐー」の検証とテースティング





第二号議案
平成22年度事業計画（案）及び収支予算案について。

1.　　平成22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）        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 2,469,169

計 8,644,169

（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 350,000

販促活動費 2,000,000 イベント活動、イベントツール、その他

販売促進広告費 3,000,000 ラベル、パンフレット、リーフレット

雑費 200,000

予備費 300,000

次期繰越金 1,794,169

計 8,644,169
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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 
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役職名 氏　名 屋　号 住　所 電話番号 備　考 郵便番号

取締役　

製造部長

042-526-3451 ミートパッカー部部長 190-0013幹事・書記長 大根田　豊 ㈱ミートコンパニオン 東京都立川市富士見町6-65-9

042-526-3451 製造課ポーク課長 190-0013幹事・書記 小石隆二 ㈱日本カイハツミート
神奈川県相模原市緑区西橋本3-

10-21

042-526-3451 プレミアムポーク課課長 190-0013幹事・書記 荒川  政信 ㈱ミートコンパニオン 東京都立川市富士見町6-65-9

03-3598-7425
食品二部　畜産担当
ダイレクター

115-0045監事 林　　実 ㈱西友 東京都北区赤羽2-1-1

042-795-8663
生産統括部　原料部

部長
194-0003理事 北村　陽三 ㈱セントラルフーズ 東京都町田市鶴間1643-1

代表取締役社長 197-0011理事 小林　和人 ㈱大多摩ハム小林商会 東京都福生市福生785

理事 佐藤 浩一 ㈱京王プラザホテル 東京都八王子市旭町14-1

理事 石井　政幸 ㈱人形町今半 東京都中央区日本橋蠣殻町1-4-5

TOKYO X-Ａssociation　協会役員名簿 （案）

会長 植村　光一郎 ㈱ミートコンパニオン 東京都立川市富士見町6-65-9 042-526-3451 常務執行役員 190-0013

平成22年度（案）

副会長 糸瀬好弘 ㈱二幸 東京都中央区豊海町3-16 03-3534-6５13 104-8570

103-001403-5652-5738 部長

042-656-6720
八王子事業部
総料理長

192-0083

042-551-1321


