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略　歴

1965(昭和40)年10月生まれ。
富山市出身。富山高校、関西
学院大経済学部卒後、給食の
グリーンハウス、日配給食弁
当の光グループ勤務を経て
1992年ユニオンランチ入社。
1997年取締役、2002年2月か
ら代表取締役社長。

1980(昭和55)年 5月
富山市向新庄町4-1-82
4,800万円
日配給食弁当の製造販売、
幼稚園児給食弁当の製造販
売、社員食堂等の受託運営
管理、富山市・高岡市介護
配食サービス、老人福祉施
設の食事提供受託業務
180人（2013年 5月現在）
７億8,000万円（2012年8月期）
富山営業所、高岡営業所、
魚津営業所
㈱ときわ

企業向けの一般給食をはじめ福祉
施設への食事提供など多方面へ展
開されていますが、現在の業務内
容を教えてください。
　1980年に父が創業し、事業所向
けの弁当屋としてスタートしまし
た。「ユニオンランチ」という社
名は、当時高校生、中学生だった
姉と私が提案したもので、団結や
融和というニュアンスから「幅広

い人々に受け入れられるように」
と考えたものです。
　富山市内で１日800食から始ま
った事業所向け弁当は、現在では
西は氷見、砺波市から東は黒部
市、入善町までの約900社に7,000
食を提供しており、売り上げ全体
の60％を占めています。次に、私
立幼稚園向けの園児給食を1988年
から開始し15％、社員食堂の運営

で15％。そのほか老人福祉施設向
けの食事や在宅高齢者向けの配食
などが10％となっています。さら
に離乳食も手掛けており、「０歳
から100歳まで」をキャッチコピ
ーに事業展開しています。
経営の基本方針は。
　地域ナンバー・ワンの弁当屋を
目指し、健康に良い食事の提供を
通じて社会貢献することです。社
員の成長を貴び、重んじる経営を
心がけています。事業展開は地域
に根付いた商売が大切だと考えて
いるので、儲けるためにエリアを
絞るとか、逆に量を増やすために
県外にも拡げるつもりはありませ
ん。一人でも多くの地元の方に安
心して食していただくことが使命
と考えています。
「家庭の味」と言われています
が、メニューも多く、どのように
工夫されていますか。 
　メニューは一般家庭での奥様の
レパートリーよりも多いのです
が、かつては「飽きた」と言われ
ることもありました。食材や味の
問題ではなく、弁当箱に毎日同じ
ように入ってくるためですね。愛
情を込めるかどうか、調理の心構
えで出来具合が違ってくると思っ
ています。私も毎日弁当を食べて
チェックしていますが、「今日は
何かおかしいな」と感じたとき
は、盛り付けの担当者が１人足り
なかったとか、何かある。味もし
ょっぱかったり薄かったりすると
きは、分量を量っているのに注意
力が問題だったりする。弁当箱も
以前、黒と赤２色だったものから
定期的に変更し、見た目でも飽き
られないようにしています。
品質管理についての指導は。
　衛生や安全に関するマニュアル
もありますが、入社時に食品衛生
管理と安全管理について受講した

上で、随時、栄養士が各現場担当
に衛生面の指導をしています。現
場ではサラダ室、調理室、盛り付
け室など部屋ごとに衛生管理の担
当者がいて、それを製造部門の責
任者が確認し、さらに栄養士がチ
ェックするという体制です。現
在、管理栄養士が１人、栄養士が
２人います。

社員研修やクレーム対応はどのよ
うにされていますか。
　社員研修で「仕事においては目
標を持って達成していこう。そし
てその目標の向こうには人生の目
的を持たなくてはいけない」とい
う自己啓発を繰り返しやっていま
す。会議室に啓発のキャッチコピ
ーを張っています。廊下にはお客
さんの声を掲示し、とにかく見え
るようにしています。
　以前は、営業担当が受けたクレ
ームを製造の責任者に伝えて、対
策を講じるという具合でしたが、
調理、盛り付け、配達、責任者も
そうでない人も「こんな意見があ
った」ということを認知させる必
要があると思って始めました。お
褒めの言葉も書くように勧めてい
るのですが、なかなか書きません
ね（笑）。配達員もマナーや弁当
の置き方、車の運転など定期的に
研修しています。「自分がされて
気持ちの良いことは、人にしろ」

と言っています。
早くから福祉向けに食事を提供さ
れています。
　介護関係を始めて８年になりま
す。老人福祉施設の中でもデイサ
ービスやグループホームなど、比
較的規模の小さな施設に食事を届
けています。当初は普通の食事を
出していたのですが、最近は刻み
食やミキサー食など大変手間がか
かる上、糖尿病、腎臓病といった
治療食もお願いされることが増え
てきました。盛り付けには３人が
かりで３時間かけています。また
カロリー、塩分、糖質など、栄養
士が判断してメニューを立てなけ
ればいけないので、正直なところ
採算が合いません。
　もう一つ富山市と高岡市で一人
暮らしの高齢者などに弁当を配達
しています。行政サービスの一環
で、食事を提供すると共に安否確
認も行っています。数が少ない上
に１軒に１食と効率が悪い。これ
までは商売というより社会貢献だ
と思ってやってきましたが、最近
になって需要が増えてきました。
全国ネットの大手が進出してきま
したが対策は。
　大手の進出は、家庭向け弁当が
広く認知されるという意味で、む
しろチャンスだと思っています。
その上で、大手のサービスは基本
的に月曜から金曜まで、県外で調
理された物をチルドで運んでくる

のですが、当社は富山で作ったも
のを毎日届ける仕組みができてお
り、今後、地元密着で積極的に伸
ばしていきたいと思っています。
　

今後の課題を教えてください。
　昭和の頃、弁当業界は適正な競
争が行われていましたが、平成に
入ってから、輸入食材の増加もあ
り、どこも少しでもシェアを獲得
しようと値下げに歯止めがかから
なくなりました。事業所向け弁当
は現在１食あたり平均382円。ほ
とんどのお客様は「安い」と認識
していただいているのですが、や
はり「もっと安い弁当を」という
方がいらっしゃるのも事実です。
　しかし価格はお客様からの評価
の一つであるはずで、現在の状況
は弁当業界に対する信頼性が低下
していることの表れではないかと
感じるのです。「毎日安全な食事
をお届けする」という弁当屋本来
の役目をしっかり果たすことこそ
が信頼の獲得に繋がるのであり、
価格競争に頼らない、適正な競争
ができる弁当業界に戻るよう他の
弁当屋さんにも訴えていきたいと
考えています。

遊 道  義 則

地域に根付き安全な食事提供
社員の自己啓発を重視

̶安心安全の弁当業界に̶

̶見える化実践̶

http://www.unionlunch.co.jp/

株式会社ユニオンランチ
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株式会社 ユニオンランチ
代表取締役社長　
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