（別紙１）

平成２７年度事業報告
〔平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日〕

I

主要業務日程
４月15日
〜17日 ファベックス 2015（東京ビッグサイト）
４月21日 監事監査（協会事務所）
５月７日 一般向け啓発事業審査会（協会事務所）
５月８日 第１回理事会（アルカディア市ヶ谷）
６月４日

通常総会・記念講演会（アルカディア市ヶ谷）
第２回理事会（アルカディア市ヶ谷）

６月12日 専門委員会

第１回出題調整分科会（協会事務所）

６月26日 第 1 回専門委員会（アルカディア市ヶ谷）
８月10日 専門委員会

資格分科会（協会事務所）

８月27日 専門委員会

第 1 回会報分科会（協会事務所）

９月 1 日 フードスペシャリスト養成機関研修会
〜2 日
（東京聖栄大学、日本パン技術研究所、日本穀物検定協会）
９月８日
〜16日 専門委員会 科目別出題調整検討会（協会事務所）
10月10日
〜11日 インタ−ンシップ二子玉川マーケットふたこ座（二子玉川テラス）
10月18日 専門委員会

第２回出題調整分科会（協会事務所）

10月21日
〜23日 ファベックス関西 2015（インテックス大阪）
10月27日 専門委員会

第 3 回出題調整分科会（協会事務所）

11月26日 専門委員会

養成機関認定分科会（協会事務所）

12月20日 フードスペシャリスト資格認定試験
1 月13日 第２回専門委員会（アルカディア市ヶ谷）
２月９日 第３回理事会（アルカディア市ヶ谷）
３月22日 一般向け啓発事業審査会（協会事務所）
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Ⅱ

事業内容

１

教育内容の企画、指導及び助言に関する事業

（１）フードスペシャリスト養成の充実に向けた検討
新たなフードスペシャリスト資格制度について、その周知を図るため、
資格制度紹介パンフレットを作成し関係方面に配布、説明するとともに、
協会ホームぺージのリニューアルを行った。
（２）協会指定テキストの改訂等
改訂作業を進めてきた協会指定テキストのうち、
「四訂フードスペシャリ
スト論（第 3 版）」を平成 28 年 1 月 20 日に発行した。また、「三訂食品の
消費と流通」を平成 28 年 2 月 10 日に、
「三訂食品の安全性」を平成 28 年 3
月 1 日に各々発行した。
２

フードスペシャリスト資格認定試験事業

（１）平成 27 年度フードスペシャリスト資格認定試験の実施
平成 27 年度フードスペシャリスト資格認定試験を 12 月 20 日(日)に全国
148 校で実施し、延べ 6,671 人が受験した。その後、1 月 13 日の専門委員
会の合否判定の結果、延べ 4,610 人が合格した。各資格認定試験の種類別
の受験状況は以下のとおりであった。
また、フードスペシャリスト養成機関を既に卒業した受験希望者に対し
ては、受験申請書を協会が直接受け付け、出身校以外での受験を含め協会
が受験校をあっせんした。
受験者数
（人）

合格者数
（人）

5,213

4,274

82.0

専門フードスペシャリスト(食品開発)資格認定試験

810

147

18.1

専門フードスペシャリスト(食品流通・ｻｰﾋﾞｽ)資格認定試験

648

189

29.2

フードスペシャリスト資格認定試験

合格率
（％）

（２）フードスペシャリスト資格認定証の交付等
フードスペシャリスト資格認定試験の合格者のうち養成機関の卒業者に
対し、申請に基づき資格認定証の交付を行った。
また、フードスペシャリスト資格を優秀な成績で取得した方に対し、会
員校の推薦に基づき会長表彰を行うとともに、各資格認定試験の上位合格
者に対し、専門委員会の推薦に基づき特別表彰を行った。
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３

フードスペシャリスト養成機関認定事業
専門委員会（養成機関認定分科会）における審査報告を踏まえ、理事会で
審議の結果、次の３校３学科の新設と１校１学科の追加を認定した。
大手前大学
金沢学院大学
金沢学院短期大学
大阪成蹊短期大学(追加)

４

健康栄養学部 管理栄養学科
人間健康学部 健康栄養学科
食物栄養学科
調理・製菓学科 製菓コース

助成、研究、研修等に関する事業

（１）食に関する一般向け啓発事業
広く国民一般を対象とした食に関する啓発事業に対し、本年度は 26 団体
から応募があり、審査会による審査の結果、下記の 25 事業の採択をした。
予算の範囲で助成し、応募団体と協会との共催で各事業を実施した。
なお、各実施事業の概要は、協会ホームページに掲載した。
（事業実施順）
団体名

事業の名称・内容

美作大学短期大学部

幼稚園児への食育推進活動 食生活のあり方を考える

函館短期大学

野菜スイーツでＴＥＡ ＰＡＲＴＹ！！

奈良佐保短期大学

私たちの奈良をもっと知りたい 〜奈良の食べもの〜

精華女子短期大学

健康講座「男子ごはん」

別府大学

公開講座「親子料理教室」

東海学園大学
羽衣国際大学
シニア世代食育推進協議会
昭和学院短期大学

2020 年東京オリンピック・パラリンピック
食の

おもてなし

を考えよう

頑張ろう福島 〜福島の安全・新鮮・美味な果物の製菓
への活用〜第一報
シニア世代のためのブランチワークショップ
昭和学院短期大学・日本フードスペシャリスト協会共催
食と健康講座 〜健康な食事〜
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団体名
日本災害食学会
東京聖栄大学

事業の名称・内容
シンポジウム「要配慮者の被災と災害食」
見直そう東京食材！東京都の食材を使った加工食品・料理
メニュー展

香蘭女子短期大学

『Ａｌｌｅｚ ｃｕｉｓｉｎｅ！』 〜さぁ、一緒にフレンチを作りましょう〜

松本大学

食物アレルギーっ子も、おいしく楽しく食べようね！

中国学園大学

中国学園大学公開講座：７つの庭瀬探偵団
−食と健康のナゾを解け！−

日本女子大学

手軽においしく、もっと野菜を食べよう！

公益財団法人すこやか食生活協会

シニア食育講座

愛知みずほ大学短期大学部

和食の文化は家庭から！！

聖徳大学

聖徳大学 食 に関する講演会

日本大学

「質の高い食」に関する講演会及びパネルディスカッション

愛知江南短期大学

江南市・江南市消費生活展運営協議会主催 江南市消費生
活展

愛国学園短期大学

小松菜でつくる簡単デリと簡単おやつ・ラッピング

北陸学院大学短期大学部

金沢の食をふまえた「いいじい食育教室」

愛知学泉大学

地域の食材を利用した調理品開発

郡山女子大学短期大学部
京都文教短期大学

ハッピーバレンタインデーwith ファミリー 「パパズ＆キッズキ
ッチン」
京都から和食を未来につなげよう〜和食を伝えるために家庭
や地域で何が出来るか？〜

（２）通常総会記念講演会
演題：『パンを科学する-パンの多様性とパン選びのポイント』
講師：一般社団法人 日本パン技術研究所
常務理事 所長 井上 好文 氏
講演の要旨は会報及びホームページに掲載した。
（３）研究・調査等
平成 26 年度のフードスペシャリスト資格取得者を対象に、
就職状況等に関
するアンケート調査を行い、その結果を会報及びホームページに掲載した。
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（４）研修会の開催
９月１・２日の２日間にわたって、
「新しい食品表示」をテーマにフード
スペシャリスト養成機関研修会を学校法人東京聖栄大学（東京都葛飾区）
と一般社団法人日本パン技術研究所（東京都江戸川区））、一般財団法人日
本穀物検定協会（東京都中央区）で開催した。
研修会の日程は次のとおり。
第１日

９月１日（火）

学校法人

東京聖栄大学

東京聖栄大学 講演会（13：15〜15：30）
13：15〜13：20 開会
13：20〜13：25 会長挨拶
13：25〜13：40 学長挨拶
講 演 Ⅰ（13：40〜14：40）・・・60 分
「食品表示制度の概要」
実践女子大学 学長
田島 眞

氏

講 演 Ⅱ（14：40〜15：40）・・・60 分
「機能性表示食品制度」
日本獣医生命科学大学

教授

阿久澤

良造

氏

理事

宗林

さおり

特別講演（15：50〜16：50）・・・60 分
「消費者からみた食品表示」
独立行政法人国民生活センター

氏

意見交換会（16：50〜17：30）
交流会（18：00〜19：30）
第２日

９月２日（水） 学校法人東京聖栄大学
（一社）日本パン技術研究所/（一財）日本穀物検定協会

東京聖栄大学

講演会（9：30〜11：30）

講 演 Ⅲ（9：30〜10：30）・・・60 分
「新たな食品表示ルール」
宮城大学 名誉教授

池戸

重信 氏

講 演 Ⅳ（10：30〜11：30）・・・60 分
「世界各国の食品表示」
藤田技術士事務所 所長
藤田
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哲

氏

現地視察 A または B（13：30〜15：00）
Ａ：一般社団法人 日本パン技術研究所
日本パン技術研究所 理事 所長

井上

Ｂ：一般財団法人 日本穀物検定協会
日本穀物検定協会 事業開発グループ

５

好文 氏

萩田

敏

氏

情報の収集及び提供に関する事業

（１）会報の発行及び配布
協会の会報「JAFS NEWS LETTER」を５月、８月、11 月、２月に発行し、
会員、関係機関等に配布するとともに、ホームページに掲載した。
（２）広報活動
ア．食品関係者等にフードスペシャリスト資格の紹介、ＰＲを行うため
４月 15〜17 日に東京ビッグサイトで開催された「ファベックス 2015」
（主
催：日本食糧新聞社）、および 10 月 21〜23 日にインテックス大阪で開催さ
れた「ファベックス関西 2015」
（主催：日本食糧新聞社）に出展した。
イ．フードスペシャリスト資格の企画記事広告を「日本食糧新聞」
（日本食
糧新聞社）に 1 回、
「全私学新聞」
（全私学新聞運営委員会）に１回、資格
の紹介ＰＲ広告を「日本食生活学会誌」（建帛社）に３回、「栄養と料理」
（女子栄養大学出版部）に１回、
「全栄施協月報」
（全国栄養士養成施設協
会）に 12 回、それぞれ掲載した。

（３）フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集の発行
「フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集」を本年２月 25 日に発
行した。
（４）養成機関への資料提供
フードスペシャリスト養成機関に対し、関係機関から提供された各種資
料を配布した。
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