できる脱脂粉乳や冷凍で１

つつ、常温で１年以上保存

生き物であることから、夏

が出ない。更に寒い地域の

して子供が生まれないと乳

は生き物であるため、妊娠

ずれたりして、搾乳できる

年以上保存できるバターを

頭数が減ることになる。中

生乳が余った時の調整弁と

なお、脱脂粉乳・バター

期的に見るとこれまで酪農

が暑いと、種付けができな

が数量の制限なく、低価格

家の戸数が減った分につい

し、不足時には輸入で補う

で輸入されると、国内の生

ては、一戸当たりで飼う頭

かったり、種付けの時期が

た生乳は、日持ちのしない

乳需給に影響し、生乳生産

数を増やすことにより、全

構造になっている。

ものから優先して配乳さ

量の減少につながることか

体の頭数や生乳生産を維持

・バターが皆様の手元に行

った。この結果、脱脂粉乳

り５００億円位上積みして

なるが畜産部で、前年度よ

る。肉関係も含めた数字に

算で様々な取り組みをす

との生乳価格を酪農家と乳

乳製品の価格は、もとも

昇傾向にある。

の引き上げに伴い価格は上

降、消費税増税や生乳価格

ではない。しかし、４月以

▽旭日単光章＝阿部潤一

氏（元岩手県菓子工業組合

氏（群馬県菓子工業組合副

▽瑞宝単光章＝井上祐二

オリジナルの菓名を付けて、 ・１個づつ酸素を除いて包装しました。
１ヶ月間、出来たての風味を保ちます。
詰合わせのアイテムにどうぞ。・１ケース合わせて（240個）から発送致します。

日、全菓連理事会において生産局畜産部牛乳乳製品課藤岡

れ、次に生クリーム、チー

ら、国家貿易で輸入するこ

きわたりにくい状況となっ

ると、４月と５

業メーカーが年一度交渉し

年秋の叙勲褒章

▽旭日中綬章＝浅野茂太

加賀で育って76年

小規模事業者にバターが手に入るよう要望

月

ズ、脱脂粉乳・バター等に

ととしている。

国内の牛乳・乳製品需給

いる。

り、生乳の生産量も減って

してきたが、牛の頭数が減

配乳される。

は、国産の生乳を基本とし

最近の生乳需給をめぐる状況

生乳生産基盤の維持拡大

うちクリーム等
116（+6.9） 125（+7.3） 128（+2.1） 130（+1.7）
向け

55（+3.7）

資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」
、
（独）
農畜産業振興機構「指定生乳生産者団体別の受託販売生
乳数量等（速報）
」
（一社）
中央酪農会議「用途別販売実績」
（22 ～ 25 年度のチーズ向け）
※ 26 年度のチーズ向け処理量の対前年同期比は参考値

まんまろん

農水省 最近の牛乳乳製品をめぐる情勢を説明

農林水産省は
課長補佐が出席し、最近の牛乳乳製品をめぐる情勢を説明。また、国内生乳生産
の減少から、国産バターが不足しているため、５月の７千㌧に加えて、９月にも

れる。
生乳は他の農産物と異な

一方、調整弁として生産さ

り、牛が出すものであり毎

生 乳 生 産 量 の 推 移 は、

回っていた。

ている。

予算要求し、生乳生産基盤

年

生乳生産量の

直近の生乳生産の落ち込

前年比は、

度はプラスであ

の回復に努めたいと思う。

月は対前年比で

て改定を行うため、需給が

最近の乳製品の価格の状況

が暑かったことにある。牛

みの主な原因は、去年の夏

ったが、

年度の

はマイナスとな
った。

大幅なマイナス

２面に続く。

状況を各月で見

だったが、８月

不足しても急に上がるもの

平成

•••••••••••••••••••

には昨年とほぼ
同じ生乳生産量
まで回復しつつ
あり、今後の回

郎氏（明治ホールディング

理事長）
る。なお、４～

（業界関係受章者、順不同）

８月の生乳の生

▽黄綬褒章＝田中英雄氏

理事長）

（北海道菓子工業組合副理

ス代表取締役会長）
▽旭日双光章＝吉原幸一

産量が▲２・７

氏（福島県菓子工業組合副

▽黄綬褒章＝五嶋靖浩氏

％であったのに

（兵庫県菓子工業組合員）

対し、牛乳向け

▽旭日双光章＝神保勝司

事長）

氏（千葉県洋菓子協会会長）

理事長）
幅が▲２・１％

の生乳は、減少

となっている。

（Ｘ・Oたっぷり）

３千㌧のバターの追加輸入を決定したと説明。菓子業界からは特に小規模事業者

て、次のような説明があっ
た。

日生産される。すぐ処理を

20（▲0.4）

はちみつカステラ・チーズカステラ・ブランディケーキ
組み合わせて大・小2本入、3本入に出来ます。

ブランディケーキ

にバターが手に入るよう強く要望した。２面に関連記事。
同省から、最近の牛乳乳
製品をめぐる情勢につい

生乳需給の構造

のためには、酪農家の数を

減らさないだけでなく、牛

れる脱脂粉乳・バター等向
けは、生乳生産量の減少の

の数も増やすことが重要で

年々減少傾向にある。需要
量も緩やかに下がっている

影響を大きく受け、４月～

しないと腐敗するため、廃
棄されることがないよう需

が、年によっては、過剰や

㌧であった。輸入は生乳（殺
菌などの処理を加えていな
要に応じて、生産と消費の

年度の乳製品の国

内需給（生乳換算）は、需
い牛の乳）のままではなく、

あるため、平成

48（+4.0）

27
年度

24
25

あんてぃらみす

平成

要量が１１５１万㌧、国内

８月▲９・６％の減少とな

乳製品向け処理量 345（▲3.8） 339（▲1.9） 354（+4.5） 343（▲3.2） 143（▲3.5）

年度の予
不足が発生しており、平成

牛乳等向け処理量 411（▲2.6） 408（▲0.7） 401（▲1.8） 396（▲1.1） 166（▲2.1）

年度は供給より需要が上

バランスを取ることが不可

373（▲5.4） 364（▲2.5） 368（+1.0） 360（▲2.1） 149（▲3.2）

欠である。国内で生産され

うちチーズ向け

46（▲1.5）

26

復に期待してい

26

花豆マフィン

サンプル･案内書送ります。
電話･FAXお待ちしています。

チーズやバター、脱脂粉乳

都府県

などの乳製品の形で輸入さ

390（▲0.9） 389（▲0.1） 393（+0.9） 385（▲2.1） 162（▲2.2）

25

の生乳生産量は７４５万

65（▲9.6）

47（▲0.4）

（型焼き）

本格的カステラ

21

北海道

㌧、輸入乳製品が４０６万

うち脱脂粉乳・
180（▲11.6）163（▲9.2） 175（+6.9） 160（▲8.1）
バター等向け

47（+6.0）

チーズカステラ

（スライスしてあります）

あなたの笑顔に
会いたくて…

10

763（▲3.2） 753（▲1.3） 761（+1.0） 745（▲2.1） 311（▲2.7）
生産量

単位：万トン、％

● 生乳の生産量及び用途別処理量の推移

第908号
（平成26年11月）
● http://www.zenkaren.net/

全 菓 連
25

26年度
（4－8月）
25年度
24年度
23年度
22年度

発行人

全国菓子工業組合連合会
理事長 大窪幹夫
発行所 全菓連共済ビルヂング株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山５丁目12番４号
ＴＥＬ03（3400）8901㈹ ＦＡＸ03（3407）5486
購読料年額 組合員：   600円（購読料は賦課金に含む）
（送料共） 一 般：2,000円
11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
中心の C…菓子のConfectioneryの頭文字
横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治教授

第908号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 平成26年11月15日

めた。特にバターの輸入は
ている。

に手続きを急ぐよう要請し

っている農畜産業振興機構

早く届くように、実務を行

したもの。皆様のお手元に

も注視していきたい。

あり、今後４月以降の需給

内の需要を見越したもので

は、来年３月末までの年度

９月に決めた追加輸入分

ーには、国内の特に小さい

ている。また、乳業メーカ

で提供できることを期待し

おり、皆様に使いやすい形

現在、国際価格が下がって

がらないため、効率よく、

まれないと次の世代につな

また、乳用牛の雌牛が生

援している。

でも頭数が増えるように支

ていく必要がある。輸入に

乳・乳製品全体で需給を見

・脱脂粉乳だけでなく、牛

ものを求めるため、バター

できない。日本人は新鮮な

９月

日、バター及び脱

の追加輸入は過去にない

使わない零細業者の菓子屋

て困っているのは、大量に

質問①

ば、輸入でもやむを得ない

できない。国産が不足なら

者としては価格交渉を全く

足を理由にするため、需要

の乳業メーカーはバター不

ているのではないか。

家のメリットが少なくなっ

がいいと言っている。酪農

乳を搾るより、肉にした方

質問③

いる。

力するようにと強く言って

店や家庭用などの生産に注

きたい。

かかるが、着実に進めてい

ものではないため、時間が

ている。すぐに結果が出る

産するなどの取組みを行っ

卵を移植し、次世代牛を生

生ませるとか、優秀な受精

別した精液を使って子牛を

ように、初めから雄雌を判

次の世代の雌牛が生まれる

いままなのか。

質問⑥

くなっている。

輸入しているが、餌代が高

じめとする餌を、ほとんど

質問⑤

思っている。

機動的に対応していこうと

２回追加輸入をするなど、

ついては、今年のように年

トが上昇すると、その分、

回答

月

返しているが、今後の対策

生乳価格、最終的には製品

０㌧は、

はどうなのか。

乳製品の価格は高

なるので早くと畜向けに出

農水省

今は牛肉の価格も

荷しようと考える方もい

また、今年の初めは国際価

模の輸入量となっている。

ころを４年間に延ばせば、

３年間、乳を搾っていたと

でも、今まで３回お産して

輸入で補っていくこととな

やすことが第一。不足分を

基盤を強化し、生産量を増

いきたい。

けるため、今後も注視して

も、需給状況にも影響を受

の価格は生乳価格以外に

価格に転嫁される。乳製品

田県＝塚本正、軍司信幸、

＝與儀惠子、▽札幌市＝堀

県＝松久保則雄、▽沖縄県

米持製菓㈱、▽岐阜県＝森

ｍｅＢａｋｅ、▽長野県＝

にクリスマス需要期の
に向けて入るように手当て

国内での生乳生産

産量が落ちているという

格が高く、輸入バターが使

るが、牛乳の形での輸入は

ん、▽神奈川県＝菓子司杵

▽福島県＝大河内正造、斎

餌代などの原料コス

大きいことは分かっていた

る。そのため国の予算措置

が、あらかじめ予想できる

補助が出るようにし、少し

澤龍一、▽千葉県＝竹内三

若、▽石川県＝十三屋、▽

11

１面より続く

５月に７０００㌧実施して

が、需給安定のために輸入

であるが、なかなか回って

と思うので、早めに手を打
農水省

質問④

バターの輸入について
脂粉乳について安定的に供
いるが、今回３０００㌧追

を決定した。バター３００

こない。小さい業者にも回

良くて、高く売れる。牛乳

加することとした。年２度

日に入札を

っていくようにして欲しい。
ち、市場に不足感の出ない

を搾った後の牛でも、肉に

ので、かなり早めに手を打

バターが足りなく

実施しているが、実際に輸

比較的小さい所、
状況を作って頂きたい。

酪農家は牧草をは

入されるのは年明け以降の
質問②

農水省

地元の酪農家が牛

見込みであり、年度内には
普段の取引量の少ない所に

当面のバターの供給見込
入実績のない新規の店も回

った。今年度は史上最大規

輸入する契約となってお

と思うので、早いうちに手

いづらい状況であったが、

事長の挨拶をもって会議を

郎、▽東京都＝田村稔、▽

毎年、不足を繰り

しわ寄せがいっている。購

質疑応答

給するために追加輸入を決
（注１）色の付いた月は実績数量
（注２）この数量は、現時点における輸出国の生産事情やシッピン
グスケジュール等からの試算であり、状況に応じて変更さ
れる場合がある。

開催

開催される

どを中心に状況報告が行わ

ブロック
会
議

北海道お菓子フェア

日（月）秋田市の

全菓連 東北・北海道
月

に対する協賛金などの要請
が行われました。これに対

状況報告が行われました

次いで各県組合より活動

売の実施、会場でのお菓子

島で導入された会場での販

変、全体予算の圧縮を、広

協力したいが財源確保が大

し、各県からは、菓子博に

が、主なものは組合員数の

れました。

連東北・北海道ブロック会

動向、賦課金の扱い、技術

年度の全菓

名が出席し、後藤秋

において平成

2016

議が開催されました。会議

26

ホテルメトロポリタン秋田

27

四施設であった。受賞され

五二名、同優良施設は二二

された食品衛生功労者は三

食品衛生協会会長賞を受賞

会が行われました。

会場を移し、和やかに懇親

その後同ホテルの別室に

▽大阪市＝渥美弘三、大川

三、▽横浜市＝飯島紀次、

大野惺、鹿児島県＝宮原五

県＝西田泰三、▽宮崎県＝

谷喜明、河野通彦、▽熊本

＝大内泰雄、▽高知県＝刈

弘、谷岡実太郎、▽香川県

宮計介、▽鳥取県＝吉田定

谷口一男、▽和歌山県＝二

清重、西河孝、▽大阪府＝

＝林道郎、▽滋賀県＝田中

阜県＝柴田隆雄、▽三重県

▽福井県＝山内準一、▽岐

県＝谷口隆志、新庄利夫、

新潟県＝村山信吉、▽富山

熊本市＝㈱フランドール本

古屋市＝㈲菓道心如月、▽

さいたま市＝岩戸屋、▽名

宮崎県＝ロリエ二見㈲、▽

老 舗 和 多 田 店（ 工 場 ）、 ▽

舗菊水堂、▽佐賀県＝大原

県＝岩味屋、▽香川県＝菓

ー㈱広島工場西棟、▽山口

匠菅屋、▽広島県＝カルビ

庫県＝㈱藤江屋分大、寶菓

三重県＝亀屋清泉庵、▽兵

場、㈱長栄軒豊山工場、▽

知県＝㈱マツヤ本社七宝工

岡県＝洋菓子エレン、▽愛

野県＝米玉堂食品㈱、▽静

福井県＝森八大名閣、▽長

徳島県＝春木治、▽愛媛県

＝津田末朗、宇野好一、▽

良県＝北林久和、▽山口県

▽兵庫県＝山脇誠一、▽奈

阪府＝河合千秋、塚原成典、

▽京都府＝山田泰子、▽大

県＝川嶋昭夫、古儀喜三生、

愛知県＝鈴木正義、▽三重

▽岐阜県＝大久保道憲、▽

田範夫、▽山梨県＝京嶋保、

県＝金子明、▽富山県＝武

健志、池田幸廣、▽神奈川

上野智弘、▽東京都＝鈴木

章、小林孝行、▽千葉県＝

越正禎、▽埼玉県＝齊藤憲

博、斉藤隆、▽群馬県＝大

藤靖宏、▽栃木県＝川又和

越後製菓㈱片貝工場、▽富

店ミロワール、▽新潟県＝

堂、▽神奈川県＝洋菓子の

東京都＝神馬屋松原、竹紫

柏工場、泉ベーカリー、▽

▽千葉県＝㈱木村屋総本店

＝五家宝本舗埼玉製菓㈲、

店、木内製菓㈱、▽埼玉県

茨城県＝ミシェル洋菓子

▽福島県＝花月堂花屋、▽

ト、▽山形県＝大山製パン、

▽宮城県＝㈱オルブロー

食品衛生優良施設

義、▽広島市＝田川敦通

古屋市＝石黒鐘義、伊藤光

▽横浜市＝石川邦夫、▽名

徳、▽千葉市＝宮島淳郎、

江恭弘、▽仙台市＝熊野美

市＝㈲ミツバチ、▽京都市

鹿児島県＝松月堂、▽川崎

店、㈲ニュードラゴン、▽

ル、▽大分県＝武蔵屋総本

菓子倶楽部ロシェ・ルガー

ぐりの樹、▽長崎県＝西洋

福岡県＝石窯ぱん工房どん

ロ、エスパリエカゲツ、▽

山口県＝㈲お菓子のピエ

▽島根県＝浜田製菓㈲、▽

菓、▽和歌山県＝若松屋、

阪豊中工場、㈱ナカニシ製

スコウエストカンパニー大

▽大阪府＝敷島製パン㈱パ

＝㈱ユーハイム滋賀工場、

＝㈱永餅屋老舗、▽滋賀県

ルキン第２工場、▽三重県

林緑々園、▽愛知県＝㈱マ

•••••••••••••••••••

る主催者挨拶、軍司秋田県

菓子工業組合理事長）によ

北海道ブロック長（岩手県

理事長の挨拶、齊藤東北・

よる歓迎挨拶、大窪全菓連

田県菓子工業組合理事長に

ック各県のご協力をお願い

開催を計画しており、ブロ

ェ ア ２ ０ １ ６」（ 仮 称 ） の

記念して「北海道お菓子フ

ては、新幹線の函館開通を

県組合の特徴的な活動とし

祭りの実施などでした。各

講習会、各種研修会、菓子

ありました。最後に齊藤ブ

理の弾力化、などの意見が

慮を、大会関係者の入場管

の負担にならないように配

では、各種事務処理が組合

問題があり、見直しが必要

らはクレームが出るなどの

行かれ、貰えなかった人か

できないような形で持って

プレゼントは菓子の説明も

た。同表彰の会で厚生労働

衛生協会会長賞を受賞し

働大臣賞ならびに日本食品

生優良施設として、厚生労

食品衛生功労者及び食品衛

開かれ、菓子関係者多数が

▽北海道＝下出公司、▽

食品衛生功労者

り。敬称略。

▽青森県＝御菓子処葉

食品衛生優良施設

県の事情もよく聞いていた

ロック長より、これから各

良施設は一一九施設、日本

生功労者は二〇二名、同優

大臣賞を受賞された食品衛

猿田彦太郎、▽埼玉県＝本

県＝真壁一三、▽茨城県＝

岩手県＝齊藤俊明、▽山形

ームベーカリー杜のくまさ

王の森工場、▽福島県＝ホ

山、▽山形県＝㈱でん六蔵

▽宮城県＝中村弘、▽秋

食品衛生功労者

熊本県＝飯田哲、▽鹿児島

男、▽長崎県＝大束勉、▽

賀信之、▽佐賀県＝片淵辰

右近菓舗、▽山梨県＝Ｔｉ

さひ、▽福井県＝㈲えがわ、

山県＝農事組合法人食彩あ

㈱神戸凮月堂西神工場

＝くりや桂店、▽神戸市＝

月

品衛生協会主催による第

菓子工業組合副理事長によ

します（北海道）との要請

伊勢菓子博については、

だきながら、伊勢菓子博の

厚生労働大臣賞受賞者

る出席者紹介の後、齊藤ブ

がありました。

厚 労 省、（ 公 社 ） 日 本 食

菓子関係者多数が受賞

食品衛生表彰

森県菓子工業組合佐藤副理

最後に、次回開催地の青

日、東京・明治座で

回「食品衛生表彰の会」が

た菓子関係者は次のとお

節男

＝村上賢治、▽福岡県＝古

ロック長を議長として議事

最初に全菓連より、食品

三重県菓子工業組合岡理事

59

長の協力要請と基本的考え

24

表示基準（案）への対応、

10

消費税軽減税率への対応な

日本食品衛生協会会長賞

社工場

が進められました。

には

去年の夏の影響が

全量輸入される。

みだが、５月の追加輸入分
してもらえない。また、去

月に相当量入っ

を打ってもらいたい。大手

成功に協力する方向で対応

終えました。

、

方の説明の後、準備委員会

していきたいとの取り纏め

り、

月

てくる。これらは年内、特

浜田委員長（同副理事長）

11

が行われました。

７０００㌧は
年暑かったため、生乳の生

23
月末までに

10

から基本構想及び各県組合

12

10

658 1,538 1,801 4,307 10,000
170
292 1,205
0

26
合計
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
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● 年内のバターの輸入・国内放出の実績及び予定 （単位：トン）
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算報告が当該年度幹事長県

ック会事業報告及び収支決

年度ブロ

どを中心に状況報告が行わ

消費税軽減税率への対応な

表示基準︵案︶への対応︑

から基本構想及び各県組合

浜田委員長︵同副理事長︶

方の説明の後︑準備委員会

長の協力要請と基本的考え

三重県菓子工業組合岡理事

伊勢菓子博については︑

情報交換が行われました︒

うなっているか等について

ているか︑事務局体制はど

ました︒

いとの取りまとめが行われ

する方向で対応していきた

ら伊勢菓子博の成功に協力

からブロックで相談しなが

ていただくとともに︑これ

をくみ取ってさらに検討し

三重県も本日の各県の意見

面澤ブロック幹事長より︑

伊勢菓子博へ向けて意見交換

子工業組合理事長に対する

である長野県より行われ承

に対する協賛金などの要請

月

日︵火︶草津温泉

ホテル一井において平成

が行われました︒これに対

終えました︒

事長の挨拶をもって会議を

玉県菓子工業組合武藤副理

次いで︑平成

が︑主なものは組合員数の
し︑各県からは︑菓子博に

を授与された志村山梨県菓

れました︒

ブロック会よりのお祝いの

認の後︑各県組合より活動

開催される

贈呈︑長年にわたり組合役

状況報告が行われました

ブロック
会
議

年度の全菓連関東甲信越ブ

員として貢献された８名の

全菓連 関東甲信越

ロック会議が開催されまし

方々に対する関東甲信越ブ

高野群馬県菓子工業組合理
ロック幹事長表彰が執り行

協力したいが財源確保が大

た︒会議には

事長の歓迎の挨拶︑面澤ブ
動向︑技術講習会︑各種研

催者挨拶及び大窪全菓連理

長を議長として議事が進め

引き続き︑面澤ブロック

各組合の賦課金がどうなっ

財政状況が厳しいことから

でした︒また︑各組合とも

いたいなどの意見があり︑

販売出来るようにしてもら

変︑三重でも広島のように

われました︒

移し︑和やかに懇親会が行

その後ホテル内で会場を

最初に全菓連より︑食品

られました︒

岡本楢雄 氏全菓連前理事長

大阪府菓子工業組合等府
た︒なかでも全菓連大窪理

方々がお祝いの言葉を述べ

旭日中綬章祝賀会を開催
団体主催に

楢雄氏の旭日中綬章祝賀会

よる︑全菓連前理事長岡本

組合に対する思い入れが深

よりは﹁岡本様は組合員や

事長︵代読杉山副理事長︶

内の菓子関係

日︑大阪・リーガ

月
く︑例えば私が主催する関

は

東・甲信越ブロック会を埼

した︒また︑青年部の役員

りて︑出席していただきま

て新幹線に乗り︑熊谷で降

され︑終了後︑新潟を回っ

ります︒私は︑岡本様が組

こともあるとお聞きしてお

舞いに行かれ︑激励された

って︑遠方の病院までお見

聞くと︑わざわざ時間を取

いの言葉が述べられた︒

信じております﹂などと祝

る受章につながったものと

行動こそが︑今回の栄えあ

合員と組合に寄せた思いと

氏

場に飾られた︒

銘菓百台以上が献菓され会



新会長に白松一郎

式典では新たに就任され
た白松会長が挨拶し︑渥美

同会では花菖蒲で賑わう

弘三氏︵㈱高砂堂︶に感謝

６月にも和菓子を配布して

治 氏︵ ㈱ 榮 太 摟・ 東 京 ︶︑

昭・東京︶が務め︑練り切

状が送られた︒

りを会場で作り︑奉納した︒

いる︒
を行った︒当日は全国から

第

回全国銘菓奉献式

続いて︑代表者が４名献菓

介添えに坂昭彦氏︵㈲さか

明治神宮菓道敬心会
月

明治神宮菓道敬心会︵会
長白松一郎氏︶では

ロイヤルホテルで開催さ

玉県の長瀞で開催した際に

同式には︑所役に青木誠

出席した︒

挙行︑菓子関係者が数多く

回全国銘菓奉献式を

日第

工業組合の周年行事に参加

は︑当日の朝︑石川県菓子

れ︑業界関係者多数が参加
した︒
当日は衆議院議員左藤章

29
白松一郎会長

65

10

10

氏をはじめ︑多くの来賓の

旭日中綬章祝賀会

65

30

であった方が入院されたと



後︑春の叙勲で旭日双光章

事長の挨拶︑出席者紹介の

工業組合理事長︶による主

修会︑菓子祭りの実施など

25

われました︒

最後に︑次回開催地の埼

名が出席し︑

28

ロック幹事長︵茨城県菓子

59

26

10
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石川県アンテナショップ

いしかわ百万石物語・
月８日オープン
江戸本店
２階に展示販売している輪

種類以上にのぼる。目玉は

も取扱い、その数１８００

伸びていくような店の品物

イン・ビールなどの酒類、

和菓子を中心に日本酒やワ

り揃えている。地下１階は、

はじめ数多くの食料品を取

カフェスペースのカウン

約制）がある。

よる移住相談コーナー（予

案内や移住アドバイザーに

コンシェルジュによる観光

園の石橋・庭石に使われて

床材は金沢城の石垣や兼六

食器類の販売もしている。

た、カフェで使用している

て触れることができる。ま

県の北陸新幹線開業ＰＲマ

ネームプレートには、石川

発信している。スタッフの

わり、内装からも石川県を

を用いるなど装飾にもこだ

いる。

珍味の他、石川の味覚を味

を、壁のタイルには九谷焼

島塗で、普通乗用車が１台

力を食べると同時に直に見

スコットキャラクター＂ひ

九谷焼・輪島塗・山中漆器

ゃくまんさん＂が描かれて

１階入り口には、能登の

をはじめとする伝統工芸

いる戸室石を、天井には石

朝市をイメージした販売コ

品、アクセサリーやインテ

川県産の和紙を使った照明

ナショップにありがちな食

ーナーがあり、新鮮な加賀

リア用品などの生活雑貨、

ターには輪島塗を、食器は

料品中心だけではなく、工

・能登野菜を販売している。

加賀棒茶・金箔コーヒー・

九谷焼を使用し、石川の魅

県アンテナショップのいし

芸品の取扱いや、観光案内、

その奥には水産加工品・農

和菓子などをいただけるカ

わえるイートインコーナー

かわ百万石物語・江戸本店

移住相談にも対応し、さま

産物加工品・レトルト食品

が設けられている。２階は、

の内覧会に訪問した。店長

ざまな石川の魅力を取り扱

などの加工食品やしょうゆ

購入できる金額である。

によると、以前あった場所

えるようになった。有名店

れたため、一般的なアンテ

から移転してのリニューア

の品物だけでなくこれから

月７日に行われた石川

ルオープンで、以前の１フ

月より地元の弁

などの各種問題対策とし
て、この

護士と顧問契約を締結し、

催、ホームページを開設と

ナー並びに技術講習会の開

ろん問題が無いのが一番良

もらえるようにした。もち

分程度の無料相談を受けて

当組合構成企業であれば

私が菓子工業組合に勤め

同時に各店舗・代表菓子の

組合加入のメリット

まずは安心の確保から

•••••••••••••••••••••••••••••

ロアから３フロアに拡大さ
フェスペースの他に、観光

年前の

始めたのが岩手菓子博の開

かし毎年度ごとに脱退者が

間を要した記憶がある。し

氏名を覚えるのに随分と時

０以上ある企業名と代表者

合員が加盟していて、３０

その頃は現在の倍以上の組

の後も「組合に入っていて

トにはならないようで、そ

ない企業から見ればメリッ

これらがニーズに合ってい

聞くことが出来た。しかし

い、たくさんの喜びの声を

勤続従業員表彰などを行

紹介、組合構成企業の永年

障をきたすことになる。そ

ともあるらしく、仕事に支

電話で長時間ゴネ続けるこ

ルはあっても悪質な場合は

なっている。対策マニュア

れるであろう身近な犯罪と

売をしていれば一度は狙わ

のクレーム詐欺などは、商

いことだが、商品について

催前で、今から約

増え続け、なんとか支部数

も意味がない」と言う声を
た支部もあるほど、組合員

今年度から１社だけになっ

連ＰＬ保険（生産物賠償責

掛金の負担がいらない全菓

聞くこととなる。その度に、

電話を切るケースもあると

談します」と言うと相手が

んな際に「顧問弁護士に相

脱退の理由のほとんどが

任保険）に加入出来る補償

聞いた。

することで、判断を誤って

もしもの時に経験と知識

被害を大きくすることがな

の豊富な法律のプロに相談
及び当組合広報誌で最新情

くなり「組合の顧問弁護士

限度額は組合員あたり年間

報を得ることが出来ること

１００万円。菓子工業新聞
ていてもなんのメリットも

を説明し、あとは「お気軽

に相談します」と言えるこ

後継者不足による廃業なの

ない」と言う理由で脱退す

とで詐欺師を牽制すること

だが、中には「組合に入っ

る者もいる。毎年同行させ

に要望を言って下さい」と

も可能になった。ＰＬ保険

㌔の短いコースを新設、親

この＂ミヤラン＂の目玉

言うくらいしか出来ない。

同様に安心という一つのメ

子１００組が参加し元気に

である《給スイーツ》ポイ

てもらっている九州ブロッ

組合組織があることで、

景色やスイーツを味わいな

㌔のラン

２年から桜の季節に行われ

ントが、５㌔おきに９か所

ク協議会などでは、似たよ

各業界の秩序が保たれてい

がら、宇都宮の魅力を再発

ニング企画＂ミヤラン＂が

設けられ、参加者たちにケ

うな状況の県もあると聞

ている１周・約

開かれ、今年も全国各地か

き、県中央会の会員でも同

城ゆかりの名木大イチョ

宇都宮二荒山神社、宇都宮

園をスタート・ゴールに、

すずらん本舗・クイーン洋

ラッグス・サンマルタン・

宮支部員の６店〔桝金・フ

菓子提供９店の内、宇都

「メリット」について意識

るずっと前からどの組合も

く。おそらくこのようにな

の組合は少なくないと聞

じ問題を抱えている異業種

は、業界でもたまに被害報

も応えたい田口芳信理事長

なる組合員ニーズに少しで

らうのが難しい。そんな異

具体的に説明し納得しても

るのは間違いないのだが、

ている。

合に戻っていくことを願っ

現れ、再び昔の賑やかな組

透することで加入希望者が

の想いが少しずつ業界に浸

リットとなり、執行部役員

市中心部の宇都宮城址公

ウ、県立博物館、宮環、長

し、様々な事業に取り組ん

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

菓子店・とらや弥生〕が協

ラブル、商標権の無断使用

告のあるクレーマー詐欺を

成事業を利用して各種セミ

成

だことだろう。当組合も平

賛しました。
栃木県菓子工業組合理事
長・齋藤高藏

はじめとし、雇用者とのト

岡百穴古墳、商店街「オリ

などを走るコースである。
３年目となる今回は、子供

年度以降、積極的に助

オン通り」「ユニオン通り」

れた。

ーキや和菓子などが提供さ

ゴールを目指した。

ている。

の減少は深刻な問題となっ

は

を保っているものの、

16

・みそ・塩などの調味料を

分
大
14

見してもらおうと、２０１

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

都宮環状線道路（宮環）を

「景色」と「スイーツ」

宇都宮市の郊外を走る宇

30

10

走りながら味わおう

石川県銘菓「かいちん」
ら約１千人が参加した。

42

向 け「 ち び ミ ヤ ラ ン 」・

15

16

いしかわ百万石物語・江戸本店
ミヤラン

11

川
石
10

木
栃
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お饅頭であります︒

フにした︑黄身餡を包んだ

ります︒既存の商品にこれ

モンなど豊かな農産品があ

高瀬町の新茶︑仁尾町のレ

にんじんが有名で︑他にも

寄与する﹂という理念のも

を通じて地域の文化向上に

の理念でもあります﹁菓子

川から世界へ

有数の初夏の風物詩として

りがたい事に現在では県内

年間続けておりますが︑あ

また︑昔から言われてお

大変注目されております

フ︑血糖値上昇の抑制など︑

は甘味ながらカロリーオ

て認識しながら日々精進し

で︑お菓子の大切さを改め

は変われど普遍的なもの

店を目指して参りたいと考

香川県菓子工業組合副理

事長・株式会社名物かまど

年９月

日〜

代表取締役・荒木一

月６日和歌山市紀三井寺



和歌山城から歩く

体が︑平成

お菓子めぐりマップ

回紀の国わかやま国

競技場において天皇陛下を

和歌山市を訪れる観光客

お迎えして開会されます︒

のため︑和歌山大学経済学

餈大祭の具体的な内容

篭の前の机に供え付けられ

の両脇にある二基の鏡餅灯

献菓は︑小野神社の本殿

心をこの餈大祭で参拝をす

持ちが薄れていってしまう

ることで︑徐々に感謝の気

うにお客様に来て頂いてい

仕事をして︑当たり前のよ

組合の嶌副理事長が大役を

がおられ︑滋賀県菓子工業

の巫女さんと６名の献菓使

衣冠装束に身を包んだ２名

弾み︑短い間でしたが有意

見ながらすることで会話も

１テーブル４︑５人で味を

る鳥肉のすき焼でしたが︑

糖と醤油を入れて調理をす

た懇親会は︑自分たちで砂

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

えております︒

第

部鈴木裕範教授・学生が菓

子工業組合員のお店を取材

し︑和歌山城から半径３０

０メートルあまりの城下町

の散策マップを作成しまし

た︒

八代将軍徳川吉宗生誕の

地であり︑今でも歴史を残

す史跡や神社仏閣が沢山残

されております︒マップを

見ながら史跡を巡りスイー

ツを楽しみ︑和歌山城周辺

をのんびりと散策して頂け

和歌山県菓子工業組合事

たらと思っております︒

務局長・高橋義明

は︑各業者が持ち寄った献

ます︒大木宮司の進行によ

いつも当たり前のように
って創建したようです︒ま

菓をまず受付で渡して︑地

り献菓式はスムーズに行わ

なりました︒

た︑平安時代︑小野篁︵８

元の女性諸役の方から抹茶

紀﹂に載っています︒
また︑この神社は︑小野

０２〜８５２︶の時に同族

と栗の茶菓子をごちそうに

の代に小野妹子が先祖を祭

妹子・小野篁︵たかむら︶

が小野神社に集まって氏神

て信仰を集めています︒

としています︒米餅搗大使

・小野道風などを生んだ古

を祭ったことが﹁続日本後

おほおみのみこと︶を祭神

主命は︑応神天皇の頃に日

代の名族・小野氏の氏神社

お務めになられました︒嶌

義な時間がおくれました︒

■日本菓子教育センター編集・発行

荒木三郎

その﹁名物かまど﹂も︑

に弊社主催の﹁かまど茶会﹂

餅・菓 子 の 祖 神
本で最初に餅をついた﹁餅

となっています︒推古天皇

小野神社餈大祭に参加して

作りの始祖﹂といわれ現在

日︵土︶

ることで初心に立ち返り︑

では〝お菓子の神様〟とし

月

新たな気持ちで商売に励ん

加者代表者だけで行われて

年

れ︑参加者の皆様は和紙で

でいくことができると言う

いる規模の小さな祭りです

平成

結んである榊︵サカキ︶を

に滋賀県大津市小野にて小

しとぎとは﹁神前に供え

かと思っております︒

副理事長の最後の挨拶の中

最後に小野会館で行われ

で﹁お参りをすることで心

部・遠藤鉄夫

滋賀県菓子工業組合青年

のが特に印象的でした︒

という表現をしておられた

が洗われスッキリとする﹂

さて︑今回の餈大祭では︑

おられました︒

受け取ってから︑本殿に進

が︑この古い祭りが始まっ

る餅の名﹂という意味であ

意味で言われたのではない

野妹子や小野小町などで有

する奉賛会の餈大祭︵しと

り前年の神田で作られた餅

み二礼二拍手一拝をされて

たのはおよそ１２００年前

ぎたいさい︶が行われまし

米を前日より水で浸してお

代孝昭天皇の第一皇子︑天

２名の巫女さんと６名の献菓使

だと伝えられています︒

た︒天気も快晴だったこと

足彦国押人命︵あまたらし

餈大祭

名な小野氏一族に関係する

もあり︑全国菓子工業組合

き︑生のまま木臼でつき固

しとぎ祭りの本祭が行われ

ひこくにおしひとのみこ

抹茶と栗の茶菓子

全菓連斡旋図書

また︑創業者

近年チョコを練りこんだ

を開催しております︒日頃

年より毎年初夏

で﹁讃岐産﹂という価値を

と︑昭和

付加し︑常にブラッシュア

らの素材を加えていくこと

タイン商品として発売し︑

のご愛顧への感謝の意味を

﹁チョコかまど﹂をバレン

今までにない若年層の顧客
ップしております︒

してブームとなっておりま

約３︐０００名のお客様を

夢の糖〟と

す﹁希少糖﹂を加えた商品

りますが﹁地場産素材﹂の

が︑こちらも地域活性の取

ている最中です︒

10

地域活性の取り組み
ざまな取り組みを行ってお

創業者理念引き継ぐ
﹁かまど茶会﹂

弊社は︑香川県︵うどん

弊社のメイン商品は﹁名
を開拓することに成功しま

ります︒

した︒その後も﹁桜かまど﹂

県︶にて菓子製造販売業を

物かまど﹂という︑創業の

﹁新茶かまど﹂﹁栗かまど﹂
と季節ごとの種類を増や

の開発も行っています︒

重要性にも着目し︑その活

り組みとしてさまざまな商

これからもこういった地

和歌山城から歩く城下町とお菓子めぐりマップ

営んでおり︑今年で創業
年を迎えることができまし
地・坂出市の特産品であっ

数

た塩を炊くかまどをモチー

し︑相乗効果で昔からの﹁名

込めまして︑現在まで

た︒お客様に愛される地域

それに加え︑近年は〝香

一番店を目指し︑日々さま

物かまど﹂も再認知して頂

お招きする程の大茶会とな

用について積極的に取り組

品開発に取り組んでおりま

域﹁讃岐﹂を常に意識した

ご存じのように﹁希少糖﹂

んでいます︒

す︒特に︑和菓子・餡に希

けるようになりました︒

ひとつは︑県内のすぐれ

少糖を使った商品は他にも

お菓子とは︑時は流れ形

た農産品を掘り起し︑お菓

商品・サービスを展開し︑

りました︒

子に活用しています︒

少なく︑お客様にご好評を

お客様に愛される地域一番

坂出には三金時と呼ばれ

いただいております︒

るさつまいも︑みかん︑和

26



27

小野神社で菓子業界が組織

連合会の代表の方々をはじ

だそうです︒

め︑ワラの筒に納めたもの

されました︒

ていますがこちらは小野地

と︶とその７世の孫︑米餅

そして小野神社は︑第５

区の氏子総代５名の他﹁十

搗大使主命︵たがねつきの

月２日には︑

二人衆﹂や﹁宮年寄﹂とも

また︑毎年

呼ばれる長老衆と︑一般参

定価：3,500円（税別）

60

78

め新聞社の方も多数ご参拝

18

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

賀

決定版 和菓子教本

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

定価：3,250円（税別）

10
11

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

名物かまど

和歌山
70

29

川
香
滋

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

26
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ちばアクアラインマラソン

茂原謹製会が出店

員の川内優輝選手を先頭に

に参加していた埼玉県庁職

なくいまいち盛り上がりに

べると、ランナーの数も少

ター越しのメイン会場と比

きたものが上手くさばけな

ず、もてなす側も用意して

てきたランナーも楽しめ

これでは、長距離を走っ

あるのであれば、今回集ま

いない。ただ、次回開催が

次回の開催はまだ決まって

アクアラインマラソンの

続々とランナーたちがゴー
欠けていた。

ルしてくる。運営側はハー
った高評批評を生かし、よ

いる店舗が多数見受けられ

出された茂原謹製品を扱っ

主催の品評会にて出品、選

商会津営業所の厨房をお借

る「栗」をテーマに㈱斎藤

ん・栗粉もち・栗おこわ・

講習の内容は、栗きんと

ゴール地点にあるメイン会
場はゴールからも近く盛大
に賑わっていたようだ。し

平成

り良いものになることに期
待したい。

千葉県菓子工業組合青年
部副部長・鈴木豊

語る 聞く 石川の和菓子文化

名参加

和菓子文化」をテーマに講

講演会に
年９月５日（金）

おいて、石川県菓子工業組

センター本館第６研修室に

れておられます。

ラジオなどでもご活躍をさ

先生は著書も多くテレビや

演をして頂きました。小林

の出店は条件が厳しく、準

合金沢支部主催の講演会を

時～石川県地場産業振興

備も含めると３日間出続け

開催しました。

当日は、加賀・能登・金

なければならず、交通規制

名の参加がありま

る意味はないなどの声もあ

かったのでは…２日間もや

会場も当日だけの開催で良

り限られた。中にはメイン

め、出店可能な店舗がかな

講師に北陸大学未来創造学

への携わり方を学びたく、

り、お客様との対話、仕事

は知識向上がメインとな

向上が主体でしたが、今回

に、今までの講演会は技術

挨拶にもありましたよう

部長の挨拶がありました。

梅、氷室饅頭、五色生菓子

石川を代表する和菓子の福

多くの疑問にお答え頂き、

がりと流れについてなど数

理由や茶道と和菓子のつな

した。金沢の鏡餅が紅白の

たくさんの意見が集まりま

るべくアンケートをとり、

した。事前に先生に質問す

糖・金華糖の漢字について、

質疑応答の中では、金花

の活動を盛り上げていこう

者として一丸となって今後

に、今後も先生と長くお付

を代表する一般菓子を参考

沢から

った。

小林

はじめに髙木慎司金沢支

の店舗の店頭に、栗菓子が

部国際教養学科教授

深め、菓子処石川として恥

並べられる事でしょう。

入りしなければならないた

があるので、早朝から会場

かしながら、メイン会場で

•••••••••••••••••••

い。もどかしい思いをして

に、更に１㎞歩くのは長い

㎞以上走った後

れた場所に設営されたイベ
約１㎞の距離をクールダウ

やはり

「…３、２、１、スタート」
ント会場、県内各地のご当
た。

フマラソンゴール地点から

森田健作千葉県知事の声
のか、イベント会場に来ず

木更津、袖ヶ浦の各地で

ている５店舗で設立された

一方で、フルマラソンの

ンしながら、歩いてイベン

イベント会場が設営され、

組織であり、茂原内外のイ

多数いたようだ。

地品を持ち寄った十数店舗

フルマラソンのゴール地点

ベントにも参加している。

もりでいたらしいが、モニ

がモニターから聞こえてく

茂原謹製会とは、茂原市

店となった。

に帰ってしまうランナーが

日に『ち

ト会場へ向かってもらうつ

月

が集まる『屋台村』での出
年

で、メイン会場となる木更

観光協会、茂原商工会議所

津市役所第２駐車場では、
その茂原謹製会が出店し

０１４』が開催された。

ゼッケンを受け取りに来る
た会場は、メイン会場では

スタートの状況や、各イベ

ないため、モニター越しに

ント会場の様子が分かるよ

ランナーを激励するため、

２回目となる今回は、ハ

うになっている。

前日から開催された。

ーフマラソンも行われ、茂

やがて、ハーフマラソン

原謹製会ではハーフマラソ
ンゴール地点から約１㎞離

講習会を開催

製造
技術

２時間という短い時間に

じないよう個々の仕事に役

ての質問があり、より詳し

もかかわらず、お話くださ

石川県菓子工業組合金沢

立てていきたいと思います。

くお話頂きました。

いました先生に感謝し、金

たと謝辞があり、先生への

盛大な拍手をもちまして講

演会は終了しました。

我々が仕事をしていく上

月

日、菓祖中嶋神

•••••••••••••••••••

日、和洋菓子講

行事予定

月

月

日～

日、

社四国分社秋季大祭、

松山市、

松山市・城山公園やすらぎ

えひめ・松山産業まつり、

県工業技術センター、講師

習会、東茨城郡・茨城

りと歴史」や「石川の菓子

日、菓祖神祭、

広場

日、富山

日、講習会「糖

センター（いきいきＫＡＮ

４、富山市・富山観光物産

・ 洋 ） 紹 介 」、 福 岡 市・ カ

つ姫＂を使った新商品（和

の基礎知識」「＂とよみ

月

境内菓祖中嶋神社

徳島市・椎宮八幡神社

月

・中村賢一氏（㈱林原Ｌプ

日、中部会、藤

の歴史」のお話をお聞きし、

月

ラザ東京ラボ課長）

日～

枝市・魚時会館

月

同士のつながりも強まり、

多目的ホール）

お菓子の博覧会２０１

参加した青年部の会員から

ネカ食品㈱九州支社

も、石川の菓子業界を担う

ションの場が増え、同業者

先生を通じてコミュニケー

るようになりました。また、

して自信を持って答えられ

今後お客様からの質問に対

で重要な「和菓子のはじま

支部副支部長・中村辰男

沢・能登・加賀の地区別に

き合いし、お互いに交流を

栗はこれからが本番とい

子大博覧会の一翼を担わせ

最後に小出進理事長よ

という声がありました。

う、まさに一年で最もお忙

て頂くに当たって、組合員

り、歴史的観点から菓子に

赤飯とみたまの違いについ

部の部長をはじめ、六名の

を手にそれぞれがその技術

しい時期に講師をお願いし

全体の製造技術向上の為、

ご提案くださいました石川

への参考意見も頂きました。

参加者達は皆、メモを取

方々には心より感謝し、こ

を我が物にしようと期待に

たにも関わらず、快くお引

和・洋菓子の講習会の開催

ついて学ぶことができまし

忠雄氏をお招きし「石川の

において、誰しもが認める

れからの組合を担う大きな

習会をお手伝い頂いた青年

又、先生の助手として講

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

和菓子

山ぐり・栗納豆・栗のしず

造技術講習会を、秋には欠

りながらも、先生に栗菓子

くの全六種。

九月四日㈭の十時より毎

に関し菓子の特性・日持ち

力としてその活躍に期待す

栗菓子の聖地として名高い

ると共に、明るい未来に希

中津川市より、㈱七福代表

・保存性・一個の価格やグ

望の光を感じさせてくれた

かす事の出来無い食材であ

そして、講師には我が国

りして開催致しました。

26

る。
平成
19

ばアクアラインマラソン２

26

年開催されている和菓子製

取締役をお勤めの安藤隆生

ラムといった多岐にわたる

胸を膨らませながら、食い

き受け頂いた安藤先生にお

を今後もできるだけ計画し

23

質問をし、明日からの仕事
平日にも関わらず会場を

事は大変有り難く、高い評

入る様な目つきで受講され

かれましては、我が組合員

て行きたいと考えておりま

22

氏をお迎えしました。

に生かそうと一生懸命な姿

ていました。それは、講師

一同、どの様に感謝しても

19

11

20

19

一杯に埋め尽くした参加組

の先生からの製造時におけ

しきれない物が有ります。

す。

11

11

11

10

栗菓子のレシピを受講

51

51

「石川の和菓子文化」講演会

愛媛

徳島

福岡

価に値する物であると思い

るポイントやアドバイスを

誠に有難うございました。

三重県菓子工業組合専務
理事・上野幸廣

16

が見受けられました。

一字・一句たりとも聞き漏

きっとこの秋には、三重

21

25

15

合員達は、配られたレシピ

らすまいと、静寂の中にあ

県内の各地において、多く

11

この度、三重県が全国菓

ってなお熱い気迫が感じら

11

静岡

11

ます。

れる光景でありました。

茨城

富山

茂原謹製会の店舗

川
石

2014
安藤隆生氏

14

20

葉
千
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五名のアイデアで記念菓子を制作

深秋の姫街道

い菓子を考える事となりま

ました。

六日の行列の当日に各宿場

この記念菓子は十月二十

で販売され、とても喜ばれ

した。
私以外は二代目、三代目

し合い試行錯誤した日々こ

の若手。創意工夫をして新

そが、価値ある物であるこ

ました。

談した紙器会社の若社長さ

とと信じております。

しいお菓子を考えてくれた

その中で、市のブランド

んも、思っていた以上のか

御下向行列』が開催される

観光課より菓子組合に「行

わいい箱を作ってくれ、企

記念菓子完成が嬉しいの

列に持参したとされる菓子

はもちろんですが、皆と話

位置しております。街なか

を再現して販売できないだ

いつもはライバルの五店

と思います。又、こんな御

から雄大な北アルプス、穂

画・広報の市の担当者もか

ですが、力を合わせ『深秋

菓子の詰合せにしたいと相

皇女和宮降嫁の旅に 添寄うり御菓子

塩尻市は長野県のほぼ中
央にあり、松本盆地の南、

高岳の峰を仰ぎ見る景色
ろうか？」と話がありまし

の姫街道』を作ったことで

中山道の木曽への入り口に

も、自慢のひとつです。

け紙のデザインなどにとて

組合員の皆に呼びかけま

も良い物を作ってくれまし

また、昔より中山道に善
光寺街道が交わり、四つの

得たこの評価を、各店がど

種を詰合わせにした、愛ら

であった金平糖を加えた六

う。

したが、秋の行事もあり、

しい記念菓子『深秋の姫街

宿場町がそれぞれ栄えてい

今の和菓子で『おもてなし

のように活用していくか

押し物、落雁、飴などが主

が、これからの課題でしょ

あり、はたして参加してく

残された資料を基に話し

道』が完成のはこびとなり

そして、各店自慢の五種

本年、塩尻四宿四百年祭

れるだろうかと不安でもあ

をしたい』と、各店で新し

の和菓子と、和宮様の好物

が企画されました。そのメ

りましたが、和菓子を商う
でしたが、当時の和宮様を、

各店舗の仕事も忙しい中、

インイベントとして、江戸

合い、当時は日持ちのする

又当時の資料も少ない事も

末期の皇女和宮様の降嫁の
五店が集まってくれました。

東部に位置する斐川町で

岡氏は島根県菓子工業組合

岡洸（ひかる）氏です。吉

話を伺ったのは４代目の吉

会社

構えている菓子屋が「株式

その斐川町で昔から店を

ます。

吉岡製菓」です。お

「花の町」と呼ばれており

いただきたい思いで、カフ

にゆったりと買い物をして

定の新しい店舗は、お客様

が、来年の春にオープン予

ことはできませんでした

装中で店の雰囲気を感じる

で訪れたときは、店舗の改

ます。今回残念ながら取材

した。つねに親子で競い合

イテム数を増やしていきま

が洋菓子を作り、商品のア

ぼる）氏が和菓子を、洸氏

製菓に入社し３代目登（の

門校を卒業後、すぐに吉岡

吉岡氏は島根県菓子技術専

心となり考えたそうです。

また人気商品に「美人シフ

く花の形にするそうです。

では「花の町」にふさわし

で、今度オープンする本店

しぇ」は卸しでは卵型の形

す。この「たまごふぃなん

では味わえないおいしさで

す。確かに普通の焼き菓子

実家の吉岡製菓に入社する

人として修業を積んだ後に

ましたが、これから菓子職

営業について勉強をしてき

た。徹氏は社会にでて経営、

にも同席していただきまし

今回の取材では、兄の徹氏

日頃思っているそうです。

なお菓子に挑戦したいと常

での常識をくつがえすよう

株式会社 吉 岡 製 菓

親子で競い商品開発

今回訪れたのは、昨年平

ォンケーキ」があります。

予定だそうです。私は近い

斐川町には日本三美人の湯

将来、吉岡製菓の三人の職

いとてもいい商品が生まれ

で知られる湯の川温泉があ

人によって益々吉岡製菓が

てくるそうです。

り、その土地で育った出西

繁盛していくだろうと強く

ェを併設するそうです。店

その一つに「たまごふぃ

生姜を粉末にして使い、地

思っております。

舗のデザインも吉岡氏が中

なんしぇ」があります。材

元産のお米のきぬむすめを

追記

青年部会を、今後けん引し

料にとことんこだわった焼

原料にした米粉も使ってい

今回吉岡製菓の店舗が改

ていく若手の一人でもあり

き菓子で、希少なバターと

るシフォンケーキです。生

す。この町は四季折々の花

地元産のひまわり油を贅沢

姜の香りが程よく感じら

のイベントが多いことから

に使って作り上げていま

柄がわかる写真を掲載させ

す。昔の焼き型を使ってい

ていただきました。ご了承

装中のため、店の写真を撮

吉岡氏は常に新しいアイ

ください。

れ、おいしい上に低価格で

デア、新しいことを考えて

全国菓子工業連合会青年

るのか少し大きめで食べ応

ターの風味、ひまわり油の

おり、思いついたらすぐに

部中・四国ブロック長・高

ることができませんでし

香りが口の中いっぱいに広

行動に移していくチャレン

橋宏暢

た。そこで洸氏、徹氏の人

がります。吉岡氏がこだわ

ジ精神旺盛な方です。洋菓

販売されているのでとても

っているところはおいしい

子、和菓子の区別なく今ま

売れているそうです。

油、脂肪分を感じてもらい

えもあります。一口いただ

たいということだそうで

くと、とても軽い食感でバ

成の大遷宮が行われた出雲

４代目の吉岡洸さんと兄の徹さん

たまごふぃなんしぇ

大社のある島根県出雲市の

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

長・小澤義忠

長野県塩尻菓子工業組合

行列を再現する『皇女和宮

ました。

た。

た。

ことになりました。

『深秋の姫街道』
野

長

洋菓子講習
日本菓子専門学校

ノア

ド

ペカ

教師

︻基礎編︼
阿部 悟

ピーカンナッツ︵荒刻み︶

Ａｌｄｅｃｈｏｉｔ／アルデショワ
プララン

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝
水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ
に入れてよく回す︵しばら

卵白⑵以外をステファン
卵黄⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

マロンシロップ⁝⁝⁝

％①

ｇ
ムを合わせる︒

・６分立てにした生クリー

ブルーベリーピューレ

クーリーミルティーユ

ｇ

⁝⁝⁝⁝２４０ｇ

生クリーム

ｇ
くの間分離している時間が

⁝⁝⁝⁝４８０ｇ

⁝⁝⁝⁝１５０ｇ

ブルーベリーシロップ煮缶

あるので︑それが過ぎるま

バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝５ｇ

・粉ゼラチンを水で戻して

粉ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝６ｇ

⁝⁝⁝⁝１５０ｇ

白⑵でゆるめのムラングを

おく︒

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

・水とグラニュー糖でシロ
％②

立てる︵砂糖が入っていな

・パートドマロンとクレー

生クリーム

詰める︒

いので立てすぎに注意！︶︒

ムドマロン・ウイスキーを

で し っ か り と ま わ す ︶︒ 卵

・火を止めてピーカンナッ

できた二つを混ぜ合わせ

ップを作り１２０℃まで煮

ツを入れて混ぜ合わせ砂糖

る︒ナッツをふって焼成︒

ｇ

を再結晶化させる︒

ミキサーで混ぜ合わせる︒

ｇ

クリーム①でアングレーズ

・マロンシロップ・卵黄・

・ゼラチンを加えて全体で

れて︑沸騰させる︒

・それ以外の材料を鍋に入

どしておく︒

・水にゼラチンを加えても

グラニュー糖⁝⁝⁝⁝

・再度火にかけて︑表面全
コンベクションオーブン１

ソースを作る︒

混ぜ合わせる︒
・冷まして型に流し入れる︒

分

※もしステファンが無いと

・出来たアングレーズにゼ

る︒

・冷凍庫で固める︒

〜

きは︑ミキサーを使って仕

ラチンを加えて混ぜ合わせ

の順番で混ぜていきムラン

・マロンの方にアングレー

Ｇｌａｃａｇｅ

ｃａｒａ

ズを入れて混ぜる︒

１層４５０ｇ×２層分

ｍｅｌ

ムースマロン

全卵⁝⁝⁝⁝⁝⁝２４０ｇ

パートドマロン⁝１６０ｇ

マロングラッセ

クレームドマロン

ｇ

何か行事ですか︑と尋ねる

ここにきてファッションカ

うになって久しいですが︑

着物ばなれが言われるよ

焦がしてキャラメルを作

グラニュー糖を少しずつ

の１枚を乗せて冷凍庫で固

作りカードルに流し︑生地

①プラランノアドペカンを

と﹁京都観光に来たので︑

テゴリーとして着物もカジ

ｇ

︻モンタージュ︼

プードルデコール

水飴⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

％⁝１６０ｇ
ｇ

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

穫祭﹂という食を愉しむお

着物にチャレンジ﹂との返

作る︒

祭りであることを含め︑今

事でした︒すぐとなりの街

める︒

頃なかなか着物で過ごす機

ょうか︒菓子にもむやみに

登場する頻度も上がるでし

ライフスタイルに和菓子が

を水でとき︑それと水飴を

れて火にかける︒脱脂粉乳

く︒クリームは別の鍋に入

水に入れてふやかしてお

⑤残り半分のムースを入れ

入れて平らにする︒

半分をカードルに流し③を

④ムースマロンを仕込んで

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

②ビスキュイマロンを作る︒

雪の便りも聞こえはじ

後のひろがりを感じさせま

る︒その間にゼラチンを冷

ｇ

め︑あっという間にマフラ

す︒

ュアル化が進みそうです︒

粉ゼラチン⁝⁝⁝１７０ｇ

ーが必要な季節になりまし

から来られたとのこと︑日

③クーリーミルティーユを

た︒栗のお菓子がところ狭
■着物姿の方々が増えまし

ｇ

しと店頭に並ぶ菓子処に︑

会がなく︑友人とこのよう

新しさを求めるのではな

て平らにし︑もう１枚の生

マロン

たらゼラチンを入れてよく
ミキセする︒
ド

する︒

ｇ

ｇ

ョンをする︒

ックショコラでデコレーシ

ロングラッセと粉糖・プラ

レームドマロンを絞り︑マ

⑦５×

㎝に切り分けてク

℃に調整し⑤に上掛け

地をのせて冷凍庫で固める︒

さて︑最近定着してきた

す︒
■歳時はつくられていく
ハロウィンの商品が︑バ
レンタインを抜きそうだと
の報告がありました︒１ヶ

ぐように開かれるなど︑定

ｇ
全材料を混ぜ合わせる︒

バター⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

を

クリームの鍋に加える︒濃

がポイントです︒

い色のキャラメルができた

■ゆく年くる年

クレーム

く︑クラシックが逆に新し

な一日を企画したそうで

お正月が目の前です︒ク

パートドマロン⁝⁝⁝

いのでは︑と考えます︒ク

す︒すべてレンタルとの由︒

リスマスとセットで考えて

⑥グラサージュキャラメル

ものに﹁着物でお出かけ﹂

最近は海外から観光にこら

み て く だ さ い︒ 来 年 は 未

℃

があるでしょうか︒若者の

れる方の着物オプショナル

らクリームで止める︒

月のロングランで︑各地で

間で︑浴衣が夏の装いとし

ツアーがあるようで︑京都

ラシックを意識した切り口

仮装を愉しむ参加型イベン

てブームになってきたこと

着してきました︒お祭り波

を下回る位まで温度が下っ

トが︑人と店と街とをつな

は以前にも書きましたが︑

クレームドマロン⁝⁝

城戸翔寉︵きどしょうかく︶

19

30

その 234
11 月
■温故知新と切り口

歳となりますように︒

︵羊︶の年︒ぜひ︑吉祥の
先日︑京都のカフェに若

ます︒

の街は着物姿で賑わってい

い着物姿の方々がおられ︑

よいものですね︒

飲食店や遊技場など業界を

及に時間はかかりますが︑

越えたイベント︑しかも﹁収

42
60
50 50 50

る季節︑店主の顔も綻びま

た

脱脂粉乳⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

生クリーム

グラニュー糖⁝⁝２４０ｇ

バター⁝⁝⁝⁝⁝１４４ｇ
薄力粉⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

ｇ

⁝⁝⁝⁝１６０ｇ
ウイスキー⁝⁝⁝⁝⁝

Ｂ・Ｐ⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝７ｇ

粉ゼラチン⁝⁝⁝⁝⁝

ド

ペカ

ノア

卵白⁝⁝⁝⁝⁝⁝２００ｇ
プララン

仕上げ材料

グと合わせる︒

９０℃︑

・火を止めてバターを加え

込む︒パートドマロン︑バ

する︒

て全体的に混ぜ︑シルパッ

ターポマード︑全卵︑ＢＰ
マロン
㎝２枚分

13

水⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

38

⁝⁝⁝⁝１００ｇ

体の砂糖をキャラメル状に

60
30

トの上に広げて冷まして使
用する︒
ビスキュイ
㎝×

12

ｇ

ン⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

50 10 12

60
70

足を運ぶ方々も徐々に増え

ン

38
38

10 33

パートドマロン⁝４００ｇ

19
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第908号

全国中小企業団体中央会では︑高見誠孝氏︵株

式会社ティーティーシー︶を講師に迎え﹁従業員

のメンタルヘルス対策の充実強化のために﹂をテ

のように進めていけばよい

対するメンタルヘルスをど

本日は︑企業が従業員に

がり︑がんなどの悪性新生

びていた心疾患はだいぶ下

いると出ている︒今まで伸

は約３５０万人の患者数が

その①
に入れないなど︑９割近い
の検査を行うことが義務づ

る︒企業はメンタルヘルス
が付くことについては︑

っている︒国会で付帯条件

歳以上の

方が睡眠障害を持ってい
る︒年齢的には

けられ︑その企業の労働者
なる︒

名以上の企業が実施義務に

べたものがある︒非製造業

でどれくらいいるのかを調

不調が出ている方が３年間

企業の調査で︑精神的な

ている︒労働者から申し出

あることも法律に定められ

時には︑同意を取る必要が

いる︒こうした調査をする

することが義務づけられて

産業医から労働者に通知を

また︑結果を医師︑保健師︑

ンが出てくるだろう︒こう

れまでに指針やガイドライ

らく秋口の実施予定で︑そ

づけられている︒来年︑恐

時的に見ていくことが義務

うレベルで不調なのか︑経

とと︑不調者の方はどうい

回は実施する必要があるこ

力目標になる︒また︑年１

名未満の企業は努

は受けなければいけない︒

と製造業と合わせて２５２

があった場合︑企業は拒む

した流れからメンタルヘル

高齢者の方が不眠に悩んで

社で調査している︒その結

ことはできず︑医師の面接︑

ス︑ストレスチェックの必

いる︒

果︑５割以上の会社で増え

指導︑フォローを受けさせ

要性がいわれている︒

なければならない︒企業も

不利益にならない形をとら

場所の環境がどうである

性に不安がある︑作業する

る︒また︑社内・社外も含

事の内容を加味してあげ

管理職の場合は︑決断を

なる︒

由で有給休暇の申請が多く

ど︒最後は︑いろいろな理

していくことが必要であ

ばいいか意見を聞き︑改善

したり︑見直しをしたり︑

負担が大きい場合は工夫を

管理者はどのように対応

悪くなる︒

と︒それをしないと現場が

バシーを守ってあげるこ

言動になった時は兆候であ

たり︑部下にキレたりする

い方がぶっきらぼうになっ

だ︒話し方を見ていても言

あの人どうかなということ

が見られる時は︑ちょっと

から支援が得にくいと感じ

ればいけない︒上司や同僚

ってあげることも考えなけ

を引き出してあげる場を作

度合いが低い場合は︑能力

る︒また︑コントロールの

などの時に兆候を見つけ

よく観察することで︑面接

かこれができない︒部下を

必要があることだ︒なかな

ニケーションを十分にとる

場合は︑従業員とのコミュ

不調者が出る可能性がある

つは︑身なりの変化で︑手

発言が出たりする︒もう１

それに伴い辞めたいという

がないという発言が出て︑

本人から仕事に対して自信

はなく︑当日にしてくる︒

が以前から連絡があるので

つある︒遅刻︑欠勤︑休暇

職場での不調の予兆は３

兆である︒

況があった場合に不調の予

り言が増える︒こういう状

して居眠りをするとか︑独

である︒会議中にぼーっと

が︑けがをすることも１つ

普通時にもあることだ

入れてフォローしてあげ

間に中間的な管理職の方を

状況にする︑上司と部下の

きた時に打ち合わせできる

を作ってあげる︑問題が起

ーションを円滑にとれる場

職場で見られるメ
ンタル不調の予兆

仕事関係のストレスの原

て︑支えてあげることが必

入れがされていない︑エチ

管理監督者の具体的な心

含めて公正な評価をしてあ

げる︑それに対しても正確

な形でオープンに説明をす

次号に続く︒

るなどが大事である︒

新型うつ：
症状は仕事中だけ、焦
燥感が強い
うつの診断に抵抗がな
く診断に協力的

ば家族の方が亡くなったと

か︑失敗したとか︑昇進し

た場合も出てくることがあ

る︒女性の場合は出産にあ

わせて出る場合もある︒職

場では︑過労があった場合

に認められることが多い︒

これは従来型のもので︑こ

ういう方はなかなか自分が

鬱であることを認められな

えている︒性格は他責型と

ば症状は全く出ない方が増

い︒

か︑環境適応されづらい方

〜

が多い︒

代の方で︑不調

している時だけで︑終われ

い︒症状が出るのは仕事を

されることにも抵抗がな

は症状に抵抗がなく︑心配

いろいろあるが︑この方々

のきっかけは人間関係など

方︑

逆に新型鬱は︑特に若い

症状が出るにはいろいろ

っきりさせたい方である︒

なきっかけがあるが︑例え

面目な方が多い︒もう１つ

ぎで︑物事について白黒は

は執着突進型で︑頑張り過

⬅

ーマに講演会を行いました︒

かをお話ししたい︒

ていた︒特に非製造業の業

てあげなければならない︒

ストレステストの必要性

就業上でいろいろ工夫し︑

変化がある︒それから︑仕

めて専門スタッフが連携を

しない︑決済をしない状況

しなければいけないか︒一

因になるものは︑仕事の負

要︒それから︑個人的に差

ケットができていない︑服

構えは︑仕事の量や内容に

新型うつ

③ 自己愛・人依存が強い性格

・1980 年生まれ以降に増加
（20 〜 30 歳代）
・他責型、環境適応に弱い

頑張りすぎで、
白黒にこだわる

・完全癖が強く、最後までやり
通す

➡

【心身不調のきっかけ】
心身への加重（疲労）
、過労、
頑張りが認められない

従来型うつ：
不安感が強い、自罰的・
内罰的
うつと診断されるのに抵
抗を示す

【心身活性低下のきっかけ】
人をなくす、役割を失う、失
敗する、昇進、出産

【心身不調のきっかけ】
職場環境、人間関係への適応
の失敗

30

物が徐々に増えてきている

界︑中堅企業で増えている︒

また︑その場合は労働者が

代︑

代の

年代的には

のもう１つのポイントは︑

ランコリ親和性の性格の持

方々が増えている︒

厚労省の対策で労働安全衛

では︑どういう方がスト

ち主は︑非常に几帳面で真

鬱は特に不眠に悩んでい

事以外の家庭などでプレッ

取り︑サポートしてあげる︒

⑨ どこかに逃げ出したい（死にたい）と繰り返し
考える

20

が︑精神疾患も伸びのスピ
ードが早い︒
この精神疾患の中にどれ

ストレスチェック
の必要性
ストレスチェックがなぜ
くらい鬱が含まれているか

疾患の中の気分障害患者は

労働者を保護してあげなけ

レスを受けやすいのか︒２

が︑ストレスに関しての大

必要なのかというと︑以前

１００万人で︑その７割が
生法の一部改正が進められ

つのタイプの方がいる︒メ

はがんや脳卒中︑心筋梗塞︑

たが︑２０１１年以降︑精

る方が多い︒朝早く目がさ

ればならない︒このような

きなポイントになる︒精神

神疾患が多くなり︑厚労省
鬱病で︑年々そのウェイト

ことも法律改正の一部にな

や活動に興味・喜びを感じ

か︒このような要素がスト

一番大切なことは︑プライ

全中セミナー

は５大疾患に入れた︒精神

ており︑来年の秋口には実

られない︑体重の増減や︑
シャーがあった場合︑スト

レス原因につながる︒

主なうつ病の症状
眠れない︑寝過ぎ︑すぐ疲
レスになりやすい︒そして

⑧ 思考力や集中力の減退、または決断困難が続い
ている

作業方法をどのようにすれ

鬱症状にはいろいろな症

社会的にサポートしてもら

⑦ 自分を「価値の無い人間、能力がない」と考え
ている

えない時に起こる︒

れる︒こういうサインが出

⑥ すぐに疲れる、または慢性疲労、気力の減退が
ある

実際に疾病にしないため

気づいた時︑不調な従業員

般的によくいわれるのは︑

にはどうしたらいいのか︒

にどのように対応するかが

担が大きい︑逆に全く与え

があるので︑その温度差を

装が乱れてきている︑言葉

ている場合は︑コミュニケ

ていない︑長時間労働︑責

付ける対応も必要である︒

使いも以前と違ってきたな

る︒

任が明確にされていない︑

また︑業務上のストレスに

仕事のストレスの
原因となる可能性
のある主な要因

組織的なところでは上司・

なっているものに対し︑仕

る︑コミュニケーションも

同僚から支援が受けられて

管理監督者の具体
的な心構え

いない︑交流がない︑将来

っては重要である︒

職場の管理者︑経営者にと

メンタルヘルス対
策における管理者
の役割

た時は要注意である︒

のがあり︑厚労省の調査で

施をしなければならなくな

ストレスを抱え込み易い性格と特徴

状があり︑２週間以上継続

⑤ 焦燥感がある、物事がはかどらない

職場のストレス要因と︑

④ 眠れない、寝すぎ、夜中に何度も目が覚める、
早朝から目が覚める

例えば憂鬱で重苦しい症状

③ 著しい食欲の増減、あるいは体重の増減がある

個人の要素で生活や環境の

② 周りの物事や活動に興味や喜びを感じない

が続いている︑周りの物事

① 憂鬱で重苦しい症状が続いている

② 執着突進型性格

凡帳面で
まじめすぎる

➡

50

めてしまう︑夜になかなか

30

した場合に鬱と判断する︒

ストレスを抱え込
み易い性格と特徴

① メランコリー親和型性格

・相手を立て自分を抑えて協調
性が高い
・ルールに従ったり、レールに
乗るのが好き

50

60

熟睡できない︑熟睡の段階

高見 誠孝 氏（株式会社ティーティーシー）

が高くなっている︒

従業員のメンタルヘルス
対策の充実強化のために

疾患には鬱やいろいろなも

糖尿病が疾患の主体であっ

20














































主なうつ病の症状（２週間以上の継続症状）

第908号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
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（９） 平成26年11月15日

西日本食品産業創造展では、松野靖弘氏（株式会社
テクノ経営総合研究所）を講師に迎え「人を活かす～
食品工場の現場改革」をテーマに講演会を行いました。
先月号より続く。

で、現場のオペレータの動

加減は現場に出てくるの

る。ただ、間接部門の悪さ

門である」という会社もあ

ない。あるとしたら間接部

１．価値を基点とした製造現場改革

⑥２軸観測による
人的稼働率の算
出（図１）
きを見れば間接部門の問題

その②
はレーティング１２０、最
低でも１００を目指す。先

なの

ほどの会社では、レーティ
ングがトータルで
で、標準よりも遅い。トッ
プが言われた、どこか物足
りない原因の一つは、レー
ティングにあったという訳
である。

⑦改善の余地を算
出する（図２）
今のレーティングとワー

必死に考え抜いた事。まず

ペースレーティングは、

クサンプリングから改善の
余地を算出できる。この会

既存の技術（矯正めがね）

も見えて来るという訳であ

先ず自社内の残業を削減

で新しい市場を開拓する

る。

する事が先決だ。残業削減

為、レンズを追加料金無料

作業の適正な早さを計る方

だけでカバーできなけれ

化し新規市場を伸ばした。

法である。ワークサンプリ
ワークサンプリングとレ

るようになる。

ば、雇い止めや退職者の未

また、パソコンやスマホか

社の場合、ワークサンプリ

ングには欠点があり、適正

る」とトップが宣言する。

補充などをする。それから

ら出るブルーライトを防止

枚を

スレーティング両方を見る

ワークサンプリングとペー

根付いている。また危機意

ノづくりのベースに５Ｓが

数値となる。

ティングの掛け算が現場力

ワークサンプリングとレー

生産性を取得していない工

らまだ良いが、月１回しか

が大きい。日・時間単位な

った。また、管理メッシュ

レベルが分かる。

分りやすく予想以上に職場

力指標は、オペレータでも

ースが多い。

秒

事で、製造業の現場力が見

識が高く、他から学ぶ姿勢

４か所に配る時間が

え る。「 弊 社 の 現 場 は 問 題

もある。作業が遅れている

場もあった。私は、１週間

業のペースレーティングは
％なので、掛け算すると
％となる。これが、価値

グで価値以外の作業、運搬

＝

・準備作業や手待ち・空歩

べき姿は１００×

で割ると２５９％と

の余地になる。今の人員で

なり、この値が工場の改善

短期間の訓練で、計測でき

ング・レーティング共に、

行である。ワークサンプリ

を

である。この会社の場合、

ワークサンプリングの業界

約２・６倍の生産ができる

比率であり現場力である。

％であ

た。これが新規市場開拓に

つながった。

ある日本酒のメーカーで

要があると考えている。例

トップは先に明確にする必

てもなかなか納得されな

ただ、こうした事を挙げ

これだけ余力を出す。その

最初に「会社（工場）は、

課題を先にあげる。活動の

考えるのではなく、新たな

余力が出てから活用方法を

ら考える」という管理者。

と言った時に「上がってか

などを、企業に応じて先に

するために推進室を設ける

品開発の支援、改善を加速

注委託業務の取り込み、商

活人化の内訳は、例えば外

どうするかを先に決める。

が何％上がったら、それを

実際の事例だが、生産性

ようにするにはどうしたら

を掛けない方でも、掛ける

の会社が凄いのは「めがね

矯正めがねで始めたが、こ

メーカーの例を紹介する。

て、ＪＩＮＳというめがね

展開につなげる。事例とし

し、新たな売り上げ、市場

新たな分野で商品開発

ている点である。

ら、新しい次の改善を狙っ

ンを徹底的に改善しなが

活かすか」自社の生産ライ

ア技術・人を、どのように

人した企業の共通点は「コ

作った。いずれにせよ、活

では、新しい拠点を四国に

始めた。ある食品メーカー

は、活人で化粧品の事業を

のですか？」と率直に聞か

えば正社員で定年退職の方

い。「 奇 麗 事 を 言 っ て い る

余力はこのように活用す

④活人による市場
・製品開拓事例

れる事がある。現場の方々

んじゃないの？」と言われ

③活人計画先行

さい職場は、価値・２軸評

は、生産性向上の改善活動

は、延長しないで自然減の

る。オペレータの皆様は、

良くあるのが「１年間で

職場は、５Ｓがなかなか定

価・現場力が高い傾向があ

みとする。ただし、貢献に

で見た。
％。一

％強であっ

トップの工場は
番悪い工場は

10

20

％の生産性を上げよう」

着しない。以前見えていた

る。

といえば、言葉に出して言

対する還元は、報奨金制度

②省人化から活人
化へ
ムダもずっと同じ職場にい

わなくとも、頭のどこかで

～

る事で見えなくなってい

また、こうした現場力の

必ずリストラがよぎってい

軸評価で

た。現場力が高い職場と低

る。作業にリズムがなく、

数値は、今まで評価されて

とレーティングの２軸評価

い職場では明らかに傾向が

いた収益や生産性トレンド

⑧現場力（２軸評
価）で見える工
場間の傾向

前に何を食べたのか覚えて

２．生産性向上と活人計画先行

のか、進んでいるのかの進

いない。若い方でも１ケ月

け改善の余地があり、改善

トップレベルは

という見方である。これだ

これを活人計画先行とい

外注作業の取り込み、新た

するＪＩＮＳＰＣで、めが

捗も見える。また、作業が

前に何を食べたのか覚えて

27 86

中断が多い。この中断は、

①生産性向上でト
ップが避けては
ならない課題

０％である。従って、ある

ムダが無い。レーティング

る。また、ペースレーティ

余力が出たら、そのまま省

う。こうした旗をあげると、

な改善など、色々なプロジ

ねを掛けない人にも拡販し

リズミカルで安全・品質が

いないだろう。すなわち、

私は、本件は絶対に避けて

70

％、作

ーティングを用いた「現場

１２０は、トランプ

ングのまず目指す値は１０

人化すなわちリストラに直

それまで「うちの職場から

ェクトをトップ・ミドルで

全国に工場がある業界ト

高く、疲れにくい作業であ

月１回の生産性で計っても

通らず、生産性向上で生ま

70

ングの価値作業は

力」の計算方法を説明する。

レーティング１００であ

で対応する。パートも仕事

結されているのである。改

何人出さなければいけな

立ち上げる。

では、１２０を目指してい

な速度で作業を行っていな

レーティングは、人の基

る。テキパキと配っている

量に応じ、契約満了など、

善すればする程リストラさ

い」とマイナスに考えてい

枚を４

くても、価値作業にカウン

本的な動作である「取る・

で、少し乱雑に見えるが、

先に具体的に示す。請負会

れるのであれば、改善が進

た管理者が、前向きなモチ

ップ企業の、全拠点の現場

った。管理メッシュも小さ

分かる訳がない。我々は、
生産性向上活動におい

れる余力をどうするかを、

対象は、ワークサンプリン

２軸評価といい、縦軸はワ

置く・歩く」などから計測

作業姿勢・レイアウト・治

社には仕事量に応じて契約

む訳が無い。従って、活動

力評価を行った。事業所毎

く、生産性は毎日計り、分

て、オペレータや職人の方

％

ークサンプリングの価値作

工具などを改善して、基本

範囲を縮小せざるを得ない

初期に「余力が出たら、新

る。きびきびとして作業に

トしてしまうという点であ

業比率で、横軸はペースレ

が、どこか少し余裕がある

間で刺激が生まれ、これを

が、改善技術を持った請負

ベーションに変わるのであ

に現場力に差があり、収益

秒単位で把握されている。

最低でも毎日職場毎の生産

に「この活動はリストラな

秒で配る速さが、

る。この点を補うのが、ペ

する。基本動作の速さを計

速さである。モノづくり企

基点に改善が加速されるケ

業者として競争力を一緒に

たな課題にその人をあてま

る。

上や生産性も大きな温度差

性を計測しましょうと言っ

か所に

ースレーティングである。
ーティング値である。この

業では、レーティング１０

る。「 ど こ か で 余 力 が 出 た

強化しましょうと言ってい

しょう！」とトップに宣言

があるので、それを評価す

一方、現場力が低く、２

ている。管理メッシュが小

良いか？」という視点で、

測する事で、オペレータあ

０以上が望ましい。トヨタ

ら、我々は切られるのでは

る。請負会社も改善活動を

べく、ワークサンプリング

％の工場や

27

30

31

70

52

25

70
20

打ち出す。

るいは職場のレーティング

とほぼ一致する。この現場

ないか？」というのが本音

図２

86

して頂く。

例えばトランプ

図１

一緒にして、他と差別化し

52

て、伸ばしていく。

松野 靖弘 氏（株式会社テクノ経営総合研究所）

だろう。ここを避けて通る

食品工場の現場改革

社長や工場長は結構多い。

人を活かす

間接部門との連携不足もあ

70

％の工場や職場は、モ

60

10

違った。現場力の比率が
～

70
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売れている間に次の商品開

たわいないものでよかった
ら、知恵は無限に出てくる。

それが辛いと考えた人が、

例えばバレンタインデー用

っとした工夫なので、どこ

て講演会を開催しました。

発をしなければならない。

に作った商品は終わったら

東京都菓子工業組合では疋田文明氏（元気塾）

値下げして売るしかない。

を講師に迎え「元気な会社の元気な経営」につい

先月号より続く。

皆で知恵を出す
終わった後も値下げしない

残った」は大河ドラマにな
書き、貼ったら売れた。

ルに「遅れてごめんね」と

で売りたいと考えた。シー

った。大河ドラマの舞台に

山本周五郎の「樅ノ木は

まで知恵を出すかだ。

一番大事なことは、皆で知

なると観光客が来るが、昭

元気な会社になるために

恵を出すこと。それを実行

その④

を工夫しただけでよみがえ

どこでもいる動物の見せ方

潜ったり上がったりする。

り、アザラシが上から下に

た」と言った。昭和

年に

時に「彼らの１００倍考え

ったのですか」と聞かれた

オン、ダイエーに負けなか

題はありません」と言った

ほしい。今のサンエーに問

ころが、その後「安心して

いるから社長は笑った。と

のいい時、いつまでも続く

がて来なくなる。一番状況

る。今来ているお客様はや

商品はやがて売れなくな

いう。でも、天才といえど

も結びつけ得るべき概念が

なかったらば、新しい発想

った。これが知恵の凄いと

ン を 作 っ た。「 社 員 は 働 く

考えよう」というスローガ

「もっといい方法がないか

ンはその下に「問題がない

うことだ。来年のスローガ

点も見いだせないのかとい

潰す気か」と切れた。問題

ら、途端に社長は「会社を

い時に危機意識を持つ。

わけがないと手を打つ。い

くれている。論語には「我

５００年前に孔子が教えて

ない。どうしたらいいか２

無限の知恵とまではいか

ジョブスも「点と点が結び

アップルのスティーブ・

学習に勝るもの
はない

ころだ。動物園という構造

が、考えないから無駄が多

ことが大問題だ」と付け加

は出てこない」と言ってい

不況業種の最たるものが、

い。同じ働くなら考えてや

んも「問題がなくなった時

えた。元東芝の土光敏夫さ

うしたら出てくるのか。私

皆わかっている。問題はど

知恵が大事であることは

かったよ、学ぶにしかず」

益なし、得るものは何もな

て思う、ひたすら考えた、

ず、一晩中寝ないで、もっ

飯を食わないで、終夜いね

かつて終日食べず、１日中

ない。でも、いつかは結び

点はいつ結びつくかわから

生まれる。ただ、この点と

結びついて、新しいものが

る。頭の中の記憶と記憶が

ついて新しいものが生まれ

る。

知恵ひとつでよみがえる。

れ」ということだった。１
年やってもできないので、

に企業は死滅する」と言っ

可能な限り指
示、命 令 を 出 さ
ない

分の１だから、

夏場なら上野動物園より入
る。予算は
知恵がある。

年のスローガンも全
く同じにした。次の年の会

玄関に考えることを象徴す

ている。また、この会社は

り指示、命令を出さないこ

せようと思ったら可能な限

の考えは、いい知恵を出さ

ないということだ。

とある。学習に勝るものは

い」と言っている。彼は大

つくと信じて勉強をしなさ

昭和

出し、伸びた会社がある。

議で来年のスローガンとな

る彫刻が置いてある。ロダ

民間企業でも皆で知恵を

沖縄にサンエーという総合

り、先代は「２年間してき

ていえば、設備投資ゼロで

量は増える。いい記憶があ

るほどその人間の発想の総

ったら、それがふっと結び

コンの文字が味気ないと思

機を設計している時、パソ

だ。

していた。

た時は、わずか

いいものはやが
てだめになる

とになるだろう。

２％しかない。残る

い。例えばトヨタ生産方式

が好評であった。会場では

第

回日菓祭

んでいた。

り、購買者が校舎外まで並

例のイベントになってお

ればいけない。行動に移さ

では上生菓子

•••••••••••••••••••

第 回日菓祭を開催

や黄味時雨、

パンではクロ

ワッサンやメ

日本菓子専門学校

日本菓子専門学校（秋田

ロンパンを実

演、試食も可

月３日、第

勝校長）では

回日菓祭を開催した。

年後、マックの１号

学時代、興味を持った教室

できるからだ。皆で知恵を

ていると、知恵を出せとい

ればあるほど、その人間の

ついてフォントができたそ

学習をしたら何で知恵が

く、皆仙台に行った。その

っても出てこない。その上

アイデアはたくさん出るよ

うだ。新しいアイデアは古

か。知恵を出すことに限っ

何で知恵にこだわるの

に移すかが問われる。知恵
和

たけれど、できていない。

時に仙台の駅弁屋が樅ノ木

ダンを見るから、考えるこ

で単純な問いを投げかけ

うになる」。「天才というの

スーパーがある。昭和

考えろと言っているのでは

１人だけ手を上げた人がい

る。今の方法でいいのか、

は、普通の人が結びつかな

い概念の新しいコンビネー

に宮古島で小さな雑貨店を

ない。お客様はどうしたら

レルのセルフサービスの店

て「２年間も考えようと言

違う方法はないのか。考え

ションだ。

があった。カリグラフィー

だったが、今は総合スーパ

ってきた社長が、３年間も

るように仕向けていく。そ

いと思っている幾つかの概

たハートや星の形に抜いた

出るのか。山本七平の「帝

ーになった。総合スーパー

同じスローガンだと、何も

サンエーでは「いいもの

念と１つに結びつける人を

型に名前などを書いて首飾

と。出すことは考えずにや

出して、行動に移せば景気

今、一番人気があるのはホ

で営業利益率６・６％は日

考えてないように思われま

こまでいくと少し知恵が出

強することが目的ではな

りにするグラスペンダント

ンの考える人だ。皆に意識

に関係なく儲かる会社がで

ッキョクグマで、白熊が飛

本中どこを探してもない。

す。来年は少し変えましょ

はやがてだめになる」を徹

てくる。

い。また、知恵は出すだけ

来年も同じでいこうと思

は残った弁当を売り、大儲

いい例が北海道の旭山動

び込む。横で見ていると凄

何でできたのか。要因は組

底的にした。今売れている

売れたものだけ、使った部

でもダメで、行動にしなけ

年に沖縄に出

もっと喜ぶのか、どうした
けした。今までの幕の内の

物園だ。年間３００万人を

い迫力だ。次が空飛ぶペン

織ぐるみで知恵を出すこと

う」と言った。その時、ジ

争に落ちて、お客様は値段

品だけを補充している。

といって文字をきれいに見

駅弁に、ちょっと手をかけ

超える人が来ている。十数

ギンで、水槽の地下がトン

ョークとしてはよくできて

の安いほうに行く。同業者

せる教室に引かれたそう

ただけだ。御飯の上に樅ノ

年前は二十数万人だった

ネルで、上はアクリルだか

をしてきたからだ。先代社

ろ」という。しかし、背中

を研究するのは、同じこと

王学」という本に「質のい

らもっと工期を短くできる

木の小枝をのせた。小枝は

倍以上の人を集

長は新聞の記者に「何でイ

を見たって仕事は覚えられ

い記憶の量が増えれば増え

のか、こういう知恵を皆で

食べられないので、食べ終

が、なぜ

らよく見える。私が気に入

で見ていたから、天体望遠

ない。手元を見ているから

れということと一緒だ。普

どこまで出せるかだ。ちょ

わった後に弁当箱に残っ

められるようになったの

ったのは円柱形の水槽があ

鏡のことは大概のことはわ

段、指示、命令ばかり出し

っとした知恵でも、売り上

た。それだけで、売り上げ

か。どこにもいない動物を

大事である。亡くなった方

かるようになったそうだ。

を持たせるために除幕式も

げは伸びる。クラブハリエ

が伸びた。ただ、ブームに

連れてきたわけではない。

の話は聞けなくても、過去

した。会社に行くたびにロ

は、もともとたねやさんで

便乗して売れた商品なの

がある。１人の人間が生涯

に実績を残した人の話は活

う」と言った。３年間、同

饅頭屋だ。でも、店頭でバ

で、やがて売れなくなる。

に体験できることは知れて

じスローガンだ。この時に

ームクーヘンを作りながら

だ。ただ、いたずらに体験

いる。だから、他の人の体

坪のアパ

見せる売り方で伸びた。こ

を積み重ねていくだけの人

最後に

のジャスト・イン・タイム

きる。

れも見せ方、売り方のちょ

と、体験から学べる人に分

をしないため、そこがして

組織ぐるみで学
習をする

覚えられる。だから「ずっ

これから勉強するにはど

がある。必要なものを必要

学生が作ったお菓子やパン

中学を出ているだけだから

どうしても同業者の成功

な時に必要な量だけ、後工

も販売したが、地域では恒

観察から学ぶ

現場のワーカーだろう。そ

事例を勉強したくなるが、

程が前工程に取りに行く。

能にされた。

ない知恵は、単なる思いつ

天体望遠鏡では世界有数

れで独立して自分の仕事を

あまり勉強しないほうがい

これは昔のスーパーマーケ

体験コーナー

きに過ぎない。

下問を恥じず

の三鷹光器という会社があ

した。社長は、観察するこ

い。してもいいが、後の対

ット方式だ。スーパーマー

お菓子とパンでつなぐ笑

では子供向け

忘れないでほしいのは、

尋常高等小学校４年しか

る。社長は中学しか出てい

とで仕事が覚えられること

応を間違えないようにす

ケットは、買い物に行くお

顔の輪をテーマに行われた

に砂糖ででき

何のために勉強をするか

出ていない松下幸之助が偉

ないが、世界に冠たる天体

を身に染みて知っているか

る。すればするほど「自分

客様が後工程、店は前工程

同祭は、実演コーナーでは

いないことをするためだ。

が先生だ。仕事が仕事を教

大なリーダーになれたの

望遠鏡を作るようになっ

ら、若い社員が入ってくる

たちと違うことをして成功

だ。後工程が前工程にみず

洋菓子はフルーツタルトや

それよりも異業種から学ぶ

えるんだ」と言っている。

は、謙虚にどんな人にでも

た。どこで技術を勉強した

とベテランの職人の脇に行

している」と気になる。「や

から出向き、必要な時に必

と見ていることが一番いい

した理由を聞かれたゴーン

ただ、漫然としていたので

教えてくれと聞いたから

のか聞いたら、観察で覚え

って「手元を見ておけ」と

らなくてはならない」と自

要なものだけ買う。そして

方法だ」と言った。

さんは「組織ぐるみで学習

は仕事は何も教えてくれな

だ。論語にも「下問を恥じ

たそうだ。お父さんが東京

いう。普通、職人は「邪魔

分たちまで同じことをして

光学というニコンの関連会

をすることを忘れたから

い。あのお客様は何でこん

ず」とある。下の人に質問

大学の用務員をされてお

だ。おれは先輩の背中を見

しまう。これでは同質の競

社に働きに行っているが、

だ。学習をすることで会社

なことを言ったのか、何で

することを恥ずかしく思わ

り、戦前、東京大学の天文

て仕事を覚えたから、おま

サンエーの先代も「仕事

を再建する」と言った。で

この工程が必要なのか、と

ない。日本資本主義の父と

台が国立天文台として三鷹

えもおれの背中を見て覚え

うしたらいいのか。日産自

は、大学で学べばいいのか。

考えながらすると仕事が先

言われた渋沢栄一は、この

に移った。社長は小学校、

11

動車の業績が一時的に停滞

そんなことはない。ゴーン

生になってくれる。だから

言葉を座右の銘とした。優

中学校とずっと天文台の中

だ。知恵を出すためで、勉

さんは「７年間、技術系の

学習企業を目指してほし

秀なリーダーは聞くことが

ことのほうが圧倒的にい

大学で学んだことで、その

い。教室は職場、教材は仕

上手だ。また、読むことも

27

異業種から学ぶ

後の仕事に生かせたことは

事、先生はお客様だ。ただ、

チョコレート細工、和菓子

％は

体験から学ぶことには限界

27

10

70

45

体験から学んだ」と言った。

10

仕事から学ぶということ

27

い。問題意識の差だ。

それから２、３年間、府中

年当時の影響力は凄

というのは、難しいことを

61

年

62

字になって残っている。

疋田 文明氏 （元気塾）

験から学ぶことが大事だ。

元気な 元気な
の
会社
経営

かれる。その差は頭ではな

25

45

10
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（11） 平成26年11月15日

・基本配合は粉類１００％

来ます。でんぷん（浮粉）

でも滑らかさなどを調整出

す。また、粉の粒子の大小

て蒸すと良いでしょう。

なります。デザインによっ

後に蒸すと艶のある状態に

上げましたが、包餡し成形

えることが出来ます。

す。自分の好みで食感を変

こと（今回はシベを植える）

＊仕上げは蒸した後に行う

き、空蒸をする。
に対して砂糖、水が１３０

は歯切れを良くしてくれま

の粉を増やせば生地に伸び

・今回は艶の無い状態で仕

ｇ

％です。粉類の比率は変え

もち粉…………………

ることが出来ます。もち米

が出ますし、うるち米の粉

分

蒸す

ルに移し荒熱を取る

を増やせば歯応えが出ま

４．生地を流し入れ約

５．蒸れ上がったら、ボー

〈梅餡〉
６．一部を取り分け薄紅色

ｇ

上白糖……………２６０ｇ

白並餡……………６００ｇ

浮粉……………………
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梅甘露煮………………

氏

ザインや中餡を変えれば１

笹野 浩之

年中販売出来ると思いま

東京製菓学校 和菓子科

福梅（外郎製）
水飴……………………

１．白並餡をサワリに入れ

〈餡製法〉

に着色する

あるお菓子を紹介してみた

ｇ

いと思います。
８．白生地を手の平で伸ば

７．手蜜を使用して白生地

の中で梅を選んでみまし

水を加え火にかける。
し、中央を窪め、薄紅色生

ｇ

た。外郎製で中餡には梅を
〈生地配合〉
２．十分に熱が入ったら刻

ｇ、薄紅色生地３ｇに切

混ぜてみました。朝生菓子、
上新粉……………１４０ｇ
んだ梅を加える
９．梅餡

地をのせる。
ｇをのせ、包餡

３．手の甲に付かない硬さ
する
．片栗粉をまぶし絹布巾
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で包み、芯を作り、中央を

．窪めた所に黄色練りき

窪める

りを裏ごしたシベを付ける

して熱を付けることによっ

〈作業上のポイント〉

て、生地を流した時の生地

・空蒸しとは布巾を先に蒸

うに混ぜる

漏れを防ぐ役目があります。

に入れる

３．セイロに枠を置き、硬

２．水を加えダマの無いよ

上白糖を一緒にしてボール

１．上新粉、もち粉、浮粉、

〈生地製法〉

練り上げる。

び手の甲に付かない硬さに

になったら水飴を加え、再

り分ける
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す。今回はそんな汎用性の
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上生菓子としても使え、デ

今回は迎春菓「松竹梅」
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く絞ったサラシ布巾を敷
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福梅

購読をご希望の方は全国菓子工業組合連合会
宛て電話か FAX 若しくはメールでお申し込
みくださいますようお願い致します。
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