
日刊冷食タイムス 

アレルギー児童割合、６年前比1.9ポイント上昇 
 

 学校給食において食物アレルギー対応充実

を図る文科省委託検討会「学校給食における

食物アレルギー対応に関する調査研究協力者

会議」の調査結果速報値（17日開示）による

と、調査対象児童生徒数の4.5％が食物アレル

ギーの有症者で、平成19年の調査結果と比較

（本紙実施）したところ、1.9ポイント上昇し

ていることが分かった。また、アナフィラキ

シー（アレルギー反応による急激な消化器症

状、呼吸器症状）は有症比率0.5％で、６年前

より0.36％上昇していることも判明した。給

食の献立に含まれたアレルゲンにより女子児

童が亡くなった事案などから、アレルギー症

状を抱える児童生徒は増加しているとの見方

は出ていたが、それがデータで裏付けられた。 

冷凍食品が学校給食市場で強みを発揮でき

る商品に、アレルゲンフリーが挙げられるが、

今回の結果を受け、メーカーの開発力に一層

期待が高まると考えられる。アレルゲンフリ

ーに応える冷凍食品は年々充実しているが、

まだ足りないとの意見が現場の一部にある。 

 文科省が今回（平成25年８月現在）開示し

たアレルギー疾患有症者数（カッコ内は調査

対象児童生徒数に対する疾患の割合）と平成

19年のデータは下記表の通り。なお調査数は

今回1015万3188人、平成19年1277万3554人と

報告書に記載がある。 

平成25年 食物アレルギー アナフィラキシー 

小学校 
21万461人

（4.5％） 

２万8280人

（0.6％） 

中学校・

中等学校 

11万4404人

（4.8％） 
１万254人（0.4％） 

高等学校 
６万7519人

（4.0％） 
4245人（0.3％） 

合計 
45万3962人

（4.5％） 

４万9855人

（0.5％） 
 

平成19年 食物アレルギー アナフィラキシー 

小学校 19万4445人

（2.8％） 

１万718人（0.15％） 

 中学校・

中等学校 

８万8100人

（2.6％） 

5023人（0.15％） 

高等学校 ４万6878人

（1.9％） 

2582人（0.11％） 

合 計 32万9423人

（2.6％） 

１万8323人

（0.14％） 
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伊藤社長（左）と小畑

社長 

 ニチロサンＦ「シナジー絶対にある」 
 
 ニチロサンフーズ

（川島義則社長）は

来年４月にヤヨイ食

品と合併してヤヨイ

サンフーズとなる

が、新会社の社長に

就く川島社長は19日

の年末会見で、次の

ように考えを語って

いる。 

 「合併の内容は先般発表された通り。期待

されるシナジー効果については、絶対にある

のだが、ヤヨイ食品は売上げを伸ばしており、

工場の稼働率的にも空いている生産ラインは

ない状況。空いているスペースさえあれば、

両社が作っているハンバーグやメンチなどの

ラインを作り替えることを検討している。こ

の２カテゴリーは統廃合しなくてはならない

だろう。しかし、ラインを作り替えるには生

産を止めなくてはならないので、顧客に迷惑

をかけないことを優先する。生産品目を整理

統合すれば間違いなく効率は高まるが、商品

カットありきでは売上げを落としてしまうの

で、そうならない形を考えなくてはならない。 

 営業拠点については、重複する地域は当然

集約する。当社は転勤するのはこれまで営業

だけだったが、交流や配置換えも実施してい

く事になるだろう。 

 マルハニチログループの中で、業務用市場

でシェア№１を目指すよう求められている。

売上げ400億円、営業利益率３％位は目指して

いきたい。 

 統合に向けた準備委員会を作り、①販売②

生産③人事総務④システム――について検討

している」。 

 ヤヨイ食品に期待していることについて

は、「売上げ規模が大きくアイテムも多い。震

災から復興した力のある企業。会社としての

総合力で見習うべき点が多いと考えている」

と語っている。 

 

 味の素、焼そばの生産を北米に移管 
 
 味の素の伊藤雅俊社長は東洋水産（小畑一

雄社長）と合弁で北米の冷凍食品事業を強化

すると発表した18日の記者会見で、中国江蘇

省連雲港市のグループ会社で生産している焼

そばを米ポートランドに建設する新工場に移

管すると明らかにした。（一部既報） 

 伊藤社長は「焼そばの販売は好調に推移し

ているため、これをさらに広げる。中国から

新工場にラインを移管する。これをベースに

焼そば以外の商品も手掛け、バラエティを広

げる。アメリカでは日本式の麺料理の人気が

高まっているため、チ

ャンスと捉えている」

と語った。 

 冷凍麺の新工場はア

メリカ味の素冷凍食品

の工場に隣接して建て

る。投資額は約25億円。

2015年度から発売開始

し、10年後には年間約

8000ｔ、約2000万食の販売を見込む。 

 アメリカではコストコ、サムズ、ウォルマ

ートが焼そばを販売している。ウォルマート

では「Simmering  Samurai（シマーリング・

サムライ）」ブランドで焼そばのほかに、チキ

ン＋炒飯セットなども販売している。シマー

リングは「今にも爆発しそうな」という意味。 

 

 ニチレイ、フィギュア村上選手でＣＭ 
 
 ニチレイはフィギュアスケートの村上佳菜

子選手が出演するテレビＣＭを21日から放映

する。同社は2006年から公益財団法人日本ス

ケート連盟のオフィシャルパートナーとし

て、スケート競技を応援している。 

 ソチ冬季五輪代表をめざし、厳しいトレー

ニングや試合にも明るく元気に、そして真摯

に取り組む村上選手の姿勢は、13～15年度の

中期経営計画「ＲＩＳＩＮＧ2015」達成に向

けて、国内事業のさらなる伸長と海外事業の

拡大に挑戦している同社のイメージにふさわ

しいと考え、企業広告出演を依頼したという。 

 村上選手からは「このたび、ニチレイさん

の広告に出演させて頂けることを大変光栄に

思っています。みなさんに笑顔を届けられる

よう、これからもがんばりますので、応援よ

ろしくお願いします」とコメントが寄せられ

ている。  
 
 三井食品、水谷氏が常務執行役員新任 
 

 三井食品１月１日付。▽常務執行役員（新

任、情報システム管掌）＝水谷幸雄 

川島社長 
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つぶしさといも 

 ユニフーズ「つぶし野菜」４品を発売 
 

 冷凍野菜のユニフーズ（東京、黒田三郎社

長）は、冷凍調理素材“まごころ つぶし野

菜シリーズ”４品を今月９日から新発売した。

スチームした野菜を真空パックした後、その

まま練りつぶしてから急速凍結した。野菜の

粒々感が残っているので、様々な料理素材と

して使い勝手が良い。 

 

 ボイル調理で手間いらず、料理素材に提案 

 

 新商品は①つぶしポテト②つぶしかぼちゃ

③つぶしさつまいも④つぶしさといも――の

４種類。つぶしポテトは、１袋で生のじゃが

いもＬサイズ約４個分

を使用。「日本の男爵芋

に近い品質と色にこだ

わった。蒸して、皮む

き、砕く手間が省ける」

（黒田社長）商品。中

国産の原料野菜を使

い、中国山東省安丘市

の協力工場で生産する。 

 いずれも500ｇ×20袋、沸騰した湯で７～８

分ボイル調理する。参考売価は１袋400円。包

装資材は「耐熱性と耐圧性に優れ、バリアフ

リーの日本製の包材を中国に輸出して使用し

ている」（同社）。真空パック後につぶしてい

るので、野菜が持つ本来の風味、おいしさ、

栄養分がしっかりと残っている。 

 同社の料理顧問で、料理研究家の荻原悦子

さんが監修。つぶしポテトを使った「ポテト

サラダ」、つぶしかぼちゃを使った「かぼちゃ

のグラタン」、つぶしさつまいもを使った「さ

つまいもの豚肉巻きフライ」、つぶしさといも

を使った「柔らかすいとん」などのアイデア

料理を提案している。 

 黒田社長は「ほど良く野菜を潰しているの

で柔らかな食感で、老健施設や病院給食でも

使い易い。他社の商品で裏ごし（ペースト）

した冷凍野菜はあるが、つぶした冷凍野菜は

おそらく日本で初めて。つぶしさつまいもは

料理の他、スイーツ作りにも役立つ。用途を

限定せず、幅広いユーザーに紹介していく」

としている。 

 同社は今年、柔らかく、小さなカットで食

べやすい“まごころシニア向け冷凍野菜シリ

ーズ”として、「オクラ（スライス）」、「いん

げん斜めカット」、「揚げなす（ダイスカット）」

などを発売し、好評を得ている。 

 

 日水、｢SPORTS EPA｣ウェブサイト開設 

 

 日本水産はＥＰＡ（エイコサペンタエン酸）

による血液の酸素供給能力の向上について紹

介するウェブサイト「ＳＰＯＲＴＳ ＥＰＡ」

（www.sportsepe.com）をこのほど開設した。 

 魚油に含まれる成分のＥＰＡが赤血球変形

飴（柔軟性や弾力性）の向上作用によってか

らだ組織の末梢まで酸素の供給能力を高める

ことを、スポーツに応用するもの。 

 「驚きのパフォーマンス」ではスポーツを

長く楽しむことができるカラダを作る、「アス

リート注目のＥＰＡ」ではスポーツとＥＰＡ

の秘密を紹介、「ＥＰＡスポーツサイエンス」

ではスポーツにパフォーマンスを発揮するメ

カニズムを科学的に説明する。 
 

 
 

 

高級おせち、中に詰めるのは 
 

市場は常に変化を続けている、という話

です……。ウルノ商事が仕入先担当者を招

いて水戸で開いた「ウルノ会」。水割りを満

たした金杯が会場を回り、宴の終盤にはダ

ウンする参加者続出、という従来の雰囲気

は一変。車で来た人、下戸は「ウーロン茶」

ＯＫ。水戸の郷土芸能が多かったアトラク

ションは「東京五輪開催を祝し、国際的に」

と珍しいベリーダンス。乾杯に立った日東

ベストの西川清雄専務「安倍政権になって

世の中、変わった」と切り出し、高級料亭

の１個数10万円という超高額おせちが売れ

ている例を紹介。「何を中に詰めるか、と思

ってしまう」。来年の変化予測事案にも触れ

「ウルノ商事と一緒に乗り切りたい」。実は

同会の名称も「ウルノＫＶ会」から変わっ

た。「根性」と「ヴァイタリティ」だけでは

乗り切れません、と。  
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 業界関連の新年会日程（会場は注釈のない場合、都内） 
組織／企業 代表者 日時 会場 備考 

（一社）大日本水産会 白須敏朗会長 １月７日
12:00～ 

ホテルオークラ  

（公社）日本包装技術協会 尾崎元規会長 １月８日
14：00～ 

東京會舘 日本ＭＨ
協会等11
団体共催 

(一社)日本フランチャイズチ
ェーン協会 

山本善政会長 １月８日
17:30～ 

ザ・プリンスパークタ
ワー東京(芝公園) 

15時45分
～講演会 

（公社）日本缶詰協会 久代敏男会長 １月９日
15:30～ 

経団連会館  

(一社)日本冷凍空調工業会 岡田慎也会長 １月10日
14:00～ 

東京マリオットホテ
ル 

 

（一社）日本冷蔵倉庫協会 
東京冷蔵倉庫協会 

伊藤 滋会長 
吉川光太郎会長 

１月10日
16:00～ 

東京プリンスホテル 合同開催 

エコス／エコス会 平 邦雄社長 
國分勘兵衛会長 

１月10日
16:40～ 

フォレスト・イン昭和
館(昭島市) 

 

㈱シュガーレディ本社 
 （マネージャー新年会） 

佐藤 健社長 １月14日
10:30～ 

椿山荘「オリオン」 関西など
全国７会
場でも、
計1200名 

(社)日本外食品卸協会 
全国給食事業協同組合連合会 
首都圏業務用食品卸協同組合 

尾家 亮会長 
秋元直人会長 
佐藤迪夫理事長 

１月14日
16:30～ 

帝国ホテル ３団体合
同開催 

日本製パン製菓機械工業会 田中利幸理事長 １月14日
16:45～ 

ＫＫＲホテル東京 15時～講
演会 

(公社)日本ロジスティクスシ
ステム協会 

西田厚聰会長 １月14日
18:10～ 

経団連会館 17時～講
演会 

（一社）日本包装機械工業会 大森利夫会長 １月15日
14：30～ 

パレスホテル東京 日本包装
リースと
共催 

（公社）日本食品衛生協会 三村明夫会長 １月15日
16:00～ 

明治記念館  

(公社)日本給食サービス協会 田所伸浩会長 １月16日
16:30～ 

東海大学校友会館  

（一社）日本食品機械工業会 林 孝司会長 １月17日
16:45～ 

東京プリンスホテル 15時～講
演会 

日本チェーンストア協会 清水信次会長 １月17日
17:30～ 

帝国ホテル  

(一社)日本フードサービス協
会 

安部修仁会長 １月17日
18:00～ 

ＡＮＡインターコン
チネンタルホテル東
京 

 

（一社）日本建築設備綜合協会 佐藤信孝会長 １月17日
18:00～ 

建築会館ホール  

(公社)日本メディカル給食協
会 

西脇 司会長 １月21日
17:00～ 

東京會舘  

(一社)日本惣菜協会  堀冨士夫会長 １月22日
17：00～ 

ハイアットリージェ
ンシー東京 

 

学校給食用食品メーカー協会 塚本哲夫会長 １月22日
17：15～ 

椿山荘 16時から
講演会 

㈱シュガーレディ本社 
 （シュガーレディ新年会） 

佐藤 健社長 １月23日 
１月24日 

グランドプリンス新
高輪｢飛天｣ 

関西など
全国５会
場で計６
回開催 

首都圏市販冷食連絡協議会 山根隆幸会長 １月28日
17：00～ 

五反田ゆうぽうと  

 




