義務の例外設定を強く要望
主張が強く行われてきたと

殆に瀕する恐れがあるとの

れていることは十分理解す

ス委員会においても推奨さ

の普及に取り組んできたと

るとともに、これまでもそ

しかしながら、厚生労働

ころです。しかしながら、

ころです。

日に公表し、パ

ＨＡＣＣＰの７原則（２面

導入の必要があるとの意見

り、業種による義務免除の

対応できないのが実情であ

労働省監視安全課との間で

子関係団体及び企業と厚生

日本菓子協会において、菓

の場ではなく８月

日に全

おり、菓子業界とは検討会

らのヒアリングも行われて

会においては、食品業界か

が進められています。検討

ＣＰの制度化に関する検討

日の第８回までＨＡＣ

３月７日の第１回以降、９

したいとの説明をされてお

オリンピックまでには施行

検討し、２０２０年の東京

は食品衛生法の改正内容を

りまとめを行い、来年以降

を踏まえて年内には最終取

パブリックコメントの結果

情です。厚生労働省では、

たものとは言い難いのが実

者の切実な要請が反映され

まとめ」は、中小零細事業

化に関する検討会中間とり

「食品衛生管理の国際標準

ブリックコメントに付した

後継者不足、人手不足で苦

が続く中で売り上げ不振、

それでなくてもデフレ傾向

ままで制度化された場合、

厚生労働省の現行の案の

ります。

ことは望みがたい実情にあ

そのような人材を確保する

中小零細業者については、

菓子業界の大多数を占める

者が不可欠でありますが、

知識を有する経営者、従事

面だけではなく、専門的な

ＨＡＣＣＰの導入には設備

月

解説）全てを実施する「基

から、全日本菓子協会を中

省が

同省からは、世界的にＨ

準Ａ」を原則とし、従業員

心に対応し、厚生労働大臣

ります。

厚労省のＨＡＣＣＰ制度化に対し

ＡＣＣＰによる衛生管理の

数が一定以下の小規模事業

意見交換会が持たれたとこ

年

義務化が進んでおり、我が

者、又は、提供する食品の
及び農林水産大臣に要請書

ろです。

食品衛生管理の国際標準であるＨＡＣＣＰ制度化に向けた検討を行っている。同
検討会では、年内にとりまとめを行い、その後、食品衛生法の改正内容を検討し、
年、国会に法案を提出、２０２０年までに施行する考えとのこと。これに対し

菓子業界では、小零細企業・業者では、対応ができないことから、同省及び農林

め」が公表されたが、内容

する検討会中間とりまと

衛生管理の国際標準化に関

その後、同省より「食品

中小菓子製造業界では、小

当である、とされていた。

きる仕組みとすることが適

「基準Ｂ」によることがで

７原則の一部を弾力化する

等一定の業種については、

衛生・食品安全部長の私的

は、医薬・生活衛生局生活

厚生労働省におかれて

要請書

ＡＣＣＰの制度化に関する

◎食品衛生管理におけるＨ

統産業である中小零細菓子

が十分でないと我が国の伝

の配慮が必要であり、これ

企業の実情に照らし、特段

度化に当たっては中小零細

イドからはＨＡＣＣＰの制

見交換会において、業界サ

これらヒアリング及び意

な手法であり、コーデック

安全性を高めるうえで有力

た、ＨＡＣＣＰ手法が食の

努めているところです。ま

する一般衛生管理の励行に

いる事項及び５Ｓを中心と

めに法令で義務付けられて

食中毒被害等を根絶するた

安全は最優先事項であり、

菓子業界としても、食の

２面に続く。

願いいたします。

項について特段の配慮をお

維持、発展のために次の事

である中小菓子製造業界の

たっては、地域の伝統産業

ＨＡＣＣＰの制度化に当

なることが危惧されます。

継続を断念せざるを得なく

零細事業者の多くは事業の

月

は「ＨＡＣＣＰの制度化の

検討会として「食品衛生管

製造業者の事業の存続が危

小 豆 」、 芽 室 農 協 の「 北 ろ

各小豆の価格については

豆」を厳選したもの。ホク

伊達原料「トヨミ大納言小

６㎜）

㎏（篩目＝１・５上、４・

・９上、５・８㎜）

○品物及び荷姿＝北海道清

選したもの。ホクレン紙袋

里原料「サホロ小豆」を厳
○品物及び荷姿＝北海道産

年３月より配送）

㎏（篩目＝１・９上、

／

５・８㎜）

４・５㎜）

大手亡 （

㎏

○品物及び荷姿＝北海道芽

もの。ホクレン紙袋／

室産「北ろまん小豆」を厳

㎏（篩目＝１・５上、

室産「大手亡」を厳選した
／

選したもの。芽室農協紙袋

○品物及び荷姿＝北海道芽

北ろまん小豆

たもの。ホクレン紙袋／

「しゅまり小豆」を厳選し

しゅまり小豆

サホロ小豆

各都道府県菓子工業組合に

㎏（篩目＝１

まん小豆」の５種類。また、

本年の作柄は、降雨や台

30

年度産小豆 数量は確保

風の影響で品質は小粒傾向

エリモ小豆

レン紙袋／

問い合わせる。
購入を希望する方は、各
小豆を斡旋するため、各県

になり、作付面積の減少と

○品物及び荷姿＝北海道洞

する。

組合に見本品及

反収の落ち込みで収量が少

爺羊蹄周辺「エリモ小豆」

都道府県菓子工業組合に申

び通知文書を送

なく、昨年より価格が上が

トヨミ大納言小豆
○品物及び荷姿＝北海道産

30

込んで頂く。

達、購入希望者

るが、数量は確保した。
年産

を募っている。
取り扱う

を厳選したもの。全菓連紙
㎏（篩目＝１・５上、
30

４・６㎜）

袋／

詳細は次の通り。

月

小豆は伊達産

年

◎送料＝実費を着払。

月（１年間）

◎販売期間＝平成
年

年３月

29

「エリモ小豆」
「トヨミ大納言

〜平成

大手亡のみ、平成

小 豆 」「 し ゅ ま

〜

月（９ヶ月）

り小豆」と清里

11
農協の「サホロ

30

28

29

29

30

全菓連北海道小豆５種と大手亡を斡旋

大手亡（芽室農協）も斡旋

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

同要望書は次の通り。

あり方」として食品の製造

零細企業・業者は、人的、

理の国際標準化に関する検

水産省へ、義務の例外設定などを強く要望した。関連記事２面。

討会」を設置し、平成

国においてもＨＡＣＣＰに

種類が多く、かつ、変更頻
を提出した。

現在、厚生労働省は「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」を設置し、

よる衛生管理を原則とする

度が高い業種や一般衛生管

・加工、調理、販売等を行

施設・設備面の限界があり、

しい経営を行っている中小

が、事業者の規模等により

理による対応が可能な業種

14

弾力的な運用を検討してい

28

るとの説明があった。

10
30

全菓連では本年も北海道

トヨミ大納言小豆

11

12

28

第933号
（平成28年12月）
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20

う食品等事業者を対象に、

18

18

28
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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
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（１） 平成28年12月15日

出した資料によると、ＨＡ

検討会に厚生労働省が提

り業者である。

経営を主体とする製造小売

の大宗を占めるのは、家族

べきとの委員の要請に対

の具体的な内容を明確にす

検討会においては基準Ｂ

ＨＡＣＣＰの導入支援に

行っていただきたい。

の詳細設計は国が主体的に

４．制度化された場合、そ

はないか。

協力をさせていただくのは

を申し上げるなど相応のご

過程で、業界としてご意見

作成すべきと考える。その

のを国として責任をもって

い。

１．我が国のこれまでの衛

ＣＣＰの発祥国である米国
し、厚生労働省は、制度化

なお、我が国の菓子業界

生管理手法ではなぜダメな

３．中間とりまとめ（案）

当然のことと考えている。

いただきたい。

のか、関係者が理解できる
においては、食品安全強化

また、中間取りまとめ案に

１面より続く。

ように明確に説明していた
当たって、個別の食品ごと

記載されている業界団体が

又は業態ごとに業界団体が

作成する衛生管理マニュア

が決定してから業界とも相

厚生労働省と調整して手引

ルとの関係を明確にされた

談して明確にして行きたい

書を作成するとしている

では、ＨＡＣＣＰをフルに

との説明をしているが、少

が、制度化する以上、手引

適用する基準Ａと中小零細

なくとも厚生労働省が考え

法により全食品を対象にＨ

事業者を対象として一部事

ている姿がもっと具体的に

ＡＣＣＰ手法が義務化され

厚生労働省の説明では、
て い る が、「 年 間 食 品 販 売
項の弾力化を行う基準Ｂが

だきたい。

年

示されているが、基準Ｂの

コーデックス委員会が
万ドル未満かつ売上

挙げられているが、我が国

ることが望ましいこと等を

ていると対外的に説明でき

衛生管理は国際基準に沿っ

クの際には、我が国の食品

０２０年の東京オリンピッ

採用してきていること、２

入の許可基準としてこれを

奨していること、各国が輸

採用している。しかしなが

るＥＵの制度を前提として

部事項の弾力化を認めてい

小規模事業者に対しては一

らず米国の制度ではなく、

業界の強い要望にもかかわ

りまとめ（案）においては、

れている。検討会の中間と

の事業者等は適用免除」さ

や小売事業者への直接販売

の半分以上が近隣の飲食店

後パブリックコメントの結

の趣旨は理解している。今

数いただいており、要請書

いてもほぼ同様の意見を多

性を明確にしていただきた

具体的内容とその実行可能

つもりはない。

方に無理な取組みを強いる

解しており、中小事業者の

ぞれ実態が異なることは理

業種、業態によってそれ

こともあり得る。

要があれば複数回開催する

としている。検討会は、必

か否かも判断できないので

ならないとそれが実行可能

くことを想定している。

という形で整理していただ

態を踏まえた取組みを手引

ぞれの業界団体において実

後、業種、業態ごとにそれ

くという考え方もある。今

水準の取組みをしていただ

が定められているが、その

づいて洋生菓子の衛生規範

ては、既に食品衛生法に基

を図りつつ、実行可能なも

書についても全体の整合性

の話でもあるので、農林水

食品衛生法そのものの改正

なり、今回の制度化の件は

ＨＡＣＣＰ支援法とは異

ていくかが大事と考える。

を踏まえてどのように進め

で、後は中小事業者の実態

高めていくことは重要なの

事業者の衛生管理の水準を

要請の趣旨は了解した。

い。

額が

のこれまでの衛生管理の評

ら、なぜ米国の制度ではな

果を整理して、検討会にお

前から各国にその採用を推

価、それでは不十分とする

くＥＵの制度を採用するか

いて検討をお願いすること

厚労省、農水省の回答

学とヒアリングをしたいと

業者を訪問して、実態の見

※後日、同省から中小事

十分踏まえたものとなるよ

者が多い食品産業の実態を

いが、多種多様で中小事業

産省は共管省庁にはならな

パブリックコメントにお

◎厚生労働省

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

の依頼があり、３社に訪問

◎農林水産省

理由、輸出を前提としない

行可能性の検証がなされて

を明確にしていただきたい。 についての理由付け及び実

ものまで対象にする必要性

いない。

がり、再商品化事業に係る

ガラスびん、ペットボト

▽容器包装の素材

コスト削減に寄与すること

再商品化委託申込み受付

また、小規模事業者など、

できない場合「非申込ＦＡ

となる。オンラインが利用

でも非申込み手続きが必要

まで低減、排除等するため

のある危害要因を許容限界

②特に厳重に管理する必要

危害要因の分析

①健康に悪影響をもたらす

否かを検証する方法の設定

保証する上で有効であるか

当該プランが食品の安全を

に運用されているか否か、

⑥ＨＡＣＣＰプランが適正

の設定

切な扱いのための改善措置

及び影響を受けた製品の適

年２月８日

Ｘ返信票」を協会オペレー

に必須な製造工程の重要管

⑦ＨＡＣＣＰシステム構築

を利用・製造する事業者や

者とは、事業において容器

力を依頼された。特定事業

委託申込み告知について協

食店など

○テイクアウトができる飲

を付ける場合など）

輸入、輸入後に容器や包装

容器や包装が付いた商品の

○輸入事業者（容器の輸入、

・商工会に送る。オンライ

の上、最寄りの商工会議所

○申込み方法

書類が送付される）

（事前に平成

日～平成

ションセンターに送る（Ｆ

理点の決定

及び運用に係る記録と保存

特定事業者に該当しない方

明した場合の管理の正常化

う厚生労働省に繋いでいく。

委託申込み受付の案内は次

力いただきたい。

した。

ル、紙、プラスチック

の通り。

平 成
年度

○容器の製造事業者

○申込み期間・平成

容器包装リサイクルで

○小売・卸売事業者（商品

月

年度の再商品化

（公財）日本容器包装リ

を販売する際に容器や包装

また、

サイクル協会では、全菓連

を利用する事業者）

年度の申込

ＡＸ・０３―５６１０―６

③②の目的が達成されてい

年

に対し容器包装のリサイク

オンラインが利用できな

２ ４ ５）。 オ ン ラ イ ン で 非

ることを確認するための指
▽事業規模

年度再商品化

い場合は、申込用紙に記入

申込をする場合は、前述の

包装を利用する事業者（小

ンセンター（電話・０３―

な点は、協会オペレーショ

類が届かない場合など不明

方法の設定

いことをモニタリングする

④管理基準を逸脱していな

度、時間等）の設定

簡素化等の弾力化を検討。

減、⑦記録の作成・保管の

④モニタリング頻度の低

の分析、②重要管理点決定、

年度の申込書

以上

セスして申込む。オンライ

⑤管理基準からの逸脱が判

その他、

申込方法と同様。

規模事業者を除く）のこと。

ン手続きで行う場合は、協

▽関わっている事業

○商業、サービス業・売上

５６１０―６２６１）に問

会 ホ ー ム ペ ー ジ（ http://
）にアク
www.jcpra.or.jp/

○容器・包装を利用する中

い合わせる。

６人以上

ン申込みは、業務の効率化

飲料など）

や資源・経費の削減につな

基準Ｂでは、①危害要因

方法の設定

12

標となる管理基準（加熱温

28

○製造業等・売上高２億４

29 29

次に該当するとリサイクル

けた、平成

ル制度での特定事業者に向

29

千万円超または従業員

12

高７千万円超または従業員

人

ＨＡＣＣＰの７原則

になるので、ご理解、ご協

例えば、洋生菓子につい

２．米国と同様、制度にお

ＨＡＣＣＰの制度化について

ける義務の例外を設定して

50

20

（再商品化）の義務を負う。

29

身製造事業者（食品、清涼

21

29

29

平成28年12月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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会場で販売します。羊羹

ナルブレンド珈琲です。

羊羹の上品な甘さによく
と一緒にその味をお楽しみ

５．うれしの茶の振る舞い

城羊羹各店の羊羹の試食

ください！

が一同に店を構えます。小

催
合う、うれしの茶もご一緒

開

に。うれしの和紅茶（限定

日本一！ 羊羹まつり
し、購入することができま

８．清水竹灯り開催中！

す。
杯）もございます。

ユニークな試みに注目
２．全国の羊羹も大集合！

同時期に清水竹灯りが開

加盟店の切り分けられた羊

小城羊羹や全国の羊羹が

日佐賀県
小城羊羹以外にも全国各

月

地からいろんな羊羹も集合
催中です。併せてご来場く

年
羹の写真が全面に展開され

もらえる、羊羹クイズを実
ださい。

平成

「羊羹の食べ比べ」が当日
し、それぞれ試食が可能で

７．羊羹に合う珈琲つくっ

す。（※数に限りがあります） 施します。

（日）

小城市市民交流プラザ「ゆ

の会場においても大きな話

３．切り羊羹実演、他
ちゃいました！

（土）～

めぷらっと小城」にて「日

題となりました。案内裏面

「 切 り 羊 羹 実 演 」 な ど、

／

本一！羊羹まつり」が開催

の様々な企画は「羊羹に合

普段見ることができない催

（

されました。小城市が地方

うコーヒー」をはじめ以下

しがあります。切りた

６．羊羹クイズ

創生事業の一環として企画

の通りユニークな試みが多

下の通り大盛況であったこ
とが報道されました。

ようかん味比べ 大盛況

て作った羊羹に合うオリジ

日佐賀新聞には以

し、小城羊羹協同組合との

く注目されました。

月

共催で小城羊羹協同組合青

今回のイベントに合わせ

年部が主管し行なわれまし
てのおいしい羊羹も召し上

４．羊羹の食べ方レシピ

１．小城羊羹の全銘柄大集

た。

店舗

がれます。

小城羊羹の全銘柄

合！

当日に向けて案内が作成
され、小城羊羹協同組合全

月

日

佐賀新聞

いた」と話し「５

店だけで買って

「 羊 羹 王 国 小 城 」「 羊 羹 の

も数多く寄せられており、

は次年の開催を待望する声

ています。

年の時空をこえて生き続け

ふるさと小城」の名声は百

佐賀県菓子協同組合理事

・村岡安廣

社、

かな」と声を弾

昨年「平成の大修理」を終

の開催地である姫路市は、

庫（姫路菓子博２００８）

「山田錦」は酒米の王者と

精米粉の原料となる酒米

を作り上げたものです。

組合員が新たな創作菓子群

成の計測などを行い、菓子

田錦精米粉の粒度分布・組

売したところ、たいへん好

会場において期間限定で発

路菓子まつり２０１６」の

日（日）まで開催した「姫

た。

いラインナップとなりまし

各社工夫を凝らした幅の広

ケーキ、かりんとうなど、

種類の菓子。饅頭、米菓、

開発されたのは

ました。

た末にようやく完成に至り

•••••••••••••••••••••••••••••

歳の長男は周り

が固い歯ごたえ

のある昔ようか

んが気に入った

ようで、この際、

酒 米「 山 田 錦 」の 米 粉
を用いた菓子の創作

ませた。

えた世界遺産・姫路城もあ

して知られ、各酒造会社が

家族で＂マイ羊

小城羊羹協同

り、多くの観光客でにぎわ

その年に製造した自社最高

回全国大博覧会・兵

組合青年部の八

う県内でも有数のたいへん

第

頭司勲会長は

活気のあるまちです。

羹＂を決めよう

「想定を超える

たものが今回のお菓子で

性化に寄与してくれること

菓子業界の益々の発展と活

日、同市小城町

）

家族４人で訪れた佐賀市

このように予想をはるか

け＂に期待を膨らませた。

みを感じた」と次の＂仕掛

多く、羊羹ファンの層の厚

行われ、兵庫県立大学が山

界を結ぶ取り組みの一環で

という兵庫県立大学と産業

路市が進める「産学連携」

ました。この取り組みは姫

（姫路菓子組合）が開発し

おり、その精米過程で生ま

産量のほぼ８割を生産して

県では山田錦の全国での生

れています。そして、兵庫

料とした製品であるといわ

の大半は、この山田錦を原

も視野に入れた展開を目指

ら、店頭における一般販売

お客様の反応なども見なが

品化されていますが、今後

た。一部の菓子はすでに製

商品が売り切れたほどでし

二日間を通して各々のコ

菓子の販売は元より組合員

れた米粉を

し、地場産業である姫路の

初日は（有）丸山菓子舗

局・奥山優子

兵庫県菓子工業組合事務

％以上使用し

様によるそばまんじゅう、

のお菓子を通して地域振興

ら、今回のようなイベント
良い土壌で、寒暖差のある

ーナーごとに当番を決め、

して持ち帰るお客様など多

気候と豊富な日光を浴びた

二日目は丸本製菓様による

に参加していくことで、お
当組合も第一回より、希

「サツマイモ」を使ったス

の小さな一助となればと願

様に見受けられました。

望者を募り参加しており、

っております。

安曇野支部長・原野昌明

長野県菓子工業組合理事

地元大学生の応援も得なが

が接客に携わりました。ま

ら販売スタッフとして全員

た、日ごろは直接店頭に立

温泉まんじゅうを販売。地

ふんだんに用いその場でセ

つことのないメンバーもこ

元産の新そば粉や小麦粉を

イロを使った加温販売を実

イーツ、プリン、タルト、

演し、創立五十周年にちな

ロールケーキ等が販売され

また昭和四十二年に設立

銘菓コーナーでは各店自慢

された当組合が本年度五十

の菓子やパン、どらやき、

売。そして「安曇野やさい

ました。

スイーツフェア」のメンバ

各種和洋焼き菓子等を販

ります。

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

安曇野やさいスイーツフェア

（土）、六日（日）の両日、

食の感謝祭」に参加して

平成二十八年十一月五日

月２日（水）から６

来場者に驚い

す。ただ、一般の米粉とは

を期待しています。

評を得ました。期間中にＮ

小城市

の会社員奥野泰弘さん（

にこえる大イベントとなっ

の日ばかりは大きな呼び声

異なる特徴を備えているた

の製品を出品する「全国新

小城市で日本一！ 祭り

羊羹」の全

は「店舗ごとに味が違うの

た「 日 本 一！ 羊 羹 ま つ り 」

を掛け、お客様の応対に追

め、各組合員自らの技と経

この姫路にてこのたび、

店舗

紹介する「日本一！

日本で唯一、羊羹専門店が

には驚いた。羊羹は好きだ

んで五十円で販売致しまし

われました。終了時には、

験に基づく試行錯誤を重ね

た」とイベント

全

祭り」が

集中する地域性を生かし

けど、贈答用として一つの

た。両店にはご無理をお願

組合員内でも普段交流のな

ＨＫのニュースに取り上げ

の交流施設「ゆめぷらっと

「日本一！」との名称を初

周年を迎える記念の年とな

いしての破格の大サービス

い販売店同士の新たな交流

られたこともあり、多くの

小城」で開かれた。各店舗

めて企画した。店舗ごとに

ることから、組合としての

販売とさせていただおかげ

となり、他店の菓子の魅力

酒鑑評会」で最も高い評価

の羊羹を味比べしようと来

ーと合わせて十二店の品々

イベントとして、同じブー

で売れ行きも良く、予定数

に触れることができた、直

である金賞を獲得する製品

場者が殺到し、試食用に準

がブースの賑わいに花を添

ス内にて蒸しまんじゅうの

を午後早々には売り切り、

接消費者の方と接して勉強

酒米「山田錦」の上質の米

「羊羹の新しい食べ方レシ

に我が安曇野菓子製造組合

えました。このスイーツフ

実演販売を行いました。か

大人気を博しました。十一

になったなどの思わぬ成果

粉を用いた菓子を姫路支部

ピプレゼンテーション」

が出店致しました。この大

ェアは安曇野市の主管によ

ねてより五十周年記念イベ

月の寒さにはやはり湯気の

も生まれました。

の成功に満足した様子。「子

★こんな食べ方意外とイケ

イベントは地域経済におけ

り七年前より開催。市内の

ントを模索しておりました

立つおまんじゅうは好評

今後も行政、商工会、各

どもを連れた若い年齢層も

る！

る産業全体の振興強化を目

組合員菓子店、ホテルやカ

が、三十軒程の小さな組合

で、子どもから年配の方ま

種団体のお力を借りなが

ブースを設け、店員は切り

★切り残した羊羹をどう使

的に、安曇野市制施行十周

フェ等で構成されておりそ

の為、単独での企画や運営

で年齢層も幅広く、その場

分けた羊羹を来場者に薦め

う？

年を記念し始まった「農林

の年ごとにテーマとなる野

は困難との意見もあり、組

で召しあがる方、お土産と

備した紙皿２千枚は開場か

す。

業まつり」と合体したもの

菜を決めて製作、販売して

合行事としてこの感謝祭で

ら約２時間でなくなった。

日本アルプス総鎮守として

です。地元の米、野菜、果

おります。これまで穂高ワ

の合同イベントとして実現

店舗の商品を

知られる「穂高神社」にお

物、ワサビ、漬物、地酒、

サビ、トマト、有明かぼち

25

20

ていた。

いて、長野県安曇野市商工

そば、菓子等を広く県内外

ゃが採用され本年は北アル

組合の青年部が主催した。

会主管による「新そばと食

へ発信、販売し約四万人も

実演試食も予定していま

の感謝祭・農林業まつり」

の来場者を集める本年四回

致しました。

36

20

新そばと食の感謝祭に出店

10

庫

地元銘菓「小城

22

イベントは小城羊羹協同

11

プスからの清流と水はけの

牛津高校生による

22

目の大きな催しとなってお

地元

11
羊羹

25

11

27

50

お 好 み
どの店？

兵

19

11

「信州安曇野 新そばと

日本一！羊羹まつり

14

姫路菓子まつりで限定販売

51
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25
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徳島スイーツグランプリ
結果
報告

員が菓子販売を行い、来場

徳島県のお菓子を美味しくする
日の３日

い、グランプリは「スリー

で３日間の販売個数を競

は最終審査に残った５作品

ーツグランプリのブースで

ど、多くの皆様からの温か

りで販売にもご協力頂くな

員長を務めて頂き、飛び入

には同グランプリの審査委

の取材も多々あり、県知事
美味しくする」に向けて、

もある「徳島県のお菓子を
こと期待したいと思います。

新しい風を吹かせてくれる

島根県菓子技術専門校

に励んでいます。
生徒は業界人とは限らず
一般の主婦の方、今年は旅

り、徳島の菓子業界に実力

共に若手のパティシエであ

した。今回の受賞者は２名

記念パーティーを開催しま

アワード（表彰式）＆受賞

日にはスイーツグランプリ

長崎まで卒業生がおり各地

とより、北は山形から南は

業生は２７８名で県内はも

迎えました。現在までの卒

門校で、今年は創立

年を

数少ない公立の和菓子の専

た訓練校であり、全国でも

す。この学校は国の認定し

間に過ぎてしまったと言う

りすぎて時間があっという

口々に、学ぶことが沢山あ

ま し た。 生 徒 の 皆 さ ん が

度もあと２回の授業となり

熱心に学んでいます。今年

すが技術を習得する為に皆

者がいます。動機も様々で

など県外からも３名の入校

が可能なのです。

えた講師なので、この運営

その上講師陣は使命感に燃

的にしていないからです。

ともと組合運営で営利を目

すべきは学費の安さで、も

格されたと聞きます。特筆

お勤めではないけど２級合

を磨き現在は、和菓子屋に

いう話や１年間熱心に技術

品してくれた方々には、今

作り、講師の技を沢山習得

り授業が始まり色々な餡を

いけないので、本を見て研

修了作品をつくらなくては

月の修了式に一人が３品の

門校に是非一人でも多くの

想は高い島根県菓子技術専

バリヤは低くされども理

らは「行事に

規加入の方か

ています。新

せていただい

たびに連絡さ

が、各行事の

調べ）が営業しているそう

子屋（支店等含め・電話帳

ます。現在約

昔から有名な菓子屋もあり

ガーロードの道筋にあり、

長崎・佐賀からの続くシュ

菓子屋も栄えました。また、

いもの好きも多く存在し、

と、５月に入校された時と

り上がっているのを見る

たりして、和菓子の話で盛

んの間でアドバイスし合っ

の作品を見たりして生徒さ

下記のアドレス又

掲載しましたので

ムベージに動画を

す。見学も受け付けており

は連絡をお待ちしておりま

い内容を知りになりたい方

ます。入校希望の方・詳し

れることをお待ちしており

ちょく あん

業組合でご覧くだ

今年度よりホー

など様々な団体主催のイベ

さい。

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』と
『皆様のくらし』を守ります◇

● 毎月1日からの途中加入も可能です。

☎03-3400-8901

☎03-5781-6577

徳島県菓子工業組合理事
・吉田恵子

比べて和菓子についての情

技術を学ぶことです。現に

開発コースでのより高度の

の実力を養うことと、技能

学校の目標は技能士２級

思います。

熱が一段と増している様に

•••••••••••••••••••••••••••••

ビ ー ト 」（ 株 式 会 社 ク リ ス

様からも「実際に自分の目

・

準グランプリは「阿波ジャ
島根県菓子工業組合は組

・
されたお客様には徳島の素

合員数約１２４名の小さな

月

材を活かした菓子の試食ア
で見て選べるのが楽しい」

組合ですが、いくつかの誇

バリヤは低く理想は高い

間、ゆめタウン徳島におい

ポ ネ 」（ 菓 子 工 房 み ず ほ・
と大変ご好評を頂き、徳島

い応援を頂きました。お客

て『徳島うきうきスイーツ
ンケートにご協力頂いたほ

のお菓子とお店を沢山の

ティーヌ・廣田秀明さん）、

フ ェ ス タ ２ ０ １ ６』『 徳 島
山本和希さん）に決定しま

基礎・実技コース出身の方

した。

が、習ったお菓子を早速店

か、和菓子体験教室を開催

行で島根を訪れ和菓子に魅

頭に並べ好評を得ていると

し、多くのお子様に楽しん
るべきものがあり、その中

了されて東京から入校され

スイーツグランプリ２０１

方々に知って頂くことがで

た方、京都の和菓子屋の方

６』が同時開催されました。
最終審査の期間中はテレ
で菓子技術専門校の運営は

のある後進が育っているこ

で活躍しています。今年度

意見が多いです。来年の２

月

とを頼もしく思うと共に、

日よ

イベント終了後、

特筆すべきものといえま

で頂きました。
ビ、ラジオ等メディアから

きました。

フェスタでは、徳島の組合
また、スイ

受賞者をはじめ、今回創意

は

後これを励みにスイーツグ

する様に熱心に講義・実技

名が入校し５月

工夫の詰まったお菓子を出

ランプリのサブタイトルで

方が技術を磨く為に入校さ

た。しかし、他の地区の組

参加してよか

です。最近では、県内外の

は、島根県菓子工

ントが開催されています。

15-T11939 平成 28 年 3 月作成

※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

知事も販売

スイーツグランプリアワード

究したり、前年度の修了生

合の活動を見て、自分たち

った」との声

菓子屋が集まり「福智スイ

筑豊菓子組合発足会

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

筑豊はＪＲ博多駅より北

も仲間を作って一緒になっ

も聞き、意気

ーツ大茶会」「福岡パン博」

筑豊菓子組合

東へ電車で約１時間くらい

て活動がしたい。組合組織

揚々としてい

熊本震災の

いずれ、筑豊菓子組合主催

設立１周年を迎えて

の と こ ろ に あ り、 直 鞍 エ

で、交流もしたい。そんな

ます。

ます。

リア・嘉飯エリア・田川エ

思いを丸山理事長に打ち明

支援菓子の協

店舗もの菓

リアに分かれています。昨

けました。理事長からは「大

か はん

年９月に筑豊菓子組合を発

いに歓迎するし、バックア

賛も皆さん快

ただきました。 とを目標に、仲間に声を掛

島佐枝子

専門校事務局・高

島根県菓子技術

http://www2.cr
osstalk.or.jp/
cake/senmonko.
html

ップするから」と、助言も

気の合った菓子屋に声を

け、加入を促したいと思い

いただきました。

かけ「皆で組合を作ろう」

かつて、筑豊

ます。

年３月飯塚菓子組

島根県菓子技術専門校

足して、１年３か月が経過
しました。
主な活動として、地区の

…快く思ってくれた仲間が

には、炭鉱が

平成

・大塚雅士

福岡県菓子工業組合理事

でイベントが開催できるこ

・地域の各イベントに参加

ひとり、また一人。５名加

あって男たち
は酒を飲む者もいれば、甘

く参加してい

して知名度を徐々に上げつ

入が決まり、現在７名です。

つあります。

県菓子工業組合として、ま

組合員との連絡・情報交換

だ多くの活動はありません

合が解散して以降、個々の

－365 日 24 時間のサポート体制－
東京海上日動のサービス体制なら安心です。
事故のご連絡・ご相談をフリーダイヤルで承ります。 ○事故の受付・ご相談
いざというとき、全国どこからでも、ご利用いただけます。 ・受付時間：365 日 24 時間
・受付：フリーダイヤル 0120-119-110 “事故は 119 番 -110 番”

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

事故受付
サービス

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

製造・販売を行った食品に起因して健康被
害等の発生またそのおそれがある場合に、
その被害の発生または拡大の防止を目的
として回収等の措置を実施することによ
り生じた費用を補償します。

食中毒の発生により営業を阻害され、また
は休止を余儀なくされた場合、休業期間中
の喪失利益（営業利益＋経常費）等を補償
します。

看板・給排水設備など店舗施設の管理不備
や店舗における仕事の遂行により、他人の
身体・生命を害しまたは財物を破壊したこ
とについて法律上の損害賠償責任を負っ
たことによって被る損害を補償します。

対人事故の被害者への見舞金等の社会通
念上妥当な初期対応費用の支出を補償し
ます。

28

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（オプション）

東京都港区南青山 5-12-4

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社／〒108-6111

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

（オプション）

3. 食中毒休業補償保険

2. 初期対応費用担保特約

20

13

＋

根
島
12

東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062

資料請求・お問合せ先

90

組合員の皆様が販売提供した飲食物により、お客様に身体の障害（食中毒や病気・ケガ）を
与え法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害を補償します。

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

制度の概要

11

組合員での活動だけでし

23

● 更新申込締切日：平成28年3月31日
（木）

● 保険期間：平成28年7月1日
（金）
午後4時～平成29年7月1日
（土）午後4時

● 新規申込締切日：平成28年5月27日
（金）

23

２０１６

22

島
21

徳
10

岡
福

平成28年12月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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広島キッズシティ

私達、広島県菓子工業組

る多くの人々が学びました。

大人など、この事業に携わ

出店企業、運営する学生や

る子供達に限らず、保護者、

子供アルバイトが動きま

た、全て子供店長の指示で、

ろいろ考えていました。ま

ズにお客様に渡せるか。い

れ、どうやったら、スムー

間の中で、接客、商品の流

子供たちも、限られた時

ていき、素晴らしい２日間

組合員にも、確実に伝わっ

張ろうという姿勢は、私達、

んざいを売っていこう、頑

子供たちの、クリームぜ

ーズに進めていました。

領も段取りも、とてもスム

めますので、２日目は、要

店長は、２日間、店長を務

菓子講習会が

あり、例年の和

行われたことも

会議が愛媛県で

中四国ブロック

年は、全菓連の

ております。今

になればと思っ

交流を深める場

合員さん同士、

『廣島クリームぜんざい』

合 青 年 部 も 毎 年、『 廣 島 ク

す。私達は、口を挿んでは

和菓子講習会

２０１１年より子供達が職

リームぜんざい』をいろい

いけなく、グッと堪え、見

くわかります。特に、子供

業体験を通して、自らの力

ろな、イベントで販売し続

打たれました。

一般社団法人広島青年会議

で考え・行動する、子供達

けております。今年は、初

重ねるにつれ、職業体験す

所、広島県、広島市主催「広

が本来持っている「自ら育

８月

一緒に学び、真っ直ぐな心、

めての試みで、子供たちと

でやればやるほど、どんど

しかし、子供たちは、自分

守ることが、とても苦しく。

日（土）、 日（日）

子供たちに心を打たれる

島キッズシティ２０１６」

つ力」の醸成を支援するこ
とを目的とした広島キッズ

また真剣さに、私達も心を

した。
出店内容は２０１３年広

出店。数を

シティ。本年６回目で、初

んと成長していく姿が、よ

広島県菓子工業組合青年
部副会長・三谷憲生

•••••••••••••••••••

月にずれ込んで

しまい、参加者

が少なかったの

にアレンジを加えて、また

学んだことをもとに、新し

た。今回の和菓子講習会で

が少し残念でし

新しい和菓子を考えていっ

来年は、９月の初旬を目

い和菓子が誕生した時は、

安に、講習会を開催したい

てほしいと思います。小林

店に合った和菓子を考える

と思っておりますので、皆

組合の広報までお知らせく

ことが大切だという事でし

ださい。
羹をはじめ、五穀ブレンド

た。

先生のお話では、日頃周り

の大福や焼きまんじゅうな

にある素材を使ってそのお
愛媛県菓子工業組合では

ど、どれも人気のあるお菓

生をお迎えして和菓５品を

東京製菓学校の小林紀夫先

開催しました。この度は、

整っていて快

ますが空調も

の問題があり

駐車場に若干

っています。

来るように整

りの講習が出

備すれば一通

え主催者が準

殊な機器類さ

なさんのお店にあるお菓子

ま作るのも結構ですが、み

えて頂いたお菓子をそのま

子ばかりでした。先生に教

っていますが、やはり地元

やネット等幅広く複雑にな

せん。原材料の流通も通販

の気持ちを忘れてはなりま

いる結果であり私達は感謝

企業さんが頑張ってくれて

ぐに会場が確保できるのは

こうした何の問題も無く直

勿論、使用料もありません。

方、現場で調達できます。

す。不足な材料が出ても大

頃あまりお会いできない組

助を頂き、組合としても日

地元の松山商工会議所の援

今回の和菓子講習会は、

うために通商様にはますま

たい事で末永く存続して貰

あると言う事は大変ありが

このような場所が身近に

ます。

と皆さんの活用を待ってい

軽に自由に使って下さい」

の菓子教室など何時でも気

少人数のグループやお客様

山本俊雄社長も「組合でも、

だけとなりました。通商の

ありましたが現在は通商様

部長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合広報

ます。

様方のご参加をお願い致し

教えて頂きました。

適に学習でき

の問屋さんに勝るものはあ

す元気でいてもらわなけれ

かぼちゃを使った蒸し羊

ます。会場は

りません。

15

別々でも一つ

月

日に和菓子講習会を

店にあるお菓子にアレンジを

和菓子講習会を開催

媛
愛
11
い地域であり、東中西と三

高橋弘光氏を講師にお迎え

会社菓匠白妙代表取締役・

オンとしてもご存知の有限

日（月）にテレビチャンピ

ても遠方の方の参加者が限

距離や時間の関係でどうし

などもあって一ヵ所になり

します。今回は講師の都合

各ブロック毎の会場を用意

います。講習会場も当然、

支社、西部ブロックには浜

で受講ができます。

設は同様であり公平な条件

室ですから施

り組合としても早くからお

の原材料の販売を行ってお

れ県下一円に製菓・製パン

はないでしょうか。

精神で頑張ることが大切で

互いが一層「共存共栄」の

静岡通商本社社屋

して開催されました。今回

定されてしまいましたが、

松支社と組合と同様に三地

世話になっています。以前

実技を受ける受講生

は講習品目を事前に希望を

平素は三会場に分かれて行

製菓、製パンの原材料を扱

は他の原料問屋さんにも研

ブロックで組合を構成して

募集して行いましたので非

われるので、県内くまなく

う「静岡通商株式会社」
（以

日時や講師、講習内容、

修室が設けられている所も

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

ばなりません。それにはお

常に有意義な講習会となり

参加者を募ることができま

人員など関係なく空いてい

年設立さ

ました。ところで他県の皆

す。大変恵まれた私達静岡

区に本支社があり、それぞ

ればいつでも借用できま

通商様は昭和

様は講習会の会場はどのよ

下通商）があります。通商

れに社屋内に顧客用の研修

の会社の研修

うな所で行っているのでし

県の講習会場の現状を御紹

室が用意されています。特

ょうか。

様には中部ブロックに静岡

静岡県は、東海道新幹線
の駅が六つもある東西に長

静岡県には県下を網羅し

本社、東部ブロックに沼津

製菓講習会が、去る８月

恒例の当県菓子工組合の

製菓講習 会 会 場 に つ い て

「共 存 共 栄」

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

子供店長の指示で子供アルバイトが動く

島菓子博でも販売しました

28

介したいと思います。

29

11

27
廣島クリームぜんざいを販売

でした。

へ、組合で初出店してきま

島
広
岡

静

26
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中勢、南勢地区に区割りを

氏（野むら製菓

とめる野村幸久

勢地区を取りま

のおひざ元、南

さにお伊勢さん

中から今回はま

ぞれ担当。その

建造物をとそれ

松、南勢地区が

を、中勢地区は

北勢地区は桜

きる部分もあるが、その他

れらを実際に見て、確認で

橋は現存しているため、そ

遊郭等もある。正殿や宇治

橋、鳥居の他、旅籠や茶店、

名所でもある、正殿、宇治

の渡」には、お伊勢さんの

す。モチーフとなる「宮川

段階の設計に苦労したと話

立体を表現するため、当初

は、浮世絵という平面から

が、今回の制作にあたって

技法の工夫も必要である

お話を伺った。

氏（ことよ）に

り組む岡本伸治

想像に難くない。その中で

は大変な苦労があった事は

の江戸時代の建造物設計に

年４月から開催さ

制作部長を務めるのは、

も苦心の大作が「東屋」で

平成

三重県菓子工業組合青年部
工芸菓子は花

ある。１００㎝（縦）×

三枚続

行い、思いを同じくする青

舗）と北勢地区

宮川の渡し

年部同志が心を一つにしな

で桜の製造に取

伊勢参宮

れるお伊勢さん菓子博２０

人体制で制

がらも、其々のパートに分

第 回全国菓子大博覧会・三重
お伊勢さん菓子博２０１７

１７に於いて、お客様を驚

かれて、延べ

巨大工芸菓子制作レポート

嘆させること必至の巨大工

三重県菓子工業組合青年

の早川賢氏（全菓連青年部
鳥風月を表現す

作に取り組んでいる。

部では、２０１６年２月か

元中部ブロック長）。歌川広

でいる。

ら企画、準備をスタートさ

重の浮世絵「宮川の渡」を

㎝（高）もあ

建築物を表現する為には、

直線的で頑強な

柔らかな素材で

ろう。そうした苦労も、来

座する予定であるという。

のとおり、作品の右側に鎮

るこの大きな作品は浮世絵

㎝（横）×

せたが、南北に距離のある

ステージで表現する。餡平、

ばかりである。

る事が多いが、

三重県に於いて、青年部員

雲平、洋菓子の技法である

ｍ×６ｍの

事は移動時間等の制約から

本チョイスし、其々

場したお客様たちの感嘆の

木を

しかし実際、広重の浮世

本の桜

今回、青年部が主体とな

を模したため１本として同

嘆するのは、その

り、メンバーはもとより、

それぞれにモデルとなった

本の桜を製作

市民にお馴染みの

その組合員のお店のスタッ

声を聴けば、必ず達成感や

桜の名所「桜の渡」

フや青年部以外の菓子組合

絵に桜は描かれていない。

と称される場所が

員も協力して作成にあたっ

じ木がないと話す。より自

あるという。歌川

てくれているという。小さ

木があるのだという。日比

広重の切り取った

なパーツを作っている限

予定であるというが、５弁

図案を更に菓子屋

り、その全体像は想像する

充実感へと繋がっていくこ

の匠たちが想像を

にとどまり、完成まで集中

とだろう。

膨らませ、豊かな

力を持続させることは容易

実はこの「宮川の渡」の対

情景をお菓子で表

岸には、お花見時期、伊勢

現してくれると思

なことではないかもしな

こそが、世界に誇る日本食

うと、菓子博の展

文化の一翼を担う、和菓子

い。しかし、そういった業

今回、中勢地区

を世界に、次の世代に伝え

界の若手の思いや力の結集

の取り組む「松」

示に一層期待が膨

のお話は伺わなか

ク長・村中洋祐

全菓連青年部中部ブロッ

てくれるだろう。

り続けているであ

い膨大な松葉を撚

ったが、途方もな

らむ。

然の情景を表現したいとい

巨大工芸菓子制作作業風景

う情熱と技術には敬服する

また、桜に取り組む北勢

70

野サブリーダーが中心とな

地区では、

70

って、絢爛な枝ぶりの桜の

16

困難である。そこで、北勢、

10

一組の桜花をなんと６万４

16

モチーフに、

60

が一堂に会して製造を行う

パスティヤージュも加え、

芸菓子プロジェクトが進ん

27

29

千輪も作るとの事。更に驚

16
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お菓子のちからでみんなを元気に！

員で活動しております。活

第３回 高崎菓子祭り

群馬県菓子工業組合高崎
動内容としましては、親睦

会、ボーリング大会、ゴル
菓子祭り』の模様をお伝え

行いました『第３回
のをいただいて泣いている

を元気に！」です。甘いも
ンはパン生地成型体験がそ

薇絞り仕上げが行われ、パ

販売もありました。また特

珈琲・紅茶などのドリンク

＂雨＂でしたが組合員の熱

御祭り当日の天気予報は

接し、またこちらも笑みが

気になったお客様の笑顔と

らではの活動だと思いまし

こうした組合という団体な

独店舗だけでは行い難く、

・還元する菓子祭りは、単

高崎

フ大会、菓子祭り等のイベ

こぼれ、逆にちからをいた

た。

だきました。ベテランから

群馬県菓子工業組合高崎

意が天に通じたのか暖かい

若手まで混在する組合員、

支部理事・会計・惠後原勝

陽気となり終日好天で、約

それぞれが様々な経験や技

設ステージにて協賛団体に

７０００人ものお客様をお

能を持ち寄りお客様に提供

よる和太鼓の演奏や生バン

もてなしすることが出来ま

れぞれ行われました。御赤

ドによるライブも行われ、

した。お菓子のちからで元

飯・新小豆ぜんざいコーナ

まさに五感を刺激するお祭

方はあまりみたことがあり

高崎菓子祭りの合言葉は
ーではふかしたてのお赤飯

りとなりました。

ませんよね。お菓子は心を

月８
和ます、ちからを与える食

や新小豆あったかぜんざい

いたします。

年
「お菓子のちからでみんな

を販売、お団子実演コーナ

ントを行っております。今
回は、去る平成
時に
べ物です。ひとりでも多く

ーではお客様注目のもと、

郷土の文化遺産を銘菓に

００個を無料で提供、高崎

焼印で仕上げたお饅頭１５

ャラクター＂たかぽん＂の

皮に餡を詰める製造体験、

んまちゃん＂を模った最中

群馬県のキャラクター＂ぐ

くパン焼体験、焼き饅頭、

にまきつけたパン生地を焼

っこりとした「いで湯の里」

高の癒しが待っている、ほ

に位置し紅葉の時期には最

宮城県の大崎地方北西部

いた頃の事等いろいろなお

事として運営に携わって頂

子温泉の事や菓子組合の理

番をしておりまして地元鳴

おりましたが、ご本人も店

した。

目として技術等を継承して

の置かれている現状が伝わ

時～

のお客様に喜んでいただき

じっくりこんがり焼き上げ

市の親善大使さんが笑顔で

各組合店自慢の逸品を１０

に大坂屋さんの看板を見つ

今から４００年前の藩政

ってきました。息子さんは

時代、伊達藩に伝わる「釜

のお菓子が陳列され観光客

観光客の希望に応じてお菓

日（土曜日）

たいと、お祭りでは各店舗

たあつあつのお団子を提供

もてなしました。和菓子・

０円で買える＂ワンコイン

話を伺うことが出来ました。

店主の久保原六郎さんは

に好評を得ている。最盛期

和洋菓子店を継いで早や

男」かまどや囲炉裏を守る

の頃から比べると観光客も

軒の組合

の得意分野を生かした企画
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を行いました。まず来場さ

大坂屋

洋菓子製造体験コーナーで

マーケット＂の開催、他に

け寄らせて頂きました。

鳴子温泉の和洋菓子店

は、和菓子は練りきり細工

ジェラートや焼饅頭、和洋

しました。また、炭火で棒

菓子・道明寺菓子・薯蕷ま

菓子販売などの組合員の出

れたお客様には高崎市のキ

んじゅう絵付け仕上げ・飴

店舗、協賛団体主宰の野点、

数年、今は息子さんが四代

細工・生どら焼き、洋菓子

晩秋の鳴子温泉を訪ねま

はバタークリームによる薔

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

火の神の事、郷土に伝わる
菓子事業者らと実行委員会

文化遺産を銘菓にしたく精
を組み、今年３月に市内の

の部では、求肥を五平餅に

もちろん、代表銘菓の一

してクルミ入りの味噌餡を

つに、清流・長良川で泳ぐ

阜駅すぐの施設に移し、鮎

菓子がたくさんあります。

菓子の販売以外にも、和菓

しかし「岐阜の菓子といえ

岐阜と言えば「鮎菓子！」

子店と洋菓子店、高校の食

化を生かした作品が金賞に

子の体験教室を毎日の様に

店舗を一堂に

選ばれました。

減り、昔のようにお菓子を
和菓子店約

物栄養や調理を専攻する高

選原料を使用し「銘菓かま

鮎をイメージした鮎菓子が

校生とによるコラボ商品の

入れるなど、ご当地の食文

ばコレ」と誰もが連想でき

集めたＰＲイベント「鮎菓

又地元の小学生にお菓子作
子たべよー博」のプレ開催

いうように〝鮎

えば八つ橋―と

饅頭、京都とい

といえばもみじ

のが特徴。広島

年中食べられる

岐阜市近郊では

節菓子ですが、

鮎菓子は夏の季

す。一般的には

干菓子もありま

く、鮎形をした

で目を焼き付けたものが多

㍍離れた歩道にまで長い行

のでしょう。会場から数十

ともあっての注目度だった

長良川の鮎」に選ばれたこ

わりが世界農業遺産「清流

も長良川や市民と川のかか

える事ができました。折し

約７５００人の来場者を迎

限有）などが評判を呼んで、

食べ放題のカフェ（時間制

る詰め合わせ、５００円で

お好きな鮎菓子

個が買え

ースが並び、１０００円で

子と自慢の逸品を並べたブ

会場には各菓子店が鮎菓

まで計２２６人が応募。私

学生、一般からプロに至る

行われ、県内外の高校生や

ジデザインのコンテストが

と鮎菓子を入れるパッケー

ン事業として、創作鮎菓子

また、同イベントのメー

した。

波に大変満足されたようで

店の活気ある姿や大勢の人

岐阜県知事らも訪れ、菓子

ることも。この日は古田肇

からわずか７分で売り切れ

られたこともあって、開場

事前に新聞記事で取り上げ

る場として関わりを持って

また自らの製品を鍛え上げ

様と触れ合える場として、

しても、一度に大勢のお客

りですが、地元菓子業界と

への道のりは始まったばか

す。〝鮎菓子といえば岐阜〟

に動いているという事で

の開催を目指して会場確保

関係者によると、既に来年

奮冷めやらぬ状態ですが、

結果になりました。また興

業界としても大変喜ばしい

回る人出となり、地元菓子

５００人。前回を大きく上

この日の来場者数は約９

て、又店内には約

数種類

原料を使い鳴子の銘菓とし

り合いから受け継ぎ良質の

切とのこと、お菓子屋さん

宣伝しながら売ることが大

り、中でも支部長の宮本武

夫々が日々技術の向上を図

40

20

泉サブレー」で

菓子といえば岐

理事・沢田誠

藤あや子

宮城県菓子工業組合・佐

を抱いて帰路につきました。

て頂きたい、そういう思い

伝わり沢山のお土産を買っ

間見えこの思いがお客様に

子支部の皆さんの努力が垣

を出しているそうです。鳴

る）を使い菓子の販売に精

婚葬祭用に色分けされてい

上げました統一の紙袋（冠

にデザインをお願いして仕

氏のご尽力により知り合い

阜〟と広くＰＲ

る審査を行い、創作鮎菓子

岐阜県菓子工業組合専務

いきたいと思います。
日にはい

観光、百貨店関係者らによ

ども岐阜県菓子工業組合や
月

店主の久保原六郎さん

10

20

よいよ本番。会場をＪＲ岐

そして、

列が続きました。

会議所が加盟の

地元の岐阜商工

していこうと、

30

11

誰もが連想する菓子を目指して

あります。鮎菓子は餅粉と

りを指導する等普及に励ん

水飴で作る求肥を、鮎の形

沢山買う頻度も減っている

るお菓子が見当たりませ

事を実感せざるを得ないそ

ん。県外の方々に尋ねても

販売を実施。コラボ商品は、

男」を作り上げました。商

方の栗きんとん、西濃地方

を行いました。

標登録も取得済です。もう

「岐阜を代表するお菓子」

をしたカステラ生地に包ん

でいる姿が伺えました。

必ず返ってくるお菓子があ

うです。そのため最近は販

の水まんじゅう―と故郷の
りません。

一つのメインが「なるこ温

は何でしょうか？県内には
自然や暮らしに根付いたお

鮎菓子たべよー博

パッケージデザインのコンテスト

飛騨地方の駄菓子、東濃地

鳴子温泉には沢山の銘産

40

銘菓かま男・なるこ温泉サブレー

城

宮

品があります。鳴子支部員

支部では現在、

15 10

路拡大を図り「道の駅」等

練りきり細工菓子の製造体験コーナー

28

10

を活用し、お菓子の良さを

50

年前に知

パン焼体験
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第

回全菓連青年部東北・北海道ブロック仙台

大会は、安部秀平氏（株式会社寺岡精工包装環境
事業部主任）を講師に迎え「食品表示法対応につ

払いをするという、セミセ

こみ、お客様が精算機で支

スタでは店員が商品を読み

ている。中でもＰＯＳレジ

いて」をテーマに講演を行いました。

年を迎

株式会社寺岡精工
について
寺岡精工は創業

た。量る技術は重さを計量

パーなどでの評価が高く、

の人手不足等もあり、スー

が６年前に開発した。最近

ルフと呼ばれるレジを販売

する重量秤から始まり、郵

既に全国１，０００店近く

えている。古くは「秤のテ

便局の秤、お肉の対面秤な

している。このレジは弊社

ども製造している。そこか
で稼働している。

ラオカ」で、名を売ってい

ら発展し、今では流通業界

その①
件が世間を賑わせたので、
罰則を強化している。

罰則規定の強化
罰則規定が非常に強化さ
れているが、表示のミスの
内容によって重みは違う。
例えば原産地の表示が抜け
たというような安全性に影
響のないミスは、よほど意
図的で悪質でない限り、今
までどおり保健所が指導す
る。それでも言うことを聞
かなければ、もっと厳しい
指導が入る。悪質な食品表
示なら指導や命令がなく、
すぐ罰金や懲役になる。具

年４月１日施行

表示に関する法律は食品衛

に施行された。今まで食品

しくは両方に対して、罰則

で、企業や人に対して、も

スは安全性に影響が強いの

の欠落、賞味期限表示のミ

団体は、著しく事実と異な

定されている。適格消費者

全国に

格消費者団体が出てくる。

が、今回の制度改正では適

平成

生法、ＪＡＳ法、健康増進

が重くなっている。商品の

る表示違反を行った場合、

体例では、アレルギー表示

品表示に関して大幅なルー

法等で行政がばらばらに縦

即時回収もある。

年４月

ル変更が行われた。菓子業

割り管理をしていたので、

り、表示内容について、適

あるいは行う恐れがある可
能性の段階でも、違反行為
の差止請求ができる。つま

尽くされていることにびっ

が、米屋さんの商品で埋め

とがもっとも大きなイノベ

も充填式羊羹を発明したこ

有名ですが、なんといって

りか、商品の日持ちが劇的

これにより、生産効率ばか

ーカーに作らせたのです。

せん。製造の守備範囲が広

なか出来ることではありま

るのは、簡単なようでなか

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

しい法律は、平成

ていただいている。特に、

界だけに限らず、食品業界

表示をする業者はわかりに

子を最新の包装形式などを

食品表示法

流通業界向けでは、最近は

すべてを巻き込んだルール

くい状況だった。今回はわ

表示内容に関する指摘だ

もって、広くお客様に届け

向け、フード工場向け、一

ラベルプリンター、スーパ

変更である。表示とは食の

かりにくい内容を一旦整理

いう現在ではどのメーカー

般工場向け、飲食店向けの

ーで使われている肉・魚を

安全に係わる内容なので概

し、さらに食品の事故や事

も使っている食品機械をメ

年４月１日から食

パックする機械や野菜をパ

要だけでもご理解いただき

ことは、あまり知られてい

平成

ックするような包装機、Ｐ

たい。食品表示法という新

ません。缶入りの水羊羹も

４分野で手広く事業をさせ

ＯＳレジスタという３つの

ず、気がつくとあちらこち

あり、内閣府に認

主要製品カテゴリーを持っ

らの参詣土産の店頭の商品

「千葉県

千葉県成田市にある成田

くりされると思います。と

い同社は、しっかりとした

山新勝寺は、初詣の参詣客

重い和菓子はもちろん、朝

が長らく第二位の数を誇る

に改善され、遠くからの参

生菓子、洋焼菓子、洋生菓

ーションでした。

詣客にも日持ちのする高級

子などまで、何でも柔軟に
製造することができるのも

新勝寺まで続くのですが、

きれいに整備された参道が

精進料理にヒントを得た

てなっている表れなのです。

「米屋の羊羹」が定番とし

であらかじめ筒を作ること

でいた形式を、紙やアルミ

流しした羊羹を切って包ん

戦後すぐ、それまでは舟

の顔が見えるおいしい和菓

らやきです。原料や作り手

がロングライフの個包装ど

も開発されています。それ

普及とともに、新しい商品

コンビニエンスストアーの

です。

者が買えるのも大きな魅力

毎日作りたての菓子を消費

内に多くの直営店を構え、

った同社が、今では千葉県

卸売りのイメージも強か

大きな魅力です。

ちょうどその真ん中くらい

栗羊羹が主力商品ではあり

を下請けメーカーに開発さ

ィーがある同社は、近年の

入する、そんなフィロソフ

最新のものをいち早く導

土産として爆発的に人気を

にかく成田参りのお土産に

敬の念を集めています。そ
の成田にあって、成田山新
勝寺とも関係の深い銘店
が、なごみの米屋さんにな
ります。ＪＲもしくは京成

に大きく存在感のある店舗

せ、さらに充填シール機と

電鉄で成田駅に降りると、

博したそうです。

大本山として人々の広い崇

様」

監視・改善体制の
強化

なごみの米屋

食品表示法の施行

ますが、実は同社が和菓子

月

日までだ。

食品表示法・食品
表示基準の各種定
義

菓子業界で注意されたい

ものは、特に販売である。

お菓子はあらかじめパッケ

ージに入れて販売される。

「販売」がどういうことを

意味するかというと、一般

常識で考えれば「お金と引

きかえに商品を渡す」有償

による譲渡である。しかし、

食品表示の世界では、販売

というのは不特定または多

数の者に対する販売以外の

費者に近い存在でも、ある

格消費者団体という一般消

となっている。従って試供

必ず表示をしてください」

は、有償無償にかかわらず

一般消費者の手に渡る場合

譲渡も含み「不特定多数の

程度、行政と同じようなこ

で、表示は要らないという

品やサンプルという理由

とができるようになった。

食品表示法の施行

いろな内容が整理されてい

は今までと同じだが、いろ

ことにはならない。ルール
月１日に施行しているが、

るので、この辺も認識され

年４

経過措置期間が設けられ、

食品表示法は平成

新旧どちらのルールで表示

たい。
次号に続く。

ができる。移行期間は加工
食品と添加物と法律の開始
から５年で、２０２０年３

（３）販売とは
本法と基準における「販売」とは以下の行為となります
① 有償による譲渡
② 不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡

27

製造の近代化に貢献された

5年(平成32年3月31日まで)

○文字サイズ
(消費者へヒアリング等を実施
し実態調査)
…等

添加物

○中食・外食のアレルギー
(現在検討会にて検討中)

(平成28年9月30日まで)

31

反復継続性のない販売を行う者
例） ・小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売す
る保護者
・町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売
する町内会の役員

82

を構えていらっしゃいま

（２）食品関連事業者以外の者とは

◇施行後も表示について
幾つか検討が行われます
1年6ヶ月
生鮮食品

経過措置期間
27

18

す。しかしそれにとどまら

経過措置期間中は、新旧基準の表示が混在することになりますが、
一つの食品の中で両基準が混在する表示は認められません。
27

食品関連事業者や食品関連事業者以外の者が販売する、予め
容器包装に入れられた加工食品・生鮮食品又は添加物です

（１）適用される食品とは

安部秀平氏（株式会社寺岡精工・包装環境事業部主任）

尾関 勇

加工食品

食品表示法・食品表示基準を説明する上での、主な
定義を取り上げます

食品表示法対応について
【9】

5年(平成32年3月31日まで)

食品表示法・食品表示基準の各種定義

食品表示法が４月１日に施行され、生鮮食品・加工食品・
添加物に対して、新基準への経過措置が設けられました。
12

27

平成28年12月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第933号

麻布法人会では、木﨑海洋氏（行政書士）を講
師に迎え「相続と事業承継」について講演会を開
催しました。

相続

おきたいという方も増えて
きた。
私は幾つかのお寺さんの
顧問もしている。お寺さん
は、人が亡くなるところだ
が、お通夜やお葬式の席上、
住職や親戚がいる前で、い
きなり子どもたちが遺産争

その①

日午前中は長女、午後は次

は長男、午後は次男、日曜

４人別々、土曜日の午前中

で話は終わらない。法事も

題はなかったらしい。ここ

た。

よ」と冗談半分に言ってい

うちは助かっちゃうんです

布施を多くもらえるから）

４回やってくれるから（お

うだ。住職は「同じ法事で

えていただきたい。

く、大喧嘩になることを覚

産の多い少ないに関係な

変だということと、今は財

ここでは、遺産争いは大

の問題が入っている。これ

女と、同じ人で４回するそ

けど、何に使ったんだ」。

は後見制度を使っておけ

行の預金残高は次男に相続

産は長男に相続させる。銀

弟「本当だ。土地建物不動

間違いない」。

正証書遺言だから、中身は

兄「公証人役場で作った公

ど、見せてくれ」。

書がある＂と言っていたけ

弟「兄貴。おやじが＂遺言

じゃないか」。

兄「ほれ見ろ、じゅうまん

ん」。

弟「まんじゅう…じゅうま

な」。

いう字を後ろから読んでみ

兄「じゃ、まんじゅうって

うやつがいるかよ」。

弟「まんじゅうに

うから買ったんだよ」。

んじゅうを食いたいってい

くさい。だから、大体、同

家庭裁判所の手続きが面倒

度は一般の方はまだ知らな

にならない。ただ、後見制

っておけば、こういう問題

おかなければいけない。と

めに幾ら使ったかをとって

と。これは、いつ、何のた

んの財産を管理する人のこ

見制度は寝たきりになった

ば、問題にはならない。後

と信頼関係があるので、お

た。こういう兄弟はもとも

さんの財産で仲良くやれる

ちがおやじさん、おふくろ

幾らでもいる。こんな人た

て、口を聞いてない兄弟は

後見制度の重要性

万円は、おやじがま

させる。ということは、銀

弟「あ、本当だ」

居している親子なので、お

預金残高は誰々に相続させ

やじさん、おふくろさんの

兄「

行の預金はおれがもらって

弟「じゃ、兄貴この８万円

じいちゃんが「おれが具合

る＂と書く。すると亡くな

財産で喧嘩なんかしない。

いを始めることがある。私

いいんだな」。

は何に使ったんだよ」。

悪くなったら通帳とキャッ

った日の残高が、次男のも

齢者がこれから相続を迎え

並ぶくらいだ。私のところ

会をしたら、皆さん一列に

先日、老人会で個別相談

いる。

賃貸契約書を作ったりして

家族がもめないよう土地の

更の手伝いとか、残された

る時期に入った）や相続税
の増税で関連する新聞記事

にも毎日、相談が来る。お

も

年前の４～５倍に増え

がお寺の顧問でしているこ

兄「そうだよ。だから、お

兄「おやじが神社にお参り

シュカードをおまえに預け

のになる。本当は１千万円

リーマン家庭で、どの家庭

るのも、一緒に管理するの

まえに渡そうと思って、お

に行きたいって言ったけ

るから管理してくれ」と口

とは、遺産争いの調整や、

最近のお寺の住職から相

も嫌だ」という。住職は「そ

万円？おやじ

金を用意してあるんだよ」。

ど、寝たきりになったろ。

約束でしてしまう。すると、

で起きても不思議はない。

続事情を聞くと、昔は考え

んな罰当たりなことは許さ

弟「えっ？

万しかな

だからおれが賽銭箱に８万

こういうトラブルが起き

い方が多い。知っていても

おじいちゃん、おばあちゃ

やじさん、おふくろさんが

られないことが平気で起こ

ない」と言ったけれど、遺

の預金はたった

円入れてきたんだよ」。

わけがない。従って、こう

万も使

た。それだけ世の中の関心

亡くなり、子どもたちで遺

っている。私の住んでいる

産争いがどうしようもなく

いのか。おやじは１千万以

いう問題はこれかますます

お寺さんは結構土地を持っ

は高く、相続でもめたり、

産の相談をしているが、喧

八王子の隣の日野市のお寺

なり、住職の反対を押し切

上預金があると言っていた

ところが、今の人たちは満

増えてくる。

ており、人に貸しているこ

裁判になったなど、トラブ

嘩になってうまくいかな

で、檀家が亡くなり、４人

畳く

って、墓を４つに分けた。

たされて生きており、もと

ただ、相続の争いは事前の

ルが増えている。

い、と来られる方がほとん

の子どもでおやじさんの遺

昔の土葬のお墓で、

あったのに、親父は寝たき

もと信頼関係は無いとか、

準備さえしておけば、ほと

相続の争いは、昔は地主

どだ。しかし最近、少し変

産をめぐって大げんかにな

こういう問題が起きてしま

りになって通帳の金額を見

相続争いは、どこ
の家庭で起きて
も不思議はない

や資産家の話という印象が

わってきたのは、おやじさ

った。長男が住職に「お墓

弟「賽銭箱に８万円も入れ

てもわからくなってくる。

とが多いので、借りている

あったが、どこの家庭で起

ん、おふくろさんたちが何

し、年金だってたくさんも

う。

んど防げる。事業承継の争

きても不思議はない。相続

の準備もしないで亡くなっ

らいと広かったので、お墓

るやつがいるかよ」。

最近、相続ブーム？（高

は家庭裁判所で争うが、家

を４つに分けたい。同じお

兄「行った神社は八幡神社

方が亡くなった時の名義変

裁の相続争いの約８割が総
たら子どもたちがもめるか

らっていたじゃないか」。

いも同じである。

資産５千万円以下の方たち

兄「これ見てみなよ。おや

あるいは何十年も喧嘩し

•••••••••••••••••••

兄貴は勝手に使ってしま

万円しか残っていな

製造業、㈲鳳月坊＝工芸菓

ナーシェフとして、ヨーロ

きた＂マルメゾン＂のオー

洋菓子業界に影響を与えて

ていたんじゃないか。おや

貴がおやじの通帳を管理し

寝たきりになったから、兄

おやじは亡くなる５年前に

弟「本当だ。さては兄貴。

か」。

ゃしないよ。おやじの金を

にさんまん神社なんてあり

弟「引っかかったな。東京

たんだよ」。

うから、代わりに行ってき

にお参りに行きたいってい

兄「おやじがさんまん神社

万円は何に使ったんだ」。

老後に自分の治療費で使っ

いるかわからないからだ。

なった時、１千万円残って

んなかなか書けない。亡く

ができる。ところが、皆さ

書いておけば、もらうこと

に１千万円相続させる」と

があること。例えば「次男

方には限界がある。

中身は間違いないが、書き

は公証人役場で作るので、

限界がある。公正証書遺言

うに、遺言書の書き方には

るに決まっている。このよ

かったら、弟から文句が出

上野精養軒で平成

財団では

い、

子、有平糖細工の分野で花

ッパで培われてきた技能と

じの金を勝手に自分で使っ

は、遺言書の書き方に限界

だよ。
はちまんじゃないか」
。 た理由は他にもある。１つ
やじの死んだ日の残高は

鳥風月を表現する技能を持

日本的な感性により、日本

たんじゃないか」。

食生活文化賞授賞式

つ。特に大型の「鷲、鷹、雉、

人に合わせたフランス菓子

兄「そんなことはねえよ。

弟「本当だ。じゃ、この３

じの銀行の預金通帳だ。お
子・焼菓子製造工、ダイヤ

万円と書いてあるじゃない

越技能者表彰式を挙行した。 子製造工、㈲両国屋菓匠＝

白鷺」などの鳥の評価が高

を作りに取り組んできた。

全部おやじのために使った

「現代の名工」に対する卓

同制度は現在、伝統芸能

清水利仲

歳、和生菓

年近く日本の

年にわたり和菓子製造に

い。なると金時と阿波和三

他にも、様々な講習や著作

＝開店以来

従事し、海外への和菓子普

盆を原料とする、なると金

などを通して技術を伝える

よ」。

谷﨑勉

及に積極的に努め、研究心

時の姿を再現した＂鳴門っ

と共に、業界団体の要職に

弟「本当か？ここに

28

引き出したって書いてある

次号に続く。

を分けても大きさ的には問

歳、洋生菓

や業界の発展に大きく貢献

商事㈱（店名マルメゾン）

師を務め、後進の育成指導

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

「現代の名工」表彰

している。

から最先端技術までの様々

と創造性により高度な技術

娘＂が、世界にも通用する

つき、後進の指導や多岐に

日、東京・

（一財）日本食生活文化

ルパティスリーノリエット）

永井紀之（㈲アルチザナ

月

最近、こういうトラブル

んだったかな（笑）」。

兄「あれ、注意力がさんま

勝手に使ったな」。

方は遺言書に＂○○銀行の

できないので、ほとんどの

一千万円相続させることは

円を使わないといけない。

に入る時には、この１千万

てしまったり、老人ホーム

しい時代を生き延びてき

慕い、兄弟協力しながら厳

弟の面倒を見て、弟は兄を

い頃、日本は貧しく、兄が

こと。戦時中や戦後間もな

信頼関係が無くなってきた

・洋菓子の部

食生活文化賞

略。

は次の通り。順不同、敬称

同顕彰の菓子関係受賞者

生活文化賞授賞式を挙行し

が増えている。相談に来る

た。

方のうち、２件に１件はこ

川邊努（㈱ベイクウェル）

・洋菓子の部

食生活文化奨励賞

見鶏）

福王寺明（㈲パン工房風

・製パンの部

ータニ）

鈴木薫（ホテルニューオ

平成28年度

年度食

（一財）日本食生活文化財団

な分野で最高の水準にある

を持ち、業界人より第一人

究極のお土産に選ばれ、地

わたる活動している。

11

界関係者（順不同）

技能者いわば「現代の名工」

者として認められている。

域の銘品として地域全体の

11

67

年度

を表彰することにより、広

また、技能検定委員として

活性化に貢献している。

46

厚生労働省は平成

く社会に技能尊重の気運を

職責を遂行し、関係団体の

10

もう１つ、要因は兄弟の

浸透させ、地位向上に資す

要職や菓子専門校などの講

平成

万円
年度表彰の菓子業

歳、和生菓子

10

ることを目的としている。

菓子業界から３名受賞

10

10
40

10

66
67

28

28

10

大山栄藏

墓に入るのも、手を合わせ

10

ら、事前に遺言書を書いて

相続 と 事業承継

である。簡単にいうとサラ

木﨑 海洋 氏（行政書士）
10

10

平成28年度

第933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）

（９） 平成28年12月15日

化が凄い。ソフトバンクが

その②
がコンピューターを作って

垂直に近づいている。人間
付いているなど、高額なも

かわいらしいとか、香りが

がってしまう。空洞化で国

金で持っていても価値が下

日は近いのではないか。現

る。たばこが２千円になる

だから、格差が広がってい

でなく、運用もあるだろう。

で食べていける。配当だけ

た。配当や持っている資産

１人で住んでいるのと、家

高齢化だ。それから単身で、

人口が減ってきた。少子

するリターンがＲＯＥであ

今は資産である。資産に対

昔は年収を気にしたが、

子か、量販菓子かどちらか

はダメで、お菓子も高級菓

ミドル価格という中途半端

事をしなければならない。

が起きる。それを覚えて仕

３兆３千億円もかけて、半
のが売れる。

族で住んでいるのでは、生

る。資産家は儲かる。給料

にしたほうがいい。中価格

第８回全菓連青年部中部ブロック福井大会は、
いるうちは、角度は低い。
コンピューターがコンピュ

爆発期に入っている。我々

活が大きく変わる。従って、

が高い人は、一方で税金が

帯で勝負をすると、年々数

導体の開発会社を買った。

く。

の子どもの世代はどうなる

すべてが時短になってい

高くなるので儲からない。

字が落ちる。

自動運転、ロボットと人間

内から仕事もどんどんなく

のだろう。車は自動運転で

る。チンして終わり。掃除

労働生産性よりも、資産生

藤永賢一氏（ゲンキー株式会社代表取締役社長）

ーターを作るとどんどん上

はなく、空中を飛んでいる

機もかけず、コロコロしか

産性のほうが上になってい

格差化

だろう。もう動き出してお

しない。また、子どもが少

る。だから、金持ちはより

なっていく。

り、ＩＴは恐ろしい加速が

ないので過保護である。ま

金持ちに、貧乏はより貧乏

単身化、
過保護化、
潔癖化

ある。

た、潔癖化で、弱酸性で洗

にという格差が広がってい

ランチェスターとは二乗

がる。だから、ＩＴ産業は

全国で女性が働きに出て

っているので、体が弱い。

の法則である。アインシュ

を講師に迎え「菓子屋におけるランチェスター経

がするようになっている。

いるので、生活は変わる。

大手メーカーの社長は「弱

るので、ＲＯＥが重視され

タインの法則も万有引力の

がすることをどんどん機械

インテルの創業者のムーア

ゆっくりしていられない。

てきた。年収重視は古い。

営学について」をテーマに講演を行いました。

先月号より続く。

例えばチラシが効かない。

酸性で優しく洗う」と言う

年収・給料はゼロでもいい。

てくださいと言われること

されることは、お金を借り

ないかは境目がある。信用

銀行に信用されるか、され

で、金融の信用も必要だ。

きない。まず、人材の獲得

１号店からチェーンはで

じモデルの店をどんどん増

い。チェーンストアは、同

のは、まだチェーンではな

１人１項目。２つ兼任する

ければできない。そして、

発は、組織ができ上がらな

財務、教育、裁量、店舗開

れも別にしている。経理や

マネージャーもいる、仕入

アにならない。店長がいる、

う言った。

と言ったら、考えた人はこ

おもしろい遊びを考えよう

れたゲームだ。王様が何か

チェスは、インドで作ら

っていく、と言った。

る」要するに２の何乗にな

は８倍の演算スピードにな

る。再来年は４倍、次の年

来年２倍のスピードにな

マスあり、最

だ。借りようと思ったら、

では、演算スピードが２の

同じようにムーアの法則

ッシュばかりが売れる。外

高級ポケットウエットティ

エットティッシュも、今は

また、家で使われていたウ

けの数になるだろうか。イ

何乗で増えて行き、角度は

人材の社会的信用は組織

財政が破綻して超インフ

年分を

僕は配当をたくさんもらえ

いている。地上にいるとＹ

則も宇宙物理学も二乗がつ

法則、エネルギー保存の法

孫正義さんも給料

に集中する。

の何々堂」と書いてある。

これがとにかく１位だと書

いてあるけれど、入ってみ

も、うまくいかない。１つ

いろいろなことをして

時的にうまくいっても、後

くいかない会社がある。一

も、うまくいく会社とうま

バームクーヘンをして

けではない。

菓子製造業を求めているわ

ている。お客さんは、総合

である。

のことに集中し、何十年と

で悪くなるというのは、極

たらいろいろなものを売っ

積み上げていくことで、つ

めていないからだ。バーム

狭くないと力が
出ない

いに１位になっていく。広

クーヘンをして、やはりケ

弱者の戦略

いと力が分散してしまう。

１月１日～４日、新春

行事予定

次号に続く。

蔵庫も洗濯機もない。パソ

継続は力なり。ただ、い

従業員が１００人いたとす

継続は力なり
靴で踏まれると痛くな

コンとポータブルと携帯だ

ろいろなことを継続しても

したからだ。アップルは冷

い。ハイヒールで踏まれる

けで世界１位になった。

＝Ｘ、
宇宙はＹ＝

るから、給料は要らない。

ランチェスター
の２乗の法則

資本主義では、必ず格差

チラシを見たいけれど時間

と売れるそうだ。

マスではどれだ

ンドの１年間に採れる米の

爆発的に上がり、ほとんど

が必要で、社長が店長をし

爆発点

ＲＯＥ重視

初は米粒を１つ、マスに置
のか」と言ったら、２年分

がない。新聞もとらない。

年前半導体は

いて下さい。次は２個、次

の米を持って行かれてしま

は「今から

やしていくこと。ようやく

は４個、次が８個。置いて

ているのではチェーンスト

一昨年から、同じ建物、色

いくと、

ビックストアから
チェーンストアへ

リストがあり、金利の安い

も高さも全部一緒の店を出

女性の就業比率

ほうから選べる状態であれ

すことができるようになっ

量を超えてしまった。王様

ら、カレーライス、ラーメ

った。

ば、金融信用がある。貸し

は最初「そんな程度でいい

ン、おでん、うどんをしてい

財政悪化、債務超
過、
空洞化

てくれなんて言っていない

い。うちみたいに岐阜県で

る。しかし、お客さんは年々

た。

世の中の変化だが、ＩＴ

絶対に１位をとってやる、

減っている。田舎で人口が

と痛い。集中しているから

のに、銀行が見積を持って

部屋の中にガスが溜まっ

次はどこで取るとしない

少ないから、何でもやらな

だ。圧力をかける。これを

ムーアの法則

ていくと、ある点を超えて

と、２位では利益がとれな

ければならないと、お客さ

来る。

火を付けたら爆発する。自

い。１位と２位を比べてみ

んが減るたびにメニューを

全部寄付すると言ってい

然界には爆発点がある。こ

ると、必ず１位が儲かるよ

ーキもやろう、和菓子もや

レになる可能性が十分あ

二乗の法則から言えば、

の爆発点を商売に使わない

うになっている。従業員が

人

人と

る。ある会社は

会、菓子福袋の販売、菓子

初売り（新春餅つき大

ま つ り ）、 山 梨 県 地 場 産 業

ろうというと切れ味が悪く

力にはならない。同じこと

集中の集中効果

人で３つの事業をして

なる。お客さんは「あそこ

集中の集中だ。経営者は、 が１位になる。徹底した粘

はバームクーヘンしかして

日「お菓

子の新しい食品表示制

日、

いる。別の会社は、１００人

いよ、仕事は

の二乗で１０

１月

全員が１つのことをしてい

で、レクサスでもランドク

ない。従業員は仕事中、そ

年すると

度について」講習会、講師

０というパワーになる。

と思っても、いろいろなも

んでいく。経営計画も１つ

二乗で合計３８００。同じ
である。自分のところの器

・三重県健康福祉部食品安

オムライスと答えたので、

全課食品表示班、三重県伊

年した人は

のを売っていると興ざめす
００となる。

年と

分散すると損になる。１つ

うとなる。看板には「何々

日 ）、

る。お菓子屋さんは機械の

のことに集中しているか

人では仕事の力量は４倍。

年続け

社になる。二乗の法則では、 これを作ろう、あれを作ろ

１００人に給料を出すのに
ら、毎年単純になる。例え

１年で辞めた人と

も、１００００パワーの会

に合わせ、何で１位がとれ

ば、毎年オムライスを極め

た人は９００倍の差がある。

年の

るか、弱者の戦略でいく。

る、よそに負けない、とそ

だから４

何でもしていたのを、オム

シャープやパナソニック、

れだけでいい。極めていけ

×
ライス屋にした。すると、

ソニーも同じだろう。日本

勢 庁 舎、 伊 勢 市（

見たことない人が来るよう

の家電メーカーの力がなく

稼働率が落ちるから、次は
になった。売り上げも何十

は

りである。従業員に「１年
ルーザーでも、何でも売っ

れしか考えない。みんなで

２年で辞めても何もならな

ら、メニューも減らさなく

たらだめだ。テスラモータ

１つのところに向かって進

寝ても覚めてもそれしかし
てはいけない。するとシェ

ーズのように、電気自動車

ない。ブランドも１つしか

と

を突き詰めていくとシェア

出していることが多いし、

セブンイレブンが大阪に出

といけない。やっているこ

弱者の戦略と言う。我々は

ばいくほど、お客さんは来

店した時、ローソンの牙城

とは変わらないのに、福井

増やした。これは逆行して

トヨタ自動車ではないの

なってしまったのは、弱者

なので、売り上げが上がら

３人だけでも、何かに集中

いる。お客さんが減るのな

ェアが上がるということだ。

なかった。セブンイレブン

県で急に儲けが増えてきた

すれば１位はとれる。

る。

のスタッフが「大阪は売れ

のと同じように、自然に爆

の戦略を忘れ、総合家電を

ません、もう止めましょう。

発してくれる。経済でいう
と充満して来るガスの濃度

ア が 上 が る。「 母 ち ゃ ん、

で勝負するのが弱者の戦略

パレードの法則

万円売れ

ているけれど、セブンイレ

うちの一番おいしいものは

センター、甲府市

パレード曲線の二八の原

何だと思う？」と聞いたら、

いなかったのに、いろいろ
則は、最初の２割で８割の

るとすると、１００の二乗

は、シェアになる。シェア

利益を得ること。例えば１

年やらなき

万しか売れませ

が一定を超えると爆発点に

００社あったら、最初の

置いたら味が落ちた」と言
なる。ここで、どの分野で

社しか儲からない。８割の

う。何も変えていないのに

ん」と言ったら、鈴木さん

どの客層か、どのエリアで

利益を牛耳ってしまう。

の二乗、 の二乗、 の

は「２００店出すまで我慢

シェアを取るか、決めない

ローソンは１日

30

20

社と、３８００パワーの会

倍と上がった。これが、シ

30

ブンは

50

で１００００になる。前者

20

50

ゃだめだよ」と言っている。

しよう。大阪の人口では２

といけない。あっち行った

ある食堂の例
ある食堂では寿司、天ぷ

20

30

藤永 賢一 氏（ゲンキー株式会社 代表取締役社長）

００店ないと相手にならな

年

10

16

ランチェスター経営学 について

い」と言った。案の定２０

てはダメで、最低でも

間は突進しなければならな

山梨

菓子屋における

り、こっち行ったりしてい
万円を超え

Ｘ２
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30

（

日）

三 重 県 松 阪 庁 舎、 松 阪 市
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フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏（公益
社団法人日本食品衛生協会）を講師に迎え「改めて

いてお話ししたい。

多かった異物混入対策につ

異物混入防止を考えてみよう！」をテーマに講演を
行いました。
本日は過去に流通機関で
ＰＢの品質管理に関わって
きた経験から、特に苦情の

異物混入苦情の概況

その①

「写真を撮って下さい」と

を感じている。今日では、

のような対応について疑問

ＮＳで炎上した件以降、こ

ばにゴキブリが挟まってＳ

いた。一昨年暮れの焼きそ

それなりにいい形で回って

い」とお願いし、最近まで、

るべく写真を添えて下さ

まう。

けれど、友達にも送ってし

てしまう。製造元にも送る

る 」「 う け そ う だ 」 と 考 え

葉で言うと「これは絵にな

分で画面を見た時、若者言

で撮る。スマホで撮って自

はデジカメではなくスマホ

お願いをすると、十中八九

る。これは多分に精神的な

に具合が悪くなる人はい

と、議論が分かれる。確か

う恐れがあるものとなる

を誤飲誤食し、健康を損な

番多いのは毛髪だが、これ

かる。異物の苦情の中で一

もの」という部分がひっか

健康を損なうおそれがある

もよく読んでみると「人の

Ａで金属異物は、７㎜とい

したい数値だ。米国のＦＤ

ていく際の参考として活用

る数字だ。異物対策を考え

かめられている。根拠のあ

れると、多くの症例から確

した時に異物として認識さ

以上になると口の中で咀嚼

とんど違和感はない。それ

２㎜以下のサイズなら、ほ

クレームとなることは間違

ね」と口にした途端、二次

時「いやこのサイズはです

が消費者から苦情を受けた

いるから」として、皆さん

国で２㎜、７㎜と言われて

のように差があるので「外

っきりしない。国ごとにこ

ここの部分の折り合いがは

本は情緒的な表現なので、

を取り出し「こんなものが

異物混入は昔から一番多

健康を損なうおそれがある

加その他の事由により人の

潔、異物の混入、または添

物の根拠になる文言は「不

食品衛生法の中では、異

はないのかという、何かも

められている毛髪は異物で

て、日常、対応で一番苦し

と、再現性は乏しい。従っ

ような症状になるかという

ものだから、違う方で同じ

一緒に排出されるので、危

下であれば、ほとんど便と

うおそれが出てくるが、以

留まり内臓を傷つけてしま

７㎜以上であれば、体内に

る。誤食した際にサイズが

う具体的な数字をあげてい

イズや金属検出器の感度調

る時、間に入れる篩目のサ

いので、皆さんが商品を作

と、根拠のない数字ではな

全く意味はないのかという

できる状況ではない。では

者対応の中では使うことの

や７㎜等という数字を消費

いない。まだ日本では２㎜

たという苦情があった。こ

入っていた」と台紙にテー

い苦情だが、大きな理由の

害に結びつくことがない。

い。

現状、異物混入を取り巻

プで貼り付けて製造元や販

やもやとしたものが残る。

多くの症例から確かめられ

のような場合には多くの消

く世の中の仕組みは必ずし

売者に送りつける。ところ

も の 」、 こ う い う も の を 作

外国に目を向けると、韓

昔デジカメ、
今スマホ

も良いとは思っていない。

１つに、作り手、売り手、

国では、長さ２㎜という具

費者は、製品から混入異物

どう突破していくのかを考
が、異物だけ取り出して送

ったり売ったりしてはいけ

作り手、
売り手、
消
費者ですれ違って
いる異物の認識

えたい。以前関わったトラ

ないことが謳われている。

したり、同じ原料をダイス

消費者の三者間で、異物に

状にカットし幼児の 歯｢固
｣のおやつにして販売し

対する認識が共通になって

いが、割れたりんごの種は、

め

送付する際に異物発見時の

子どもが食べた時に口の中

たりもする。異物苦情が多

りすると、二次クレームに

を痛くしてしまい危ないと

いのは子どもの歯固めのほ

り、そこで行き違いが生じ

分も頭をなでていると毛が

いう場合。本人が想定した

うだ。お父さんの食べる珍

られると、作り手、売り手

べったりつく。これが作業

よりもサイズが大き過ぎ

味では苦情はほとんど無

は「お客様は異物だとおっ

タを見ると、それが全然あ

場に入る時、粘着ローラー

る、あるいは形・形状が危

い。異物苦情は消費者の購

ブルで、ロースハムを食べ

らわれてない。消費者の目

などで落としきれずユニフ

険という時、この類のもの

買層により大きく変わる。

ていたら両端の麻紐とアル

年間で２３６０件、それ以

線では、ちょっとした小さ

ォームに付着し、何かの拍

は異物として扱われる。原

異物混入対策はこういうこ

整時の１つの参考として、

外の虫は８００件だ。東京

い羽虫なら、店に文句を言

材料由来の場合、異物か、

とも考えていかないと、全

ており、国として定めた文

ならよけて食べる人もいれ

都のデータを見る限り虫は

うとか、メーカーに電話を

子に製品についてしまうこ

異物でないかは、１００％

体の方向やどこにお金をか

体的な数字が謳われてい

ばそのまま食べてしまう人

苦情として多く、中でもハ

かけて聞く。これが大きな

とが原因と思われる。

消 費 者 が 決 め て い る。「 私

けて改善すべきかを見誤っ

異物の概念の唯一の拠り所

もいるが、このようなこと

エとゴキブリが断然多い。

ゴキブリなら、まず保健所

は許せない」が、ほかの人

いないことがある。だから、

る苦情の件数はこんなに差

が問題になることはない。

次に毛髪だ。東京都の場合

に持っていく。従って虫対

異物苦情集計に原材料由

にとっては「何てことない」

てしまう。また、異物の鑑

写真を１枚撮ってもらうこ

がある。苦情の多かった年

ところが世の中で不祥事が

は人毛と獣毛を分けてい

来というカテゴリーがあ

と、そのくらい差がある。

定をする機関のデータを見

発展する。こうしたことを

は、安全・安心という消費

続くと、心配になり「これ

る。しかし、毛髪よりもハエ

策の中でも、ハエとゴキブ

る。具体的には骨や殻、枝、

異物混入苦情はこういうこ

る。それがちょっとしたや

者の心理を覆すような、食

は大丈夫か」と電話をかけ

とゴキブリのほうが多い。

リの優先順位を高く位置づ

へた、種、皮、ウロコ等で、

とも考えなくてはならない。 ると、ハエとゴキブリだけ

しゃるけれど、両端を止め

にかかわる不祥事・事件が

てくる。これが、苦情の１

普通、このようなデータを

また、世の中で起こって

けておく必要がある。

調べてみると原料の一部

ミワイヤーからなる結紮部

起こり、マスコミやメディ

件と数えられる。つまり世

引きながら、異物の説明を

いる苦情の動向で、一番多

だ。これが異物混入苦情で

利用する価値はある。

１９９６～２０１２年ま

アが連日報道していた。顕

の中が不安になると、苦情

される方がほとんどで、こ

いのは毛髪。私がいたころ

書の中に示されている。日

年間、東京都に寄せ

著だったのは、２０００年

件数が増えていく。

ういう公的なデータしか目

はほとんどが髪の毛だっ

る。口の中で咀嚼した時に、

年間でどの

られた食品異物混入苦情の

に某乳業が、ブドウ球菌の

異物混入と異味異臭では

にする機会がなく、調べて

寄せられている。りんごジ

になっていると思う。これ

ような異物が何件苦情とし

エンテロトキシンによる食

こうした傾向が顕著であ

もなかなか数字は出てこな

ュースにりんごの皮が浮い

での

集計がある。

東京

消費者は、世の中でこう

でも苦情で出てくる。なの

う。結果は何でもないもの

前職で経験した苦情の発生

いだろうと思われる。実際、

他の虫のほうが圧倒的に多

もしれない。ここ４、５年

のウールから来ているのか

料由来よりは従業員の衣服

爪の半分もあるりんごの皮

皮だと思った。なぜ小指の

てみるまでもなくりんごの

う。経験したところでは、

で、随分プレッシャーが違

ういう方が召し上がるか

皆さんが作る商品は、ど

ながら見る。

いうことを頭に入れておき

て、保健所のデータはこう

持っていってしまう。従っ

クトが強いから、保健所に

ものが鑑定依頼を受けてい

いうことが起こると自分で

で、異味異臭と異物苦情は

が途中で排除されることな

乾燥イカを縦裂きにして

次号に続く。

る。２つはそれだけインパ

購入した商品が心配にな

は、犬や猫の毛の混入も増

く、製品になったのか。他

原材料由来の混入

う。猫を膝の上に乗せ、

て寄せられたかを表すデー

中毒を起こし、延べ１万６

る。いつもと味が違う、香

た。獣毛は食肉加工もある

ていたこともあった。調べ

だ。しかし、保健所のデー

タ だ。「 東 京 都 に 寄 せ ら れ

千人の患者が出た。発覚し

りが違う。心配になってく

ため、牛や豚の毛だ。ごく

私は、世の中に出た商品に

る。一旦購入した商品をじ

状況もその通りで、ゴキブ

えている。ペットの室内飼

は、ハエとゴキブリだ。

た」とあるが、具体的には

てから結果が出るまでの約

い。皆さんの作業場でも、

まれに羊の毛もあるが、原

２０００年と１９９９年で

似た部分がある。

リではなく、その他の虫と

に、サイズはさほどではな

れ落ちたものなので、平時

区、町田市、八王子

４か月間、テレビで取り上

混入リスクを考えるとハエ

異物混入苦情の概要

市の保健所に寄せられた異

ると、同じものを食べても

やゴキブリは少なく、その

データの読み方
は注意が必要

物混入苦情の集計だ。平成

げられ、その間に不安がど

いつもと違う気がして、安

ではなく、ありとあらゆる

年は保健所に１６０３件

心できないから調べてもら

は、品質の差はないと思っ

っくり眺めてみる。ショー

消費者が気に障って異物

が普通になったからだろ

消費者によっても
苦情数が異なる
んどん増した。

ている。同じ品質レベルの

トケーキのイチゴの脇に黒

分類された虫が圧倒的多数

２１件だから３倍以上だ。

商品が、同じ検査を経なが

の苦情を保健所に届けるの

｣として商品化

い点が見つかる。種がはが

酒｢の珍味

ら出荷されても、寄せられ

届けられている。前年は５

17

17
23

10

共通の土俵で議論ができな

動物性

12

17

とが有効である。当時は「な

東京都に寄せられた混入異物の内訳（1997～2012年度）
防止するためには、異物を

佐藤 邦裕 氏（公益社団法人日本食品衛生協会）

りとりで言葉が行きすぎた

改めて異物混入防止
を考えてみよう！

ている結束部品です」とな

東京都に寄せられた混入異物の集計（1996～2012年）

品が、ハムの中から出て来

鉱物性

混入要因
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 合計
他の虫
73
14
19
32 108
51
34
39
32
38
52
86
66
74
62
56
56
892
ハエ
11
30
23
19 107
44
61
39
46
56
40
51
45
42
24
39
27
704
ゴキブリ
103
114 104
84 162 108 104 101
90
92
83
115 101
92
73
57
73 1,656
虫
虫卵
4
1
1
5
6
2
4
2
3
6
2
2
3
3
2
0
1
47
幼虫
33
20
17
20
60
32
39
24
15
25
29
33
32
25
24
25
19
472
不明
43
46
50
33 160
73
96
66
54
66
78 102
127
41
41
32
18 1,126
小計
267 225
214 193 603 310 338
271 240 283 284 389
374 277 226 209 194 4,897
寄生虫
40
44
41
34
48
34
30
30
8
24
18
46
52
28
35
22
27
561
ガラス
8
8
8
8
35
14
12
18
16
14
21
30
24
28
17
15
13
289
石・砂
7
3
11
8
17
7
15
5
12
9
14
10
17
11
13
11
9
179
金属
43
42
48
39
134
63
73
71
74
83
91
90 139
91
79
45
76 1,281
その他
1
10
7
19
12
8
11
7
8
14
7
22
8
14
7
11
166
小計
59
53
77
62 205
96 108 105 109
114 140
137 202 138
123
78 109 1,915
人毛
82
60
59
51
144
80
86
73
92
66 103 108 139
116
84
63
68 1,474
獣毛
7
3
5
6
12
4
8
8
14
4
3
7
16
6
5
7
3
118
爪・歯
5
3
4
12
10
9
3
9
3
3
16
6
9
17
11
10
130
ネズミの糞
10
10
4
8
15
15
11
6
9
5
5
8
6
4
5
9
3
133
その他
6
15
18
18
53
41
45
17
21
24
21
37
70
35
31
24
35
511
小計
110
91
90
83 236 150 159 107
145 102 135 176 237 170
142
114
119 2,366
プラスチック
14
20
29
34
111
50
76
44
77
73
79
124 165
99
90
63
80 1,228
木
8
2
7
7
26
17
16
9
8
10
8
16
12
12
13
15
11
197
紙
2
6
9
4
12
17
17
10
21
7
13
23
26
13
18
17
11
226
繊維
6
8
8
12
33
20
16
9
16
19
26
32
35
16
17
16
18
307
タバコ
4
1
6
5
8
7
5
7
5
2
4
6
4
4
6
2
6
82
絆創膏
7
2
6
8
10
10
5
7
9
7
14
8
8
6
8
3
7
125
その他
122
97
80
79
311 158 146
145
154
115
134 184 250 164
134 100
99 2,472
合計
639 549 567 521 1,603 869 916 744 792 756 855 1,141 1,365 927 812 639 681 14,376
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（11） 平成28年12月15日

教師

液卵……………………
グラニュー糖…………
粉末アーモンド………
薄力粉…………………
コーンスターチ………
バター…………………
Ｃ．キャラメルナッツ

ｇ

ｇ

ため泡立てる。

湯煎で人肌程度にあた

①液卵とグラニュー糖を

少しずつ加え、キャラ

めておいたクリームを

し、水あめと一緒に温

①グラ ニ ュ ー 糖 を 焦 が

④溶かしバターを加える。

合わせる。

粉とコーンスターチを

③合わせてふるった薄力

え、更に泡立てる。

②粉末 ア ー モ ン ド を 加

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ
メルを作る。

わせる。

②粗く刻んだナッツを合

約１７０℃
【仕上げ】

～

分
40

※パートシュクレはセパレ

せる。

ルデコールをふり、Ｃをの

よく冷ました後、プード

30

ート紙にはさんで伸ばすと
作業しやすい。

～

％のものを使

※キャラメルのクリームは
乳脂肪
用。

ベーカリ

回カリフォル

カリフォルニア・レーズ

ープ本社）の「ぎゅっとレ

吉田須麻氏（フジパングル

コンビニエンス製品部門に

ン協会は第
ニア・レーズン

ー ズ ン 」、 フ レ ッ シ ュ・ イ

門に東莉穂氏（ポンパドウ

実施した。
大賞にはホールセール・

～」が選ばれた。

ク～山椒の香り

ーズのリュステッ

の「レーズンとチ

野順平氏（志津屋）

ンチーズ大賞は荻

賛によるアメリカ

製品輸出協会の協

また、アメリカ乳

ン」が選ばれた。

ーナッツ＆レーズ

ルアソシエ）の「ピ

ぎゅっとレーズン

ンストア・リテール製品部

ー新製品開発コンテストを

カリフォルニア・レーズン協会

新製品開発コンテスト

•••••••••••••••••••

40

【基礎編】
高倉 美香

コ分）
水あめ…………………５ｇ

ｇ

薄力粉……………１７０ｇ
グラニュー糖…………

クリーム………………

食塩……………………適量
アーモンド……………

ｇ

ｇ
バニラオイル…………適量
クルミ…………………

ｇ

ｇ
①アップルプレザーブを
バターでソテーする。

②グラニュー糖を焦がし
①を加える。

を加える。

③レモン果汁、シナモン
【組み立て・焼成】
２㎜厚にのばしたＡをタ
ルトリングに敷き込み、Ｂ
を絞りＤをのせ焼成する。
途中でタルトリングをはず
し、サイドにも焼き色をつ
ける。

35

洋菓子講習
日本菓子専門学校

（∅７・５㎝

キャラメルナッツのタルトレット
Ａ．パートシュクレ
バター…………………
ｇ
Ｂ．パンドジェーヌ
ヘーゼルナッツ………

ｇ

ピスタチオ……………
Ｄ．りんごのソテー
アップルプレザーブ…

ｇ

バター…………………８ｇ
グラニュー糖…………
レモン果汁……………１ｇ
シナモン
【仕込工程】
①やわらかくしたバター
に粉糖をすり混ぜる。

て加える。

②液卵を２～３回に分け

加える。
④薄力粉をあわせ、冷蔵
庫で休ませる。

25

Ｂ
Ｃ
Ｄ

10

35 15 15 65 60 85
50
25 35 35 40 40
80
10

③食塩、バニラオイルを

Ａ

粉糖……………………
液卵……………………

40 65 85

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。

電

話 ０３－３４００－８９０１

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

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

キャラメルナッツのタルトレット
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