
工業会活動のこの１０年の軌跡 
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・東日本大震災後初となる第２３回２０１３モバックショウを大阪にて開

催（２３４社・１，４２９小間） 

・製パン製菓の先進情報の収集を目的として、アメリカＩＢＩＥ２０１３

へ視察団を派遣 

・全パン連、全菓連及び当会青年部の合同意見交換会を開催 

・生産性向上設備投資促進税制の性能証明団体に指定され証明書発行業務

を開始 

・モバックショウをアジア市場にＰＲをするため、 

シンガポールＦＨＡ２０１４にＪＢＣＭパビリオンを 初出展 

（参加会員１２社） 

・モバックレセプションｉｎシンガポールを開催 

・オールパックインドネシア２０１４に日本食品機械工業会、日本包装機

械工業会と３団体共同出展 

・過去最大規模に迫る規模で第２４回２０１５モバックショウを東京にて

開催（２８６社・１，６４９小間） 

・次なる製パン製菓市場の調査を目的として、ミラノ万博＆ドバイへ視察

団を派遣。 

・当会青年部と全パン連青年部総連盟（全青連）との第６回意見交換会開催 

・シンガポールＦＨＡ２０１６に工業会パビリオンを出展 

（参加会員１８社） 

・大阪開催では過去最高に迫る規模で第２５回２０１７モバックショウを

開催（２２９社・１，５３９小間） 

・中小企業経営強化税制における経営力向上設備の性能証明団体に指定さ

れ証明書発行業務を開始 

・台湾の製パン製菓市場の現況調査を目的として、視察団を派遣 

・シンガポールＦＨＡ２０１８に工業会パビリオンを出展 

（参加会員２４社） 

・東南アジアの製パン製菓市場の現況調査を目的として、オールパックイ

ンドネシア（ジャカルタ）に視察団を派遣 

・当会青年部と全国菓子工業組合連合会青年部との第７回意見交換会開催 

・過去最多の海外来場者を集め第２６回２０１９モバックショウを東京に

て開催（２６２社・１，６４１小間） 

・東南アジアの製パン製菓市場の現況調査を目的として、プロパックアジ

ア（バンコク）へ視察団を派遣 

・当会青年部と日本包装機械工業会青年部第１回交流会を開催 

・新型コロナによるパンデミックが発生し、総会の開催方法が変更 

・工業会活動にてオンライン会議及びオンラインセミナーが定着 

・新型コロナ禍での開催にともない、さまざまな感染対策を熟慮して、 

第２７回２０２１モバックショウを大阪にて開催 

（１６７社・１，０５６小間） 

・当会青年部と日本包装機械工業会青年部第１回交流会を開催 

・創立６０周年記念特別サイトを公開 

 



★通常総会 

 下記の通り、通常総会を実施した。 

第５２回：２０１３年５月２３日（木） 於、賢島・宝生苑 

第５３回：２０１４年５月２７日（火） 於、おごと温泉・湯本館 

第５４回：２０１５年５月２６日（火） 於、伊豆長岡・三養荘 

第５５回：２０１６年５月２４日（火） 於、加賀山代温泉・森の栖リゾート＆スパ 

第５６回：２０１７年５月２３日（火） 於、下呂温泉・水明館 

第５７回：２０１８年５月２２日（火） 於、南紀白浜温泉・白良荘グランドホテル 

第５８回：２０１９年５月２１日（火） 於、有馬温泉・有馬グランドホテル 

第５９回：２０２０年５月１８日（月） 於、ビジョンセンター東京八重洲南口 

第６０回：２０２１年５月１８日（火） 於、東京會舘 

第６１回：２０２２年５月１８日（水） 於、ヒルトン大阪 

 

 

★新春講演会・賀詞交歓会 

 ＫＫＲホテルを会場に、毎年１月に新春講演会、賀詞交歓会を開催した。 

〔開催日〕 

 ２０１４年：１月１４日（火）    

２０１５年：１月１３日（火） 

 ２０１６年：１月１２日（火）    

２０１７年：１月１０日（火） 

 ２０１８年：１月 ９日（火）    

２０１９年：１月１５日（火） 

２０２０年：１月１４日（火）    

２０２１年：新春講演会（オンライン）のみ開催 

２０２２年：１月１１日（火）    

２０２３年：１月１０日（火）開催予定 

 

★情報提供事業 

①国の施策への対応 

 経済産業省の製造産業行政をはじめ、関係行政に積極的に対応して、施策への協力、周知

と利用の促進を図り、業界の近代化、高度化を推進し企業基盤の強化に努めている。 

②中小企業優遇税制の利用促進 

 次の中小企業優遇税制の利用促進を図り、設備の普及と高度化に努めている。 

 〔これまで取り組んできた中小企業向け税制〕 

  生産性向上設備投資促進税制／中小企業等経営強化税制／中小企業投資促進税制／ 

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置 等 



➂各種資料および情報の収集と配布 

 業界関連資料や経済・産業統計などの資料を収集し資料整備を図るとともに、随時会員に

配布している。 

④特許・実用新案情報資料の収集 

 最新の特許・実用新案公開及び公告のうち、会員企業に関係する分類項目を収録し「食品

加工機械の特許・実用新案情報」として、毎月１回会員にＥメールにて情報提供している。 

⑤各種アンケート調査の実施 

 会員各社の業務の参考となる各種アンケート調査や情報資料収集を行い、これらの調査

結果を会員向けに積極的に提供している。 

・売上・輸出入高調査の実施 

・労務事情実態調査の実施 

・アフターサービス料金実態調査の実施 

 

★教育研修事業 

  時代のニーズに沿ったテーマを取り上げ、企業経営に役立つ講演会の開催や、食の安全・

安心についての取り組み方について研究機関等を見学し、知識の向上と業務の参考に供

している。 

① 新春講演会の開催 

 例年１月に開催している新年賀詞交歓会と同日に、多才な講師陣を迎え新春講演会を開

催している。ユーザー業界、関連業界からも招待し、毎年多数の聴講者を得ている。 

実施年 講師 演題 

２０１４年 小川 賢太郎氏 

ゼンショーホールディングス 

代表取締役会長兼社長 

安全な食を世界に 

～フード業世界一を目指して～ 

２０１５年 丹羽 宇一郎氏 

早稲田大学特命教授 

前中華人民共和国特命全権大使 

前伊藤忠商事㈱会長 

日中関係と日本経済のこれから 

２０１６年 奥村 康氏 

順天堂大学大学院 

アトピー疾患研究センター長 

免疫と長生き 

～不良長寿～ 

２０１７年 冨山 和彦氏 

㈱経営共創基盤 

代表取締役 CEO 

２０１７年 

日本と世界の経済はこへ？ 

２０１８年 堀尾 正明氏 

フリーキャスター 

地域活性化の決め手はこれだ！ 

ご近所の底力取材活動から 

２０１９年 三浦 瑠璃氏 

東京大学政策ビジョンセンター講師 

トランプ時代の新世界秩序 

 

２０２０年 池谷 裕二氏 

東京大学薬学部教授 

脳とＡＩの未来 

２０２１年 田﨑 史郎氏 

政治ジャーナリスト 

激動する日本政治と国際情勢 

＊オンライン講演会 

２０２２年 渋澤  健氏 

シブサワ・アンド・カンパニー 

代表取締役 CEO 

「論語と算盤」により 

～未来を拓く～ 

＊オンライン併用にて開催 



②食品関連研究機関等の見学会を東西にて実施   

実施年度 関東地区見学先 関西地区見学先 

２０１３年 （独）製品評価技術基盤機構 

かずさＤＮＡ研究所 

大山ハム㈱本社工場 

足立美術館、㈱島根ワイナリー 

２０１４年 牧野フライス㈱・厚木事業所 

ファナック㈱・本社 

㈱小山本家酒造・吟醸工房浜福鶴 

㈱ハレルヤ・本社工場 

２０１５年 キューピー㈱・マヨテラス 

ＮＴＴ技術資料館 

㈱香西鉄工所 

一光電機㈱ 

２０１６年 オグラ金属㈱ 

上里カンターレ・スイーツファクト

リー 

㈱山田製作所 

２０１７年 リコーインダストリー㈱勝田事業

所 

安川電機㈱中部ロボットセンター 

２０１８年 安川電機㈱関東ロボットセンター 

鉄道博物館、造幣局・さいたま支局 

㈱パトライト・三田工場 

大塚国際美術館 

２０１９年 ヤマト羽田クロノゲート 

産総研・臨海副都心センター 

共栄ゴルフ工業㈱ 

   

 

③経営力向上セミナーの開催 

実施年 セミナー名 講師 

２０１６年 営業秘密・知的戦略セミナー 古田 恵夫氏 

（独）工業所有権情報・研修館 

知的戦略アドバイザー 

２０１７年 働き方改革セミナー 谷 進二氏 

中小企業診断士・社会保険労務士 

創知工房・谷経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｵﾌｨｽ 

２０１８年 中小企業のためのＢＣＰセミナー 安藤 一彦氏 

中小企業診断士 

安藤マネジメント研究所 

平成３０年度税制改正セミナー 河原 治氏 

河原税理士事務所・代表 

２０１９年 働き方改革関連法セミナー 多田 智子氏／三澤 高氏 

社会保険労務士 

多田国際社会保険労務士事務所 

消費税軽減税率勉強会 

 

（東京会場）国税庁職員 

（大阪会場）天王寺税務署職員 



２０２０年 

 

オンライン

開催 

ものづくり補助金説明会 

 

経営創研㈱の専門家 

＊７社に実施 

Zoom の活用方法ならびに 

WEB 会議の上手な進め方セミナー 

古川 博章氏 

ＩＴ専門家・都内私立大学講師 

ＨＡＣＣＰ解説セミナー 角 直樹氏 

食品商品開発・経営コンサルタント 

ハッピーフードデザイン・代表 

補助金対策セミナー 幾島 潔氏 

中小企業診断士 

認定支援機関（経営創研㈱）の専門家 

２０２１年 消費税インボイス制度説明会 佐々木 辰美氏 

財務省主税局税制第二課・課長補佐 

売り上げを伸ばすホームページ・ 

動画・ＳＮＳ活用セミナー 

青山 淳氏 

ＦｕｎＴｒｅ㈱ 

実例で学ぶ 

事業再構築補助金セミナー 

内田 啓一氏 

中小企業診断士 

認定支援機関（経営創研㈱）の専門家 

２０２２年 パワハラ防止法・改正育児介護休業法 

対応セミナー 

笹原 公一氏 

社会保険労務士 

多田国際社会保険労務士事務所 

販促にも使える 

最新 Instagram マーケティング 

セミナー 

伊藤 真由氏 

ＦｕｎＴｒｅ㈱ 

マーケティングコンサルタント 

 

★出版広報事業 

①会員証の発行 

 当会会員であることを証し、会員企業の高品質製品をＰＲするツールとして広く利用促

進をはかるとともに、当会の更なる認知度を高めることを目的に、会員証を毎年更新配布

している。 

②ＪＢＣＭ会報の発行 

工業会事業活動と業界状況を一年間の記録にまとめたＪＢＣＭ会報「きずな」を毎年発行

している。 

③インターネットによる広報活動  

 工業会ホームページ（https://www.jbcm.or.jp）を随時更新し、工業会の事業活動内容を

広く公表するとともに、会員企業のＰＲを行っている。２０１６年にホームページの全面

リニューアルを行うとともに、２０１７年には会員ページを開設し、会員企業との情報共

有化を進めた。 

④会員名簿 

 電子版会員名簿を作成し、毎年会員企業に配布している。 

⑤「工業会うごき」の発行 

  工業会の活動を伝える情報通信として「工業会のうごき」を毎月作成し、会員宛にＥメー

ルで配信している。 

⑥会員の加入促進 

 工業会ホームページを活用して入会メリットをアピールするとともに、モバックショウ

出品委員会と連携して工業会への加入勧誘に努めている。 



⑦その他の広報活動 

 業界専門紙（誌）等を通じ、業界と工業会のＰＲを行うとともに、各種引き合い・照会に

対して、会員企業を積極的に紹介しＰＲに努めている。 

 

★生産技術事業 

機械の安全、衛生に関する要求事項、食の安全・安心への対応、ＰＬ（製造物責任）法対

応、知的財産権問題など、会員企業が抱える各種課題の解決に向けた取り組みを、時流の

テーマに即して実施している。 

実施年度 セミナー、実施事業等 

２０１３年度 ① 食品機械における国内及び韓国の法規制セミナー 

② 改正労働安全衛生規則解説セミナー  

③ 業務用ガス機器事故防止対策の実施 

２０１４年度 ① 欧州ＣＥマーキングの制度と指令セミナー 

② 業務用ガス機器事故防止対策の実施 

２０１５年度 ① 欧州ＣＥマーキングの制度及び技術規定の概説セミナー 

② 業務用ガス機器事故防止対策の実施 

２０１６年度 ① 欧州ＣＥマーキングの制度及び技術規定の概説セミナー 

② 業務用ガス機器事故防止対策の実施 

③ 製パン機械ＪＩＳ改正原案の周知 

２０１７年度 ① 欧州ＣＥマーキングの制度及び技術規定の概説セミナー 

② 業務用ガス機器事故防止対策の実施 

③ 製菓機械ＪＩＳ改正原案の周知 

２０１８年度 ① 海外規格・制度に関する座談会 

② 機械設備メーカーのための安全対策セミナー 

２０１９年度 ① 海外規格・制度に関する座談 

② 食品接触材料のポジティブリスト制度の周知 

２０２０年度 ① 安全規格に準拠した残留リスク対策セミナー 

② 改正製パン・製菓ＪＩＳの普及・啓蒙 

２０２１年度 ① 高機能二相ステンレス鋼説明会 

② ものづくり DX Digital Manufacturing の現在セミナー 

③ 食品ロス削減推進セミナー 

④ 業務用ガス機器の安全点検運動の実施 

２０２２年度 ① 世界の安全規格解説セミナー 

② ＳＤＧｓ研究会の発足 

③ 業務用ガス機器の安全点検運動の実施 

 

 



★展示会事業 

 モバックショウは昭和４６年に第１回展を開催以来、当工業会の事業活動として会員各

社の協力のもと着々と開催実績を積み重ね、前回２０２１モバックショウで第２７回目

の開催を迎えた 

近年は「３つのＭ」をキーワードに、製パン・製菓に特化した総合専門展としてバラエテ

ィーに富んだ出品製品が集まる展示会として内外から高い評価を得ている。 

 なお、この１０年間に開催されたモバックショウは、創立６０周年記念特別サイトの「モ

バックショウ特集ページ」にまとめた。 

 

★青年部活動事業 

 次代を担う若手経営者、後継者、幹部社員を対象に、資質の向上と相互の連携を通して企

業の経営基盤の強化と工業会活動の活性化を図ることを目的に、関係団体との交流会や

海外研修などを中心に活発な活動を進め、将来の業界を担う若手人材の育成と相互交流

の貴重な場となっている。 

① 人材育成研修会の開催 

地域に即したセミナーや研修会、交流親睦会を東西支部において開催している。 

② スポーツ大会の実施 

 東西の支部において、会員企業の従業員の交流と親睦を図るため、青年部が主体となって

スポーツ大会を開催している。 

 ・関東支部～ゴルフ大会（２０２１年度開催で第２０回大会） 

 ・関西支部～ボーリング大会（２０１９年度開催で第３６回大会） 

       ゴルフ大会（２０２１年度に第１回大会を開催） 

 

   
 

★福利厚生事業 

① グループ共済保険制度の実施 

  生命保険会社とグループ共済保険契約を結び、会員企業の福利厚生の補完と従業員の災

害補償につとめている。 

② 業務災害補償制度の実施 

会員企業の社員の労災事故によるケガや疾患、休業補償や賠償責任に備えるため、業務災

害補償保険制度を活用した。 

③ ＪＢＣＭ交流会の開催 

 通常総会の機会を利用して、会員の交流・親睦を目的としたゴルフコンペ及び観光を企画

し実施している。 

④  慶弔・病気見舞い等の実施 

会員の慶弔、病気・災害見舞等に対し、規定に従い慶弔金、見舞金等を支給している。 

 



★国際事業 

①海外の同業団体・ユーザー業界団体との交流 

  日常活動を通じての交流とともに、視察団の派遣や招聘を通じ諸外国の同業団体及びユ

ーザー業界団体との交流を積極的に行い、情報交換と相互理解を深めて、我が国製   

パン製菓機械業界の国際化に努めている。 

②海外業界視察団の派遣 

 海外関連展示会や訪問国の市場動向調査、企業訪問を目的に次ぎの視察団を派遣した。 

実施年度 ツアー名 

２０１３年度 ＩＢＩＥ２０１３（ベーカリーエキスポ）視察団 

２０１３年１０月 訪問国：アメリカ 参加：１２社１８名 

２０１４年度 ＦＨＡ２０１４（フード・ホテル・アジア）視察団 

２０１４年４月 訪問国：シンガポール 参加：１５社２３名 

２０１５年度 ドバイ市場＆ミラノ万博視察団 

２０１５年８月 訪問国：ＵＡＥ・イタリア 参加：１４社１６名 

２０１６年度 ＦＨＡ２０１６（フード・ホテル・アジア）視察団 

２０１６年４月 訪問国：シンガポール 参加：１２社１４名 

２０１７年度 台湾市場視察団 

２０１７年９月 訪問国：台湾 参加２６社２９名 

２０１８年度 ALL PACK インドネシア＆ジャカルタ市場視察団 

２０１８年１０月 訪問国：インドネシア 参加１６社１７名 

２０１９年度 プロパックアジア＆バンコク市場視察団 

２０１９年６月 訪問国：タイ 参加１８社２２名 

 

★海外展示会事業 

 将来的に国内需要減少が避けられない中、会員企業の海外進出をサポートし、急速に拡大

するアジア市場の取り込みを図るべく、海外展示会にＪＢＣＭパビリオンとして共同出

展事業を実施している。 

実施年度 展示会名 

２０１４年度 ＦＨＡ２０１４（フード・ホテル・アジア） 

会期：２０１４年４月８日（火）～１１日（火） 

参加：１２社 ２８小間 

２０１４年度 オールパックインドネシア２０１４ 

会期：２０１４年１０月２１日（火）～２４日（金）  

参加： ８社 ２０小間 ＊３団体共同出品 

   ※経済産業省・新興国開拓事業にて実施 

２０１６年度 ＦＨＡ２０１６（フード・ホテル・アジア） 

会期：２０１６年４月１２日（火）～１５日（火） 

参加：１８社 ５６小間 

２０１８年度 ＦＨＡ２０１８（フード・ホテル・アジア） 

会期：２０１８年４月２４日（火）～２７日（火） 

参加：２４社 ５６小間 

 

★工業会活動計画事業 

 翌年度の事業計画素案をとりまとめ、理事会に上程している。 

 



★支部活動事業 

 会員の情報交換と親睦交流をより緊密にし、工業会活動の一層の活性化を図るため、東西

の月例会活動を中心として、地域に即した事業を積極的に推進している。 

① 東西月例会活動の推進 

関東・関西両支部において、毎年地域に即した例会活動をおこなっている。 

② 会員親睦会の開催 

  東西の各支部毎に、経営者・幹部社員とその夫人を対象とした親睦会を開催し、会員相互

の交流と親睦を図っている。 

実施年度 関東地区 関西地区 

２０１５年度 スーパー歌舞伎Ⅱ ワンピース 

参加：９社 １０名 

ライオンキング 

参加：１２社 ２０名 

２０１６年度 未実施 ダイハツ・トーテム 

参加：１１社 ２０名 

２０１７年度 FERUZA BRUTA WA! 

参加：１０社 １５名 

ﾄﾛｶﾃﾞﾛ･デ･ﾓﾝﾃｶﾙﾛﾊﾞﾚｴ団 

参加：１０社 ２０名 

２０１８年度 チームラボプラネッツ東京 

参加：９社 １４名 

ダイハツ・キュリオス 

参加：１０社 ２０名 

２０１９年度 ウエスト・サイドストーリー 

参加：９社 １５名 

リトルマーメイド 

参加：１０社 ２０名 

 

★ユーザー業界・関連業界との交流事業 

 ユーザー業界や関連業界が主催する展示会や賀詞交歓会等に出席し、情報の交換と交流

を図りながら、業界相互の発展に努めている。 

実施年度 会議名 

２０１３年度 三団体合同意見交換会（全菓連青年部・全青連・ＪＢＣＭ青年部） 

開催日：２０１４年３月１４日（金） 

会 場：東商スカイルーム 

出席者：５３名 

２０１５年度 全青連とＪＢＣＭ青年部意見交換会 

開催日：２０１６年３月１８日（金） 

会 場：ＫＫＲホテル東京 

出席者：３２名 

２０１９年度 第１回ＪＢＣＭ・ＪＰＭＡ青年部意見交換会 

開催日：２０１９年１１月２６日（火） 

会 場：ＫＫＲホテル東京 

出席者：３４名 

２０２１年度 第１回ＪＢＣＭ・ＪＰＭＡ青年部意見交換会 

開催日：２０２２年３月９日（水） 

会 場：ＫＫＲホテル東京 

出席者：３１名 

 

 


