
    ２０１９年度事業報告  

   （２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日）  

 

概  況  

  本協会は、安全良質な鶏卵、及びその加工品の安定供給と、知識啓発並

びに情報発信事業を行っている。  

主な活動は、ＨＡＣＣＰ関連事業の推進、三ツ星タマリエ検定の普及、

ヤングミーティングによる知識啓発情報発信事業等である。  

２０１９年度の鶏卵生産量は２ ,６４０千トンと前年比較１２千トン増

え、国民１人当り２個に相当し、単純試算年間３３９個の消費となる。  

高栄養価で安全・安心な鶏卵の消費量維持伸長のために次の事業を行っ

た。  

 

事業報告の明細  

１．ＨＡＣＣＰ事業の推進  

（１）食品衛生法の一部改正に伴い、ＨＡＣＣＰが法制化され、完全施行期

限の２０２１年６月１日に向け、日本卵業協会ＧＰセンターＨＡＣＣ

Ｐ認証施設も増加している。グローバル化が進む中、鶏卵の衛生管理

がより一層求められることから、認証施設の拡充を図っている。  

２０２０年３月末現在、認証取得施設は２５施設となった。  

 

（２）ＨＡＣＣＰの制度化に伴い、小規模事業者用のＨＡＣＣＰ導入の手引

書（ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理）が厚生労働省から確

認され、鶏卵包装施設・液卵製造施設の事業者を対象に、全国６会場

で簡単にわかりやすくＨＡＣＣＰに取り組めるよう研修会を開催した。 

 

２．三ツ星タマリエ検定の普及  

   三ツ星タマリエ検定により鶏卵に関する正しい知識を会得してもら

い、タマゴの伝道師として安全で高栄養価である鶏卵の素晴らしさを国

民に普及するとともに、食生活には欠かせない鶏卵の消費促進に資する

広報の役割を担ってもらうことを期待し、出前検定を含め全国１０会場

で検定を開催した。２０２０年度の認定合格者は３５０名、総認定合格

者は１ ,５５５名となった。  

    

３．ヤングミーティングによる知識啓発情報発信事業  

（１）２０１９年度の問題等の検討を行い、たまごがより身近に感じるよう



  

な問題とした。又、念願の五ツ星タマリエ検定内容の作成を行った。  

  試験はレポート・面接等とし、「知識の正確さ」「実現可能性」「熱意」

「テーマとの整合性」「文書の長さが指定と合っているか」「人に伝わる

文章となっているか」等を問うことを前提としており、２０２０年４月

から７月に第１回を開催し、５年間で１００人程度の五ツ星タマリエを

認証したいと計画した。  

 

（２）たまごニコニコ料理甲子園（いいたまごの日）の開催  

    １１月１日いいたまごの日（ (一社 )日本養鶏協会共催）に東京ガス

スタジオプラスジーギンザで開催した。これからの食を支える高校生

を中心にたまごを使った創作料理を募集し、約６００作品超えの応募

作品から全国６エリアの代表作品でグランプリを競った。グランプリ

は、みつごちゃんぽん  長崎県立大村高等学校。  

     

（３）鶏卵の正しい知識普及活動  

    農林水産省のＦＣＰ（フード・コミュニケーション・プロジェクト）に参画

した。８月７日～８日に子ども霞ヶ関見学デーでは、たまごの素晴ら

しさ等を今後の食を担う小学生に伝えた。来場者は１ ,１７０人と昨年

比１２６％と盛況であった。  

 

４．日本畜産物輸出協議会への参画  

   鶏卵輸出に向けた取組みに参画した。アメリカ・ＥＵ向けの強化に取

り組んでいる。香港への輸出は、月間１ ,０００トンを超えるまでに伸

長している。  

    

５．見学研修会・講演会の開催  

  講演会  

   ５月２３日  定時総会時、１０月からの消費税１０％への引き上げに

伴う「軽減税率制度」をテーマに財務省主税局税制二課担当から説明を

受け、参加者は良い情報を得る講演会となった。  

   

  春季見学研修会  

   ７月２日  マルイ農協グループ  マルイ食品株式会社出水ＧＰセンタ

ーに於いて９１名という多人数参加の下、開催した。処理能力３６万卵

／時（１２万卵×３台）で国内一を誇り、見学ＧＰセンターの概略説明

等説明を受け、ＧＰセンター運営に参考となった。  

 



  

秋季見学研修会  

   異業種見学研修会として、株式会社ゴールドウイン（富山県小矢部市）

を見学した。１９５０年にメリヤス製造の個人事業として創業し、１９

６３年に翌年に予定された東京オリンピックで、日本の勝利を祈って

（金メダル・勝利）株式会社ゴールドウインに改称し、１６個の金メダ

ルのうち、１２個がゴールドウイン着用の選手が獲得した。競技ユニホ

ームの製造技術に優れ、日本におけるスポーツ用品メーカーの地位を築

いた。  

 

６．同業他団体との消費拡大、安全・安心への取組み  

（１）同業他団体（４団体）と協力し、消費者へ鶏卵の正しい知識普及を図

るため、インパックラベルを作成しパック内に投入し知識普及を図った。

ＧＰセンターを運営する同業者の理解を得て、１ ,７００万枚を超える

ラベルを２回投入することが出来た。１月～３月の投入では、ＱＲコー

ドから鶏卵の正しい知識への訪問者は５３１千名であり、普及効果は大

きく消費拡大につながることを期待する。  

 

（２）「オムレツの会」オムレツの日記念イベントに参画し、消費拡大に努

めた。  

 

（３）中央鶏卵規格取引協議会に参画し、鶏卵品質検査に参画した。  

 

（４）いいたまごの日への取組み  

    一般社団法人日本養鶏協会と共催で、農林水産省後援の下、イベン

トを開催した。  

 たまごニコニコ料理甲子園  

 高校生に向け料理研究家きじまりゅうた氏によるたまごを使っ

た料理の実演・講演  

 

（５）一般社団法人東京都卵業協会のたまごフェスティバルに参画した。  

 

（６）鶏卵公正規約に則った活動への参画  

 

（７）その他鶏卵に関わる事業  

    鶏卵に関わる対応等  

 

 



  

７．本協会の活動及び委員会の活動  

（１）定時総会  

   ２０１９年５月２３日   東京都千代田区飯田橋１－１－１のホテル

グランドパレスにて定時総会を開催し、次の議案が満場異議なく承認さ

れた。  

    第１号議案 ２０１８年度決算書類承認の件  

    第２号議案 任期満了に伴う理事改選の件  

    第３号議案 任期満了に伴う監事改選の件  

    第４号議案 ２０１９年度役員報酬承認の件  

    第５号議案 ２０１９年度借入金最高限度額承認の件  

    第６号議案 ２０１９年度会費徴収方法承認の件   

 

（２）秋季総会  

   ２０１９年１１月１２日  石川県加賀市山代温泉１９－５８－１  瑠

璃光にて開催し、前期事業報告並びに後期主要行事等報告された。  

 

（３）賀詞交歓会  

   ２０２０年１月９日東京都千代田区飯田橋１－１－１のホテルグラ

ンドパレスにて、全国たまご商業協同組合と合同で開催した。  

 

（４）理事会  

   協会の業務執行決定のために、次により理事会を開催した。主な議案

は次の通り。  

  第１回  ２０１９年４月１７日  馬事畜産会館に於いて  

１）会長枠理事２名、監事３名以内選考の件  

２）理事候補承認の件  

３）２０１９年度定時総会議案の件  

４）２０１９年度定時総会招集の件  

５）正会員入退会の件  

 

議案通り承認された。  

 

 第２回  ２０１９年５月２３日  ホテルグランドパレスに於いて  

   １）会長１名選出の件  

   ２）副会長３名以内選出の件  

   ３）専務理事１名選出の件  

   ４）副会長席次の件  



  

     会長は米山大介氏が満場一致で選出された。  

     その他議案は議案通り承認された。  

    

  第３回  ２０１９年６月１１日  馬事畜産会館に於いて  

    １）役員選考内規一部変更の件  

    

      候補者の獲得票が同数の場合、当該地域の話合い等により選出

が、案通り承認された。  

 

  第４回  ２０１９年７月１９日  書面理事会  

    １）新規正会員入会承認の件  

 

      議案通り、共立製薬株式会社の入会が承認された。  

 

  第５回  ２０１９年８月２１日  書面理事会  

    １）新規正会員入会承認の件  

 

      議案通り、株式会社クレストの入会が承認された。  

 

  第６回  ２０１９年１０月９日  馬事畜産会館に於いて  

１）２０１９年度秋季総会招集の件   

２）２０１９年度秋季総会議案書 (案 )の件  

３）新規正会員入会承認の件  

   有限会社旭養鶏舎  

 

  議案通り承認された。  

 

第７回  ２０１９年１２月４日  馬事畜産会館に於いて  

  １）２０２０年度主要行事計画の件  

   

  議案通り承認された。  

       

  第８回  ２０２０年３月１８日  馬事畜産会館に於いて  

１）  ２０２０年度事業計画及び予算 (案 )の件  

 

議案通り承認された。  

   



  

（５）三役会  

   理事会上程議案について審議を行った。  

   第１回  ２０１９年  ４月１７日 馬事畜産会館に於いて  

第２回  ２０１９年 ６月１１日  馬事畜産会館に於いて  

第３回  ２０１９年１０月  ９日  馬事畜産会館に於いて  

第４回  ２０１９年１２月  ４日  馬事畜産会館に於いて  

第５回  ２０２０年 ３月１８日  馬事畜産会館に於いて  

 

（６）ＧＰセンターＨＡＣＣＰ認証委員会  

   ＧＰセンターＨＡＣＣＰの認証及びＨＡＣＣＰ関する事項について

協議した。  

   第１回  ２０１９年  ４月１８日 書面委員会  

   第２回  ２０１９年  ６月２８日 書面委員会  

   第３回  ２０１９年  ７月２９日 書面委員会  

   第４回  ２０１９年  ８月  ７日 書面委員会  

   第５回  ２０１９年  ８月２８日 書面委員会  

   第６回  ２０１９年１０月１５日  書面委員会  

   第７回  ２０１９年１０月３０日  書面委員会  

   第８回  ２０１９年１２月  ９日 書面委員会  

   第９回  ２０２０年  ２月１４日 書面委員会  

   第 10 回  ２０２０年  ３月２３日 書面委員会  

 

（７）ヤングミーティングの活動  

チームタマリエ会議 馬事畜産会館及びホテルグランドパレス・東京

ガススタジオプラスジーギンザに於いて  

 たまごニコニコ料理甲子園作品募集、エリア予選、エリア代表選

考  

 三ツ星タマリエ検定問題作成、タマリエ検定テキスト改訂  

 農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクト参加  

 全国大会を開催し、ヤングミーティング発足１０周年記念大会開

催について意見交換を行った  

 

開催日  

第１回   ４月１６日    第２回   ５月  ８日   

第３回   ６月１２日    第４回   ７月１０日     

第５回   ８月２１日    第６回   ９月  ４日  

   第７回  １０月  ８日    第８回  １０月３１日  



  

   第９回  １２月  ３日    第 10 回   １月  ９日  

   第 11 回    ２月１３日    第 12 回  ３月１７日  

 

（８）会員に関する事項  

   ２０２０年３月３１日現在  会員数  １６１社（賛助会員３社含む）  

 

   正会員入会  

     イセデリカ株式会社    共立製薬株式会社  

     株式会社クレスト     有限会社旭養鶏舎  

     株式会社パートナーズ  

 

正会員退会  

香川県鶏卵荷受事業協同組合  

株式会社ノーサンエッグ   株式会社南勢養鶏  

     株式会社岩沢ポートリー   千葉丸ト販売株式会社  


