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■第２回若手フォーラム流れ
講義２つを聴講した後、講義にまつわるワークショップ「食における課題と社会環境の変化」を実施

【会場について】
・新型コロナウイルス感染症の再拡大を踏まえ、講義・WS共に講堂・共用第１及び第２会議室に分かれて開催
（会場）講堂：A～Dチーム、共用第１会議室：E・Fチーム、共用第２会議室：G・Hチーム
・参加形式について、７月15日〆で聞き取りしていますが、変更があれば27日15時まで受け付けます

【第１回からの変更点】
・第１回での課題を踏まえて、事務局の準備機器を変更
→PC：２台/１チーム、マイクスピーカー：広範囲集音タイプ
・チーム内のコミュニケーションについて
初回は、チームファシリテーターの方に積極的なフォローをお願いしていましたが、第２回以降は、若手参加者の
皆さんでディスカッションを盛り上げてください！

☆WEB/対面参加者の円滑なコミュニケーションについて
第１回フォーラムでの課題点を踏まえ、双方円滑なコミュニケーションを目指してください(‘◇’)ゞ
（WEB参加者）
・自分から積極的に発言をしましょう
→ex.挙手・リアクションボタンの使用、身振り手振り等でアピール、チャット欄の活用等
・聞き取り辛かった時にすぐに知らせる
（対面参加者）
・WEB参加者も参加しやすいようにフォロー（全員でフォロー、回毎にフォロー担当者を決める等）
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■ワークショップについて（実施にあたりやっていただく事等）
フォーラムでは、事前課題に基づきチーム内でディスカッション・成果物の作成・発表を実施いただきます。
※WSのテーマや内容等については別途説明

【フォーラム開催前】
当日円滑に実施するために、事前準備をお願いします。
・第２回フォーラムの役割分担（第１回時に決定済み）
・事前課題の実施及びチーム内での事前共有（15日（金）までにリーダーに提出）
・（リーダーの方）フォーラム開催１週間程度前までにチームメンバーに集約した資料を共有

※集約の仕方はチーム毎に自由です（全員の意見が１枚の紙にまとまっているとWS時使いやすいです）
・当日に、紙で集約資料が欲しい場合は、7月27日15時までに事務局にその旨ご連絡ください

【フォーラム時】
①事前にお伝えしているテーマを元に、チーム内でディスカッションをしてください
・取りまとめフォーマットに沿って、チームの発表を時間内にまとめてください
※フォーマット内の項目が含まるパワーポイント形式の資料であれば、フォーマットは変えていただいて結構です

②チーム毎に発表
・各チーム３分でまとめた内容を発表していただきます（時間が過ぎたら音声or文字でアナウンスをします）
・発表の際には、成果物を画面共有して、お話ください

【フォーラム開催後】
・成果物はご提出いただき、事務局から他チームの成果物の共有を致します
フォーラム内で終わらなかった場合は追加のグループワーク（WEBやメール）も可能とします
フォーラム終了後に一定期間（１週間程度）を目途に完成した成果物を提出
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時間 講演・ワークショップ 内容 実施者

専門家講演 社会環境の変化から、現状
の取組みと将来 専門家

休憩

5分 説明 ワークショップの進め方の説
明 事務局・山下

55分
※

15分ワークショップ(前半） 事前課題の共有 チーム（対面、リモート）

40分ワークショップ(後半） 成果物のまとめ チーム（対面、リモート）

30分 チーム発表 成果物の発表 チーム別

10分 講評 コメント 講師

10分 まとめ 全体まとめ 大澤、渡辺、山下

※ワークショップ前半・後半の内訳は目安です。しっかりと１つのテーマについて深堀してディスカッション出来るように、
時間配分は各チームで調整してください
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食に関わる価値観や社会環境の変化 考えや対応

生活リズムの変化 外食できないジレンマから【中食】に求められている「美味しさ」のクオリティと「出来映え」への期待値が上がっているものの、引続き家庭の負担を軽減する必要がある

ニーズに沿った商品を提供する為に、消費者が求めるものを分析し、＋αの付加価値を届ける（西友におけるちょい足し野菜プロジェクト）

健康志向の高まり、栄養バランスへの拘り 個人毎の免疫力向上の為に、栄養価のあるものをバランスよく食べる事がより推奨されていて、食の安全・安心に求められるレベルが上がっている

消費者へオープンな情報開示をすると共に、「健康的な食事」に心理的側面から安心を提供する必要がある

SDG’s（食品ロスや環境問題）への意識の高まり (個人)家庭での食品ロス防止やエコバックの持ち歩きなどの実践。

(食品事業者)賞味期限の延長や年月表示への切り替え、消費者への啓蒙活動やフードバンクへの取組み。 / 製品の容器包装改善やCO2排出量削減への取組み。

コロナ禍の巣ごもりによる運動不足を背景とした健
康志向の高まり・食の多様化

(個人)食生活の見直し、低糖質・低脂質・高たんぱくの食品の購入。

(食品事業者)低糖質や高タンパク質の製品開発、大豆ミートなどのフードテックの普及。

仕事関連の会食・友人との会食の激減 少しでも家での食事を楽しみたいと考え、レストランのこだわりのテイクアウトなどを試す機会が増えた。以前は家でお酒を飲むこともあまりなかったが、現在は、家族で少し飲むようになり、お酒の味比べをすることが楽しみとな
っている。一方、職場での人間関係構築のためにランチタイムを積極的に活用している。

BtoC事業に注力するという会社の方針に マグロ養殖会社で育てているマグロを、初めて、ウェブサイトを通して直接消費者に販売することになった。品質管理室として直接消費者に売るリスクや対応方法について営業部と相談しながら、新しい事に挑戦中。

「食品添加物」への考え方の二極化が進んでいる 2020年7月の食品表示基準の一部改正により「食品添加物表示のルール」が変わっているように、添加物の表記はより詳細になっています。消費者は、添加物を気にする人、気にしない人と様々ではありますが、「無添
加」を望む消費者のこだわりは年々増しているように感じます。

食品製造に求められる衛生管理レベルの変化 2021年6月に完全義務化したHACCPの導入ですが、地域の小さな製造会社では100%の導入ができていない現状があります。衛生管理を気にすることは当然のことですが、「そこまで気にしなくていいのでは」と考える
小さな製造会社にどこまで徹底することができるのかは課題であると考えます。卸・小売店や消費者がどれだけ衛生管理を必須とするかが重要になってくるのでしょうか。

コロナにより家庭での食事の機会増加 (個人)手抜き、時短で調理したいときと、外食があまりできないため時々手の込んだ料理をしたいときという二つの相反する需要が増加した。

(食品事業者)複数の調味料を兼ねた1本で済むタイプの調味料を新発売し調理簡易化の需要に応えたり、逆にプレミアム感のある価格帯も高めな商品を発売することで自宅でも贅沢な料理を楽しみたい需要に応えた

フードロス低減 (個人)テレワーク増加で自炊の機会が増えたことで、生鮮食品をおいしく食べられる期間内に使いきれるようにマネジメントすることにより頭を使うようになった。また冷凍野菜・肉・魚を活用するようになった。

(食品事業者)賞味期限の年月表示化を行い、流通での廃棄減少を試みた。

フードロスの削減 ・製造時廃棄ロスの削減

・賞味期限の延長（妥当性確認、包材等原料の変更検討）

コロナ影響によるおうち時間の増加 ・内食、中食の増加（簡便なものor丁寧な暮らしの２極化？）

・外食需要の低下

新型コロナ流行による外食→中食へのシフト ・ニーズに沿ったテイクアウト・ドライブスルーの拡充、資材の開発・検証（環境変化への対応）

・デリバリーサービスの利用：食品安全上のリスク評価、トラブル対応（食品安全の視点） ・非接触オペレーション：事前オーダー、電子マネー決済、飛沫防止ボード（設備投資・導入）

食に対する嗜好性の多様化 ・プラントベース：ミート、ミルク等の商品開発（お客様への伝え方、本当に環境配慮しているか？）

・ヴィーガン：対応食の開発、正確な情報開示 ・アレルゲン：正確な情報開示、新規性の高い原料についての知見収集（オーツミルク等）

エシカル消費意識の高まりが食品業界にも見えつつ
ある

(個人)環境に配慮したものを食べたい理想⇔安い物を購入したい現実

(会社)ASC・MSC認証のアイテムを開発し、値段・品質に代わる新たな価値として「環境配慮型商品」を市場へ提供

家庭における調理の簡素化が進んでいる (個人)レンジ調理品のレパートリーが多様化している。中にはニッチな専門料理も簡単に味わえる

(会社)ワンクック(炒めるだけ・温めるだけ)で本格的な料理が味わえるような商品(ミールキット等)の開発に注力

（事前課題）この1年間を通してあなたが感じている「食に関わる価値観や社会環境の変化」を2つ挙げ、それに対する個人としてまたは食品事業者としての考え
や対応を箇条書きで述べてください

（取りまとめ）「食に関わる価値観や社会環境の変化」についてテーマを２つに絞り、食品事業者に求められている視点と行動について、話し合い、まとめてください

参
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【生活リズムの変化】 中食に
求められている「美味しさ」の
クオリティと「出来映え」への
期待値が上がっているものニ
ーズに沿った商品を提供する
為に、消費者が求めるものを
分析し、＋αの付加価値を
届ける

【BtoC事業に注力】マグロを
ウェブサイトを通して直接消
費者に販売することになった。
品質管理室として直接消費
者に売るリスクや対応方法に
ついて営業部と相談しながら
新しい事に挑戦中。

【家庭での食事の機会増
加】手抜き・時短で調理した
い、手の込んだ料理をしたい
という２つに需要の増加。
調理簡易化の需要に応えた
新商品やプレミアム感のある
価格帯も高めな商品の販売
を行っている。

【健康志向の高まり、栄
養バランスへの拘り】食の
安全・安心に求められるレ
ベルが上がっている。消費
者へオープンな情報開示
と健康的な食事提供する
必要がある

【食品添加物への考え方の二
極化】 「無添加」を望む消費
者のこだわりは年々増している。

【フードロス低減】賞味期限
の年月表示化を行い流通
での廃棄減少への取組み
。

【会食の減少】テイクアウトな
どを試す機会が増えた。食事
を楽しみたいと考えるように
なった。

【食品製造に求められる衛生
管理レベルの変化】小さな製
造会社にどこまで徹底すること
ができるのかは課題である。
卸・小売店や消費者がどれだ
け衛生管理を必須とするかが
重要になってくるのでしょうか。 【フードロス削減】製造時廃

棄ロスの削減や賞味期限
の延長

コロナ禍による中食へのシフト

【コロナ影響によるおうち時間
の増加】内食、中食の増加
（簡便なものor丁寧な暮ら
しの２極化？）や外食需要
の低下

【新型コロナ流行による中食
へのシフト】テイクアウト・ドライ
ブスルーの拡充、資材の開発
・検証やデリバリーサービスの
利用。また非接触オペレーシ
ョン

【健康志向の高まり】低糖
質や高タンパク質の製品
開発、大豆ミートなどの
フードテックの普及。

【食に対する嗜好性の多様
化】
・プラントベース：ミート、ミ
ルク等の商品開発
・ヴィーガン：対応食の開
発、正確な情報開示
・アレルゲン：正確な情報
開示、新規性の高い原料
についての知見収集

【家庭における調理の簡素
化が進んでいる】レンジ調理
品のレパートリーが多様化。
ワンクック(炒めるだけ・温める
だけ)で本格的な料理が味わ
えるような商品(ミールキット
等)の開発に注力

【エシカル消費意識の高ま
り】環境に配慮したものを食
べたい理想⇔安い物を購
入したい現実。
ASC・MSC認証のアイテム
を開発し、値段・品質に代
わる新たな価値として「環
境配慮型商品」を市場へ
提供

【SDG’sへの意識の高まり】
賞味期限の延長や年月表
示への切り替え
製品の容器包装改善や
CO2排出量削減への取組
み。

SDGs関連（食品ロス・環
境・エシカル）

B
健康志向・食の多様化 食の安全性
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「食に関わる価値観や社会環境の変化」についてテーマを２つに絞り、食品事業者に求められている視点と
行動について、話し合い、まとめてください

班

ワークショップ
取りまとめフォーマット

FCP 発表者 田中 祥子記録者 有川 かさね

食に関わる価値観や
社会環境の変化 求められる視点 食品事業者としての行動（案）

食のニーズの変化

SDGsへの取組み

・コロナ禍における中食へのシフト

・健康志向

・食の安全性

・食品ロス削減
・環境配慮
・CO2排出量削減
・エシカル消費

・BtoC事業に注力し、ウェブサイトを通して
直接消費者に商品（マグロ）を販売する
新事業への取組み
・食品添加物やグルテンフリーなどの消費者
ニーズに対した正しい情報発信

・ASC・MSC認証のアイテムを開発し
、値段・品質に代わる新たな価値とし
て「環境配慮型商品」を市場へ提供
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