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平成 30 年度事業計画の概要  
（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 

１ 平成 31 年に導入予定の軽減税率問題や、今年中に議論が開始される短時間労働者に対する社会保

険の適用拡大等、業界全体の生産性の低下、あるいは影響を与える課題についてデータ・調査結果

に基づき協会の主張を掲げると同時に関連団体と連携を図る。 

 

２ 同一労働同一賃金などの「働き方改革」および労務諸問題について、会員社と情報交換を緊密に

行い、一律的な規制強化とならないよう行政に働きかけていく。また、外国人雇用の受け入れに関

する枠組みづくりを政治・行政に働きかける。 

 

３ 協会の活動や主張および外食産業の存在意義、社会貢献などについて消費者の理解を深めるため、

メディア等に対し積極的な広報活動を行う。また、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催

は、外食産業の存在意義を内外に示す機会と捉え、訪日外国人への対応と同時に、会員企業の海外

展開を支援するための海外の外食市場、食材資源、契約・法制度等に関する情報の収集・提供に努

め、各委員会と連携した広報活動を展開する。 

 

４ 業種を超えた競争の激化、国際化、少子高齢化、人材確保の困難性、リスクマネジメント、食の

安全安心志向の高まりなど、外食産業を取り巻く諸問題は山積しており、これらの問題に対応する

ため、「労務」・「安全衛生」・「環境」・「教育」等に関する研修・セミナー、情報交換、調査

研究事業に取り組む。 

 

５ 教育研修事業においては環境・時代変化に応じたプログラムの開発に取り組む。今後の経営戦略

について語るＪＦ戦略セミナー、トップセミナーにおいては、経営幹部候補が新たな成長のきっか

けとなるよう一層の充実を図る。階層別研修では、知識の習得のみならず、各社が抱える課題解決

の糸口となるプログラム開発をめざす。海外研修では、成長業態や新たなビジネスモデルにつなが

る外食施設等の視察と共に、IT 化や国際化に対応できる人材育成をめざす。さらに、食の分野に関

心を寄せる大学等との連携を推進し、学生や業界に対する理解を深めていく。 

 

６ 成長産業である日本の農業を支えると同時に、新たな地域食材であるジビエ等の付加価値の高い

メニュー開発に向け、意欲を持った生産者との商談交流会を拡充し、農畜水産業との連携促進活動

を推進していく。また、海外の新たな需要開拓や調達先を確保するためのグローバル化への対応、

輸出促進事業についても積極的に取り組む。 

 

７ ノロウィルスや O-157 等を起因とする広域的な食中毒対策を強化するため、HACCP に沿った衛生

管理を規定した食品衛生法改正への対応、異物混入等食の安全性の確保について、(公財)食の安全

・安心財団と連携し一層取り組みを図る。また、外食産業のリスクマネジメントへの対応を推進す

るため各種危機管理情報について会員間で共有する。 

 

８ 持続的可能な開発目標（SDGs）が示される等、環境問題への対策が一層求められる中、可食部を

含めた食品ロス削減に向けた廃棄物対策、CO2削減等の地球温暖化対策への取り組みを強化する。そ

のため、「外食産業における環境自主行動計画」、「外食産業における食品リサイクルマニュアル」の

普及啓発を図ると同時に、「フロン排出抑制法」、「容器包装リサイクル法」「食品リサイクル法」な

どの環境法令に係る研修事業および会員間の情報交換活動を推進する。 
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〈 生産性･付加価値向上委員会 〉 
 

＜重点事項＞ 

 委員会における２年間の議論・とりまとめを踏まえ、業界の生産性・付加価値向上に向けさら

なる取り組みを推進していく。生産性・付加価値向上については、個々の外食企業が様々な取り

組みを行っており、個別企業の枠を超え、業界全体の生産性を向上させるために、業界を取り巻

く様々な規制や不合理な法制度などの撤廃や緩和を求めていく。その際、テーマによっては協会

の関係委員会と連携していく。 

 さらに、生産性向上・付加価値向上に取り組んでいる企業の取り組み事例を研究、あるいはセ

ミナー等で情報を提供し、業界全体の底上げに取り組む。 

また、生産性向上・付加価値向上に寄与すると思われる各種提案については、会員各社へのサ

ービス事業となり得るよう、検討を行う。 

なお、軽減税率の導入など業界の生産性を低下させる問題については、政府への政策提言など、

直接働きかけていくこととする。 

 

◆ 生産性・付加価値向上の阻害要因となるような規制や法律、あるいは業界全体の付加価値を向上さ

せるなど、１社では対応できない問題・課題に対し、以下のような問題について協会各委員会と連動し

て問題解決に繋がるよう取り組む。 

  １）軽減税率問題 

  ２）同一労働同一賃金問題 

  ３）外国人雇用問題 

  ４）廃棄物対策問題（食品廃棄物のロスと食品リサイクル率 50％への見直し） 

  ５）外食産業の CO2削減・省エネ対策 

  ６) 食材に関する問題 

  ７) 教育に係わる取り組み／産学連携 

  ８）２０２０東京オリンピック・パラリンピックへの協力 等 
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〈 安全安心委員会 〉 

 

(１)リスク管理対応事業 

①委員会の開催 

■日 時：平成３０年６月及び平成３１年２月 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

 

②食中毒・感染症対策セミナーの開催 

都道府県等を越える広域的な食中毒の発生や拡大の防止するため、外食店舗における衛生管

理の要である店舗スタッフ、調理時担当者等を対象に食中毒予防対策のための実践的カリキュ

ラムの内容に基づいたセミナーを、東京及び大阪の２会場で開催する。 

■日 時：平成３０年６月下旬 

■場 所：大 阪 

■日 時：平成３０年７月上旬 

■場 所：東 京 

 

(２)ＨＡＣＣＰの衛生管理の制度化への対応 

多様なメニューを提供する外食産業の現場等で活用出来る HACCP 衛生管理手引き書(案)を会

員企業に対して普及･啓発を図るため、手引き書を活用したセミナー、情報交換会、さらには JF

ブロック協議会等において、説明を行っていくこととする。 

 

 

 

＜重点事項＞ 

食品衛生法等の改正から約 15 年が経過し、外食産業を取り巻く環境の変化と共に、食品衛生規制

の見直しが検討され、また、2020 年の東京五輪・パラリンピックの開催等を控え、全ての食品産業

界を対象に食品衛生管理の国際基準化に対応したＨＡＣＣＰの制度化に向けた取り組みが開始され

る。そのため、昨年度より、多様なメニューを提供する外食産業の現場等で活用出来る手引き書(案)

の作成を行った。ノロウィルスを含めた感染症、広域的な食中毒の発生を見据えた外食店舗の品質管

理・衛生管理及び施設管理を徹底し、広報対応を含めたリスク管理に努めることも必要な事から、外

食産業の立場から食の安全確保や危機管理を推進する以下の事業を行う。 

(1)外食産業の食中毒・感染症対策、原料原産地表示、アレルギー表示のあり方等の重要課題に対し

て、外食関係団体が連携した取り組みを一層深化させていくこことする。そのためには、適切か

つ迅速なリスクコミュニケーションが必要であることから（公財）食の安全・安心財団と連携し

た活動を実施する。 

 (2)（大規模）地震、火災等の災害対策、クレーム処理への対応についても、会員相互の情報を共有

するために危機管理担当者情報交換会を開催する。 

(3)国際基準に対応したＨＡＣＣＰへの対応、異物混入に対する自主回収基準や食品防御（フードデ

ィフェンス）等、食の安全を脅かす問題に対しては、外食産業の現場等にも十分起こりうるリス

クについて整理した上で、情報共有、情報交換を行うこととする。 
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(３)クレーム処理、安全を脅かす対応、事業継続計画(ＢＣＰ)に関する情報交換会 

店舗へのクレーム処理、安全を脅かす対応、今般の熊本地震等を教訓として、災害発生以後、

自社の事業を適切に継続・運営する方法について、事業継続計画(ＢＣＰ)に関するグループデ

ィスカッションなどを通じて、情報交換を実施し、対応のための担当者間のホットライン作り

を目的に開催する。  

 

(４)ノロウィルス対策情報交換会の開催 

季節に関係なく発生するノロウィルス対策を含め、食中毒発生時において、各社の商品担当

責任者、衛生関連責任者等の対応策を学ぶため、行政の担当官、会員企業の事例、外食関係団

体の取り組み等に基づいて、各社との情報交換会を開催する。 

 

 (５)食の安全・安心財団との取り組み強化 

外食産業を取り巻く広範囲な諸課題を解決するため、食の安全安心財団の活動の根幹である

リスクコミュニケーションの研究、情報発信センター機能を積極的に活用し、協会会員社への

情報提供に努めていく。 

①マスコミ、消費者との懇談会/意見交換会/シンポジウムの実施 

 マスコミ、消費者団体との継続した関係を構築するために、財団事業の周知、及び食の安

全・安心関係の情報発信を目的とした懇談会、意見交換会、シンポジウムを開催する。 

 

②表示問題への対応・強化 

 メニュー表示問題については、この２年間、会員企業から「ＪＦメニュー表示相談センタ

ー」へ寄せられた事例を集約し食の安全安心財団と協力した上で、ＪＦ会員企業への情報提

供を行うほか、流通・販売などの外食関連事業者と緊密な連携、対応を図るほか、マスコミ

等に周知するための勉強会を実施する。外食等におけるアレルギー情報の提供に関する取り

組みについても、前年度に続き,セミナーや情報交換会を通じ、情報の提供に努めていくこと

とする。 

 

③外食・中食における原料原産地表示情報提供ガイドラインの作成 

 平成２８年１１月に全ての加工食品について、重量割合上位１位の原料の原産地を義務表

示の対象とする中間報告書を取りまとめた。 

 これらの議論を踏まえ、消費者庁は、「食品表示基準（内閣府令）」を改正（平成２９年

９月１日施行）したが、多様なメニューを提供する外食産業については、現時点では義務表

示の対象とはされていない。財団では、事業者の自主的な取組を推進する立場から、一般社

団法人日本フードサービス協会（ＪＦ）、一般社団法人日本惣菜協会（惣菜協会）、全国飲

食業生活衛生同業組合連合会（全飲連）で構成する「外食・中食産業等食品表示適正化推進

協議会（適正化協議会）」を設置し、今後の外食・中食事業者における原料の原産地情報の

現状と課題、具体的な提供の方法等に関する検討を通じて、表記ガイドラインを作成し、そ

の普及に努めるものとする。 
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＜重点項目＞ 

(1)働き方改革による労働時間の見直しや、限られた人手のなかで人材の有効活用が求められてい

ることから、人材の定着率向上に寄与する教育研修セミナーを開催し、活力ある職場環境の形

成を図る。 

(2) 国内外で注目を集める成長業態や新たなビジネスモデルにつながる画期的な外食施設等の視

察研修を企画し、進展する情報化や国際化に柔軟な発想で対応できる人材の育成をめざす。 

(3) 既存の階層別研修では、知識の習得のみならず、会員相互の取り組み事例や情報交換ができ

る機会を提供し、自社が抱える課題解決の糸口となるプログラムをめざす。また最近の経営環

境に適した、今後の外食産業の成長に資する新たな教育プログラムの開発を検討する。 

(4) 会員企業のトップが業界で培ってきた経験をもとに、今後の経営戦略について語るＪＦ戦略

セミナー、トップセミナーでは、次世代の外食産業を担う経営幹部が新たな成長のきっかけと

なるよう、参加者相互の活発な意見交換を促していく。 

(5)トップマネジメント層の育成を目的に立命館大学と共同で開発したJFウインタースクールの

教育プログラムの体系化をめざして、同大学と連携した教育カリキュラムの開発を検討する。 

(6)各大学からのインターンシップ受け入れや産学連携に関する会員企業との取り組みについ

て、協会や日本フードサービス学会が主催するセミナー等を通してフィードバックを行い、業

界に対する学生ならびに大学関係者の理解を深めていく。 

〈 教育研修委員会 〉 

◆おもに経営幹部を対象とするセミナー 

(１)総会記念特別講演会 

協会の総会開催時に併せて、政治、経済、社会、文化等の分野から著名人を招き、総会特別   

記念講演会を開催する。 

■日 時：平成３０年５月１６日 

■場 所：帝国ホテル東京 

■記念講演（対談）「外食産業が牽引する日本の未来」 

石破 茂 氏（衆議院議員/元農林水産大臣･元防衛大臣･元内閣府地方創生担当特命大臣） 

中田 宏 氏（外食産業総合調査研究センターチーフコンサルタント/元衆議院議員･元横浜市長） 

 

(２)ＪＦ戦略セミナー 

協会賀詞交歓会開催時に各界の著名人複数名を招いて開催する。外食企業の経営幹部が一年の

計を立てるに当たり、自社が抱える課題の解決や躍進をするためのヒントとなるような、新たな

構想や戦略などについて講演いただく。 

■日 時：平成３１年１月２２日 

■場 所：東京會舘  本舘 



6 

 

(３)ＪＦトップセミナー 

外食各社の経営幹部や次世代のリーダーが互いに切磋琢磨し、企業の経営者から直接学ぶ場と

して、経営トップが自社の経営理念や戦略を語るセミナーを年２回程度開催する。 

講演後には懇親会を行い、経営幹部のみならず関連部署の方々まで幅広い層の方に参加を呼び

かけて会員相互の活発な情報交換を促す。 

①第１１回ＪＦトップセミナー 

■日 時：平成３０年９月頃 

■場 所：東京都内 

②第１２回ＪＦトップセミナー 

■日 時：平成３１年３月頃 

■場 所：東京都内 

 

◆セレクション（テーマ別セミナー） 

(１)２０１８年度「ＪＦ新入社員研修」 

新たに外食産業界に加わった新入社員、または店舗におけるＯＪＴ教育を中心に受け、外食産

業の基礎理論（知識）を学ぶ機会のなかった中途入社やアルバイトから正社員に登用された社員

などを対象に、ホスピタリティやＱＳＣなどフードサービスビジネスに必要な心構え･基礎知識を

学ぶ。また、参加者同士でワークショップを行い、これから同じ業界で働く仲間と共にコミュニ

ケーションの重要性やフードサービス業で働く意義、本質、社会的役割などを共に考え、共に学

ぶ。 

■日 時：「清水講師」コース 平成３０年４月３日 

     「力石講師」コース 平成３０年４月４日 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

■講 師： 

 「清水講師」コース 

  ㈱プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント研究所 代表 清水 均 氏 

 「力石講師」コース 

  トーマス アンド チカライシ㈱ 代表取締役 力石 寛夫 氏 

  ㈱ノーヴァス＆ホスピタリティカンパニー 代表取締役 松澤 宏至 氏 

■対象者：「清水講師」コース…２０１８年度に新卒採用された新入社員 及び 中途入社社員 

「力石講師」コース…２０１８年度に新卒採用された新入社員 

 

(２)２０１８年度「新入社員フォローアップ研修」 

入社後、半年を経過した新入社員が入社時に学んだ基礎知識の再確認を行うとともに、将来の

外食産業を担う人材として必要な知識の習得を目的に開催する。 

■日 時：平成３０年１０月３日 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

■講 師：トーマス･アンド･チカライシ㈱ 代表取締役 力石 寛夫 氏 

㈱ノーヴァス＆ホスピタリティカンパニー 代表取締役  松澤 宏至 氏 

■対象者：新入社員 
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(３) JF トレーナーズ・トレーニングセミナー 

パート・アルバイトの効果的な採用方法から早期離職を防止することを目的に、過去４回にわ

たりトレーナー向けに開催した｢パート・アルバイト早期離職防止セミナー｣を改編する。 

自店に適正な人材を初期段階から体系的に育成できるトレーナーの育成を目的に、オリエンテ

ーションと初期教育・トレーニングの手法を学び、定着率の向上にもつなげる。トレーナーとし

て必要な基礎理論を学ぶとともに、体験学習を取り入れ、良い教え方やフォローの仕方などを相

互に共有できるプログラム内容とする。 

■日 時：平成３０年６月２０日 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

■講 師：㈱プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント研究所 代表 清水 均 氏 

■対象者：教育研修担当者、店長（補佐）、スーパーバイザー、本部スタッフ 等 

 

(４)外食産業店舗マネジメント研修 

店舗運営のプロとして必要なビジネススキルを習得するため、店舗運営のマネジメントに必須

となる実践的な知識や計数・予算管理の手法、コミュニケーション能力を身につけることをめざ

す。 

“基礎編”に加えて新たにプログラムに組み込んだ“発展編”を今年度も継続して開催し、若

手の店長からミドルマネージャークラスに最適な講座内容とする。 

①外食産業店舗マネジメント研修（基礎編） 

■日 時：平成３０年９月１１日 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

■講 師：㈱プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント研究所 代表 清水 均 氏 

■対象者：店長(候補)、スーパーバイザー、トレーナー、本部スタッフ 等 

 

②外食産業店舗マネジメント研修（発展編） 

■日 時：平成３０年１１月２０日 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

■講 師：㈱プロジェクト・ドゥ ホスピタリティマネージメント研究所 代表 清水 均 氏 

■対象者：店長(候補)、スーパーバイザー、トレーナー、本部スタッフ 等 

 

◆教育担当者の会 

各社の教育に係る課題等について、事例発表やグループディスカッションを通して、参加者同士

で意見を交わし、お互いに研鑽し、自社の教育に役立てることを目的に開催する。また、会の参加

をきっかけに、教育担当者が困ったときに相談できるように担当者同士のホットラインを構築する。 

■日 時：平成３１年２月頃（１泊２日） 

■場 所：東京近郊 

■内 容：教育研修活動の事例発表、グループディスカッション・発表、懇親(情報交換)会 
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◆外食市場研修（ストアコンパリソン） 

再開発事業が行われた大規模複合施設及び注目を集める取り組みや工夫を行う会員社の店舗等を

視察し、業態コンセプト、具体的な集客対策、出店・マーケティング戦略などを学び、今後のフー

ドサービスビジネスの可能性を探る。 

■日 時：平成３１年３月頃 

■視察場所：大規模複合施設、外食店舗、セントラルキッチン、カミサリーセンター 等 

■対象者：経営幹部、経営企画、店舗開発、商品開発、教育研修担当 など 

 

◆海外研修 

ＪＦ米国研修 

米国の外食店舗・小売施設等を視察し、米国外食産業が成熟市場でありながら、持続的に成長を

続ける要因を探る。また、ＮＲＡ（全米レストラン協会）や現地外食企業の経営者による講演から、

米国人の消費動向や商慣習、米国外食産業が直面する課題や規制への対応、従業員教育等について

学ぶ。 

①第７６回ＪＦ米国研修（春期） 

ホスピタリティ産業の見本市として世界最大規模を誇る「ＮＲＡショー」の開催に合わせて

シカゴを訪問し、最先端のフードサービス向け食材や設備、ＩＴ等を視察するほか、ＮＲＡと

の交流を行い、最新の米国外食産業のトレンドや課題について講演を頂く。また、今年度はシ

カゴ郊外の外食・中食店舗の視察も行う。ニューヨークでは、マンハッタンの成長著しい外食

施設やコントラクトサービスのほか、新たなトレンドとなっているブルックリン地区の視察等

も行う。 

■日 時：平成３０年５月１９日～５月２６日（６泊８日） 

■訪問地：シカゴ、ニューヨーク 

■オリエンテーションセミナー ４月２６日 於：ＪＦセンター会議室 

②第７７回ＪＦ米国研修（秋期） 

■日 時：平成３０年１０月１３日～１０月２０日（６泊８日） 

■訪問地：米国西海岸（ロサンゼルス・ラスベガス） 

■オリエンテーションセミナー １０月上旬 於：ＪＦセンター会議室 

 

◆その他の取り組み 

産学連携の取り組み 

大学等の高等教育機関、日本フードサービス学会、(公財)食の安全・安心財団等と連携した活動

を展開し、学問としてのフードサービスビジネスの体系化を推進するとともに、業界に対する学生

ならびに大学関係者の理解を深める取り組みを行う。 

    ①インターンシップ等の受け入れ 

各大学からのインターンシップ受け入れや産学連携に関する会員企業の取り組みについ

て、協会や日本フードサービス学会が主催するセミナー等を通してフィードバックを行い、

業界に対する学生ならびに大学関係者の理解を深めていく。 

②フードサービス関連学科への講師派遣 

大学等の高等教育機関からの要望に応じて、会員企業から講師を派遣し、フードサービス

関連の講座の充実を図る。 
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③大学等との連携 

昨年、包括協定を締結した立命館大学をはじめとする高等教育機関と連携して、フードサ

ービスビジネスを体系的に学ぶ学生や次世代の外食産業を担う人材を育成するための教育

プログラムの開発を検討する。 
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＜重点事項＞ 

 ２０１７年の訪日観光客は、２８６９万人を超え、５年連続で過去最高を更新した。東京オリ

ンピック・パラリンピックまで余すところ 2年となった。訪日観光客の地方部への伸張、長期滞

在による消費の底上げ等が期待される中、外食産業のさらなる飛躍のためにも、それらに対応す

ることも重要な課題となる。 

 一方、海外進出等によって、ダイナミックな成長を続けるアジア地域含めた海外の需要及び躍

進を取り込むことも必要なことから、海外進出対応（アウトバウンド）と海外からの訪日者対応

（インバウンド）の２つの側面を課題として、以下の事業を行う。 

(1)外食企業の海外からの訪日者対応（インバウンド）を図る取り組みを推進し、海外進出（ア

ウトバウンド）をサポートしていくことにより、ホスピタリティ産業である日本の外食産業の

経営技術や人材育成等の普及・啓発を図っていく。 

(2)日本の外食企業への活力と会員企業の積極的な海外市場への出店を後押しするため、法規制

・フランチャイズ契約等の課題や問題点等を整理し、会員企業に有益な情報を提供する。 

(3) 海外の各レストラン関係団体等との情報交換・交流を継続して実施し、日本の外食産業及び

農畜水産業が海外展開するための役割や可能性等を探り、グローバル化への対応を一層図る。 

〈 国際交流委員会 〉 

 

 (１)セミナー・情報交換会の開催 

   ①委員会の開催 

■日 時：平成３０年７月中旬 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

 

②外食産業のインバウンドセミナーの開催 

観光関連の規制緩和が進む中で、訪日観光客獲得のための対応、また、海外の観光サイト対策、

ムスリム旅行者への対応、会員企業の活用事例等をテーマとしたセミナーを開催する。 

 

  ③海外進出セミナーの開催 

海外進出を果たし､実績を持つ外食企業及び食品メーカー、さらには、外食産業のチェーンオ

ペレーションを支える外食関連産業である食品メーカー、厨房機器メーカー等の海外での活用事

例等を紹介する。ＪＦの会員企業の海外出店は全体としては約２割に止まっていること等を踏ま

え、各社の海外出店のヒントとなるよう、現地に進出する際の出店契約、雇用、教育、流通シス

テム等をテーマに学ぶこととする。 

 

 (２) 外食産業の国際化に関するアンケート調査  

海外出店におけるパートナーの選定、食材調達や人材育成、海外出店における経営実態や課題、

外国人旅行者への対応等についてアンケート調査を実施する。２０２０年の東京オリンピック・

パラリンピック開催を契機に、継続的なアンケート調査を実施していくことにより、アウトバウ

ンド、インバウンドの両面から外食産業の国際化における課題等を整理し、会員企業へ情報提供

を行う。 
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■スケジュール 

平成３０年５月 外食企業のインバウンド対応に関するアンケート調査実施 

平成３０年７月 同アンケート調査結果取りまとめ 

 

(３)海外研修ツアーの実施 

経済の基礎となる労働力人口の増加、国際貿易の拡大、海外からの直接投資などを総合して、

今後外食企業の出店が期待できるアセアン、日本食等の市場拡大が見込めるＥＵ、北米地域等を

検討して開催する。 

 

 (４)ＪＲＯ事業との連携活動 

①日本食市場拡大に向けた海外外食事業者向けマッチングの実施（アウトバウンド） 

マッチング事業としては、世界のフードサービス関係者が多数集い、また海外日本食市場に大

きな影響力を持つ北米最大の食品見本市である「NRA SHOW」等、日本の食文化や日本の食材のメ

ニュー提案、日本食のトレンド発信の機会とするためのマッチング商談会の実施を検討する。 

 

②招聘事業（インバウンド） 

海外のレストランにおいて日本の農林水産物を活用したヒットメニューを創造するため、国内

の外食産業及び食品産業等の関係団体及び農業との連携活動を加速させ、海外のレストラン関係

者を積極的に日本へ呼び込む招聘事業を検討する。 
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〈 組織対策委員会 〉 
 

＜重点項目＞ 

(1) 全国ブロック協議会におけるセミナーや参加者間の交流を通じて、協会加入メリットの PR 等

を行い、協会の組織拡大・拡充に向けた各種取り組みを促進する。 

(2) 外食産業が直面する各種課題への対応や解決に向け、協会の主張を各ブロック協議会と  

情報共有を図り、全国で一体となった活動を展開する。 

(3) 会員の協会活動に対する一層の理解と参画意識の向上を目的に理事会傍聴者制度の充実を図

る。 

(4) 業界におけるクレジットカードの手数料率問題及びスマホ決済等について研究を行う。 

(5) 会員のメリットにつながる JF 推奨サービスの検討を行う。 

 

(１)全国ブロック協議会の開催 

外食経営者の講演とともに、外食産業の課題と対応を共有するための外食産業経営セミナーを

年２回開催する。ブロック協議会は政治的な課題に対して、業界の抱える課題、協会の考え方を

ブロックの会員とともに共有することで、業界で一体となった様々な取り組みを展開する。また、

新規会員を迎え入れる取り組みとして非会員である地元の企業にも参加を呼びかけ、新規会員の

候補社を迎え入れる取り組みを行う。そのほか、協会の組織拡大・拡充に向け参加者間の交流を

深める。 

 

(２)クレジットカード手数料率問題、スマホ決済等の研究会の開催 

外食産業におけるクレジットカードの手数料率の問題及び最近急速に伸びているスマホ決済等

について研究会を行い、会員各社の参考に供する。 

 

(３)組織拡大活動 

業界が直面する課題に対し、主張を展開する際には会員規模が重要な要素の一つとなることか

ら、新規会員紹介キャンペーンを継続して行い、正会員及び賛助会員の組織拡大を図る。 

また、全国ブロック協議会を開催する際、各地域の有力な外食関連未加盟企業に対し、セミナ

ーへの参加とともに協会加入に向けた積極的な勧誘を図る。 

 

(４)協会メリットの検討について 

新たな会員を勧誘する際の協会メリットの検討を行う。昨年は、全国的な夜間金庫の減少に伴

い、売上金を ATM に振り込む店舗が増加していることから、ＪＦ会員に対する ATM 振込サービス

を推奨したが、引き続き会員のメリットに繋がるサービスを検討していく。  

 

(５)他団体との交流活動 

軽減税率問題、短時間労働者への社会保険適用拡大問題など重要なテーマに向けて外食関係団

体、小売業等団体との連携を図る。 
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(６)給食部会・フランチャイズ部会等の開催 

協会会員で給食事業を主に展開している企業並びにフランチャイズビジネスを展開している企

業の経営課題の解決に向けた取り組みを行うため、情報交換の場を随時設ける。 

 

(７)理事会傍聴制度の継続・強化 

理事会開催時に実施する傍聴制度には各ブロックより傍聴者が出席し、協会活動に対する一層

の理解と、協会本部と各ブロックとの関係強化に寄与することを目的として実施する。 

なお、参加対象の拡大等、より開かれた傍聴制度のあり方を検討する。 

 

(８)グルメカード事業・（公財）食の安全・安心財団賛助会員への加盟促進支援 

グルメカード事業及び（公財）食の安全・安心財団への未加盟社をはじめ、新たな会員候補企

業等に対して、同事業への参加促進のための普及活動を行う。 
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〈 環境委員会 〉 
 

 

 

（１）環境委員会・環境ワーキンググループの開催  

１)環境委員会の開催 

①第１回 環境委員会 

■日 時：平成３０年６月上旬 

■場 所： ＪＦセンター会議室 

 

   ②第２回 環境委員会 

■日 時：平成３１年２月中下旬 

■場 所： ＪＦセンター会議室 

 

２)環境委員会ワーキンググループの開催 

   本年、秋に食品リサイクル法定期改正のための農水省・環境省主催の審議会（食品リサイクル小

委員会）が開始される。小委員会では、SDGs など食品ロス削減の国際的広がりや、環境省が新たに

改訂する「循環型社会推進基本計画」での家庭系食品ロス半減が謳われる予定となる中、事業系食

品ロス特に可食部廃棄の削減が議論となることが想定されている。このことを踏まえ、実際に可食

部廃棄の削減に取り組む外食事業者にとって実行性のある目標・方策となるよう、審議会に先立ち、

環境委員会にワーキンググループ（ＷＧ）を設置し、外食事業者での可食部の捉え方や発生状況及

び削減方策等についての議論を行う。 

 ＜重点事項＞ 

2015 年に今後国際目標として国連で採択された「ＳＤＧs(Sustainable Development Goals（持

続可能な開発目標）」では“食品ロスの半減”が、また、同じく 2015 年に世界的な合意形成によ

って結ばれた新しい地球温暖化対策「パリ協定」では、脱ＣＯ2 社会へ向け、各国が各自設定した

削減目標を達成する目標が掲げられている。 

環境対策に企業が積極的に参加していくことが求められる世界的潮流の中、2020 年に開催される

東京五輪・パラリンピックも持続可能性への配慮をその運営方針の中で謳っており、外食産業でも、

これまで行ってきた環境対策への取り組みの一層の推進を図ることが必要になっています。 

(1)「地球温暖化対策」、「廃棄物対策」については、直近に策定した「環境自主行動計画」「外

食産業における食品リサイクルマニュアル」の協会会員への普及啓発のため、また、中小事業

者の取り組み推進・レベルアップを図るため、引き続き、研修事業および情報提供の活動の強

化を行う。 

（2）また、「フロン排出抑制法」や従来からの「容器包装リサイクル法」「食品リサイクル法」

など多岐にわたる環境関連法への協会会員、特に中小事業者への理解を一層進めるため、法令

解説を主力とした研修事業および情報提供の活動を引き続き行う。 

（3）平成 30 年秋には、食品リサイクル法の定期改正の議論を行う農水省・環境省主催の審議会

「食品リサイクル小委員会」が開催され、特に可食部の事業系食品廃棄物の削減目標が課題と

なる。事業者にとって実行性のある可食部削減目標・方策となるよう、外食事業者での可食部

の捉え方や発生状況及び削減方策についての議論を開始する。 



15 

 

①第１回 環境委員会ＷＧ 

■日 時：平成３０年５～６月 

■場 所： ＪＦセンター会議室 

 ■内 容： 

 ○可食部の定義について 

 ○業種業態別の発生状況について 

 ○実効性のある削減の取り組み方策について 

 ○審議会への提言（行政との情報共有内容） 

※議論の進捗に応じて７月までに複数回開催予定 

 

（２）外食産業の環境対応実態調査の実施 

    環境委員会での議論に合わせ、協会会員社の環境対応の進捗を把握し、検討していく基礎資料

とするべく、「食品リサイクル」及び、「エネルギーの使用状況」などに関する調査を行う。 

「食品リサイクル」については、環境ＷＧの進捗に応じ、夏前に外食産業でのリサイクルの状

況や、可食部廃棄の実態について把握するアンケートを先行実施する。 

 

  １)食品リサイクル実態調査 

■実施時期：平成３０年８月上旬～９月 

■調査内容 

業種業態別 

○食品廃棄物の発生量/リサイクル量/発生抑制量  

○可食部割合/可食部発生場所/削減可能性の高い可食部 

 

  ２)エネルギー使用実態調査 

■実施時期：平成３０年８月上旬～９月 

■調査内容 

○エネルギー使用状況  

○容器包装リサイクルの対応状況 

○フロン排出抑制法への対応状況 

 

（３）環境対策セミナー（情報交換会）の開催 

 「地球温暖化対策」「廃棄物対策」など多岐にわたる環境関連法への理解を進めるため、協

会会員特に中小事業者への普及啓発を主な対象とした「環境対策セミナー（情報交換会）」を

実施する。 

■日 時：平成３０年７月～１１月 複数回 

■場 所：ＪＦセンター会議室など 

 

（４）環境担当者情報交換会の開催 

 環境担当者情報交換会を開催し、事業者にインセンティブのある本来的な環境施策の在り方

等の根本的な議題から、環境業務のトピック的な事柄や環境担当者が直面する課題・問題など

について、担当者間で意見交換を行い、情報を共有する環境情報交換会を開催する。 

■日 時：平成３１年１月中旬 

■場 所：都内ホテルなど  

■内 容：外食企業の喫緊の環境対応・課題 
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〈 労務委員会 〉 
 

＜重点事項＞ 

(1)同一労働同一賃金など、業界に影響を与えかねない問題に対し、画一的な規制強化とならないよ

う、業界の実状に考慮した対応を政府に求めていく。  

(2)厚生労働省は短時間労働者に対する社会保険のさらなる適用拡大に向けて議論を開始する予定。

さらなる適用拡大は業界の人手不足をさらに加速させることが懸念されることから、適用拡大によ

る影響度調査を実施し、協会の主張を行う。 

(3)業界の人手不足は年々深刻化していることから、雇用につながる新たなチャネルづくりを検討す

る。 

（4）業界における労務管理の改善・整備は業界の重要な課題であり、会員各社と情報交換を行い、か

つセミナー・研修会等を通じて情報の共有を図る。 

(5) 外国人従業員が外食店舗で勤務できるよう会員企業における外国人の雇用実態を踏まえて、入国

管理及び難民認定法（入管法）における在留資格の見直しに向けた取り組みを行う。 

 
（１）労働法改正に関わる対策について 

「同一労働同一賃金」など業界に影響を与えかねない問題に対し、画一的な規制強化とならない

よう取り組む。また、会員社に対する情報提供とともに今後の対応についても研究会・セミナー等

で情報共有を行う。 

 
（２）短時間労働者に対する社会労働の適用拡大について 

新たな基準で短時間労働者に社会保険の適用拡大が平成２８年１０月より実施された。厚生労働

省は３年以内にさらなる適用拡大に向けて検討を行うとして、平成３１年９月までに方針を定める

としていることから、今年の４月以降に社会保障審議会年金部会で議論が開始される見込みとなっ

ている。さらなる適用拡大が企業経営および被用者にどのような影響を及ぼすかを調査のうえ協会

の主張を行う。 

 

（３）人手不足対策について 

外食産業における人手不足は年々深刻な問題となっている。そのため、会員各社相互の情報交換、

好適事例の共有などに取り組むとともに、外国人留学生のさらなる雇用拡大、高齢者雇用、障害者

雇用の推進とともに、自衛隊除隊者、矯正就労者等の雇用などについても意見交換を行う。 

 

（４）働き方改革、労務問題に関する情報交換会の開催 

外食産業における働き方改革、労務管理の改善・整備は重要な取り組みとなっており、セミナー

・研修会、情報交換会等を通じて情報の共有を図る。 

 

（５）研修・セミナー事業について 

各種の労務管理問題、パート・アルバイトの確保、採用問題等をテーマに取り上げ研修会・セミ

ナー等を開催し、各社の参考に供する。 
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①労務問題情報交換会 

■日 時：平成３０年７月 

■内 容：人材確保（正社員/パート･アルバイト）、離職防止策、各社の抱える労務管理問題

等について 

②JF 労務研修会の開催 

労働法制の改正、リクルート対策、あるいは外食各社の抱える労務課題等をテーマに、会員

各社の人事・採用・労務担当者同士の情報交換とホットラインづくりを目的に一泊二日で開催

する。 

■日 時：平成３０年１１月（予定） 

 

（６）調査研究事業について 

社員の離職率・充足率及び労務管理に関する調査を行う。また、短時間労働者に対する社会保険

の適用拡大問題については全国外食産業ジェフ健康保険組合と連携して調査を実施する。 

 

（７）外食産業における外国人従業員の雇用拡大について 

外食産業の店舗で就労が可能となるよう、会員各社の雇用実態を踏まえ、「在留資格」要件の見

直しを求める取り組みを行う。同時に、大学で経営学などを修めた外国人留学生等については、日

本で店舗勤務が可能となるよう関係省庁に働きかけていく。 

 

（８）労務管理に関わる情報提供事業 

昨今、外食企業に対する労基署の調査が厳しくなっており、留意すべき点などについて委員会、

労務問題情報交換会等で情報共有を行うとともに、注意を喚起するような事案については、ニュー

スレター等で情報提供を行う。 
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〈 広報調査委員会 〉 
 

＜重点項目＞  

(1) 協会の広報活動は、社会やメディアに業界の主張や行動を広く発信するという協会活動の重

要な位置づけのひとつである。訪日外国人の増加、2020 年東京オリンピック・パラリンピック

の開催に向けて外食産業の果たす役割はますます大きくなることから、協会の各委員会と連携

して情報発信を行う。 

(2) 近年、マスコミは外食産業の取り組みに大きな関心を寄せていることから、マスコミ各社と

の交流を図る機会を設け、相互の信頼関係を構築する。 

(3)「攻めの広報」はこれから外食産業で益々重要な取り組みとなるため、セミナー等で好適事例

の研究を行う。 

(4) 外食産業における危機管理も重要なテーマの一つであることから、外食各社の広報部門が今

後の対応を考えるうえで、セミナー等で事例の研究を行う。 

 (5)ＪＦニュースレターアラーム情報等をタイムリーに発信し、会員社への情報提供に努める。 

 

（１）広報セミナーの開催について 

広報セミナーの開催にあたっては、「危機管理」「攻めの広報」を切り口に、会員企業の参考とな

るよう開催する。 

 

(２)マスコミ懇談会の開催 

協会や会員社の取り組みなどをマスコミ各社へ情報発信するとともに、外食産業への理解を深める

場として、年２回（夏・冬）開催する。 

 

(３)業界活動の PR、情報発信について 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて外食産業の果たす役割を PR するため、

協会の各委員会と連携し、情報発信を行う。その際、各業界がどのような広報活動を行っているかを

研究する場などを設ける。 

 

(４)これからの外食企業の広報活動の研究について 

ソーシャルメディアの進展は広報対応にも影響を与え、迅速性が求められている。また、社会全体

との協調などこれまで以上に広い信頼を得ることが求められるようになってきている。 

そのため、外食企業のこれからの取り組みの参考となるようセミナー、研究会等を開催する。 

 

(５)啓蒙用ステッカー等の制作、配布 

昨年制作した会員店舗用の「禁煙・分煙ステッカー」に続き、「飲酒運転防止ステッカー」「災害

時帰宅支援ステーションステッカー」「女性・高齢者・子供の駆け込み対応店舗ステッカー」など各

種ステッカー類の作成を検討する。 
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(６)有識者懇談会の開催  

協会活動に対して、新たな視点から各界の識者の方々より、忌憚の無い意見を伺う場として有識者

懇談会を開催する。  

 

(７)２０１８年ジェフ愛の募金キャンペーンの実施 

協会の統一キャンペーンとして「ジェフ愛の募金キャンペーン」を実施し、外食産業の社会的貢献

活動の一環として継続的な取り組みを行う。 

■日 時：平成３０年１１月１日～１２月３１日 

 

(８)出版事業 

ジェフマンスリー等、協会刊行物を通じて業界の課題や問題、協会活動、会員企業の取り組みを紹

介するとともに外食産業に係わるデータの情報提供を行う。 

 

(９)外食産業市場動向調査結果の発表（原則毎月２５日） 

会員企業の前月度の売上動向データを取りまとめ、農政クラブ、農林記者会、東商記者クラブ、外

食産業記者会等に発表する。 

 

(10)広報ＰＲ活動 

これまでの協会調査等によって、市場規模・毎月の売上動向・海外進出など蓄積された各種の      

データ、さらに、会員企業の動向、外食産業に関わる記事等を整理・分類のうえ、マスコミからの取

材、消費者・会員社からの問い合わせに対応できるよう取り組む。 
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＜重点項目＞ 

新たな成長エンジンとして期待される農業との連携強化を深化させる。一方、国際的な需給相

場の変動や国際社会の資源保護等の影響によって、外食産業の食材調達を巡る諸課題が山積する

中、下記を重点項目に事業活動を進めていく。 

(1)日本農業、農業経営者を応援するための交流会の拡充や食料生産の国際化、食材調達のグロ

ーバル化等の中で事業を行う。また、野生鳥獣による農作物被害は年々広域化・深刻化してお

り、農業現場の生産意欲低下等に繋がり、将来的には、外食産業の食材調達の足かせとなる事

が想定されることから、外食産業の立場から野生鳥獣肉（ジビエ）として地域資源として積極

的に利活用するための取り組みを加速させる。 

(2)輸入農産物の急増、水産物の資源保護等国際貿易のルールが見直される中で、輸入食材・輸

出国の現地調査とそれにともなう研修・勉強会を開催する。 

(3) 各社の商品開発に資するため、また、仕入・調達コストの改善のためにも、食品メーカー等

を中心とする協会賛助会員との取組み、情報共有を図る。 

〈 食材調達・開発等委員会 〉 

(１)委員会の開催 

①第１回食材調達・開発等委員会 

■日 時：平成３０年７月 

■場 所：ＪＦセンター会議室 

②第２回食材調達・開発等委員会 

■日 時：平成３１年２月 

 (２)外食産業と地域農畜水産業との連携（産地との交流）の推進 

付加価値ある農産物・地域食材等の新たな国産食材の有効活用のヒントを探るため、各地での産

地商談交流会を開催する。 

①青森県産地見学・商談交流会 

■日 時：平成３０年７月１８日、１９日 

■訪問場所･内容（案）「長いも」「にんにく」「ごぼう」「ねぎ」「だいこん」等の青果物の 

 大産地である十和田市・おいらせ町等を訪問し、農業との交流促進を図る。 

②宮城県産地見学・商談交流会 

■日 時：平成３０年１０月下旬 

③鹿児島県産地見学・商談交流会 

■日 時：平成３１年３月 

 

 （３)ＪＦフードサービスバイヤーズ商談会の開催 

食材・農産物を供給する農畜水産業等のメーカー・団体等の参加を得て、外食企業の仕入・調達

活動のヒントとするともに、正会員・賛助会員等の情報交流を目的とした商談会を開催する。 

また、全国の農業法人等と連携した特別ブースを併設し、外食産業と農業との連携強化の促進を

図ることとする。 
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①出展社説明会 

■日 時：平成３０年１０月上旬 

②商 談 会 

■日 時：平成３０年１１月１３日 １０：００－１７：００ 

■場 所：ＴＯＣビル五反田 

■出展内容（主な出展コンセプト） 

     ・２０１９年 春・夏に向けた各業態対応型のメニュー 

     （おいしさ＋健康／安全＋αへの追及） 

     ・加工・外食業務用ニーズにあった規格・品質の低コスト商品 

     ・産地再生を目指す被災地域の国産食材の提案 

     ・海外でも評価の高い産地オンリーワン商品、四季折々のメニュー 

     ・ドレッシング、食材のおいしさや長所を引き出すソース   他 

 

(４)主力原材料に関する情報交流活動 

①外食産業におけるジビエ調達と商品開発の推進 

農作物被害の駆除対象から、新たな地域食材として着目されているジビエについて、外食産

業の立場から普及に努めていくため、日本ジビエ振興協会等との連携に基づき意見交換等を行

う。 

 

②国産食材等に関する意見交換会 

輸入食材の活用は原材料費の抑制に寄与するものの、付加価値の高いメニュー訴求のために

は、国産食材の有効活用は欠かせないこと等から、今後の外食産業のメニュー開発に総合的に

対応するため、全農等の農業団体との連携を図り、意見交換等を開催する。 
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〈 行財政対策特別委員会 〉 
 

＜重点事項＞ 

外食産業を取り巻く政治・行政問題は多岐にわたり、課題によっては、外食企業の経営に大き

な影響を及ぼす。 

平成 31 年 10 月より消費税が引き上げられ、同時に軽減税率も導入されるとされていることか

ら、現段階より戦略を構築する。また、短時間労働者への社会保険適用拡大問題、同一賃金同一

労働問題など外食産業にとって重要な課題に対し、業界が不利益を被らないよう関係委員会と連

携するとともに、政府に積極的な働きかけを行う。 

そのため、本委員会では次のような問題や課題に取り組むこととする。 

(1) 消費税・軽減税率問題についての理論武装 

(2) 社会保障と税の一体改革について（短時間労働者への社会保険適用拡大）  

(3) 安全・安心問題について 

(4) 環境問題・コンプライアンス問題について 

(5) その他 

 

(１)軽減税率導入問題について 

軽減税率は平成３１年１０月より導入される予定だが、外食とコンビニとの間でテイクアウト、

イートインの取り扱いに差違が生じないよう取り組む。さらに次段階では、外食と加工食品を同

一に取り扱われるよう働きかけを行う。 

 

(２) 短時間労働者に対する社会保険適用拡大問題について 

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が新たな基準で平成２８年１０月より施行された

が、厚生労働省はさらなる適用拡大に向けて平成３１年までに適用基準の見直しを図ろうとして

いる。短時間労働者に対する社会保険の適用拡大問題は、就労調整という新たな問題を引き起こ

し、その結果、人手不足に拍車をかけるという結果を招いている。 

そのため、業界の実状について、業界データあるいはパート本人の意向調査結果を以て政治・

行政に対し協会の主張を構築する。 

 

(３) 研究会・勉強会等の開催について 

消費税率の引き上げを見据えた取り組み、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大、さらに

安全・安心に関わる課題について、識者・専門家を招き、研究会・勉強会等を開催し理論武装を

行う。 

 

(４)草の根運動・ロビー活動等の展開、外食関係団体との連携について 

短時間労働者への社会保険適用拡大問題以外にも業界に影響を与える食の安全・安心に係わる

問題、環境、コンプライアンス問題に対し、協会の各委員会及び外食産業関係団体と連携を図り、

政治・行政に働きかけるなど戦略的な取り組みを行う。 

 


