第四章 変革期

平成元年〜平成10年

昭和天皇崩御という悲しみの中にも、
新しい年号「平成」は新時代の到来を感じさせた。
創立三十周年を迎えた中村学園事業部は、
新たな節目に向かって歩き始めた。
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立三十周年の記念祝賀会が博多全日空ホテ

一九八九年（平成元年）の三月三日、創

野菜、加工品などアイテム数は千四百を越

にレイアウトされている。魚介類や精肉、

凍冷蔵庫や加工室、保存施設などが機能的
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懸賞論文百六十七通の応募一位に

P

部

好景気に湧くバブル時代が崩壊したのが平成二年といわれる。
その後遺症から日本経済は厳しさを増していくが、
この現状の中で、中村学園事業部は新規事業所獲得へと健闘していた。

場所は福岡市青果市場に近く、福岡市都市

高速や九州高速道路にも都合のよい、利便

ルで行われ、受託先をはじめとしたお取引

え、各事業所が求める食材のほとんどを取

安心できる食材を事業所へ
食品センターが新設

先より百四十名の方々、事業部の母体であ

り扱い、保存と加工、出荷がスムーズに運

性を誇る場所だ。食品センター内には、冷

る学校法人中村学園関連の方々やОＢの

行できるようになった。

創立30周年祝賀会で当時の学校法人中村学園
中村久雄理事長と中村量一事業理事 1989年（平成元年）

方々など二百名のご臨席をいただき、事業
部職員を加えると総数三百四十名という盛
大な祝賀会となった。事業理事を努めなが

プ

●平成４年４月 日・ 号

食品センターの加藤チーフマネージャー

良くする方法、自分が一番職場で改善

性、働きやすい職場作り、人間関係を

と、事業部の今後の経営に対する方向

もありましたが、募集を開始してみる

当初は応募も少ないのではという懸念

P

懸賞論文募集ということになりました。

しでも取り入れるワンステップとして、

事業部も平成四年より三ヵ年計画に少

う一つの節目を迎えます。これを期に

を過ぎ、平成六年には満三十五年とい

中村学園事業部も創立以来三十三年

26

ら福岡青年会議所の理事長として活躍して
いた中村量一事業理事の交友の広さも伺わ
せる祝宴だった。
一九九〇年（平成二年）には、大きな出
来事が続いた。千葉県にある東洋エンジニ
アリングの社員食堂を受託したのだ。千人
を越える大規模施設で、最新の厨房・食堂
が設置された。初の関東進出であり、給食
産業の最先端を実現するものだった。さら
に同年、かねてより待望されていた食品セ
ンターが福岡市博多区諸岡に新設された。
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給食部門・仕入部門・レストラン部門
三部門連携のなかで躍進
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中村量一事業理事から
松本孝事業理事へと引継ぎ
一九九一年（平成三年）は、改革をすす
める変革の年として記憶に刻まれた一年だ

た組織の刷新だった。第二は、３Ｋからの

じつに一六七通に及ぶ応募があり、い

してほしい事、仕事に対する心構え等、

加藤通治 （食品センター）

佳作 田嶋真理 （ひよ子本社）
「雑感」

佳作 大神智恵子 （九宏薬品）
「働きやすい職場とは」

二等 福井規矩彦 （千葉テック）
「給食業務の合理化と
新規事業開発について」

「事業部における現状の問題点と
今後のあり方について」

一等

入賞者は左記の通りです。

十五万円の賞金を獲得されました。

治チーフマネージャーの論文が選ばれ、

論文第一位には食品センターの加藤通

厳正な審査の結果、第一回目の懸賞

でしょう。

年計画も夢と希望に満ちたものになる

かりでした。これらを取り入れた三ヵ

ずれも力作で審査員の心を打つものば

脱却を図り、ベストカンパニーを目指す

「３ Ｋ 脱 却 初 年 度 」 と し た 。 第 三 は 、 食 品

センターの組織変更を行い、担当者により
プロ意識を追求した。

九月三十日、十一年間務めた中村量一事

業理事が退任し、同十月一日より松本孝事

った。経営方針として、第一は、給食部門、
仕入部門、レストラン部門が確立し、各部

業理事が就任した。福岡シティ銀行（現西

日本シティ銀行）で東京事務所長を務めた

経済通として、期待をもって迎えられた。

就任した松本事業理事は、今年度の経営

方針を踏まえたうえで、
「基本に忠実に」と

呼びかけ、事業部の理念「六つの心得」の
実践を目指した。

また、本部事務所が新しく建設され、一

九九四年（平成六年）十二月十五日に竣工

した。千四百八十平方メートルの敷地を生

千葉テック開業式セレモニーでのテープカット
1990年（平成2年）

かし、モダンな建物は機能を優先した。明

佳作 小川内静子 （成人病センター）
「成人病センターにおける
給食業務の効率化」

佳作 梶原俊章 （レストハウスなかむら）
「私の考え方と事業部への要望」

佳作 牧靖子 （本部総務課）
「働きやすい職場とは、
その為に何をすべきか」
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に部長をトップとして責任体制を明確にし

創立30周年祝賀会での事業部一同 1989年
（平成元年）

新設当初の食品センター 1990年（平成2年）

新社屋落成式典での本部関係職員一同 1994年（平成6年）

るく広いスペースには、二百人収容の大会
議室や研修室を備えた本部となった。

さらに積極的となった
衛生管理や研修活動
一九八九年（平成元年）よりとくに顕著

となったことは、衛生管理の徹底と研修活

動の豊富さである。新しい技術や進歩に遅

れることのない衛生、安全、美味しさへの

探究など、外部研修や海外研修が数多く実

施された。㈳日本メディカル給食協会や㈳

日本給食サービス協会に加入し、毎年さま

部
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中村学園創立四十周年記念式典
と記念祝賀会

●平成７年１月 日・ 号

P

園創立四十周年を記念する記念式典が

●平成７年１月 日・ 号

中村久雄顧問の胸像が完成

われました。

福岡に移し、記念祝賀会が華やかに行

より会場を福岡市博多区のホテル日航

また記念式典の終わった午後十二時

のもと行われました。

学生五百二十名と千人を越える参加者

来賓三百四十四名、学園教職員二百名、

してきた。その衛生面への教育活動は徹底

して行われ、学校給食や病院給食などで生

かされるとともに受託先からの信頼の源と
なっている。

一九九六年（平成八年）には、健康にプ

ラスとなるヘルシーな食事づくりをテーマ

に掲げ、さまざまなメニュー開発が行われ
ている。

顧客に喜ばれる新メニューの開発
新規開拓が将来を決める

二十世紀末の一九九〇年（平成二年）代

は、まれにみる経済低迷の道のりだった。

解雇、内定取り消し、給与カットなど不況

下の影響が社会を覆っていた。しかも事業

部を取巻く環境は、大手企業の九州進出や

ています。

なお除幕式は平成七年二月を予定し

ボルとなりそうです。

ブロンズ像が事業部本部の新しいシン

顧問の柔和な表情が表現されたこの

の一階玄関に設置されました。

久雄顧問の胸像が完成し、本部新社屋

中村学園事業部の創立者である中村

37

みならず事業所のある各地で研修会を実施

している。また、一九九五年（平成七年）

中村学園大学体育館において、中村学

平成六年十一月十一日午前十時より

37

に本部内に安全・研修室を設置し、本部の

ざまな研修に職員を派遣し、いずれも定着

25

25
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異業種からの給食事業への参入など、厳し

業活動でも、新しいタイプの受託先を獲得

新規開拓による収益率アップをめざす営

第三回 治療食献立・調理技術コンテスト

医療関連サービス振興会理事長賞受賞

●平成９年４月 日・ 号

三月八日、名古屋市の名古屋女子文

さを増す。しかし、この状況の中で意外な

年）天神イムズビル六階に「お米ギャラリ

化短期大学を会場に開催された㈳日本

していた。たとえば、一九九三年（平成五

不況下のもとでは、社員食堂への人気は

ー天神ごはん亭」の出店であり、一九九五

ことに事業部は好業績を達成していた。

高まり、喫食数は減少することはなかった。

年（平成七年）からのシルバー施設への積

事業所）支配人を中心とした四人の特

園事業部は小田原祐二（アビタシオン

立・調理技術コンテスト』で、中村学

メディカル給食協会主催『治療食献

事業部では食材購入の合理化をはじめ、無

また、一九九四年（平成六年）には、居

別チームを編成して参加しました。こ

限られた材料と時間の中で栄養バランスの

とともに、レストラン事業が展開された。

「夢・鴻臚」、チャイナテーブル「華・鴻臚」

い全国大会です。今回は、全国ブロッ

ち抜いたチームが参加するレベルの高

のコンテストは、病院食の可能性を広

取れたおいしい食事を安く提供するための

このレストラン事業は一九九八年（平成十

酒屋「和気愛愛」をオープンし、日本料理

あらゆる工夫が積み重ねられた。一九九八

年）に有限会社ジーエヌレストランズとし

本部３階の研修室で行われた新入職員研修での実習風景

試作を重ね準備したスタッフの力が評

臣賞は逃しましたが、参加まで何度も

計５食を競いました。最高賞の厚生大

のカルテを元に、朝食・昼食２種類の

クを代表する十チームが、治療食病名

げることをテーマに、各地の予選を勝

年（平成十年）十二月からメニューの統一

て独立する。

ューの開発が活発化した。

平成十年度年次総会で表彰する松本孝事業理事
1998年（平成10年）

化・標準化を実現し、顧客に喜ばれるメニ

アップ、技術向上のための献立研究会など、

ューの活用、原価管理、個人技術のレベル

極的な参入である。

46

駄をなくすために行程の簡素化、統一メニ

20

価され、
『医療関連サービス振興会理事

長賞』を受賞しました 。
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