国菓子大博覧会について

回全

たあと、三重県菓子工業組

ル会社の試算表が説明され

と感じました。前売り券は

て機運が盛り上がっている

心も高まり、菓子博に向け

ベントでは、メディアの関

りは「昨日の１００日前イ

濱田菓子博実行委員長よ

挨拶された。

仕上げたいと思います」と

ければ、全国に発信できま

観光もというお声がけを頂

子博だけではなく三重県の

めました。各県様には、菓

県の旅として商品が並び始

の店頭に菓子博を含む三重

年末から全国の旅行代理店

として案内をしています。

博のようなパッケージ旅行

菓子博、三重県の旅と菓子

ではレモンを使ったスイー

知事より、ひろしま菓子博

き、販売をします。広島県

約５３０社にご協力いただ

国お菓子夢の市では、全国

取り組みもしています。全

パスポート菓子博版を作る

４点の出品です。みえ食旅

芸菓子は過去最高数の１７

示をお願いしています。工

菓子の専門学校にも作品展

成する運びです。また、お

巨大な一つの作品として完

ック毎に作り、当日に向け

かっています。県内のブロ

室など、参加してもらいお

親子連れにはお菓子作り教

の市町の紹介を行います。

各組合様のご紹介や三重県

す。いせ舞台では、全国の

キのお店の出店がありま

イカフェ）は、特設でケー

ｉａｉ

（アイア

と合わせて販売します。ａ

ヒーメーカーの和コーヒー

集まって頂き、県内のコー

茶屋は、６社のお菓子屋に

力を頂いています。おかげ

茶席は、県の茶道協会に協

産の食材を使用します。お

す。フードコートでは、県

博で販売する企画もありま

のお菓子屋が製品化し菓子

テストの優秀作品を、地元

重県の高校生スイーツコン

います。昨年行われた、三

と協力し新商品開発をして

際標準化を見据えＪＡＳ制

力発信につなげるべく、国

日本産食品の品質特色の魅

外市場を取り込めるよう、

が有効と考えています。海

得る上で規格・認証の活用

品質や特色の評価・信頼を

市場において、日本産品の

インバウンドを含めた海外

チャンスと思っています。

林漁業、食品産業の大きい

ンバウンド需要は国内の農

年間２千万人を超えて、イ

の訪日外国人の旅行者数は

来日が想定されます。昨年

各地から関係者や観光客の

と３年となりました。世界

リンピック東京大会まであ

２０年オリンピック・パラ

産省丸山審議官より「２０

の挨拶があった後、農林水

かれ、大窪理事長より歓迎

新年拡大合同役員会を開催

「昨日１００日前イベント

１年前のイベントより販売

年度年間

合岡理事長より、第

スケジュールと全菓連、ビ

会議では平成

３０名が参加した。

日、明

理事長も参加した。会議終了後には業界関係者を招いての新年会も開催、約１

治記念館で新年拡大合同役員会を開催。本年も理事、監事以外の各都道府県の

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長大窪幹夫氏）では１月

新年会には関係者１３０名が参加

が伊勢市で行われました。

開始、９月末に第一期の販

き感謝しています。精一杯

皆様にご理解ご協力いただ

た。１００日ということで、

重県知事の対談がありまし

あり、また広島県知事と三

る観光県として旅行会社に

国際的にも注目を集めてい

サミットが行われ、国内・

りできました。県外に向け、

売が終了しほぼ半分を前売

を中心として制作に取り掛

ます。特に三重県の青年部

で表現する事に挑戦してい

ぎわいという浮世絵を立体

歌川広重のお伊勢参りのに

す。メインのテーマ展示は、

イーツを県内外のメーカー

茶、かんきつ類を使ったス

鈴木知事は、あおさ、伊勢

した。それを受け、三重県

に役立っている話がありま

ツを作成して、地域の振興

と説明があった。

ィアをお願いしています」

できない部分は、ボランテ

もあります。業界だけでは

菓子に親しんでもらう企画

食品産業センター村上理事

さ れ た。 そ の 後、（ 一 財 ）

普及に邁進します」と挨拶

全マネジメントシステムの

度の拡充や日本発の食品安

長より挨拶があった。

依頼し、お伊勢参りの旅と

第

迎え、わくわくしている」

「いよいよ菓子博イヤーを

からは鈴木知事が出席され

る。また、ご当地、三重県

使用したスイーツを出品す

オサが合わさって良いアイ

した鈴木知事は「甘さとア

り込んだ焼き菓子で、試食

された。アオサを生地に練

オサダックワーズ」が紹介

第

日前イベントを挙行

を３次元で表現するのは菓

と語った。

開幕

回全国菓子大博覧会

子博初となる。この日は、

回全国菓子大博覧会・三重

や松、建物、人を一部展示

会場に工芸菓子を形作る桜

伊勢茶や柑橘類など県産品

の名物菓子誕生をねらい、

同博では、新しい三重県

・三重では１月

１００日前イベントを伊勢

した。

会場では濱田実行委員会

市の神宮会館で挙行した。

く土産に育てたい」と感想

また、菓子博の会場では

を述べた。

開催地である広島県から湯

テストで優勝した、伊賀白

月の県高校生スイーツコン

場させる。会場では昨年

入りの「お伊勢さん菓子博

かれている記念パッケージ

村屋が「いせわんこ」が描

白 餡 の「 白 い 赤 福 餅 」、 井

赤 福 が 黒 糖 味 の「 復 刻 版

﨑知事も駆けつけ、地元レ

鳳高校の「シルレット」が

種類を登
「旅行会社との連携で菓子

モンを使い産官学で商品化

紹介された。伊勢茶を使っ

を使った新商品

博を含む、伊勢の宿泊ツア

品開発し、いまでは駅

したスイーツを紹介され

同イベントには、前回の

ーを売り込んでいます」と

「

より展示物などが紹介され

語られた。また、菓子博で

宮川の渡し」の浮世絵をモ

回、広島からは、酒かすを

でになった」と語った。今

などにコーナーができるま

る。他にも鳥羽高校の「ア

をイメージした形にしてい

た洋菓子で、貝の中の真珠

限定販売する。

招福ようかん」をそれぞれ

赤福餅」と白小豆を使った

は 歌 川 広 重 の「 伊 勢 神 宮

チーフにした工芸菓子が展

11

30

ディア。広島のレモンに続

日、開幕

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

会議終了後は新年会も開

準備を整え、事故無きよう、

27

ｃａｆ

社のメディアから取材が

12

示されるが、２次元の原作

17
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（１） 平成29年２月15日

農林水産省 年度のバター
脱脂粉乳の輸入予定量公表
係者は国内生産の振興にさ
００トン）、脱脂粉乳１３，

０００トンを含め１７，０

する旨公表した。

０００トン）の輸入を予定

０００トン（昨年度は４，

らに力を入れて頂きたい。

農林水産省は、会議後、

との要望を行った。

乳製品の需給安定のために

込まれており、引き続きカ

意見交換においては、実

があった。

に毎月実施する。との説明
本年度への持ち越し分４，

３，０００トン（昨年度は
なっている。

は５月に開催される予定と

開

レントアクセス以外の追加

需者サイドからは、この情

なお、次回情報交換会議

バターを中心とする乳製

輸入が必要な状況となって

報交換会での議論を踏まえ

催

品の需給等の情報交換を行

いる。④については、これ

た国等のきめ細やかな対応

乳製品需給等情報交換会議

年度最後の会議が、１

まで１月に翌年度のカレン

により、昨年末の需要期の

年度においてバター１

日農畜産業振興機構で

トアクセス分の輸入を決定

月

乳乳製品の需給見通しと今

加輸入の判断を行ってきた

見た上で５月及び９月に追

価しているが、価格につい

題はなく供給されており評

バターについては特段の問

切に取り扱いがされるよ

て、当局より法令に従い適

危険物の保管につきまし

係部署への現状確認と周知

とは存じますが、今一度関

ご利用いただいていること

している組合員様へ

アルコール製剤をご利用

•••••••••••••••••••

開催されました。会議では、

し、その年度の需給動向を

う

年度の生乳及び牛

後の課題、②バターの需給

が、乳業メーカーからは安

①平成

月における主要

庭用のバターの割り振りを

定供給のために業務用と家

高騰前と同水準とは言わな

状況にあり、生産動向から

ては依然として高止まりの

頼がありました。

知徹底して頂きます様、依

う、ユーザー様に今一度周

１．危険物の対象となる商

す。

を重ねてお願い申し上げま

オイルクリーンは非危険物

エスミールデオ、テーブル

製品のエスミールＮＯ・１、

月～

と輸入の状況等について、

乳業メーカーのバターの供

計画的に行うには、年間の

③

年度のバ

輸入数量の目処を示しても

い。また、最近はバレンタ

格を実現していただきた

いまでももう少し妥当な価

数ではございますが、ご確

において齟齬がないかお手

給実績、④平成
ター及び脱脂粉乳の輸入方

らいたいとの要請を受けて

で消防法の対象外です。

カレントアクセス分のみで
るのでその点も配慮してい

イン時期の需要が増えてい
す。

認のほどお願い申し上げま

※全菓連で斡旋しています

ℓが
制なし。

容量

缶まで）は規

ℓまで（１缶当たりの

関する諸手続き

剤のみの場合の保管設備に

２．危険物がアルコール製

品
アルコール度数が

年度の

ただきたい。国産バターに

つきましては、注意事項

針についてそれぞれ関係者

おり、今回からは、１月に

％

から説明があり、意見交換
を行いました。

（
 ％） を 超 え る 物
が危険物となります

①については、
はなく、翌年度全体の需給

は危険

を見通した輸入予定量を示

物の対象となりますが、新

エスミールＷＫ―

・

８％、乳製品仕向量は

十分ご理解いただいた上で

皆様におかれましては、

・
対する需要は強いので、関

生乳生産量は前年度比

し、実際の入札は、基本的

７％と減少傾向が続くと見

要
必要なし

します。事情をご賢察の上、

体協議会として要請をいた

たく、全国加工米需要者団

の事項についてご検討頂き

安定供給確保に向け、以下

て下さるよう要請いたしま

放出をご検討の上、実施し

して、早期に政府備蓄米の

仕入れ状況をご理解願いま

このような

に不安を抱いております。

もに、仕入れコストの上昇

今後はより需要に見合った

す。制度の見直しにより、

るものと理解しておりま

産数量目標の配分がなくな

⑴加工用米制度の存続

係る助成措置の確保

柄の変動等による不安定な

私ども加工食品業界は作

には作柄の変動による原料

直し、飼料米の拡大等、更

なお、今後とも制度の見

定確保を図っていくよう注

米を中心とした原料米の安

傘下組合員に対し、加工用

と理解し、私ども需要側も

米の生産を促すことが基本

原料供給に怯えながら経営

意喚起をして参りました。

用米の拡大等に伴うＢ銘柄

手当につきましては、飼料

を放出されますよう要請い

供給の観点から政府備蓄米

は、加工食品業界への安定

の存続と拡充を要請いたし

けるよう「加工用米制度」

加工業者に供給していただ

ℓ～３９９ℓは、少量

危険物の保管場所として所

轄消防署に届出が必要です。

４００ℓ以上は、消防法

に定める危険物倉庫に保管

が必要です。位置や構造に

ついては法で定められてお

り、設置には新たに許可が
必要です。

３面に続く。

年産

継続を要請いたします。

で、引続き当該助成措置の

されることになりますの

国産米の仕入れを余儀なく

需要者にとっても不安定な

の衰退につながり、私ども

用米に対する安定生産意欲

置の廃止は生産者側の加工

止が喧伝されており、同措

米以降について本措置の廃

仄聞するところ、

が可能となっております。

先々の仕入確保の目途付け

こ の 助 成 措 置 に よ っ て、

り、また、需要者も同様に、

数年契約の助成措置であ

の「産地交付金」に係る複

役割を有しているのが現在

的生産確保のために大きな

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

加工用米制度の存続を要望

何卒宜しくお願い申し上げ

す。

年産米から国による生

ます。

ため各産地と協議し、その

米の価格高騰により、国内

引続き国内産米を安定的に

年産原料米の

１．政府備蓄米の放出

生産確保に向けて自助努力

を行っているところです。

産米不足や仕入れコストの

は原料米の安定確保を図る

中で、私ども食品加工業界

このような原料米環境の

ております。

加工米需要者団体協議会で
年産から行政による加工用米等の生産数量目

標の配分が無くなるなか、安定的な確保が懸念さ
れている。このため、加工米需要者団体協議会（全
菓連ほか８団体）は、農水省政策統括官に加工用
米制度の存続をはじめ、政府備蓄米の放出などを

を行っておりますが、産地

増加が見込まれる場合に

国による生産目標数量の配

の供給減に関連し、流通量

の減少（価格の上昇）もあ

年産米の特定米穀の

分の廃止及び助成の水準が

が急速に減少しておりま

特に
確保に強い危機感を抱いて

不確定として、長期原料米

年産米以降の

おります。

に係る安定的な取引に前向

ます。

サイドは、

年産主食用米価格の上

また、加工用米について

たします。

も

す。そのため、私ども実需

り、私ども組合員は原料米

要望した。具体的な要望書は次の通り。
◎原料米の安定供給の確保

原料米事情をめぐる情勢

等について（要請）

年

は、飼料米への政策的誘導
や生産意欲の浸透から

きな回答を得られていない

昇等を踏まえ、

産米の生産数量目標面積が

年産米以

達成され、期末在庫も相当

保に強い危機感を抱くとと

産地側の加工用米の安定

降の価格について産地から

つきましては、原料米の

⑵「産地交付金助成」の継続
の値上げ圧力が高まってき

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。

68度～89度 ※アルコール製剤
90度～99度 ※事業法アルコール

年産以降の加工用米等に

の減少が見込まれる中にあ

－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。

☎03-5781-6577

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

（オプション）

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。

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。

☎03-3400-8901

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

（リコール費用担保特約）

（オプション）

（オプション）

アルコール類を保管する際の要点
30

5.リコール（回収）費用保険

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

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

所轄消防署へ 市町村等の

許可または届出 必要なし

不要

不要

危険物倉庫
物倉庫
規制なし
保管施設

不要

少量危険

規制なし

許可

危険物保安
監督者の選任

400L
以上
80

80L～
399L
制限なし 1L～79L

届出

29

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

67
v/v

２．加工用米制度の存続と

28

者は次年度までの原料米確

って、特定米穀の発生数量

29

28

● 更新申込締切日：平成28年3月31日
（木）

● 毎月1日からの途中加入も可能です。

● 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

アルコール濃度
4

29

保管する数量

物
険
危
非危険物

29

29

状況にあります。

30

30

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。

＋

2. 初期対応費用担保特約

97 98
28

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

制度の概要

75

79

18

29

60
wt
≒

29

● 新規申込締切日：平成28年5月27日
（金）

12

～67度
（容量％）

29

27 28
10

平成29年２月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
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第935号

「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◇

とを要請いたします︒

安のないよう措置されるこ
４．ＳＢＳ中粒種・加工用

いたします︒
５．加工用ＭＡ米の販売価

す︒

相当部分を加工用米で手当

するメーカーは︑仕入れの

国内産米を原料として使用

○﹁米の直積支払交付金﹂

されている︒

は達成されたと強い指摘を

定着しており︑所期の目的

な情報の提供を行っていく︒

国も引き続き︑きめ細やか

イプを太くして頂きたい︒

ついて産地の皆さんとのパ

２面より続く︒
⑶﹁米の直接支払交付金﹂

てすべきと申し上げてきて

年産特定米穀の異常な

格

ＴＰＰ合意に伴い︑既存

◎ＳＢＳ中粒種・加工用枠

枠の設定

の廃止に伴う代替措置

⑷加工用米の安定的な生産

年産米以降︑需要

確保のための政策推進
おり︑

﹁米の直接支払交付金﹂
年３月末に

の廃止に伴う代替措置

国は平成

値上がりの現状をご理解い

年産米までの時限

のＷＴ０枠の一般ＭＡ米の

は既に

の設定

中粒種・加工用ＳＢＳ枠

農水省として︑どのように

年度以降にこの財源を

に見合った生産確保のため

運用について︑６万㌧が中
にも加工用米等の民間流通

粒種・加工用に限定したＳ

ただき︑予定価格の算定に

﹁食料・農業・農村基本計
当たっては︑海外との競争

画﹂において︑飼料米の生

い︒

年産米から廃

の激化を勘案の上︑加工用

◎加工用米制度の存続と

措置として
止されることは既に謳われ

ＭＡ米が安定した価格で購

にはもち米も入る︒具体的

ＢＳ方式に変更されること

入可能となるよう特段の配

有効活用していくのか今後

産目標数量を１１０万㌧と
が決定されております︒つ

を基本に取り組んで頂きた

ているところです︒この助

きましては︑もち米につい
年産以降の加工用米等に係

要請書にあるとおり︑加

◎加工用ＭＡ米の販売価格

工用ＭＡ米の売り渡し価格

考えている︒

要望の趣旨はその通りと

な運用は検討中で︑何時か

閣議決定しております︒飼

慮をいただきたく要請いた
る助成措置の確保

年産米からの制度設計

米穀の価格を総合的に勘案

◎

い生産目標数量の配分に移

年度以降も︑需要

に応じた生産を実現するた

している︒この考え方は︑

は輸入価格を基本に︑特定

め︑加工用米を含めて所要

行するが︑国は全体需給を

年産米から国によらな

年

示すことに変わりはなく︑

︑

場合︑優先的に供給するこ

な助成制度は必要と考えて

準備期間の

とになるが︑平成
に震災で需要に見合った加

いる︒

年産特定米穀の大幅な発
○﹁産地交付金助成﹂の継続

年産米は

工用米等が確保されなかっ

︑

たので︑放出した経緯はあ

平成

○加工用米制度の存続

ら実施できるかは現在のと

料米の生産拡大は手厚い助
ても対象として頂くなど︑
します︒

の検討課題である︒

成金は生産者のみならず実

制度全般について早急に開

産が脅かされることのない

○加工用米の安定的な生産

需者側にとっても購入価格
成措置が無ければ生産目標

示されるよう要請いたしま

以降当該助成金が廃止され

ようバランスのとれた政策

ころ明言できない︒

は達成しないものと思料し

ることにより︑生産者手取

の推進を要請いたします︒

の確保等について
農水省よりの回答

確保のための政策推進

の安定化に大いに寄与して

ますが︑加工用米の安定生

りの減少分は買手である実

いるところです︒

需者にもろに跳ね返る恐れ

年産米からの国による

年産米からの制度設

３．
計

があることを懸念いたして
おります︒つきましては﹁米
の直接支払交付金﹂に代わ

生数量の減少︑価格の高騰

米の安定的かつ円滑な取引

は国として行っていく︒基

より︑一定期間の平均価格

から実施した︒このことに

んの意見を聞き︑平成

を背景に︑これまでの特定

に向けたインセンティブと

本は生産者自らの経営判断

を適用することで︑価格の

２年連続で過剰作付が解消

く︑当時と状況は異なる︒

して︑加工用米の複数年契

により︑需要に応じた生産

安定化に寄与していると考

年産米から加工用

需要者団体として︑原料米

ａを措置し

約︵３年︶の取組に対し︑

が行われるようにすること

えている︒

平成

事情が毎年異なる中で︑安

１万２千円／

であり︑ユーザーの皆さん

年産米は凶作でもな

現在の政府備蓄米は棚上

定的な原料米調達を求める

てきた︒

も︑必要な原料米の確保に

る︒

げ方式で︑不測の事態に対

ことは理解するものの︑役

は同額要求しているが︑財

生産数量目標の配分の廃止

応する目的に一定期間備蓄

所としてはかねてから︑安

務当局からは複数年契約は

米穀の価格変動のみを考慮

思料いたしております︒制

した後︑凶作等が無ければ

定的な原料米確保のため

した算定方式を改め︑皆さ

度の見直しに当たっては関

飼料米等の非主食用に販売

﹁加工用米制度﹂がある︒

年産に向けてもこの努力

◎加工食品の原料原産地表

係方面等との調整などを要

するのが原則︒また︑政府

される状況となっており︑

示について︑新年号に行政

するものと思料いたします

備蓄米は主食用が不足した

年度の概算要求

10

25

手にも影響を及ぼすものと

による︑中間とりまとめを

が︑出来るだけ早くその全

対象加工食品：国内で製造した全ての加工食品

（ただし、現行同様、外食、いわゆるインストア加工等を除く。）

対象原材料：製品に占める重量割合上位 1 位の原材料
表示方法：

現行同様、国別重量順に表示

例：（A 国、B 国）
（A 国、B 国、その他）

29

（輸入）
Ａ国又はＢ国又はＣ国
Ａ国又はＢ国又は国産
※過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記

］

［

（対象原材料が中間加工原材料である場合）

中間加工原材料の製造地表示

国産と混合あり
（輸入、国産）
３か国以上は、その他と記載できる

（Ａ国またはＢ国又はその他）

大括り表示
【例外 2】

可能性表示
【例外１】

可能性表示
（Ａ国又はＢ国）
【例外１】

［ 国別重量順表示を行った場合に、産地切替えなどの
たびに容器包装の変更を生じると見込まれる場合 ］
可能性表示

］
［

国別重量順表示
Ａ国、Ｂ国
Ａ国、Ｂ国、Ｃ国
【原則】

定めた上で、以下の規定を導入

［

実行可能性を踏まえ、認められる条件、誤認防止への対応を

過去実績又は計画に基づく
例：（Ａ国又はＢ国）
表示である旨を付記
（Ａ国又は国産）
（Ａ国又はＢ国又はその他）
と表示しても可
国別重量順表示を行っ
大括り表示

］
［

た場合に、３以上の外
国の産地表示に関して、
産地切替えなどのたび
に容器包装の変更が生
じると見込まれる場合

例：（輸入）
（輸入、国産）
と表示しても可

大括り表示＋ 「大括り表示」を用いても産地切
替えなどのたびに容器包装の変
可能性表示

更が生じると見込まれる場合

］
［

（過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記）

例：
（輸入又は国産）と表示しても可

］

例：（Ａ国製造）（国内製造）

※生鮮原材料まで遡って表示できる事業者は、表示しても可
※製造地表示においても、国別重量順表示を原則としつつ、可能性表示など上記の考え方を準用

その他：
〇 義務表示は、食品の容器包装に表示する。
〇 可能性表示や大括り表示等をした場合は、インターネットなどにより、
自主的に補足的な情報開示に努める。
〇 実施までに一定の経過措置期間をおく。
〇 制度内容や用語の意味等について、消費者啓発を推進する。

表示方法のイメージ図

３か国目以上は、その他と記載できる
（Ａ国、Ｂ国、その他）

・産地切替えなどのたびに容器包装の変更を生じると
見込まれる場合、以下の例外により表示できる。

・２か国の場合

※過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記

選択可

・３か国以上の場合

・輸入と国産の重量順が
表示不可能

【例外 3】

大括り表示＋可能性表示

※過去実績又は計画に基づく表示である旨を付記

（輸入又は国産）

【例外４】対象原材料が中間加工原材料の場合

中間加工原材料の製造地表示（Ａ国製造）（国内製造）

※中間加工原材料の原料の産地まで遡って産地を表示することもできる。
※中間加工原材料の製造地表示においても、国別重量順表示を原則とし
つつ、可能性表示など上記例外１～３の考え方を準用する。

掲載し
ます︒

29

年

掲載しましたが︑文書だけ

容を開示されますよう要請

る新たな助成を講じて頂

24

では分かりにくいので︑表

◎政府米の放出

29

にまとめたものを︑再度︑

は︑売り手のみならず買い

28

24

30

き︑実需者の購入価格に不

27

原料米の安定供給

年産米

30
30
26

23

30

29

27

28
28

30

30

30 30

29












加工食品の原料原産地表示の拡大
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（３） 平成29年２月15日

～
◎世界を目指すパンの鉄人
日
石川昌芳（ド

（選考会日程）

日 ２０１７モバックショウを開催

和洋菓子・パンの 様々な イベントを実施
月

日本製パン製菓機械工業
○２月

ルエコバックを販売する。

山崎隆史（アンデルセン）、

（大会スケジュール）

デ ィ・ オ ー ヴ ェ ル ニ ュ）、

・表彰式を行う。

輝（芦屋柳月堂玉川）

一（ 栄 久 堂 吉 宗 ）、 安 達 文

石毛嘉一（神

・パン部門

▽５号館イベント特設会場

日

薮内見輔（㈱オカノベーカ

菓子実技講習会

選・和菓子職認定者：山

本 浩 司（ お 喜 奈 ）、 上 田 浩

リ ー み や ）、 岡 林 栄 治

○２月

日

者： 鴻 巣 邦 治（ ぱ ん 工 房

全国和菓子協会により

人（ 伊 勢 屋 ）、 木 下 卓（ 朝

㈲
(

日風月堂）

ベークショップ ヒジリ

「選・和菓子職」に認定さ

和

○２月

桜 道 ）、 田 中 勝（ ㈱ オ カ ノ

れた名人たちによる伝統の

日

リテールベーカリー協同

○２月

○２月

技の数々をご覧いただく。

日

組合の有志による製パン実

)

◎食の芸術、伝統の技

大橋哲雄（マンダリンオリ

▽４号館イベント特設会場

ベーカリー）、中谷幸司（パ

進（ ベ ー カ

（実演日程）

◎日本のパンづくり技術者

ン屋ボネロ）、森吉恵子（㈱

リ ー）、 宮 越

戸 屋 レ ス ト ラ ン ）、 二 宮 茂

第３回

菓子パン部門・決勝進出

・ ク ー プ・ デ ュ・ モ ン ド

の頂点を目指せ！

エンタル東京）

山﨑彰徳（神戸屋レストラ

ベーカリー・ジャパンカッ

日

・ヴィエノワズリー部門

ン）、茶山寿人（ドンク）、

○２月

相良一公（シェ・サガラ）、

山崎隆史（アンデルセン）、

彰（帝国ホテル）

日

森脇花奈（ドンク）
○２月

・パン部門

クープ・デ

パパベル）

達の熱き戦い
ュ・モンド（ベーカリー・
プ

日、イ

大橋哲雄（マンダリンオリ

日～

ンテックス大阪において２
・飾りパン部門

梅谷誠吾

ン ク ）、 藤 森 洋 輔（ 神 戸 屋

選・和菓子職認定者：前

ワールドカップ）日本代表

野 欣 司（ 絹 笠 商 事 ）、 梶 谷

０１７モバックショウ（第

講習会に参加された方に

伊原シェフ（ｚｏｐｆ）、

演をおこなう。

は、美味しい和菓子の試食

日

○２月

調理パン部門・決勝進出

「日本のパン職人」の技
術による「日本のパン」の

日

英 行（ 西 村 清 月 堂 ）、 植 田

エンタル東京）

も行う。

○２月

パトリック・リュメシェフ

真之介（かぎや菓子舗）

（ 神 戸 屋 レ ス ト ラ ン ）、 勝

者：鵜池香苗（㈱ル・ステ

○２月

海 遥 平（ 東 京 ポ ン パ ド ウ

一番を決める唯一のベーカ

（講習会日程）※１日３

レストラン）

・ｉｂａカップ

回行う。

・ヴィエノワズリー部門

２０２０年クープ・デュ
ル ）、 澤 田 淳 一（ 名 古 屋 製

リアンド）、大村シェフ（マ

（ラパン）、谷口シェフ（フ

最終選考会

回国際製パン製菓関連産

業展）を開催する。
本間智哉（広島アンデルセ

ィ ル ）、 重 冨 朋 子（ イ ン ダ

大村田、

・モンド（ベーカリー・ワ

ス ト リ ー）、 大 野 聡 久（ 鳴

同展では製菓・製パンに

リーコンテスト、第３回ベ

～

‥

日
ーカリー・ジャパンカップ

‥

日

／

～

高木宏直、渋谷則俊、大島

イ ピ ア ）、 児 玉 シ ェ フ（ ボ

‥

口 勝 正（ ふ る 里 ）、 中 島 陽

選・和菓子職認定者：出

○２月

‥

正次郎、江崎修

ン ヴ ィ ボ ン ）、 牛 尾 シ ェ フ

／

菓専門学校）、角田進一（神

ールドカップ）大会へ向け、

門 屋 製 パ ン ㈱ ）、 永 田 浩 二

（ Ｖ Ｉ Ｒ Ｏ Ｎ ）、 武 田 シ ェ

‥

戸屋）

日本代表選手の公開選考会

日

（クラウン製パン㈱）

～

ン ）、 渡 辺 和 宏（ ル・ シ ュ

関する専門メーカー・関連

を開催。こんなパンが店頭

○２月

日

に並べば、という思いで地

‥

プレーム）

業者を中心に２２９社１５
日

○２月

○２月

▽イベントステージ

を実施。一次、二次予選を

区予選を勝ち抜いてきた精

食パン部門・決勝進出者：

フ（ｆｕｋｕｓｕｋｅ）

谷口佳典、東野篤、他

鋭たちが日本のパンとその

・モンディアル・デュ・パ
ン

パンの世界大会・日本代
表選手を応援する団体・有

出﨑慎雄（広

３名

・パン部門
島 ア ン デ ル セ ン ）、 合 田 和
志、歴代選手たちによるパ

名の

選手が挑む（パン部門６名、
弘（ドンク）

経て、最終選考には

３９小間の出品者が集い、
生産技術の最新動向や商品

ヴィエノワズリー部門６

開発を提案する。
また、会場では和洋菓子

時より、結果発表

選・和菓子職認定者：新

澤 貴 之（ 菓 匠 庵 白 穂 ）、 瀧

澤 文 彬（ 川 口 屋 ）、 岡 田 龍

彦（菓子潮ざき）

小倉拓馬（ラ・タヴォラ・

※各日
製造技術を発揮する。

日

講師：井上好文氏 （一社）

○２月

・ ク ー プ・ デ ュ・ モ ン ド

日本パン技術研究所・所長

日本製パン製菓機械工業

ンの実演を行う。インフォ

２０１８年イタリア・リ

常務理事

会・電話０３（６６７３）

メーションコーナーでは、

・セルクル・デ・シェフ

ミニにおいて開催されるザ

定員：１５０名（聴講無料）

・ヴィエノワズリー部門

「 フ ラ ン ス 菓 子 を 愛 し、

・スター・オブ・チョコレ

※空席があったら、当日登

津 田 宜 季（ 神 戸 屋 ）、 井 上

▽５号館イベント特設会場

テーマに掲げる次世代シェ

ートの日本代表選考会を開

名、 飾 り パ ン 部 門 ４ 名 ）。

日本の著名なパティシ

フの会」新進気鋭の若手パ

催。

最終選考により、各部門よ

エ、シェフ、若手新進気鋭

ティシエが、トークを交え

・パンに関する以下のよう

山﨑彰徳（神戸屋レストラ

の方たちによるデモンスト

ながらデモンストレーショ

ット・デ・ロワ

・クラブ・ドゥ・ラ・ガレ

「 フ ロ マ ー ジ ュ」 島 田 徹

現在」

テ ー マ：「 フ ラ ン ス 菓 子 の

ンを行う。

門松耕平（帝国ホテル大阪）

ラブハリエ

ス リ ー ア テ ス ウ ェ イ ）、 横

出場選手：乾真悟（パティ

録を受け付ける。

農学博士

ることと継続する力を養う

トークを交えて「ガレッ

（ パ テ ィ シ エ シ マ ）、 柚 木

ます。自分と方向性の違う

ことが大切です。そのため

ト・デ・ロワ」をはじめと

※午後３時半より結果発表

日 市 の 杜 ）、 原 田 誠 也（ ク

日、和菓子技術

行事予定

２月

・表彰式をおこなう。

治氏（滋賀県とも栄代表）、

講習会、講師・西沢勝

▽国際会議ホール

チョコ工房）、

４３３３

先

◎イベントに関する問合せ

www.mobacshow.com

▽ホームページのアドレス
ン）、茶山寿人（ドンク）、

レーションをおこなう。

議ホール」

「フランスパンの日」シン

わせる様な変更はしており

（実演スケジュール）

実例として弊社「弁慶堂

受賞について然程関心はあ

するフランス伝統菓子の魅

仁（ グ ラ ン バ ー 東 京 ラ ス

ー・サポーターズ・クラブ

淳子（ドンク）

ボルマーク入りのオリジナ

ません。それでは弊社のお

なイベントを行う。各コー
名ずつ選考し、日本代

なお菓子を作り上げれば、

菓子では無くなってしまう

日

お客様に他のお菓子にも関

○２月

心を持って頂けると思いま

のあじわいカステラ」は、

りませんでしたが、全ての

ク ）、 神 田 知 興（ オ ク ト ー

お菓子であれば勉強にはな

一時は売り上げが伸びても

個性的であるがゆえ、当初

審査会にて受賞できたこと

力と文化、楽しみ方を実演。

ブル）

るかとは思いますが、自分

長続きは難しいかもしれま

は殆ど売れませんでした。

出演予定者：寺井則彦（エ

日

められるお菓子の製造や、

せん。

しかし、自己満足ではなく

は素直に嬉しかったです。

ー グ ル ド ゥ ー ス ）、 安 田 美

す。

雑誌・専門誌等で紹介され

そこで弊社として、まず

これもスタッフ全員のサポ

日、とと

㈱カリョー３階講習会場、

日～

日、第４回乳酸

「最新フランス菓子」中

演して頂く。食品製造業関

所の取り組み等について講

イワセ・エスタ５階エスタ

雄 一 郎 氏（ 森 永 乳 業 ）、 ㈱

日、賛助会研修

ホール

２月

係者必見のセミナー。

菓子研修会、講師・本間紀

之氏（県食品研究センター

専門研究員）他、県食品研

日・

日、第７

究センター、加茂市

２月

回スイーつフェスタ、

日

名張

津市センターパレスホー

ル、津市、３月

のお菓子まつり、名張市役

所玄関広場、名張市

訂正及びお詫び

本紙１月号に掲載致しま

した北海道の記事におい

て、執筆された方のお名前

が間違っておりました。久

を申し上げます。

だくとともに、深くお詫び

木利弘様に訂正させていた

（㈱いえい代表取締役会

会、講師・家井偵弌氏

長 ）、 新 潟 市、 ３ 月 ６ 日、

‥

日時：２月

日（木）

野 賢 太（ ダ ロ ワ イ ヨ ）、 棟

‥

会場：インテックス大阪・

～

田 直 樹（ ヴ ォ ワ ラ ）、 上 野

菌勉強会、講師・古田

２月

ｉＣ１階ととやま、富山市

やまお菓子春の陣、Ｃ

２月

福井市

食品の安全・衛生に関す

・

○２月

り

25

からです。信念を持って作

ナーの観覧はすべて無料。

30 00

•••••••••••••••••••

作れば作るだけ売れる時

売れている商品の自社製造

は素材の厳選にこだわり、

この味での領域は必ず分っ

ートがあったからです。そ

の意に反した製品であれば

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

表チームを結成。

16 13

◎フードセイフティーセミ

「ミニャルディーズの世

る国内外の動向、ＡＩＢフ

‥

界」森大祐（アンヴデット）、

～

金 井 史 章（ ア ン グ ラ ン ）、

ードセイフティーに関する

‥

八

代もありましたが、今はあ

販売も一つの手立てかもし

てもらえると信じて作り続

②

畠正一（クラブハリエ

る面、メディアでの知名度

れません。しかしルセット

伝統菓子の研究や作りたい

け、また試食会などを繰り

明（ パ リ セ ヴ ェ イ ユ ）、 大

‥

やブランド力で売り上げが

お菓子の試作に取り組みま

してお客様に興味を持って

～

左右される商品が多く出回
などを一般公開しているた

した。またお菓子作り以外

返した結果、今では売り上

‥

っているように思われま
め、身近な競合店での同一

での気配りや心

ビ ア ン ヴ ニ ュ）、 奥 田 義 勝

中山洋平（エクラデジュー

①

す。売り上げを伸ばしてい
に近い商品販売も考えられ

（パティスリーアグリコー

ル）

※主催者セミナー

ル ）、 安 井 文 崇（ 菓 子 工 房

③

ナー

今後もお客様に喜んで頂

ル ー ヴ ）、 三 鶴 康 友（ フ ラ

下尚志（ブーランジェリー

けるよう接客対応や既存菓

ン ス 菓 子 ト ワ グ リ ュ）、 上

頂く機会にもなったと思え

子のレベルアップを進め、

げの中核的存在に成長。そ

その過程で審査基準の異

定期的に新作を発表するこ

田正嗣（ラトリエ・ドゥ・

解説：林周平（モンプリ

構えなどが向上

なる国際食品品質及び味覚

とでワクワク感などを感じ

マッサ）

ます。

から目標を持

審査会に出品。審査コメン

て頂けるよう一歩一歩頑張

れに伴い他の商品の販売数

ち、成し遂げる

トでは弊社では気が付かな

っていく事が、未来に繋が

啓介（中沢乳業）

26

▽３号館イベント特設会場

00 00
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福井

センタービル２Ｆ「国際会

11

も伸び始めました。

よう心がけまし

かったアドバイスも頂き、

ュ）、 多 田 征 二（ パ テ ィ ス

・グローバル・パティスリ

日

○２月
日

リーエトネ）
○２月

23

30

できるよう、各

た。これらの行

表記などの改善をすること

ると考えています。

00

自が身近なこと

動はごく当たり

が出来たことは幸いでし

福井県菓子工業組合鯖江
支部前組合長・牛若光三

（一社）日本パン技術研究

前のことと思い

た。但しカステラ自体につ

‥

ますが、その過

いては審査委員の嗜好に合

～

程で売り上げの

12

‥

柱となる魅力的

16

富山

新潟

23

探求心と継続力の大切さ

15 12

くためには、消費者から求

弁慶堂のあじわいカステラ
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のは︑小さい頃から先代に

うと思ったきっかけという

プチ・アマンド

社長の中村洋一さんと奥様︵のぞみさん︶

さんに面接に行く︒そこで

にある﹁レーブド・シェフ﹂

陥り﹁こんなお店で働きた

くてカルチャーショックに

ッキー﹂があまりに美味し

ていけるのかな？と思った

でフル生産で︑これでやっ

中で︑毎朝７時から夜中ま

石の方でもらい３日後には

はプロパンガスで︑水は明

ス︑水道が止まるが︑ガス

る﹁健康すこやか学級﹂の

は月に一度取り組まれてい

こちらの民生委員の方々

と共にお菓子作りを実施致

名の地域のお年寄りの方々

おり︑個性豊かな作品を見

くさくと順調に製作されて

皆さんは苦戦しつつもさ

つき製作を指導しました︒

ブルに青年部員が一人ずつ

︻桜︼を製作体験︒各テー

今回はねりきりの︻菊︼と

続いて製作体験に移り︑

いことも多いのだと感じ︑

気に留めていらっしゃらな

程については普段は意外と

が︑原材料のことや作業工

しみがあるかと思います

はお年寄りの方々に特に親

ていただきました︒和菓子

年寄りの皆さんと製作させ

地域と連携 お菓子教室
京都市立紫竹小学校にて

今後の我々の課題である様

こだわる事の重要さが身に

のこだわり︑全てにおいて

こだわり︑また︑お菓子へ

な？と思うくらい材料への

作っていて採算が合うのか

いと思い︑先代が建てたも

てびっくり︒これはいけな

を譲り受けるが︑帳面を見

り︑８年目で先代から社長

店の売り上げは上向きにな

店舗を︑１年間の猶予

う

神戸での修業を終え︑実

ついた︒

期間を設け閉めることとす

のお菓子と避難所への差し

る︒また︑並行してお店用

材料でお菓子を作り販売す

営業を再開し︑あるだけの

り︑店の中のショーケース

店の前の花壇も自分で作

ろう︑店内ＰＯＰを作り︑

分でできる事を一つずつや

やろう︑お金をかけずに自

く自分でできる事は何でも

思いついたことは︑とにか

いけないと悩む︒悩んだ末

において変えていかないと

きなギャップを感じ︑全て

事なく︑こだわりのお菓子

る事であって︑少しも驕る

んの協力でもって達成でき

二人三脚及び従業員の皆さ

いる奥様︵のぞみ様︶との

ず︑売り場を支えてくれて

これも一人の力ではでき

店作りに努力しています︒

て地元のお客様に喜ばれる

年目にまた大きな改装をし

こうして身軽になり︑

る︒

入れするお菓子を作って配

も３段を２段に作り直して

作りに励んでいます︒

家に入るが︑修業先とは大

５年半の修業中で︑特に

お菓子をおいしそうに見え

小児病棟のクリスマス会

によ
せて



部広報・西井一樹

京都府菓子工業組合青年

います︒

る努力を続けなければと思

ますます菓子の魅力を伝え

いと思うと同時に︑我々も

として伝えていって頂きた

コミュニケーションツール

をお子さん︑お孫さんとの

今回のお菓子教室の経験

っていた︒

身についたのが材料へのこ

５年目で初めて改装し︑

るように︑何でもしました︒

9：00 〜 20：30

だわり︒こんな高い材料を

話 （0587）66-7021

ふんだんに使ってお菓子を

毎週月曜日

営業時間

だき︑その後上田孝博氏︵葵

竹鳴海餅︶にご挨拶をいた

まず初めに藤井博氏︵紫

さんで作ったお菓子と一緒

んがお抹茶を点てられ︑皆

その後は民生委員の皆さ

に興味津々な様子でした︒

ぎと出来上がる作品の工程

有できますことから︑当県

であり青年部員も幸せを共

りとも喜んで貰えれば光栄

に︑入院生活の中で多少な

院されているお子さん達

東北大学病院小児科の入

児科病棟内に於いて開催し

愛知県菓子工業組合・鬼

頭武司

満足そうにお話下さいまし

とが出来たと部員の皆様が

ぎやかに且つ盛大に催すこ

こりとした︑我が子を思い

組合青年部員の皆さんほっ

話を頂き︑宮城県菓子工業

たと︒後日ご家族からのお

お礼のクリスマスカード

人︑

た︒参加できた子供

当日は︑宮城県菓子工業

もちろん︑残念ながらクリ

子を受け取った子供たちは

サンタさんから直接お菓

う︒

り続けていかれるのでしょ

きっとこれからもできる限

顔を見せて下さいました︒

出し見ているような優しい

組合青年部のほか︑東北医

スマス会に参加することが

参加できなかった患児 人︒

科薬科大学のふくむろアン

出来なかった子供たちも︑

ました︒

サンブルや同大学合唱部の

お菓子のプレゼントがあっ

藤あや子

宮城県菓子工業組合・佐
方々︑そして病院スタッフ

たことを大変喜んでおられ

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

岩倉市 プチ・アマンド

お客様に喜ばれるお店作り
きました︒

タウンとなっている岩倉市

洗脳されていたというと言

長中村洋一さん︵１９７１

﹁二枚のクッキー﹂に出合

1

今回は︑愛知県北西部に

の﹁プチ・アマンド﹂さん

葉が悪いですが﹁いい商売

２代目がこの業界に入ろ

をご紹介させていただきま

年生まれ︿生まれる２か月

い︑人生を決定づけられた︒

定休日

サンタがお菓子をプレゼント

餅︶が京菓子の説明︑工芸

に美味しく召し上がりまし

15

位置し︑名古屋市のベッド

す︒
だ ﹂﹁ い い 商 売 だ ﹂ と 幼 心

３年目にあの大惨事︑阪

同店先代の中村昭和先生

いな﹂と心を躍らされた︒

神大震災に遭う︒修業先も

に焼き付けられていたから

とりあえず高校を出て︑

今まで何枚とも知れない沢
しかし︑入社したことは良

大きな被害に遭い︑店はガ

だそうです︒

デザイン関係の学校を１年

いが﹁レーブド・シェフ﹂

は︑愛知県菓子技術専門校

会の会長をされた︑愛知県

半で中退して︑家業を手伝
山のクッキーを自分の店で

という店は伸び盛りの真只

の校長及び愛知県洋菓子協

の洋菓子業界を先導された

焼いて食べていたはずなの

そうです︒

方でした︒
うなどして半年を過ごす︒

に︑このたった﹁二枚のク

そんな深い縁のある﹁プ
歳になり︑神戸の垂水

前 に お 店 が オ ー プ ン ﹀︶ に

チ・アマンド﹂の２代目社

色々と話を伺わせていただ

岩倉市大地新町 2 丁目 45 番地



致しました︒今回は昨年も

﹁ほっとホットサロン﹂と

京菓工組青年部

京都府菓子工業組合青年

民生委員︶

行った︑紫竹民生児童委員
協議会︵以後

せ合いながら︑和気あいあ

月

いう活動で︑地域のお年寄

しました︒

日︵土︶に京都

博氏が主体での教室で約

（有）プチ・アマンド

の有志﹁はらぺこあおむし﹂

決定版 和菓子教本

店舗データ

の皆さんのご協力の下︑に

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

部は
市立紫竹小学校にて︑新年
の方々と紫竹鳴海餅の藤井

残りの時間を利用し︑青

に思います︒
や筋トレなど︑様々な活動

年部員による実演を行な

いとされておりました︒

をされております︒その活

い︑皆さんの目の前で作品
を作りました︒季節にちな

菓子の紹介︑生菓子で取り

み︑鯛や兎︑椿などつぎつ

組んでいる嚥下食プロジェ

青年部が恒例となりました
月
日︵土︶に東北大学病院小

クリスマス会を昨年

た︒

した︒

子教室を実施させて頂きま

動の一環として︑今回お菓

りに集まって頂き︑脳トレ

初めてのお菓子教室を実施

お菓子教室

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

定価：3,250円（税別）

城

宮
クト等についてスライドシ

今回のお菓子教室ではた
くさんの経験を積まれたお

10

30

25

ョーを使い講義を行ないま
した︒

12

40

14

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～

20

電

知
愛
都
京
1
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全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

る佐伯市は、九州の市町村

大分県の南東端に位置す

の味を活かし、美味しいこ

産地消をキーワードに素材

経営する梅田一弘氏は、地

地で「お菓子のうめだ」を

お好み焼き店、ハンバーガ

ーナツ専門店、鳥料理店、

高度成長期の波に乗り、ド

クリーム販売等を始めると

を伸ばし支店開設、アイス

まりで、その後順調に業績

年に開業した和菓子店が始

株式会社お菓子のうめだ

することを心掛けている。

子の製造販売を行った。そ

伯市の中心市街地で和洋菓

に返り菓子業一本に絞り佐

業を習得した。事業も原点

に戻り、まず自社の製造作

二年間修業した後、佐伯市

卒業後に東京の洋菓子店で

て家業を継ぐことを決め、

だった梅田氏は二代目とし

の運びとなった。当初

することで大分菓青会設立

年に菓青会会長就任を承諾

だろうと、梅田氏が平成

名

了により多少余裕が持てる

おり、ＰＴＡ会長の任期満

めてもらいたいと打診して

初代会長として若手をまと

子工業組合では、梅田氏に

屋さんの仕事ぶりを見ても

があれば快く応じ、お菓子

ら職場体験研修の申し入れ

ることから、地元の学校か

食育の推進等に携わってい

ているが、ＰＴＡ時代から

めに労を惜しまず活動をし

業及び菓子業界の繁栄のた

副会長を兼務し組合構成企

理事長、県中央会青年部会

がっているとのこと。

う菓子店としての目標に繋

客様に笑顔を届ける」と言

することで念頭にある「お

い方針をとっており、そう

いうシンプルでわかりやす

を新鮮なうちに提供すると

物を控え、手作りした商品

た原材料を使用し極力添加

ている。そのために厳選し

お菓子で創る幸せの笑顔

の中では最大の面積を持

とはもちろん食べた人の体

下から集まった若手メンバ

る。会長の人柄に魅かれ県

名となってい

からスタートした会員は約

ようにしている。梅田氏は

性についても知ってもらう

らうのと同時に、食の安全

者の目線で消費者が求める

の近くに店舗を移し、消費

モタウンフリーモール佐伯

プンした複合商業施設コス

現在は２００６年にオー

は、先代の哲也氏が昭和

ち、海、山、里が揃う自然

に優しい菓子をつくり提供

佐伯市お菓子のうめだ

豊かな地域にある。そんな

所青年部、青年会議所、豊

以前から過剰なほどの添加

お菓子屋さんになれるよう

舗を運営するウメダ食品産

年経ち

の国商人塾等、異業種交流

物が入った食品を当たり前

まる場に足を運んでは情報

役に就任すると、商工会議

ど、さまざまな飲食業種に

ーは各々親交を深め、平成

のように子供たちが口にし

業株式会社に成長した。し
交換を行い人脈を広げた。

めての九州ブロック大会を

ていることに不安を覚え、

努力を怠らず新しいことに

大分県菓子工業組合事務

チャレンジし続けている。

成功させるため一丸となろ

食品製造に携わる者として

また、子育てとともにＰＴ

来店された方には自信を持

チェーン店の地方への進

そんな頼まれ事を断れな

局長・早瀬大雄
って安心安全と言える菓子
い性分の梅田氏は平成

27
度から県菓子工業組合の副

を食べてもらいたいと考え

年

うとしている。

その頃全国で唯一、菓業

Ａにも参加し、市Ｐ連会長

小することとなっていっ

青年会のなかった大分県菓

を数年間務めるなどした。

た。ちょうどその頃大学生

出、人口減少等が影響し少

29

しずつ集客も減り事業を縮

かし時代の変化に伴い大手

7
30

ーショップを開業するな

進出し卸売と合わせて７店
に傾倒し、積極的に人の集

年に開催される当県で初

の後、平成２年に代表取締

環境や食材にも恵まれた土

22
15

42

名物飴がある。首都圏では

の門前などで売られている

との独特の飴菓子や、寺社

外にも日本国内には季節ご

ある。そんな有平糖細工以

美しさには目を見張る物が

茶の湯で用いる有平糖の

くてはならない「ネヂ」と

は正月十日の戎っさんにな

元々は節分の縁起物で、今

飴（簀飴）」など、そして、

下市の初市で売られる「素

解 寺 の「 地 黄 煎 飴 」、 大 和

「 幽 霊 子 育 飴 」、 大 和 は 帯

と い う 意 味 ）、 京 都 東 山 の

各地の飴菓子を後世に

「金太郎飴」や「川崎大師

入された細工飴が高級品と

して商売が成り立っている

一方、連綿と続いてきた伝

統技術に陽が当たらない現

実、そしてご多分に漏れず

飴菓子業界も職人の高齢化

による廃業や採算性の悪化

が 拍 車 を か け て い る。「 組

飴」にせよ「有平糖細工」

にせよ、見かけは同じよう

でも、砂糖と水あめの配合

比や火詰め温度の高低や合

成着色料使用の有無による

菓子考』でも若干触れたよ

るだろう。先の九月号『雑

の飴玉や組飴がそれにあた

神宮でネヂとお多やんを一

また、中部地区では、熱田

っさんののし飴」もある。

歌山の水門吹上神社の「戎

がこれにあたる。また、和

菓子と融合して日本の菓子

窓口に醸熟され、古来の飴

広がり、鎖国以降は長崎を

る ）、 伝 播 初 期 に は 堺 か ら

歴史の循環、おもしろいも

て持て囃されるという言う

ている。技術が逆輸入され

て高級品として注目を浴び

ンドン屋の影も薄くなっ

姿を消し、ややあって、チ

どの芸能を伴った飴売りが

るものを中心に数軒が製造

物」とか「組飴」と呼ばれ

は断面に絵柄を入れる「組

り継ぐことができるように

な菓子が、歳時記として語

飴菓子をはじめとする様々

の 痰 切 飴 」、 川 越 飴 屋 横 町 「お多やん」などの「福飴」

うに、江戸市中やその周辺

緒にしたようなカラフルな

難易度も考慮されることは

では、上方からの「下り物」

れる。一方、上方では『摂

名物飴が生まれたと考えら

けながら、様々な駄菓子や

イラ島や上海に残ってい

ルフェロアの痕跡はテルセ

ェロアは（大航海時代のア

て我が国に伝わったアルフ

さて、元は南蛮菓子とし

店が生まれ、多店舗展開し

のバルセロナで飴細工専門

展系がまねられてスペイン

のです。さらにそれらの発

有平糖という日本の菓子な

へと変化していく。それが

た昭和

こ焼き屋」が巷に溢れ出し

戻します。近畿圏では「た

話を

のです。

年代初頭、たまに

ている範囲だが、愛三岐で

る。現在、わたしが把握し

細工屋も絶滅が心配され

操って飴の鳥などを作る飴

っこう飴売りや、ハサミを

た。そして、文字細工のべ

けの問題ではないが、逆輸

数軒を残すのみだ。飴屋だ

しているのは年々減少して

近畿圏でも商売として継続

では二軒ほどが残るだけ、

を継続しているが、首都圏

大阪府飴菓子掛物組合理

と切実に思う昨今である。

何とかしなければならない

残していかねばならない、
60

見られた「唐人飴売り」な

30

年ほど前の大阪に

津名所図会』にある「根元

事長・豊下正良

平 野 飴 」（ こ ん も と： 元 祖

日本各地に残る伝統的な

少ない。

や、尾張・三河などで作ら

福飴が売られている。

有平糖細工

れた「中国物」の影響を受

福飴「ネヂとお多やん」

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

『飴の歳時記』

梅田一弘氏

分
大
阪

大
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年１月

日は、晴

商店街「巴堂本舗」さんに、

巴堂本舗

道後温泉商店街の顔

平成
訪問しています。今年は、

り、稀勢の里が横綱になり

倍近くあ

ゃん団子」は、普通の坊っ

です。また、道後温泉は、

の中にあるのはありがたい

の為の休憩スペースが、店

坂道があり、歩き疲れた方

しいお店が多くあり、是非

「鍋焼きうどん」など美味

道後商店街は「鯛めし」や

上されたそうです。そして、

商店街に入りますと、昭

ましたが、間違えなく坊っ

わず拍手してしまう驚きで

のように、にぎやかな商店

からくり時計があります。

街で、２・３分歩きますと

しております。

湯があり、道後温泉は美人

道後温泉に新しい別館「飛

の湯ということもあり、た

のか、テレビの取材が時々

この大きさのおかげがある

隆寺」正岡子規の俳句が有

「柿食えば鐘が鳴るなり法

ざいました。

取材ご協力、誠に有難うご

最後に、巴堂本舗さんの

遊びに来てください。

さんが有ります。店に入る

名ですが、その句をイメー

俳句の街としても有名で、

と、ひときわ大きくて目に

ジした柿のあんの餅菓子

ちゃん団子界の横綱です。

ちゃん団子の

分か一時間毎に、１階

のですが、時期によります

建てから３階建てに伸びて
っています。

あり、道後商店街の顔とい

「子規」は、昭和天皇に献

年の巴堂本舗

和にタイムスリップしたか

が

ります。まず、道後温泉駅
いくようなからくりで、思

飛び込んでくるものがあり

また、道後温泉周辺は、

っても過言では有りません。

右手に創業

す。またその広場の中に足

泉本館と「飛鳥の湯」と道

に着くと、目の前に商店街

ます。巨大な坊っちゃん団

介をします。

ている上尾駿河屋さんの紹

使った菓子を営業の柱とし

った地産地消と地元地名を

作物が収穫される豊潤な土

在も果実を含むあらゆる農

中心の大農業地でした。現

ので宿場は小さく元々畑作

至るまでは水運が無かった

人の住宅地ですが、近代に

乳餡に練り上げ中餡にし、

小豆餡と白餡を合わせて牛

銘菓「上尾さぶれ」です。

お店一押しの看板商品は

しています。

ように心がけて経営理念と

型にして、地域に溶け込む

京風でも無く地元上尾密着

自店の特徴を静岡風でも東

したそうです。当初以降は

埼玉では勝手が違って苦労

す。こちらは過去菓子大博

ロングセラーとなってま

頂こうとの作り手の想いで

なるべく大きい栗を食べて

に美味しい国産の柔らかく

栗くりまんですがお客さん

銘菓「栗の里」です。一粒

来からの一番売れてるのが

た。一個１３０円です。従

スローガンを印刷しまし

おくるまち」との上尾市の

地産地消と上尾さぶれ

上尾市はさいたま市の隣

店の現場で活躍中の、職業

実技の講師は、和洋菓子

す。

道の授業も取り入れていま

栄養学などの学科、更に茶

製菓原理を始め、食品学・

子の実技に加えて、和洋の

がら学ぶことは、決して容

が上がっています。働きな

く理解できた」などの、声

点まで指導して下さり、よ

方が、親身になって細かい

学 べ て 楽 し か っ た 」「 先 生

じ環境にいる仲間とともに

す。本校にも、今まで関東

くの方が修行に来られま

な伝統技術を学ぶために多

の街で、全国各地から高度

京都は、優れた伝統工芸

ています。

充実した楽しいものになっ

ん。高い伝統技術の集結す

定するものではありませ

しては、特に京都府下に限

が、入校生の受け入れに関

組合の設立によるものです

③１級技能検定の受験資格

免除

②２級技能検定の学科試験

①技能士補の称号

す。

る資格と特典は次の通りで

に終えて、修了後に得られ

したが、静岡のやり方では

ら店名を上尾駿河屋としま

業しました。生まれ故郷か

を積み上尾市に昭和

年開

です。上京して都内で修業

静岡県ミカン農家の生まれ

を伺いました。小林さんは

店主小林睦雄さんにお話

と「あなたに・げんきを・

ます。包装にはアッピー君

ピー君を型押しし焼き上げ

に上尾市のゆるキャラアッ

て練り上げてます。仕上げ

きざみクルミも一緒に入れ

風味を出すように牛乳餡に

ブレです。中餡は食感良く

サブレ生地で包んだ和風サ

で３番目に売れる商品まで

芋を強くアピールしてお店

ポテトです。地元産さつま

餡と合わせた和風スイート

地元産サツマイモを使い白

玉ぽてと」です。こちらは

です。一番新しい商品が「彩

しています。一個１６０円

覧会で各賞を連続して受賞

場町です。現在は人口

でに業界に輩出した卒業生

今回は地場産農作物を使

上尾駿河屋

で江戸時代に設置された中

地です。

は１、１００名を超えます。

京都府菓子技術専門校ご紹介

た伝統ある専門校で、今ま

高い伝統技術を京都で ！

伝統と実績の専門校

本校は、京都府菓子工業

④職業訓練指導員免許（修

入校資格は、高校卒業以

りたい方は、京都府菓子技

詳しい内容をお知りにな

手前
「上尾さぶれ」
、
左上
「栗の里」
、
右上
「彩玉ぽてと」

42
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本校は１９６９年に創設

方々のために、広く門戸を

了後実務経験要）

賀県や大阪の出身の方も入

⑤製菓衛生師受験資格（実

上で、現に製菓の事業所で

術専門校（☎０７５―３１

務経験２年要）

働いていることと、通学し

３）迄お問い合わせくださ

０７５―３２１―９３９

又はＦＡＸ

４―５３００

名で、きめ

京都府菓子技術専門校校長

京都府菓子工業組合内・

い。

ぼ終了し、後は技能照査と

・横山長尚
残すのみです。これを無事

呼ばれる厳しい最終試験を

います。今年度の授業はほ

細かな少人数教育を行って

募集定員は

ことができることです。

て規定時間の授業を受ける

入校そして修了（卒業）

開いています。

やってみると、学校生活は

修了生や在校生からは、

洋菓子の授業

ベテランの先生ばかりで
す。和菓子では、本場京菓

回・１３５時

子をはじめ、生菓子・京煎
餅など実に

間に及ぶ授業を幅広く学び
ます。また、洋菓子の授業
は、スポンジ生地の基本か

回・

ら、デコレーションケーキ
・マジパン細工など

時間の密度の高い内容で

16

「最初は不安だったが、同

25

27

京都で学ぶ高度な技術

す。

80

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

す。

紙面で紹介したいと思いま

す。完成した暁にはまた本

組んでいるところだそうで

果実を使った製品にも取り

も盛んです。今度は地元産

ウイフルーツ等果実の栽培

す。上尾は新しい所ではキ

子さんの考案による製品で

と」ともに二代目である息

「上尾さぶれ」「彩玉ぽて

円です。

成長しました。一個１３０
年限の短縮

万

山道上尾宿を起源とする宿

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

井哲也

中国四国ブロック長・亀

子 で す。「 ジ ャ ン ボ 坊 っ ち

まに綺麗な人が足湯に浸か

はじめはあまり大きくない

後駅を結ぶ商店街の中に有

伝説があり、そのことをイ

入口があり、右手広場に、

巴堂本舗さんは、道後温

定です。聖徳太子など飛鳥

メージして、現在建築中で

鳥の湯」が９月に出来る予

時代に道後温泉に来浴した

す。地元の方もたのしみに

10

る京都で学びたいと思う

天の中、愛媛県は道後温泉

76

や四国・九州、近くでは滋

ジャンボ坊っちゃん団子（上）

30

易な事ではありませんが、

巴堂本舗
訓練指導員の資格を持った

22

25

ここでは、和菓子と洋菓

校して学んでいます。

玉

埼

29

され、京都府の認定を受け

道後温泉本館
和菓子の授業

都
京

第935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）

（７） 平成29年２月15日

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
いて﹂をテーマに講演を行いました︒

いう表示だ︒卵黄︑卵白と
いう表示だけで︑従来はア
レルギーの卵という表示を
わざわざしなくてもよいと
されていた︒ところが︑卵
黄と卵白という表現では︑

という表示だけで︑アレル

の患者は卵黄か卵白か︑ど

なっている︒卵アレルギー

つがピンポイントで廃止に

その③

表示していたとしても︑最
ればならない︒従って︑一

いる商品でも︑区切り方が

まちまちなケースがあった︒

栄養成分表示の義務化

つ目は︑容器包装の表示面

まらないのではないか︒１

が︑恐らくほとんど当ては

中心に飲み物や弁当に表示

今までも大手メーカーを

していたと思うが︑これが

積がおおむね

㎠以下であ

義務となる︒あらかじめ包

た︒私もいろいろなラベル

で区切ることに変更になっ

・︵ な か ぐ ろ︑ な か て ん ︶

社も変える必要がある︒

養成分表示をされている会

方に変わっている︒既に栄

食塩相当量という表記の仕

きたいのは︑ナトリウムは

また︑気をつけていただ

ない︒

るもので︑基本的に変わり

わゆる５大栄養素と呼ばれ

炭水化物︑ナトリウム︑い

ー︶︑ た ん ぱ く 質︑ 脂 質︑

推奨であった熱量︵カロリ

される栄養素は︑今までは

ど該当するだろう︒義務と

る︒つまりお菓子はほとん

と添加物について義務とな

装されたすべての加工食品

いは常時使用する従業員の

１千万円以下の事業者ある

つ目は︑課税売上高が年間

てはまりにくいだろう︒５

いかと思うので︑これも当

ることは珍しい商品ではな

でレシピが３日以内に変わ

されるものである︒お菓子

はレシピが３日以内に変更

るもの︒極めて短い期間と

い期間で原材料が変更され

もの︒４つ目は︑極めて短

給源としての寄与が小さい

は酒類︑３つ目は栄養の供

表示が必要になる︒２つ目

個レベルで︑大福１個では

さい商品︒これはあめ玉１

る︑非常にパッケージが小

敷地内でお菓子を作り︑そ

しては︑同一建屋内︑同一

販売する場合︒イメージと

製造し又は加工した場所で

事業者︒６つ目は︑食品を

者については５人以下︶の

業を主たる事業として営む

たはサービス業に属する事

品関連事業者以外の販売者

もあると思う︒７つ目は食

菓子業界で該当するケース

は当てはまらない︒これは︑

たものを店頭販売した場合

売なので︑別の工場で作っ

あくまで同一箇所で製造販

合である︒ただし︑これは

ける︒具体例として︑原材

までが原材料で︑どこまで

る︒データを見ないとどこ

データ見直しが必要であ

検討いただきたい︒

リアできるのであれば︑ご

わりがあると難しいが︑ク

要になる︒ロゴや色にこだ

ベルの幅を見直すなども必

印字内容が増えたことでラ

通化︑また法律が変わって

ルの使用量削減や資材の共

ットする機械である︒ラベ

変わり︑最適なサイズにカ

合︑自動でラベルの長さが

原材料の情報が増えた場

かという話をしてきたが︑

ルにどれだけ内容を載せる

る︒今は定型サイズのラベ

ーレスラベルを販売してい

をオートカットするライナ

印字の内容に対し︑ラベル

取り扱っており︑その中で

36.1g

アレルギーの卵と表示した

ギーの卵も表示したものと

ちらかがダメだそうだが︑

表示したとは認めないとな

括表示を使う場合︑一切省

・栄養成分表示の例外規定

や食品を目にする機会が多

例外規定は主に７つある

料名という１枠での表示

が添加物か判断がつかな

数が概ね

がある︒

栄養成分表示
食品単位当たり

のまま店頭で販売をする場

栄養成分表示
12 個 (59g) 当たり

人以下︵商業ま

いが︑同じ会社が販売して

を︑今後は原材料名と添加

い︒これを商材の数だけす

炭水化物

と認めなくなった︒この２

同じに認める制度だった︒

１００％物理的には分けら

ったそうだ︒

後に改めてアレルギーの表

略をしてはいけない︒

ー品目を区切られていたと

原材料名表示等に関するルール変更

れる︑罫線を間に引く方法

物で枠を分けるように変わ

るので︑時間のかかる作業

分けるには全部の商品の

もある︒

る︒つまりこの食品に対し

である︒早めの対応をお願

17.8g

先月号より続く︒

マヨネーズという文言を見

になる︒現在︑アレルギー

示をしなければならない︒

思う︒今まではそれでよか

現在︑原材料と添加物を
同じ枠内で表示している

てどれだけの添加物が使わ

が︑今後は原則的に枠を分

れているのか︑消費者がわ

いしたい︒

脂質

個別表示の例外
規定
れば一般常識がある方なら

ーの方が︑卵白という表示

個別表示は原則だが︑そ

を目にして食べられると誤

れない︒卵白にも卵黄が混

る︒だから︑わざわざ卵と

認し︑事故が起こった︒だ

ば誰もが︑原材料が卵であ

いう表示をしなくてもい

から︑卵黄と卵白という表

れが難しい場合︑あるいは

ーの内容がわかりづらくな

い︑という理屈のもとに省

じる︒それで卵黄アレルギ

る場合は一括表示しても構

略が許されていた︒しかし︑

患者向けに卵を含まないマ
・一括表示の場合の表記ル

一括表示だけを見ればどん

だ︒ここにあるからと省略

ったが︑アレルギーは必ず

例)推奨・任意事項も
表示する場合

例)プライスラベル

例)義務事項のみ表示

向けにラベルプリンターを

0.2g

食塩相当量

3.4g

たんぱく質

ることを容易に想像でき

わないとされている︒特定

ヨネーズも普及している︒

アレルギーの表記方法が

ール変更

したら︑アレルギー患者が

熱量
kcal
たんぱく質
g
脂質
g
－飽和脂肪酸
g
－n-3 系脂肪酸
g
－n-6 系脂肪酸
g
コレステロール
mg
炭水化物
g
－糖質
g
－糖類
g
－食物繊維
g
食塩相当量
g

318kcal

エネルギー

個別表示をするとアレルギ

のケースに当てはまらない

特定加工食品とは︑アレ

こうしたマヨネーズだけで

・アレルギー物質を複数含

示では︑アレルギーの卵を

ルギーの表示を省略できる

生活を送ってきた方にとっ

なアレルギーが含まれてい

この省略制度はすべて廃止

食品のこと︒例えばマヨネ

﹁原材料の一部に◯◯を含

場合は︑個別表示する︒

ーズは︑当然︑卵が原材料
ては︑マヨネーズイコール

む場合の表記ルール変更

また︑一括表示をする場

いろいろなところを見なけ

・特定加工食品の廃止

である︒このためマヨネー

るのか︑一目瞭然で判断で

合︑卵や小麦など︑アレル

く︑加えて極上の羊羹を作

従来︑句読点でアレルギ
きなければいけないから

ここで︑菓子業界に関係

ギー物質の名称をそのまま

年代

さて︑花柳界が発展した

のは明治以降︑昭和

かるようにする内容だ︒他

株式会社寺岡精工
東京都大田区久が原 5-13-12

む﹂から﹁一部に◯◯を含

しそうなことは︑代替表記

和菓子店も︑昨今では大分

保存方法

の表示方法もある︒／︵ス

製造者

む﹂に︑変更された︒

う表示を行うのが原則であ

の拡大表記の卵黄︑卵白と

少なくなったので貴重な銘

㈱寺岡精工食品
大田区久が原５-13-12
新基準では、
「バター」
「
、ミルク」
は代替表記ですが、一括表
示の場合は全てのアレルギーを表示しなければなりません
㈱寺岡精工食品
大田区久が原５-13-12
醸造酢はアレルゲン
「りん
ご」
を含むので最後に表示

ラッシュ︶記号を入れるこ

ラベルプリンタ
ーについて

株式会社寺岡精工
東京都大田区久が原 5-13-12

卵という認識がなく︑事故

る︒しかし︑特定加工食品

治家の方々が会合に使った

30

ていただきたい︒食品業界

10℃以下で保存して下さい

が起きたからである︒

という制度は︑マヨネーズ

りする敷居の高いイメージ

す︒特に栗羊羹は絶品と名

数予約が入る人気商品で


塩

から平成に掛けてピークを

御菓子司

店です︒

野様﹂

﹁東京都

っておられ︑贈答品に相当

がありますが︑もちろん今

迎えました︒同店も昭和

東京赤坂は︑元々花柳界

料亭が多く立ち並ぶ通り

高い一品︒そして日持ちの

要冷蔵
（10℃以下で保存）

とでも︑原材料と添加物を

最後に弊社の宣伝をさせ

2016．05．30

保存方法

製造者

するギフトとして定番なの
が６種類の焼菓子︒どれも
個性が高く上品な風味が
人々の心を捉えて離しませ
ん︒
販売店舗もこの赤坂の
み︒最高の和菓子を作って

製造者

製造者

明確に区分したと認める見

賞味期限

10℃以下で保存して下さい

保存方法

でも現存しています︒その

でも和菓子職人として修行

※1：ナトリウムは消費者にとって分かりやすい、
「食塩相当量」
で表記します

2016．05．30

賞味期限

の街で知られ︑風情のある

の名門ともいわれ︑店の後

糖類、糖質、
コレステロール、
ビタミン類、
ミネラル類

その他

１枚

１枚

年にご創業︑多くの職人を

の一本裏に店を構える塩野

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム※1

調味料（アミノ酸等）、増粘
多糖類

内容量

内容量

擁し茶道や華道等︑文化的

さんはそれら料亭の上客が

前の店で直ぐに売る︒和菓

飽和脂肪酸、食物繊維

推奨

添加物

義務

魚肉、でん粉、卵白、砂糖、
食塩、植物油、発酵調味液、
やまいも（一部に卵・小麦・
大豆・やまいもを含む）

原材料名

近年は各国のエスニック

な背景と知識に精通したご
主人が創り出す和菓子は︑
垂涎の的になりました︒

中で和菓子はデザートとし

名声は全国に轟き︑現在

ても︑そしておもたせとし

ろでは活気溢れる和菓子作

賞味期限

ミルクは
「乳」
の
特定加工食品な
ので省略
バターは
「乳」
の
代替表記なので
省略
賞味期限

任意

原材料名

魚肉、でん粉、卵白、砂糖、
食塩、植物油、発酵調味液、
やまいも、調味料（アミノ酸
等）、増粘多糖類（原材料の
一部に小麦・大豆・やまいも
を含む）

ズを使って作った食品は︑

原材料名

アレルギーに卵を含むとい

名称

じゃがいも
（国産）、マヨネーズ、に
んじん、
玉ねぎ、醸造酢、砂糖、食塩、
ミルク、
バター、こしょう、調味料（ア
ミノ酸）
、
増粘剤（加工でん粉、キサン
タン）
、
pH 調整剤、着色料（カロテノ
イド）
、
香辛料抽出物（原材料の一部に
大豆、
りんごを含む）

YYMMDD
YYMMDD

新基準では
「一部
に～含む」
に統一
要冷蔵（10℃以下で保存）

ミルクは
「乳成
分」
を含む
バターは
「乳成
分」
を含む

じゃがいも（国産）、マヨネーズ、に
んじん、玉ねぎ、醸造酢、砂糖、食塩、
ミルク、バター、こしょう／調味料
（アミノ酸）、増粘剤（加工でん粉、キ
サンタン）、pH 調整剤、着色料（カロ
テノイド）、香辛料抽出物（一部に卵
・大豆・りんご・乳成分を含む）

そうざい
（ポテトサラダ）

原材料名

解をとっている︒改行を入

変更後
（行政推奨の基本形）

旧基準

①：
『代替表記』及び『代替表記の拡大表記』のアレルギーも表示
②：表記文言の規定変更
食品衛生法 ：
「原材料の一部に○○を含む」
ＪＡＳ法
：原材料と添加物の間に
「その他、○○由来原材料含む」
新基準
：
「一部に○○を含む」

子店の理想のスタイルがこ

食品関連事業者に対し、予め包装された全ての加工食品と添加物について、
栄養成分表示が義務付けられます。

はんぺん

はんぺん

一括表示の場合の表記ルール変更
こにあります︒

栄養成分表示義務化

名称

名称

街でした︒

フードの飲食店が多く立ち
並び︑大きなオフィスも増
えてあらゆる業種が混在す
る︑国際的な街として発展

その中で多くの料亭に愛

好む上和生菓子を中心に揃

をしています︒

てのお土産にも重宝される

同店は上生菓子だけでな

され︑共に歩んでこられた

らっしゃいます︒

りが続きます︒
上生菓子がメインである

22

20

原材料と添加物を同じ枠で表示するのではなく、
別枠表示による明確な区分けが必要

安部秀平氏（株式会社寺岡精工・包装環境事業部主任）
30

え︑全国にファンも多数い

赤坂の料亭というと︑政

原材料名表示等に関するルール変更

食品表示法対応について

メイン商品なのです︒

尾関 勇

保存方法

そうざい（ポテトサラダ）
名称

マヨネーズは
「卵」
、
「大豆」
を含む

新基準
マヨネーズは
「卵」
の
特定加工食品なので省略

旧基準

18

和菓子店が塩野さんです︒

【11】

平成29年２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935号

全菓連では︑全国組合幹部研修会で浅田美明氏
︵有限会社五感代表取締役社長︶を講師に迎え︑
﹁街のケーキ屋さんから大阪の菓子ブランドへ﹂
をテーマに講演を行いました︒

先月号より続く︒
上げにするとか︑若い時は
物質的目標が強く吹田市の
彼を見た時に悔しくて仕方

父に﹁おれもあんな店を

なかった︒

その②
ている︒
その後︑１９９３年︑父

に教えを求めていくとど真

た︒洋菓子職人は︑ど真剣

ェフが技術者を育成し︑業

ホテルプラザの安井寿一シ

界後継者を育てる事を目的

チ・プランスを追い抜き︑

た︒しかし弟夫婦は﹁こん

が引き継ぐべきと考えてい

貴やってくれ﹂と言ってき

な重いものはできない︒兄

坪の店が︑１億７千万の

売り上げになっていた︒

軒のオーナーシェフの店

とした勉強会をご案内いた

で︑若い子たちと一緒にお

剣に受けてくれる︒そんな

月１回の講習会を受け︑

１９９９年には株式会社

菓子を作り︑こうだああだ

想いをどんどん具現化して

そこで学んだことを家に帰

プチ・プランスの代表を兼

と喧嘩して出ていったので

私自身もそういう思いで

って繰り返した︒ただ︑先

務した︒これは１９９８〜

と言いながらやっていくこ

父を頼るわけにもいかなか

﹁大阪から来ました浅田で

生によって仕事のやり方は

とが︑目も届いて理想的な

た︒

ただ幼いころからの教え

す︑勉強させてください﹂

違う︒卵の火を通す処理の

１９９９年に父が前立腺が

形だと思っていた︒だから︑

だいた︒

というか︑思いは受け継い

と言って出会ったのが今も

ん︑母が乳がんになったか

いく︒

でいる︒父母が﹁担保力が

お世話になっている︑ケー

仕方も違うし︑シャンティ

らだ︒

だけど︑当時の私は大先

大事だ︒小さくてもいいか

の立て方も違う︒スポンジ

ないが︑諸先輩方に教わる

た︒私は優秀な技術者では

似るところから入っていっ

先ずは︑全部受けとめ真

継いでくれ﹂という話がや

﹁自分は引退したい︑引き

はがんというショックで

がらの形なので︑当時父母

がお菓子を作っている昔な

母が経理をして︑父と弟

った︒

継いで︑そうもいかなくな

ったが︑父母の思いを引き

屋になり︑１軒でいきたか

店に移転し︑確たるお菓子

初めは茨木でもっと大きな

た︒津曲さんに﹁自分のお

技術面に関して私には師

ことができるスタンスは持

う︒

匠がいなかったので︑柴崎

菓子を食べてください﹂と

私も負けん気が強く︑そ

さんに勉強できるところを

ってきた︒

ジャポンだった︒そこには

ル・パティスリー・トゥ・

る︒

果︑５年後には株式会社プ

りながらやっていった結

言って批評してもらったも

の当時﹁茨木で一番になる︒

っていた︒先輩たちに教わ

た︒これには困った︒今か

のです︒

これだけの売り上げをす

教えてもらったのがヌーベ

その間に色々な店を訪ね

ら考えると本当にみんな頑

て︑２階の６畳２間に子ど

社で︑茨木市舟木町の店だ

る﹂という思いでやってき

中︑父母に教わり染みつい

も３人と家族５人で生活︒

った︒それが会社が２つに

た︒

させてくれないか﹂と言っ

店をさせてくれ﹂と言い︑

分かれている理由である︒

たら﹁おまえはこの店があ

悪く言えば弟にすべての重

現在も分かれた状況で残し

経営がうまくなっていく

荷を押しつけ︑私が出て行

と︑自分の考え方がむくむ

った︒

って作ったのが独立した会

てきた体の中の何かが︑日

張ってくれたと感謝してい

自分自身は菓子職人とし

るからうまくいっているん

その時︑７つ下の弟が菓

﹁ 財 産 も 要 ら な い し︑ 権

本の農家さんと一緒に米を

ての能力よりも経営者とし

従って小麦や米粉︑砂糖

くともたげてきた︒隣の吹

子屋の勉強から戻ってきた

利も放棄するから︑自分で

使ったお菓子を作ろうとな

も主原料は国産で選ぼうと

だ﹂と頭ごなしに言われた︒

オープンし︑繁盛店になっ

のをいいことに︑株式会社

その後︑そんなチャンス

った︒
た︒私は１週間のイベント

え方を自分の考えのみでと

いう︑五感のコンセプトが︑

田市では同じ年の方が独立

ていた︒私もエゴの塊で︑

プチ・プランスから出てい

をいただきながら︑ブラン

するキッチンの侍達

社が集まり

り行った︒今から考えると

２月

日 東京・大崎で

食品試食・展示会を開催

かんしょ
︵さつまいも︶でん粉



次号に続く︒

した︒最初はキッチンの侍

ド名・商品・菓子内容・考

仲間たちに︑メインステー

はできるが︑

反省させられる事がたくさ

った︒

ナー︑牧野シェフを初めと

人の常設店を依頼され

ての能力があったのかもし

お金を寄せ合ってすること

達

れない︒

ジで催事イベントをしてく

は継続できないと思った︒

自然と決まってきた︒今に

人の

そんな中︑父の卸でして

大阪は和の京都と洋の神

れと依頼がきたのである︒

んあり︑他の方法もあった

ふく︑④株式会社廣八堂

の１つだった︒

自分のターニングポイント

ぐ予定だったので︑弟夫婦

▽さつまいもでん粉を利用

さつまいもでん粉は弾力

実施し︑かんしょでん粉の

や 膨 ら み が 中 間 な の で︑

特性︵味︑食感等︶を紹介

んしょでん粉の加工食品へ

した食品の特徴

の利用を提案するともに︑

様々な食品にほどよい弾力

する︒また︑会場では︑か

会場内に出展者と来場者の

性を生む︒

ゲル化食品︵使用割合５

方々が自由に利用できる商

談スペースを設置する︒

％︶︑ チ ル ド 用 で ほ ど

んしょ︵さつまいも︶を原

かんしょでん粉とは︑か

▽講演︵

工でん粉など

葛粉︑葛菓子︑ビール︑加

るさめ︑えびせん︑水あめ︑

かんしょでん粉︑麺︑は

食感と口溶けがよい︵せん

ー︑羊羹等︶

感は増す︵わらび餅︑ゼリ

ながら撹拌するともちもち

よいコシ感と弾力︒加熱し

〜

料とするでん粉のこと︒現

演題

べい︑クッキー︑ボーロ︑

▽主な展示品目

在︑国内では鹿児島県でし

性と食品への利用・時村金

ロールケーキ︶

かんしょでん粉の特

〜

か生産されていないが︑さ

愛氏︵鹿児島県大隅加工技

時

％︶はほどよい噛み応え

焼き菓子︵使用割合

まざまな食品に程よい食感

術研究センター参事付︶

分開始︶

を生むため︑水産練製品や

時

麺︑焼菓子などに使用され

▽製品ＰＲイベント︵

分開始︑全４回で各回

▽問合せ先

ょでん粉を使用した食品の

講演会を行うほか︑かんし

粉を知ってもらうために︑

産物協会及び株式会社ゆめ

③公益財団法人日本特産農

社︑②森井食品株式会社︑

分︶①日本澱粉工業株式会

５８３︱１２６４

青木︑園部︑電話０３︱３

興機構特産業務部・担当

独立行政法人農畜産業振

製造事業者が試食・展示を

鹿児島県産のかんしょでん

ている︒この展示会では︑

▽展示の内容

今から考えたら︑それが

何とかこの地域で１番にな

有限会社プチプ
ランス 茨木春
日 店・ 豊 里 ア ト
リエ店を改装
私は運と勘で生きてきて
坪から１

このため﹁そんなリスク

いたアトリエが
００坪と広がって︑全面改

戸の狭間にあり︑なかなか

なり感謝するのは︑子ども

坪

の店で１億７千万の売り上
装して２〜３億ほどの売り

はずと︑後悔は無いが反省

日︵火︶

開 催 す る︒ 詳 細 は 次 の 通

時

▽場所・大崎ブライトコア

︶

川５︱５︱

ホール︵東京都品川区北品
プンした際に６億以上の売

▽入場無料︵一般の消費者

２００３年に五感をオー

り上げが出て嬉しい反面パ

いただく︶

等のご来場はご遠慮させて
時間を超す状況になっ

ンク寸前で︑工場稼働率が

13

いると思う︒私自身が

げをした時︑父母が体調を

の高いことはできない︒ど

︵独︶農畜産業振興機構で

洋菓子の発信は難しい︒だ

は︑２月

上げができそうだと思っ

ブライトコアホールにおい

崩して受け継がざるを得な

のころから父母にたたき込

てかんしょ︵さつまいも︶
事をした︒

％︑減反政策につい異論を

日に東京・大崎
まれた人生観が五感の根底

でん粉食品試食・展示会を

しきりである︒
五感のコンセプトについ

を作っている︒自然と生ま

り︒

こか１社がなさってくださ

て︑父母のしつけは厳しか

れてきた理念である︒

▽日時・２月

からこそ大阪のパティシエ

っ た︒﹁ お 世 話 に な っ た 方

いうことで︑従業員のまか

〜

た︒２店舗でも３店舗でも

へ の 御 恩 を 忘 れ る な ﹂﹁ 米

ないもパンとコーヒー・卵

くなり︑タイミングよく私

会社出身の方だったので︑

粒 １ 粒 残 す な ﹂︒ 日 本 は 神

だったものが︑ご飯を炊き︑

い﹂と返事をした︒

１番上の牧野さんに﹁私は

道の国で︑お参りも上に御

の元気を見せようじゃない

できません︒経営と運営は

神酒︑お鏡︑お米︑次に和

私にとって変わらなくなっ

ここで使う商品は取引先

全て１社でするべきです﹂

がしていた店に大きな利益

に原価ぎりぎりの納品で協

とお伝えした︒結論からい

まかないを作った︒

感じ︑日本人は米を食べな

社のうちの８社は同じ

かしていくには︑どうした

力してもらい︑キッチンの

の素材や神前物が来て︑バ

かという想いで１週間の催

らいいかという目標に変わ

侍達という袋やリーフレッ

ター物は下と育てられた︒

ていた︒

父や弟は︑母体がもっと

った︒それで出したのが有

えば︑ぐるっと回って﹁そ

その中で食料自給率は
いた︒デパートの怖さを知

いといけないという思いの

10

が出ており︑それを回すこ

大きかった店だから利益が

限会社プチプランスに属す

れだったら︑浅田がしてみ

らず︑ただ︑３億くらいの

日本人は米を食べようと

十分には上がらなかった︒

トを作り︑大阪では記憶に

るか﹂とチャンスをいただ
んに大きな刺激を受け︑自

製造能力がありそうという

60

逆にこの規模を有効に生

その為︑私が思いきった改

る茨木春日店だ︒これで合

牧野シェフや仲間の皆さ

残る催事イベントができた︒

分自身が大きく変わる瞬間
だった︒

13

とができた︒

装をかける事ができた︒プ

計４店舗目になった︒

同じ年︑阪急うめだ本店

14

21

30

21

15

15

17

13

11

11

もちろん弟夫婦が引き継

ってやるとか︑１億の売り

輩たちを見て︑洋菓子は１

ら物件を買ってしたほうが

キハウスツマガリの津曲さ

ケーキを作るのでも全く違

株 式 会 社 プ チ・
プランスの代表
を兼務

いい﹂と自分の経営方針を

区の三嶋さんであっ
平米の土

ん︑
た店ではなく︑

よく聞かされていた︒借り

った︒

10

だけで︑私が受けたのであ

坪の厨房兼店舗にし

16

２００３年には︑阪急う

地に

41

めだ本店に五感をオープン

10

来た︒私に来たわけではな

したい︑おれの思うように

茨木春日店
39

く︑ムッシュマキノのオー

株 式 会 社 プ チ・
プ ラ ン ス 退 社︑
独 立︑有 限 会 社
プチプランスオ
ープン

浅田 美明 氏（有限会社五感代表取締役社長）

大阪 の 菓子ブランドへ

年だ︒

街のケーキ屋さんから

チプランス上新庄店は茨木
舟木店よりいい立地にあっ

から催事イベントの依頼が

デパートに出展

うまくいくようになった︒

たので︑売り上げが伸びて︑

それが１９９９〜２０００

20

30

50

11

11

21

10
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子

工

いちゃん︑おばあちゃんに

は﹁どうしたらうちのおじ

受け付けると一番多い質問

セミナー終了後に質問を

理父の面倒を見ている︒亡

理の父︶と一緒に住み︑義

その亡くなった夫の父︵義

く︑夫が亡くなっている︒

た︒お嫁さんに子どもはな

場の方がご相談に来られ

ことだ︒この土地屋敷を売

っていたらどうするかって

が︑この時に次男が金に困

いうのが普通だよ︒ところ

は︑お富さんにあげるって

んの住んでいる土地や屋敷

私﹁ご隠居が遺言書を書か

ほどの財産なんかないよ﹂︒

はしないよ︒遺言書を書く

ご隠居﹁そんなもの︑書き

言書は書いたかい？﹂︒

って来たんだ︒ご隠居︑遺

私﹁きょうは大切な話があ

ころに行った︒

い︒今さら行くところない

されてしまうかもしれな

くれないとこの家を追い出

〝ご隠居が遺言書を書いて

う︒ところが︑お富さんは

こに住んでいられるんだろ

れているから︑ご隠居はこ

の世話をお富さんがしてく

だろう︒それで︑身の周り

私﹁今︑ご隠居は体が悪い

よ﹂︒

て暮らせる﹂︒

ご隠居もここで一生安心し

の面倒を見ていられるし︑

富さんも安心して︑ご隠居

れないか︒そうしたら︑お

て遺言書を書いてやってく

いは︑お富さんにあげるっ

わない︒この土地屋敷くら

んだ︒だから全財産とは言

たい〟と言ってくれている

らせるよう面倒を見てあげ

がここで一生安心して暮ら

だから︑お富さんもご隠居

書は無効になってしまう︒

られたら︑前に書いた遺言

ができるんだよ︒書きかえ

いくらでも書きかえること

うとしたり︒でも遺言書は

る親を老人ホームに入れよ

親に冷たくなったり︑嫌が

い︒

う場合は第三者が言えばい

から︑言いづらい︒そうい

らない﹂なんて︑逆効果だ

か︑お前なんかに１円もや

﹁おれの財産が目当てなの

機嫌の悪い時に言ったら

てくれ﹂とは言いづらい︒

でも︑親に﹁遺言書を書い

もらいます﹂と言ってもい

く な り︑﹁ 実 家 に 帰 ら せ て

の介護しているかわからな

何のために一生懸命義理父

部︑次男にいってしまう︒

書を書いてもらわないと全

亡くなっているので︑遺言

は︑子供はいないし︑夫も

今のケースではお富さん

倒を見てもお富さんはご隠

居と一緒に住んでいて︑面

私﹁いくらお富さんがご隠

なの﹂︒

お富﹁ああ︑やっぱりそう

うな﹂︒

次男のところに行ってしま

なかったら︑財産はみんな

私﹁ご隠居が遺言書を書か

い︒何とかご隠居に書いて

にそう言えるもんじゃな

いのに︑ましてや義理の親

いてくれ〟なんて言いづら

の親にだって〝遺言書を書

私﹁それはそうだろう︒実

ないよ﹂︒

てとてもじゃないけど言え

隠居に遺言書を書いてなん

お富﹁でも︑私の口からご

私﹁ご隠居ご本人だよ﹂︒

だい﹂

そんでもう１人困るのは誰

ゃお富さん困るだろうな︒

ご隠居﹁そうなのか︒そり

ないんだよ﹂︒

は何ももらえないかもしれ

ろに行っちゃう︒お富さん

の財産はみんな次男のとこ

言書を書かないと︑ご隠居

ているだろう︒ご隠居が遺

私﹁だろう︒かといってお

てくれないからな﹂︒

られる︒次男なんか何も見

いるから︑ここに住んでい

さんがいろいろしてくれて

ご隠居﹁それは困る︒お富

たらご隠居困るだろう﹂︒

れなくなっちゃう︒そうし

隠居の面倒なんか見ていら

仕事なんかし出したら︑ご

い〟となる︒でもお富さん

もらって︑自分のところに

いけない︒遺言書を書いて

てくれ︒しかし油断しては

てくれたよ︒これで安心し

私﹁ご隠居が遺言書を書い

に戻った︒

もらい︑お富さんのところ

そして︑遺言書を書いて

じゃないか﹂︒

そうしたら遺言書を書こう

のためでもあるわけだな︒

る︒財産をくれると書いて

が変わってしまう人がい

遺言書を書いた途端︑人格

今︑申し上げたように︑

お互いの信頼関係だ﹂︒

くれたから︒ここから先は

は書きかえない〟と言って

までしてくれたら︑遺言書

ご隠居も〝お富さんが最後

自分の老後のために︑遺言

はない︒場合によっては︑

人のためだけに書くもので

は︑遺言書は財産をもらう

言ってもダメだ︒

る︒こういう人たちは何を

は書いてくれない人がい

に説明できる︒ただ︑２％

てやってくれよ︒その代り︑ う人間ではないので︑冷静

せるよう︑最後まで面倒見

書を書かなくてはいけない

てくれる︒私は財産をもら

居の法定相続人じゃないか

もらわないと大変なことに

ケースもある︒

ここで一番言いたいこと

ら︑遺言書を書かなかった

くれた途端に︑親の扱いが

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486

ぞんざいになる人がいる︒

消費者庁食品表示企画課
●最寄の各都道府県（保健所含む）の食品表示相談窓口
電話番号は、「○○県食品表示相談窓口」などと入力・検索し
てください。

財産が来るとわかった途

食品表示法・食品表示基準等に関する問い合わせ先
●消費者庁（代） 03-3507-8800

端︑急に人格が変わってし

全日本菓子協会
全国菓子工業組合連合会
全国和菓子協会
全日本洋菓子工業会
日本洋菓子協会連合会

富さんも仕事に行きたいわ

作成者：菓子の表示制度研究会

ポスターの内容に関するお問い合わせは上記まで

都道府県や一般に知られた地名でも可
（外国産米の場合）
・「国名」を記載
・原産国が複数の国になる場合は、原材料に占める重量
の割合の高い順に記載
・産地が３か国以上ある場合には、上位２か国のみを記
載し、その他の産地を「その他」と記載可能
（２）
店頭・店内での掲示、店内配布チラシ等への記載
・使用した商品名
・原産地名（上記
（１）
に準ずる）

け じ ゃ な い ん だ よ︒〝 ご 隠

◎米や米粉等を使用した場合
米や米粉等を原材料に使用した菓子類：
「だんご（餡類
等を入れて包んだものは対象外）」「もち（もち生地に甘味
料以外の副原料を練り込んだものを含む）」「米菓（あられ
や煎餅など）」や、「赤飯」「おこわ」などの米飯類は、消
費者に販売・提供する際、消費者に産地情報を伝えること
が米トレーサビリティ法により義務づけられています。
以下のいずれかの方法で行う必要があります。
（１）
商品の容器・包装、又は商品の近接した場所のポップ
等に記載
（国産米の場合）
・
「国内産」「国産」等と記載

ご隠居﹁えっ︑どうして俺

（４）黒糖を使用した場合

が遺言書を書かないと︑自

最終的に食品の衛生状態を変化させる製造又は加工が
行われた所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を
⑦に近接して表示することが義務付けられている。
ただし、⑧と⑦が同一である場合には、⑧は省略できる。
※【製造所固有記号】
包材の共有化の観点から、原則として同一製品を２以
上の製造所で製造している場合に、食品を製造した製造
所などを表すアルファベットなどの記号を、消費者庁長
官に届け出ている場合にはその記号を製造・販売者名の
横に記載することによって実際の製造所の所在地などの
表示と代えることができる。（届出時点では 1 か所で製
造している場合であっても、記号の有効期間である 5
年間の内に２か所以上で製造する計画があれば製造計画
書を添付して届け出ることができる。）
なお、製造所固有記号を使用する場合、問い合わせへ
の応答義務があるので、枠内又は枠外に以下のいずれか
を表示する必要がある。
ア 製造所の所在地、製造者の氏名・名称の情報提供を
もとめられたときに回答する者の連絡先
イ 製造所固有記号があらわす製造所の所在地や製造者
の氏名、名称を表示したウェブサイトのアドレス等
ウ 当該製品を製造している全ての製造所の所在地や製
造者の氏名・名称、製造所固有記号
また、旧制度による表示と区別するために製造所固有
記号の前に｢＋｣を付す必要がある。
【製造所固有記号届出方法】
消費者庁の製造所固有記号制度届出データベースによ
るオンライン届出になる。
「製造所固有記号届出制度データベース」と入力・検
索する。

（６）原材料の原料原産地表示について
◎原料原産地名の表示が義務付けられている品目
・原料原産地表示とは、加工食品の原料に使われた一次産
品（農畜水産物）の原産地に関する表示のことで、義務
表示対象品目の 22 品目群については、原材料及び添加
物の重量に占める割合が 50 ％以上である一次産品につ
いて表示する。
・主に菓子類に関連した品目は、次のようなものがある。
○餅：まるもち、のしもち、切りもち、草もち、豆もちなど（大
福餅など砂糖で調味したもの、餡を入れたものは対象外）
○いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
（塩味をつけただけのものは対象になるが、砂糖を絡めた
ものは対象外）
○干し柿、干しバナナなどの乾燥果実
○黒糖加工品（原材料及び添加物に占める黒糖の割合が
50％以上のもの）
：かりんとう、ようかんなど
◎表示方法
（表示する箇所）
①事項名を設けずに原材料名の欄に対応する原材料名の次に
括弧書きで表示
②原料原産地名の欄を設けて表示
③原料原産地名の欄に表示箇所を表示した上で、枠外に表示
（表示方法）
①原材料が国産品であるものには「国産である旨」を、輸入
品にあっては「原産国名」を表示する。また、国産品の農
産物の場合、都道府県名その他の一般に知られている地名
で記載できる。
②主な原材料について、２箇所以上の産地のものを混合した
場合は、重量の割合の高い順に記載する。
③主な原材料の原産地が３箇所以上ある場合は、全て記載す
るか、重量割合の高い順に２箇所以上記載し、その他の原
産地を「その他」と記載することができる。

ビア）、膨張剤、レシチン（大豆由来）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
たい場合：黒糖以外の砂糖を使用している
場合には、一括表示に、使用した砂糖の種
類を多い順に記載
（例：砂糖（黒糖 氷砂糖 上白糖））
・パッケージに「黒糖」「黒砂糖」と表記し
ない場合：一括表示に、上記の表示又は単
に「砂糖」と記載
※黒糖、黒砂糖は砂糖を細分化した一般的名
称であり、特色のある原材料表示には該当
しません。

なるから︑書いてもらえる

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

ガリン（大豆・乳成分を含む）、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ

○対象となる農産物（８作物）
・大豆（枝豆、大豆もやしを含む）、とうもろこし、ばれいしょ、
なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
○対象となる加工食品
８作物を原料とする 33 加工食品群について表示の義務があ
り、お菓子では、きな粉（大豆）、枝豆を主な原料とするもの、
コー
ンスナック菓子（とうもろこし）、コーンスターチ、ポップコー
ン（とうもろこし）、コーングリッツを主な原料とするもの、
ポテトスナック菓子（ばれいしょ）
、ばれいしょでん粉、これ
らを主な原料とするものなどがあり、原材料の重量に占める割
合の高い原材料の上位３位までのもので、かつ原材料及び添加
物の重量に占める割合が５％以上のものについて表示が義務づ
けられている。
○表示は次の三つの方法による
ア、遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
「大豆（遺伝子組換えのものを分別）」等を義務表示（※）
イ、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が不分別の農
産物を原材料とする場合「大豆（遺伝子組換え不分別）
」等
を義務表示
ウ、非遺伝子組換え農産物を原材料とする場合
表示の義務はないが、
「大豆（遺伝子組換えでないものを
分別）」等を任意で表示できる。（※）
※遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を、農場から
食品製造業者まで生産、流通および加工の各段階で相互に
混入が起こらないように管理し、そのことが書類等により
証明されている場合に限る。
（注）
１ 遺伝子組換えによって、組換えＤＮＡおよびこれによっ
て生じたタンパク質が、加工後に検出できない加工食品
（大
豆油、しょうゆ、コーン油、異性化液糖等）については表
示義務はないが、
「大豆（遺伝子組換え不分別）
」
「大豆（遺
伝子組換えでないものを分別）」等を任意で表示できる。
２ 組成、栄養価等が著しく異なるもの（高オレイン酸大豆等）
「大豆（高オレイン酸遺伝子組換え）」等を義務表示
ただし、脱脂等により当該形質を有しなくなったものを除く。

ようにやってみようじゃな

表示内容に責任を持つ食品関連事業者（製造者、加工
者、輸入者、販売者（製造者等との合意が必要））の氏
名又は名称と住所を記載する。また、同欄には電話番号、
ファックス番号、メールアドレス、ホームページアドレ
スなどの記載も可。

砂糖（上白糖、黒糖）、コーンスター
チ（遺伝子組換え不分別）、鶏卵、マー

らご隠居の財産は次男に行

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

小麦粉（有機小麦粉 90％使用）、

っちゃうよ︒ただ︑次男は

菓子の種類の特性に従い、例えば「10℃以下で
保存すること」等と記載する。

原材料名

大体︑同居している親子

⑥保存方法

特色のある原材料を使用したことを表示する場合、
又は製品の名称がその旨を示す場合には、その表示に
近接した箇所又は一括表示の原材料名の次に括弧して
「小豆（A 県産○○％）
」などその産地名等とその割
合をともに表示する。ただし、100％の場合は割合の
表示を省略することができる。
○どのような原材料が「特色のある原材料」に該当す
るか
①特定の原産地のもの（○○産小豆使用など）
②有機農産物、有機畜産物および有機加工食品
有機ＪＡＳマークが付けられた有機農産物又は有機
農産物加工食品を直接原材料として使用した場合にの
み、「有機○○使用」等の表示ができる。
③非遺伝子組換えのもの（右の
（５）
参照）
④特定の製造地のもの（○○県で精製されたこんにゃ
く粉入りなど）
⑤特別な栽培方法により生産された農産物
（特別栽培米入りなど）
⑥品種名など（エリモ小豆使用など）
⑦銘柄名、ブランド名、商品名（宇治茶使用など）
ただし他法令、行政機関の定めるガイドライン等に
より、表示方法が定められているものについては、そ
の方法により表示することができる。

まう人がいるんだよ︒急に

１％

〈 お申込み方法 〉
郵便番号、住所、会社名、
御 担 当 者 名、電 話 番 号、
FAX 番号、必要部数を明
記の上、全菓連まで FAX
でお申込み下さい。
おり返し FAX にてご案内
を送ります。

居がここで一生安心して暮

10ｇ

（5）遺伝子組換え食品の表示について

分が困ることになるんだ

２％

１㎏を超え 25 ㎏以下

（2）ア ス パ ル テ ー ム を 含 む 食 品
は、Ｌ－フェニルアラニン化
合物を含む旨の表示が必要

いか﹂︒

100ｇを超え 500ｇ以下
500ｇを超え１㎏以下

⑤消費期限又は賞味期限
品質の劣化が早い食品は「消費期限」、それ以外
は「賞味期限」を記載する。
（例：平成 28 年 4 月 1 日、28.4.1、2016.4.1、16.4.1）
（注）
賞味期限が 3 ヶ月超のものは年月だけで表示
することができる。
（例：平成 28 年 9 月、28.9、2016.9、16.9）

（３）特色のある原材料

遠くに住んでいて︑家も持

２ｇ

木﨑 海洋 氏（行政書士）

そして︑私はご隠居のと

◎店頭量り売りで、持ち運び用の容器に入れられるものは表
示義務がない。
◎表示の一部を省略できる場合
○チューインガム、冷菓及びアイスクリーム類は賞味期限及
び保存方法を、常温で保存すること以外、注意すべき事項
が無いものは保存方法を、原材料が１種類のみであるもの
は原材料名を省略可。
○容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下のものは、
原材料名、添加物、内容量又は固形量及び内容総量、栄養
成分の量及び熱量、製造所又は加工所の所在地及び製造者
又は加工者の氏名又は名称、遺伝子組み換え食品に関する
事項、原料原産地名、原産国名は省略可。
○内容量を外見上、
容易に判断できるものは内容量を省略可。
◎製造し、又は加工した場所（同一施設・敷地内）で容器包装
された菓子を販売する場合、以下の事項の表示は要しない。
原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量及
び熱量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原産国名、
原料原産地名、気密性容器に密封し加圧加熱殺菌した旨

４％

相続 と 事業承継
っている︒だから︑お富さ

表示を全部又は一部を省略できる場合等

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下
50ｇを超え 100ｇ以下

いくらいだ︒

○表示項目
【義務表示】
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で
表示。（注）ナトリウムは食塩相当量で表示
ナトリウム（mg）
×2.54÷1,000≒食塩相当量（g）
【推奨表示☆】
飽和脂肪酸、食物繊維
（食物繊維と糖質は従前どおりセットでの表示が必要）
【任意表示】
ミネラル
（亜鉛、
カリウム、
カルシウムなど）
、
ビタミン（ビ
タミンA、ビタミンB１、ビタミンC など）など
○表示食品単位※
100g、100ml、１食分（量を併記）
、１包装その他の
単位を表示
○表示する数値
（１）
当該製品の分析によって得られた一定の値又は上下限
値（一定の値の場合の許容差については食品表示基準
別表第９を参照）
（２）
合理的な推定により得られた値
表示された値が食品表示基準別表第９の第３欄に掲
げる方法によって得られた値とは一致しない可能性が
ある場合、
「推定値」
「この表示値は目安です。」「○○
は推定値」等の文言が必要。
○義務免除事業者
・消費税免税事業者
（全事業の課税売上 1000 万円以下）
・当分の間、中企法の小規模企業者（おおむね常時使用
する従業員の数が 20 人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については５人）以
下の事業者）

表示量

その③

遺言書を書いてもらえます

くなった夫には別居の弟が

って金にしてしまうかもし

ないと困る人が２人いるん

栄養表示

・許容される誤差

麻布法人会では︑木﨑海洋氏︵行政書士︶を講

か︒書いてもらわないと絶

いる︒

れない︒そうしたらお富さ

だよ︒１人はお嫁さんのお

298kcal
11.4ｇ
10.5ｇ
8.3ｇ ☆
36.5ｇ
24.0ｇ
12.5ｇ ☆
0.3ｇ

師に迎え﹁相続と事業承継﹂について講演会を開

対に喧嘩になるんです﹂だ︒

Ａ氏﹁ちょいとお富さん︑

談に来た︒

んはこの家に住んでいられ

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

エネルギー
たんぱく質
脂質
－飽和脂肪酸
炭水化物
－糖質
－食物繊維
食塩相当量

※アレルゲンはたとえ微量であっても、人間の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあること
から、表示が義務付けられているものであり、「卵が入っているかもしれません」などの
可能性表示は一切禁止されている。また、加工助剤、キャリーオーバーなど添加物の表示
義務がない場合であっても、特定原材料については表示義務があり、これに準ずる原料も
表示が望ましい。
※ただし、食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらず、特定原材料
等が意図せず、ごく微量、最終製品に混入してしまう場合には、欄外に注意喚起表示をす
ることが推奨されている。（欄外表示例：本製造工場では、そばを含む製品を生産してい
ます）
※
「乳」のアレルギー表示は、
「乳成分を含む」と表示する。添加物の場合は、「乳由来」と
表示する。
※繰り返しになるアレルゲンについては、いずれかの原材料等に表示すれば他は省略可。
※例外的に一括表示が認められるのは、表示面積に限りがあり個別表示が困難な場合、添加
物に含まれるが加工助剤、キャリーオーバー等に該当し、当該添加物の表示義務がない場合、
包装されていない複数の食品の詰め合わせで、容器内で接触する可能性が高い場合など。
※店頭量り売りなどの場合、アレルゲンの表示義務はないが、自主的なアレルゲン情報の提
供が望まれる。













































催しました︒

でも﹁こうしたら大丈夫で

あんたのところのご隠居は

お富﹁うちの隠居が遺言書

なくなっちゃうかもしれな

ご隠居﹁そうか︒お富さん

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

栄養成分表示
（製品 100ｇ当たり）※

【義務表示対象品目】
『えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生』の７品目は、食物アレルギー
症状の重篤度などから特定原材料として表示が義務付けられている。
【推奨表示品目】
『あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、
ゼラチン』の 20 品目、は、特定原材料に準ずるものとしての表示が推奨されている。
※表示の対象となる加工食品は、特定原材料等を原料とする加工食品（これを原料とする
ものを含む）及び特定原材料等に由来する添加物を含む加工食品であり、抗原性が認め
られないもの及び香料を除く。
※一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた特定加工食品及びその拡
大表記は廃止され、今後はパン（小麦を含む）やマヨネーズ（卵を含む）のようにアレ
ルゲンの表示が必要
（表示方法）
【原則：個別表示】個々の原材料及びアレルゲンに由来する添加物ごとに個別にアレルゲン
を表示…消費者の選択の幅を広げる。
（原材料の例：植物油脂（大豆を含む））
（添加物の例：レシチン（卵由来）、カゼイン（乳由来））
【例外：一括表示】すべての原材料名等の最後に、一括して全てのアレルゲンを表示
（例：（一部に卵・小麦・大豆を含む））

先月号より続く︒

す﹂というウルトラＣがな

遺言書を書いてくれたの﹂︒

を書かないと︑あたしは隠

のためでもあるけど︑おれ

義務表示項目についての留意点
◎どこに表示すればよいか
容器又は包装の見やすい箇所。外装する場合は外装
紙に表示するか、又は容器の表示が外装紙を透かして
読めるようにするか、隠れないようにする。
個包装に表示した菓子を詰め合わせて外装する場合
であっても、その内容が読めない場合には外装に表示
が必要。
◎誰が表示を行うのか
表示内容に責任を持つ製造業者、加工業者、販売業者
（製造業者等と合意があった場合に限る）又は輸入業者
◎表示の大きさ
８ポイント以上の活字。（表示可能面積がおおむね
150 ㎠以下のものは 5.5 ポイント以上）
◎商品名が一般的名称の場合又は商品名に近接した箇
所に一般的名称を併記した場合は、名称の項目を省
略することができる。
（例：○○味のポテトチップ）
◎原材料名、内容量、賞味期限及び保存方法の別記表示
一括表示部分に表示することがどうしても困難な場
合、「商品表の上部に記載」など様式の中に記載箇所
を表示し、他の箇所に別記することができる。
◎様式による一括表示以外の方法
○価格などを表示するシールに、まとめて分かりやす
く表示する。
○容器包装の形態にあわせた工夫の表示として、様式
を基本としつつ、表示順序を変更したり、様式の項
目名を同一の意味と容易に判断できる項目名で記載
したりすることができる。

平成 28 年 11 月 30 日

⑦製 造 者

〈 両方とも送料別 〉

（１）アレルゲンを含む場合は、その旨の表示が必要（アレルギー表示対象品目は 27 品目）

てもらうよう︑いろいろ手

い︒いろいろと事情を聞く

お富﹁遺言書なんか多分書

居の財産を何ももらえない

から︑これから仕事して︑

読んだ子どもたちは︑涙を

輸入菓子製品は、⑥と⑦の間に原産国の項目を設け
て「原産国名」を記載する。
製造者欄の項目は、国内で表示内容に責任を持つ輸
入者又は加工者・販売者として記載する。

250ｇ

⑤賞味期限
⑥保存方法

内容重量（グラム又はキログラム単位）、内容体
積（ミリリットル又はリットル単位）、内容数量（個
数などの単位）で、単位を明記して記載する。
（注）
計量法の規定により、次のお菓子を密封する場
合は下表の、許容される誤差を超えない範囲で、内
容重量をグラム、キログラム単位で記載する。
○ビスケット類、米菓、キャンディー（ナッツ類、
クリーム、チョコレートなどをはさみ、入れ、又
は付けたものを除き、1 個の重量が３ｇ未満のもの）
○油菓子（１個の重量が３ｇ未満のもの）
○水羊羹（くり、ナッツ類を入れたものを除き、缶
入りのもの）
○プリン及びゼリー（缶入りのもの）
○チョコレート（ナッツ類、キャンディーなどを入
れ、もしくは付けたもの又は細工物を除く）
○スナック菓子（ポップコーンを除く）

一つうまくいった事例を

と︑確かに遺言書を書いて

いていないわよ﹂︒

富さんだよ︒旦那が先に亡

お金をためなきゃいけな

流 し て 泣 く︒﹁ お や じ は お

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示

甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内 容 量

④内容量

を尽くす︒

もらわないと︑喧嘩になっ

Ａ氏﹁あんた︑それならご

い︒ご隠居に遺言書を書い

くなって︑次男がまだ生き

２割︑三男には１円もやら

れたちのことをこんなふう

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）

砂糖、カスタードクリーム（全粉
乳、卵、砂糖、小麦粉）
、還元水飴、
寒天

お客様ダイヤル 0120（〇〇）〇〇〇〇

③添加物

（３）表示方法は、
・物質名で記載する（例：ソルビトール）
・使用する用途名と物質名を併せて記載する
（例：甘味料（キシリトール）
）
・一括名で記載する（例：乳化剤、香料）
など大きく３つに分けられる。

和半生菓子

紹介したい︒お嫁さんの立

てしまうことが予想つく︒

かもしれないって聞いたん

てもらうしかないな﹂︒

〝土地屋敷をあげるから最

ないと書いて︑子ども３人

③添 加 物

原材料の中に、「アレルゲンを含む食品」、「遺伝子組換
え食品」
、
「特色のある原材料」
、
「米や米粉」
、
「原料原産
地表示が必要な食品」等が使用されている場合には、右
頁を参照して記載する。

（１）使用した重量の高い順に記載する。
（栄養強化目的の添加物、加工助剤及びキャリー
オーバーの物質を除く）
（２）添加物欄を設けず原材料名欄に併せて記載する場
合には、記号、改行、区分線などにより原材料と
明確に区分して表示する。
例：原材料と添加物を記号「／」で区分

称

②原材料名

平成29年２月15日 （10）

どうしたら父に
遺言書を書いて
もらえるか？

そんな相談の場合私は︑そ

隠居の財産をもらえないか

だけど︑本当なの？﹂︒

ただ︑さっきのご隠居の

並べて説明したらどうなる

①名

平成 32 年 3 月 31 日までに製造・加工・輸入さ
れたお菓子は従前の表示によることができます。

食品の表示は食品表示法によって義務付けられています。

〈様式〉
②原材料名
（１）使用した全ての原材料について、使用した重量の割合の
高い順に最も一般的な名称で記載する。
（２）２種類以上の原材料からなる「複合原材料」は、その名
称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料をその
原材料に占める重量の高い順に記載する。
（例：カスタードクリーム（全粉乳、卵、砂糖、小麦粉）
）
（注）１ 消費者がその内容を理解できない名称、複数の原材
料を単に混合した場合などには、複合原材料を分割し
て表示できる。
２ 複合原材料の原材料が３種類以上ある場合、重量割
合順が３位以下、かつ、５％未満のものについては、
「そ
の他」と記載することができる。
３ 複合原材料が製品の原材料に占める重量割合が５％
未満の場合、又は複合原材料の名称からその原材料が
明らかである場合には、当該複合原材料の使用した原
材料名は省略できる。（ただし、アレルギー表示の表
記には注意すること。
）

98

そして︑私のところに相

のおじいちゃん︑おばあち

もしれないのよ﹂︒

合︑ ほ と ん ど が も め る︒

後まで面倒を見てくれ〟と

わかりやすいお菓 子の表 示
わかりやすいお菓子の表示

菓子の一般的な名称を記載する。
（注）１ 欄名は
「名称」
に代えて
「品名」
「品目」
、
「種類別」
、
「種
、
類別名称」にしてもよい。
２ 名称は枠内でなく商品の主要面に表示することがで
きる。その場合、内容量、固形量又は内容総量も同じ面
に表示することができる。

％の人はすぐに書い

ゃんに何とか遺言書を書い

場合︑相続はほとんどもめ

言わないとお富さんは実家

︑

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」
平成28年4月1日現在

（毎月 15 日発行）

話で︑次男が先に亡くなっ

︑

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A2版 20円（税別）

①名称

聞

た場合︑子どもがいないと

る︒最近︑子どものいない

50

90

A4 280ページ 250円（税別）

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

新

代の働

強いのに比べ

に思っていてくれたんだ︒

40

80

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

業

代の方は︑結構体が

ご夫婦やおじいちゃん︑お

かは決まっている︒次の日︑

相続トラブルに
なりやすい要素

に帰ってしまう︒ところが

と︑おやじさんに感謝をす

る︒同時に﹁兄弟なかよく

相続人もいないことになる

やってくれ﹂と書けば︑兄

き盛りの人は意外と体が弱

弟の絆が深まる︒何十年も

ばあちゃんが結構多いが︑

どもたちなかよくやってく

喧嘩して︑口を聞いていな

相続関係図という家系図

れ〟とか︑自分の生きてき

い兄弟の仲直りをするきっ

財産だけ相続し
ようとするから︑
争いが起きる

おやじの残してくれた財産

た生き様でもいい︒不動産

かけにもなる︒遺言書は単

で喧嘩しちゃいけないな﹂

や預貯金とか︑目に見える

に子どもに財産を渡すだけ

三男が来ておやじを脅すか

財産のことしか書かないか

の道具ではない︒崇高なも

もしれない︒

ら︑子どもたちはそれをめ

のであるという意識で書い

言ってはいけないケースも

皆さん遺言書には︑目に

ぐって︑大喧嘩になる︒心

ある︒例えば子どもが３人

見える財産のことしか書か

のこもった遺言書を書いて

ていただきたい︒

おり︑長男に８割︑次男に

が生きている間に︑子ども

ない︒ほかに大切なものが

ほしい︒なぜなら︑心の通

次号に続く︒

ので︑特別縁故者に行く︒

縁故者になる可能性があ

に伝えるべきか︑伝えない

ある︒心の中にある大切な

う相続をしていただきたい

この場合︑お富さんが特別

る︒相続人ではないが︑裁

べきか︒正解は無く︑各家

財産も書いてもらいたい︒

からだ︒心の通う遺言書を

い︒考えてみればお酒も飲

食べたいもの食べられる

判所に申し立てると財産を

庭によって違いがある︒先

例えば先祖への感謝︑子孫

めるし︑たばこも吸えるし︑

し︑会社でいじめられ︑家

もらうことができという救

ほどのご隠居とお富さんの

へ の 感 謝︑ 兄 弟 の 絆︑〝 子

済措置もある︒

ケースでは言っておかない

遺言書を書いたら︑自分

と い け な い︒ お 富 さ ん に

甥や姪でもいいので養子を

もう１つは︑父より先に

に帰って奥さんからもいじ

代の方︑特に戦争に

80

取る方法もある︒

富さんのケースではもめる

子が亡くなるという︑亡く

められ︑ストレスはたまっ

ている︒それに比べると

代︑

行ったおじいちゃんは体が

強い︒昔から質素な日本食

を食べ︑規則正しい生活を

して︑戦争に行っても生き

て帰ってくるくらいだから

強い︒従って︑亡くなる順

番が逆になることが多い︒

90

を書いていただくと︑揉め

だろうという要素は２つあ

なる順番が逆になった場

妻︵お富︶

夫︵亡︶

八五郎︵生存︶

＝

るかがわかる︒先ほどのお

る︒１つは子どもがいない

妻 ︵亡︶

義理父︵隠居︶

相続関係図
＝

菓

（第三種郵便物認可）

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︒

先月号より続く︒

る︒最初から﹁うちでこう
いうことが起こるわけがな
い﹂という前提に立って報
告書を作ると︑文章を読ん
だだけで透けて見える︒流
通でＰＢを製造委託する際
には︑非常の際に消費者側
に立っていただけるメーカ

が起こった時にどういう対

のも実態だ︒異物混入苦情

ーを選びたい︒だが︑実際

この怖さは︑製造者や流

応をするかは︑メーカーの

にはクレームが出てからで

通の事業者になかなか理解

評価をする時︑大きな物差

物混入は昔から苦情件数と

食品にかかわる仕事をし

されていないようだ︒この

しになる︒

して一番多いので︑なめて

ていると︑一番怖いのが食

ことは異物混入苦情が起こ

ないとなかなかわからない

中毒であることは間違いな

った時︑消費者への企業の

いると大変だ︒

い︒食中毒を発生させると︑

異物混入はボディ
ブロー

保健所など行政の指示で営
対応の差となってあらわれ

防虫防鼠専門業者への要望

業停止やいろいろな処分を
受ける︒ボクシングに例え
ると食中毒を出すことは一

その③
のコストで最大の効果をあ

基礎データを把握し最小限

る︒トラップの設置位置は︑

ど︑ここに設置する意味は

いつも捕獲数はゼロだけれ

行 す る︒﹁ こ の ト ラ ッ プ は

決めて︑確認チェックに同

ければいけないですよ﹂と

えてきたから︑駆除をしな

﹁そろそろゴキブリが増

らない︒

以外の虫は捕獲できない︒

虫のトラップであり︑目的

れている︒特定の種類の昆

メイガ用が以前から使用さ

の錠剤にはオスを誘引する

げるために極めて重要で︑

ため︑ノシメマダラメイガ

このトラップは錠剤が１個

門業者がこう言っていまし

のメスが体内で内分泌する

アドバイスしたとする︒ハ

た﹂というだけだ︒そんな

フェロモンが入っている︒

ありますか﹂など︑いろい

っとうしそうな顔をした

認識では上司を説得できる

正確にいえばフェロモン疑

でたらめにトラップを配置

ところが︑取引先の工場

ら︑その業者は考えたほう

わけがない︒ゴキブリ駆除

似物質︒それを錠剤に含浸

貼り付けており︑周りは全

に行ってみると︑本来は床

がいい︒真面目な業者なら︑

にはお金がかかるから︑上

させている︒このトラップ

部粘着紙になっている︒こ

面に置かないと意味のない

ユーザーに協力者が出るの

司の決裁をもらわなくては

を設置すると︑オスはメス

ンコだけ押していた担当者

トラップが︑作業の邪魔だ

を喜ぶはず︒自分はひと月

ならない︒その時に今の報

がいるのではないかと︑誘

は自分の意見ではなく﹁専

からと棚の上に置いてある

かふた月に１回しか現場に

告は︑受け売りで︑状況把

ろなことを質問する︒その

ことが日常的に経験する︒

来られないので︑日常的に

握を全然していない︒

時︑嫌そうな素振りや︑う

皆さんの職場で同じような

自分と同じ目線で現場を診

しているわけではない︒

ことがあったら設置場所を

ることが出来る人間が出来

引されてきて粘着紙に捕獲

再検討するなど改善して欲

される︒このトラップには

しい︒その際には︑自分の

トラップは駆除作業では

オスのノシメマダラメイし

ることは大歓迎となるはず

ないことを認識すべきであ

考えで新たな位置を決める

る︒

だ︒
現場の点検が終了した際

のではなく︑専門業者に﹁こ
の場所は作業に支障がある

また︑専門業者が定期的

担当者は︑自分で現場を回

し︑有事の際にはそうした

一番楽かもしれない︒しか

トラップがある︒タバコシ

トラップの中でフェロモン

専門業者が使用している

トラップにはいろ
いろなものがある

ダラメイガが生息している

ので︑製造現場にノシメマ

ことはメスも生息している

的には適していない︒

か誘引されないので駆除目

に捕獲状況の確認チェック

に︑機械的に確認のハンコ

ラップの形態は様々で︑用

いる︒モニタリング自体は︑

を実施する際︑職場の誰か

ので︑違うところに置くな

途や場所により使い分けて

駆除を効率よく行うための

いる︒調査に使用されるト

体的な対応を専門業者に委

いる︒トラップに捕まって

日常の害虫生息状況を調べ

という指標になる︒

防虫防鼠については︑具

託しているケースが多い︒

いた虫は︑数と内容を確認

バンムシ用とノシメマダラ

発パンチをもらい︑ノック
アウトされるようなもの

委託を受けた専門業者は製

して記録していく︒この作

っていないから状況が分か

119

5000

70

135

4500
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がみられ︑昆虫類を誘引し

ている︒新たに室内の照明
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ば︑ＬＥＤ照明にしたほう
が︑誘引されてくる昆虫の
数が少なくなることが期待
される︒
光源の種類により誘引さ
れる昆虫の数については︑

長く出ている︒ゴキブリだ

い横縞が２本あり︑触覚が

広げたくらいだ︒明瞭な白

可 だ︒﹁ こ れ は よ く 使 う 工

る際に︑余分にあるのは不

大事なポイント︒管理をす

く︒特に〝決まった量〟が

場所に決まった量だけ置

は︑必要なものを決まった

５Ｓの整理整頓の整理と

備やスペアを持ちたがる︒

いうことだ︒ついつい︑予

か︒これが管理していると

くなった事実に気がつく

できるだけ早い時間で︑無

く︒また︑無くなった時は︑

必要だったら３つだけ置

る ﹂︑ こ れ は 不 可 だ︒ ３ つ

のを念のために５つ配分す

から︑３つあれば十分なも

と気がつかず︑寛大に扱っ

具だし︑単価も安い︒しか

とんどだ︒

ゴキブリの子どもの大き

ている工場がたくさんある

し︑小さくてよく紛失する

ゴキブリの侵入

を使ってコントロールする︒

さは︑マッチの軸の頭より

ので注意が必要だ︒

か︒皆さんも耳にタコの５

異物混入防止の基本は何

５Ｓしかありません﹂と言

口一番に﹁異物混入対策は

以外にないが︑講習会で開

昔流通で品質管理業務に

長の話自体はせいぜい

分

いたところがミソだ︒工場

事務棟の人も全員で話を聞

現場の担当者だけでなく︑

少し小さく︑黒ごまの幅を

白熱電球をつけると１００

Ｓだ︒これを根気よくやり

ついていたころ︑取引先実

混入防止は５Ｓの推進から
匹寄ってくるという条件に

ったら︑間違いなく３分の

キックオフ宣言
すると︑スーパーナトリウ

続けた所と全くかけ声だけ

分で︑全員参加で宣言

る︒白熱電球の１３０倍寄

１万３千匹という光源もあ

る︒ただ︑今日やったから︑

け付けた苦情件数は差が出

なものを作っていても︑受

同じような規模で同じよう

いると思いながら︑実は５

ながら︑当たり前にやって

からに他ならない︒しかし

らやっていると思っている

ると思う︒５Ｓなどは昔か

てしまう︒何を今更と感じ

られた従業員が工場の製造

言した︒ポイントは︑集め

全職員を集めキックオフ宣

Ｓをやります﹂と工場長が

当該工場では﹁今日から５

ったところを説明したい︒

ついて︑大きな効果の上が

Ｓをするのは全員だ︒

が事務局をするとした︒５

ュールなどは︑品質管理部

組み立てやマスタースケジ

した︒宣言の中で︑全体の

か

ってくる︒これは捕虫用蛍

明日から安心かというとそ

Ｓになっていないことがほ

施した組織的な取り組みに

光灯だ︒紫色に見える蛍光

うはいかない︒結論から言

１くらいの人は興味を失っ

灯に虫が寄り︑殺している︒

うと５Ｓをやり続けていく

の所で︑３年間比べてみた︒

一口に光といっても虫の寄

次号に続く︒
り方は差がある︒この性質

誘因率は４％︒同じ条件で

ム灯では４匹しか来ない︒

従来から調べられている︒

オスが捕獲されるという

だ︒一方︑今日のテーマの

造現場の状況を把握する目

１人でもいいから担当者を

を押してくれるだけの担当

異物混入はボディブロー

的で︑各種のトラップを使

る基礎データの収集であ

者は︑何も起こらないなら

で︑一発︑一発は大してダ

業をモニタリングと呼んで

らどこが適当ですか﹂と確

メージはないが︑倒れた時
用して捕獲調査を実施して

かめる︒

にはもう立ち直れない︒異

引されて工場内に侵入す

波長の領域は︑２５７〜６

98

を検討しているのであれ

他の虫も増加して
いると考える
タバコシバンムシやノシ

００ナノメートルの範囲

る︒昆虫が光として感じる

メマダラメイガは穀類や食

間に見えていないが︑紫外

158
187
260
13000
（松下電気㈱照明研究所）
4200

る︒多くの昆虫類が光に誘

フェロモントラッ
プの集計は自分た
ちでもできる
捕獲状況の解析︑判定の

して感じている︒波長が短

で︑２５０〜４５０くらい

く︑人が感じない部分は紫

品の原材料で増える虫で︑

くさんいるから︑この２種

外線︑波長が長くなると赤

根拠は︑トラップを何日仕

類のトラップをかけて︑捕

にピークがある︒人間は４

だ︒捕獲数だけが問題であ

獲があれば︑多くの貯穀害

外線になり︑光ではなく熱

内部発生する︒これ以外に

る︒捕獲された昆虫の種類

虫類が増えていると考えて

になる︒

５０〜７００くらいを光と

分けなどは必要でないの

よい︒この２種類だけが特

も同じような貯穀害虫がた

で︑専門業者に集計しても

殊な環境で増えるわけでは

掛けて何匹捕まったらどの

らう必要はない︒集計と見

見れば︑通常の白色の蛍光
灯に見える︒人間の見える
波長帯のところで光を出し

線領域でいくつかのピーク

15

佐藤 邦裕 氏（公益社団法人日本食品衛生協会）

色濃度 平均演色 電球を基準と
K
評価数 Ra した誘虫性 ％
4
3
2100
27
35
2750
86
49
4200
68
89
2860
100
100
4200
63
113

効率
1m/W
スーパーナトリウム灯（NX）
133〜175
純黄色蛍光灯（FL-VF）
25〜45
高圧ナトリウム灯（NH）
100〜115
虫よけ蛍光灯（ハイガード）
（FL-A1） 37〜47
紫外線防止蛍光灯（FL-W-NU）
59〜78
白熱電球（LW）
10〜20
白色蛍光灯（FL-W）
60〜78
高演色性蛍光灯（リアリクス）
39〜50
（FL-EDL-42）
マルチハロゲン灯
70〜95
（メタルハライドランプ）（MF）
自然白色蛍光灯 (FL-W-SDL)
35〜55
パナホワイト水銀灯（HF-XW）
28〜64
パナスーパー水銀灯（HF-X）
43〜68
捕虫用蛍光灯（FL-BA-37K）
＊光源の輝度による誘虫性は考慮していない
光源

くらい危険度が増すなど

回りは自分で実施し︑捕ま

ない︒

ＬＥＤ照明は人間の目で

えた数だけを業者に知らせ
る︒その結果を持って︑専
門業者に﹁何をすべきなの

昆虫が工場内に侵入する

ている︒通常の蛍光灯は人

要因は︑光が一番重要であ

昆虫が室内に侵入
する要因

めに使っていた費用は︑ほ

か﹂を聞く︒これを見るた

かのところに回せばいい︒

20

改めて異物混入防止
を考えてみよう！
各種光源についての誘引性（同一光束の場合）

第935号
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日本菓子専門学校

福本 圭祐

【配合】
〈薯蕷練切餡〉

教師

す。まだ雪残る寒さの中に

いる花に「水仙」がありま

として古くから親しまれて

を咲かせ、春を告げる草花

この季節に白や黄色の花

グラニュー糖……３００ｇ

水…………………３５０㎖

小豆こし生餡……５００ｇ

〈中餡〉…小豆中火取餡

倍割球肥………………

大和芋……………２００ｇ

グラニュー糖……１００ｇ

青・黄色素……………適量

花水仙 （仮称）

凛として咲くことから別名

水飴……………………

※Ｂｒｉｘ

％）…３３０ｇ

「雪中花」とも言い、可憐

〈羊羹〉

〈仕上げ〉

白並餡（

な花の風情は日本人の心情

粉末寒天………………６ｇ

ｇ

③サワリに白並餡とグラニ

みする。

に３回裏漉し、良く布巾も

※より滑らかにするため

③若草色の羊羹を仕込み、

せる。

ジパンスティックでくぼま

にして２ヶ所先の尖ったマ

餡し、俵形に整え表面を平

②淡若草練切餡で中餡を包

予め抜き型で抜いておく。

ュー糖を入れ火にかける。

ラップに包んでおく。

④ペースト状に火取ったら

パラフィン紙の上に約

×

裏漉した大和芋と球肥を加

４㎝で小判型に流し荒熱を
抜き練切のくぼんだ面を羊
羹に押しつけ固める。

※大和芋の状態によって

えて練り混ぜる。

球肥の量を調節して下さい。

※パラフィン紙は

×７

⑤餡と芋が混ざったら火か

切り冷ます。

ら下ろし裏漉して、小さく

する。

㎝にカットしたものを使用

※テーブル上に霧を吹き
紙をはり付け、どらサジを

⑥冷却後、ビニールに包み
保存する。

使用すると作業性が良い。

ｇ

【仕上げ工程】

～

【練切餡工程】

④冷却後、羊羹を巻き形を

添えて仕上げる。

して、練切製の水仙の花を

整え表面に艶天をハケ塗り

に白と黄味色も準備して、

※練切餡は仕上げの花用

①練切餡を淡若草色に着色

分蒸す。

する。

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

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

②裏漉して、もみまとめて

トして約

①大和芋をよく水洗いして

12

皮をむき、約１㎝厚にカッ

羊羹………………

花水仙
13

11
16

ｇ

に適うものがあります。こ

水…………………３５０㎖

ｇ

こでは薯蕷練切餡と若草色

練切餡…………………

水飴……………………

の羊羹を組み合わせて凛と
グラニュー糖……２６０ｇ
18

中餡……………………９ｇ

60°

20
20

％）…５００ｇ

ｇ

咲く水仙を表現してみまし
白並餡（

20

た。

30

60
60
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