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■アンケート結果について■
この度の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
６月に実施したアンケートでお知らせしておりましたが、県の行財政改革が進む中、
業務の見直しにより、産業技術センター食品加工技術室での事務局運営が、来年度（平
成２９年４月）以降、不可能になりました。
研究会の存続も危ぶまれましたが、今後の研究会についてのあり方について、幹事
会で検討し、熊本大学、熊本県立大学、崇城大学、尚絅大学、東海大学の先生方で、
事務局を引き受けていただくことになりました。来年度以降の事務局運営の参考とす
るため、皆様の意向を伺うアンケート調査を行いましたので、内容を報告します。
（アンケート依頼先９６、回答数３３、うち団体会員１１）
（１）大学へ移管となった場合
① 移管後も、継続して会員として参加したい
② 移管後の事務局運営に協力することができる
③ 簡易な業務であれば協力することができる
④ 移管後の事務局運営への協力は難しい
⑤ その他 多忙のため退会希望

・・２４名（９団体）７３％
・・３名（２団体） ９％
・・９名（４団体）２７％
・・４名（３団体）１２％
・・５名（１団体）１５％

（２）来年度以降も研究会に取り組んで欲しい事業
① 会員の知識や技術向上のための研究会開催
・・２１名（８団体）６４％
② 会員が開発した優れた商品や技術の表彰（大賞） １０名（４団体）３０％
③ 会員の情報交換のための広報誌の発行
・・７名（２団体）２１％
④ メール等での各種情報提供
・・１５名（９団体）４５％
⑤ その他 「大学に移管後は、学生からそれぞれの会員への提案があればよい。」
「各大学や企業による産学官連携または産学官技術交流の取組み事例紹介、
地場企業等との共同研究、委託研究」「研究会活動内容の見直しが必要」
（３）ご意見・ご提案
「話題の加工方法や加工品を引き続き紹介してほしい」「研究会の発展的解散もある
のでは」「大賞は、事務局負担を考え、３年に１度程度でいいのでは」「表彰は、
モンドセレクションのように、受賞の評価を高めるとよい」「設立時の目的・趣旨
がぼやけ、行事優先になっているので、原点に返り、会員相互の情報交換を密に
行える仕組み作り（コラボの可能性等）、産学官連携による専門的な知識・技術の
習得、研究開発など行いやすくするシステム構築が必要」
「開催場所は、今まで通
り産業技術センターで」
「駐車場に問題がないところで開催してほしい」等のご意
見をいただきました。
回答者のうち、１５％の方が、“多忙の為、退会希望”という結果でしたが、会員相
互の連携をより深め、皆様に役立つ情報発信を行い、
“多忙でも研究会活動に参加した
い！”と思われるような運営をしていく必要性を感じました。事務局移管後は、いた
だいた意見を参考に、事業を見直して再出発します。
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■第 1４回総会を開催しました■
７月２７日（水）産業技術センターにて、総会を開催しました。今年は地震の為、総
会後に研究会を行うことができませんでしたが、１９名の皆様にご参加いただきました。
井越会長からは「２５年以上の歴史のある研究会ですが、今年度は、事務局の移管や、
春の研究会の中止など、曲がり角とも言える時期に来ています。来年度以降の事務局運
営について、解散を含めて検討を行いましたが、会員宛てアンケート結果で、“研究会を
存続させてほしい”という声を多くいただき、大学の先生方や、皆様のご協力のもと、
来年度以降も会を継続していくことになりました。ご理解よろしくお願いします。」と挨
拶がありました。
議案審議では、平成 27 年度事業報告、会
計報告及び監査報告、平成 28 年度事業計画
と予算案が承認されました。
昨年度は、
「お茶」をテーマに研究会を２回
開催し、参加者や新規会員を増やすことがで
きました。
今年度は地震の影響のため、大賞事業は中
止とし、来年度以降も、事務局の負担軽減の
ため、大賞事業の実施は未定です。
また、報告事項として、平成２９年度以降
の研究会の運営・事務局移管について、事務局から経緯を説明させていただき、前頁の
アンケート結果報告を行いました。
事務局移管後も、産業技術センターでは、技術支援や相談等、会員の皆様のサポート
を行っていきますので、お気軽にご相談ください。
最後に、会員企業等の復興 PR について、事務局から説明をしました。会員の皆様の復
旧・復興にかかる写真等を、研究会ホームページに掲載して、商品紹介等行います。現
在２社から掲載依頼をいただいておりますが、他の会員の皆様も、掲載希望があれば、
事務局までご連絡ください。

■第５３回研究会について■
第 5３回研究会につきましては、平成２８年１２月８日（木）午後、国際交流会館４階
第３会議室で開催予定です。今年度は、熊本県の産出額が全国１位で、産出額の伸びも
顕著である「トマト」をテーマに、カゴメ株式会社の菅沼
大行氏より、ご講演いただきます。
講演テーマを「機能性を活かした商品の開発」として、
菅沼先生より、次のコメントをいただいております。
「トマトには、リコピンを始め、数多くの健康に良い成分
が含まれています。リコピンの善玉コレステロール増加作
用に基づいて行なった機能性表示を始め、トマトの最近の
研究についてお話しさせて頂きます」
話題提供をいただく方については現在調整中で、研究会
後には懇親会も予定しております。詳細が決まりましたら
案内を送りますので、ご参加をお待ちしています。
カゴメ株式会社

菅沼大行氏
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“売れる商品づくり”を応援します ！
～フードバレーアグリビジネスセンターの取組について～
県では、食を中心に地域活性化を目指す県南フードバレ
ー構想を推進しており、昨年、その拠点施設としてフード
バレーアグリビジネスセンターを八代市鏡町のい業研究所
内にオープンしました （右写真）。
この施設では、農産物の機能性成分の分析や鮮度保持技
術の試験研究のほか、商品開発等に取り組む食品関連事業
者の支援を行っています。
具体的には、 ①ワンストップでの相談対応
②機器・施設の無料開放による事業者の試作や研究開発支援
③生産者と食品関連企業など事業者間のマッチング・コーディネート
④関係機関、外部人材と連携したビジネスモデルの創出支援

１ フー ド バ レ ー ア グ リビ ジ ネ ス セ ン タ ーの 取 組 実 績 に つ いて
① ワンストップでの相談対応
昨年度、約 700 件の利用があり、多くの食品加工・製造業者や農業者が相談に訪れて
います。主な相談内容は、商品開発や加工技術の相談、情報交換などです。
◇昨年度寄せられた相談内容の内訳（件数）

【具体的な相談事例（抜粋）】
・自社の農産物で新しい加工品を作りたい
・既存商品をブラッシュアップしたい
・県南地域素材の一次加工品を探したい
・委託加工をしてくれる事業者を紹介して
ほしい
・自社製品の保存試験を依頼したい
・企業と連携して新しいビジネスに取り組
んでみたい

② 事業者の試作や研究開発支援
昨年度、設備利用は 171 件あり、21 品目の商品
化を支援しました。
【商品開発事例】
事業者名

開発支援品
〇そのまま手軽に食べら

（株）前田農園

れる洗ってあるミニト
マト

Mr.Orange

JAやつしろ

〇国産グレープフルーツ
ジュース
〇梨とゆずのゼリー
〇業務用冷凍梨

そのまま食べられる
洗ってあるミニトマト
（（株）前田農園）

支援内容
◇委託加工先紹介
◇商品企画・販路開拓
支援
◇果汁搾汁試験
◇加工技術
◇委託加工先紹介
◇販路開拓支援
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③事業者間のマッチング・コーディネート
1 次加工業者と２次加工業者等のマッチングをコーディネート
し、13 事例の商品化を支援しました。
【マッチング事例】
企業名

連携企業名

開発商品等

（株）プレシード

JAやつしろ

（株）イケダ食品

（株）いずみ

あかねグラノラ大麦
シトラス ゆず
いずみの柚子こしょう

青ゆず入りのグラノーラ

入り佃煮等

（（株）プレシード）

④関係機関、外部人材と連携したビジネスモデル創出支援
マーケットインを重視した売れる商品づくりを支援するため、
関係機関や民間のアドバイザーなど外部人材と連携したプロジ
ェクト 14 事例を支援しました。
一例として、「地域にゆかりのあるハトムギの復活と新商品開
発」プロジェクトでは、八代ゆかりの茶の湯の菓子「薏苡仁糖(よ
くいにんとう)」 を復活したいとの相談を地元の製菓業者である
（株）お菓子の彦一本舗、ハトムギ生産者の柳口氏より受け、商
品化に不可欠な精麦加工ができる西田精麦（株）とのマッチング
をコーディネートするとともに、薏苡仁糖や若い女性をターゲッ
トにしたシリアル商品などの開発のために、加工技術支援を行い
ました。
試作した薏苡仁糖（上：彦一本舗）と

開発したシリアル商品（下：西田精麦）

２ 新た な ビ ジ ネ ス に 関心 の あ る 事 業 者 の皆 様 へ
当センターは、食品関連企業や農業者などが多数集い、業種の垣根を越えて交流する
ことで、新しいアイデアやビジネスの芽が次々と生み出されるような施設になることを
目指しています。
今年度からは、フードバレー推進室がセンター内に配置され、今年１月に新設された
経営支援サポートオフィスとも連携することで、事業者の皆様の商品開発や販路開拓、
事業拡大などの取組みを支援しています。
商品開発などの相談や試作のための機器利用は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合
わせください。
【フードバレーアグリビジネスセンターに導入している加工機器のご紹介（一部抜粋、詳細はホームページに）】

柑橘搾汁機

内外皮分離スライサー

焙煎機

キャタピラー式で丸のまま
の果実を搾るため、果皮の
香り成分を活かした果汁が
とれます。

柑橘搾汁機で絞った後に出てく
る柑橘の外皮だけをきれいに分
離できるので、ピールなど新た
な加工品開発が可能です。

穀物（玄米や大豆、ハトムギ
など）の焙煎ができます。

熊本県農業研究センター

い業研究所

ガス充填機能付き
真空包装機
カット野菜などの鮮度保持
のため、窒素ガスまたは炭
酸ガスの充填ができます。

フードバレーアグリビジネスセンター

受付時間
平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで
〒869-4201 八代市鏡町鏡村 363
電 話
ホームページ http://www.abc-kumamoto.jp
メール
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～心通わせ 郷土を潤す かけ橋に～（矢部高校キャッチフレーズ）

猛暑の熊本市内から矢部までドライブすると、次第に風
が心地よく日差しも穏やかになります。空気も澄んでいて、
車から降りると思わず深呼吸してしまう、そんな素晴らし
い環境にある矢部高校は、開校から 12１年目を迎える、
伝統ある学校です。地域からの応援や協力が手厚く、郷土
伝統の体験学習や地域の特産品を授業で活用するなど、地
域に根ざした学校です。校訓『通潤魂』からもそれが覗え
ます。
矢部高校には「食農科学科」
「緑科学科」
「普通科」の 3 学科があります。
「食農科学科」
はいわゆる「農業科」と「家庭科」が融合した学科で、2 年次以降は「農業科学コース」
「食・生活コース」に分かれ、より専門的な学習をしています。今回は農産物の栽培や
食品製造を学ぶ「農業科学コース」のお話を聞かせていただきました。
「農業科学コース」では作物、野菜、草花などの栽培
技術の学習をしています。中でも「シクラメン」の栽培
実習は本格的で、１１月になるとハウスの中は美しい「シ
クラメン」の鉢でいっぱいになるそうです。また、生徒
たちが自ら栽培した農産物を使って、加工品の製造も行
っています。一番人気は「ゆずマーマレード」！町内販
売や各種イベントに出品
すると、すぐに売りきれ
ジャム製造中！

てしまうそうです。根強いリピーターも多く、遠方から
注文される方もおられるとか。その他にも、イチゴやブ
ルーベリーなど、学校では栽培実習のない果実も、山都
町内で生産された品質の高いものを使用して美味しいジ
ャムに加工しています。
卒業生は、農業や食品系の学校へ進学したり、食品関連
企業へ就職しています。学んだ礎を活かし、県内の農・食
産業を活気づけてくれることを期待しています。

人気 No.1 ユズマーマレード

■熊本県立矢部高校 〒861-3515 熊本県上益城郡山都町城平 954
TEL 0967-72-0024 FAX 0967-73-1030
※加工品のお申込みは学校でも受け付けています
～編集後記～
我が家のトマト大好き次女とちょっぴり苦手な長女。いつもけんかばかりしているけ
れど、トマトの時だけは次女のお皿にプレゼント。それを微笑ましく見守りながら、長
女のお皿にそっと母のトマトをプレゼント。それに気づいた次女が「お母さんあげる(^^)」。あれ
れぇ、ぐるぐる回ってみんな同じ数だね。食は我が家を笑顔にします（Mine）
編集・発行 くまもと食品科学研究会
〒862-0901 熊本市東区東町 3-11-38 熊本県産業技術センター 食品加工技術室内
研究会ホームページ http://kumamoto-food.jp/index.html
ＴＥＬ 096-368-2101 ＦＡＸ 096-369-1938
発行日／平成 2８年８月３１日
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