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に対する支援のために、

・労働安全衛生の確保、②

労働条件と雇用管理の確保

険の加入促進等（①適正な

⑷労働環境の改善、社会保

実、②就学の促進）、

国人児童生徒の教育の充

⑶子供の教育の充実（①外

実）、

⑵海外における日本語教育

入れ制度の周知・広報、

公館等を通じた新たな受け

援 と 受 験 の 促 進 ）、 ④ 在 外

実施、○
ⅱ外国人材の学習支

送出国における試験の適正

（ 事 業 所 管 省 庁 が 整 備 ）、

確認する試験制度の整備

促進（○
ⅰ技能水準を評価・

国人材の円滑な受け入れの

同封のリーフレットはお客様をはじめ、皆様に差し上げて下さい。

⑴円滑なコミュニケーショ

雇用の安定、③社会保険の

検討進む

ンの実現（①日本語教育の

加入促進等）

人手不足の深刻化に対応

最近の国内の中小企業等の

少子高齢化の進展に伴う
ある。

る方針が示されたところで

関

検討の方向性の主な内容

の方向性）」が決定された。

充実等、②行政・生活情報

外国人材の受け入れに

は、外国人を単に人材とし

の多言語化、相談体制の整

新

て受け入れるのではなく、

する

その後、これの具体化を

外国人との共生社会の実現

たな

日

骨
( 太の方針）にお

運営と改革の基本方針２０

閣議決定された「経済財政

を維持するために、６月に

る「関係閣僚会議幹事会」

機関の局長等を構成員とす

閣僚会議」開催と関係行政

け入れ・共生に関する関係

議長とする「外国人材の受

には官房長官と法務大臣を

く仕組みづくり、

⑴国民及び外国人の声を聴

に向けて、

Ⅰ

られている。

して以下の項目が取り上げ

に向け取り組むべき課題と

⑤防犯・交通安全対策の充

援、④防災対策等の充実、

宅・民間住宅等への入居支

サービスの提供、③公営住

支援、②医療・保健・福祉

化共生の取り組みの促進・

くり（①地域における多文

⑵暮らしやすい地域社会づ

備）、

業者等の排除、③新たな外

を徴収するなど悪質な仲介

具体化、②保証金・違約金

登録支援機関が行う支援の

組み（①受け入れ企業又は

れ制度の実施に向けた取り

⑴新たな外国人材の受け入

入れの促進に向けて、

Ⅲ

化

⑶不法滞在者等への対策強

⑵在留管理基盤の強化、

・迅速化、

⑴在留資格手続きの円滑化

構築に向けて、

Ⅳ

の充実

検討するために、７月

いて、生産性向上や国内人

の設置が決定され、同日の

⑵啓発活動等の実施

し、我が国経済社会の活力

材確保の取り組みを強力に

関係閣僚会議において「外

Ⅱ

れている。

留学生の卒業後の就業が可

と併せ、菓子専門学校への

なお、菓子業界ではこれ

後、収量や品質の向上が求

なところになる。また、今

秋ウンカの防除の一番大切

の３回目を通過するかが、

生活者としての外国人

また、この制度の導入は

能となるよう法務省、文部

旬、３回目は９月下旬。こ

２０１９年４月と予定され

められるなかで、ヒヨクモ

外国人材の円滑な受け

推進しつつ、一定の専門性

国人材の受け入れ・共生の

業が可能となる見込みであ

新たな在留管理体制の

・技能を有し即戦力となる

ための総合的対応策（検討

る。

１ ８」

外国人材の就労を目的とす

人は５年間の就業が認めら

多文化共生社会の実現

る新たな在留資格を創設す

れることになる。
例えば、現在、菓子製造

ており、これに必要な「出

科学省、農林水産省に要請

チの生産量は減っている。

月に第３回、第４

ル（イメージ）によると、

業において技能実習制度を

入国管理及び難民認定法」

を行っている。

月、

更に、検討の方向の具体

利用して１年間就業してい

は、早ければ今秋の臨時国

化と肉付けを行うために８

第５回検討会で「外国人材

る外国人実習生がいるが、

会にも提出されると見込ま

月の

の受け入れ・共生に関する

新たな試験に合格すれば新

回検討会を開催し、

り、関係行政機関の課長等

総 合 的 対 応 策 」（ 案 ） の 最

たな資格で更に５年間の就

日法務大臣決定によ

及び有識者（７名）で構成

終とりまとめを行い、年内

月

される「外国人材の受け入

に関係閣僚会議でこれを了

では、課題のⅠ及びⅡの現

が進められており、当初は、

法務省と業所管省庁の調整

ついて骨太の方針に基づき

ヒヨクモチ 順調な生育
ＪＡふくおか八女を訪問
もち米需要者懇談会で

月３日、産地研修を実施、Ｊ

もち米需要者懇談会（全菓連などのもち米需要者
団体で構成）では、

Ａふくおか八女（福岡八女農業協同組合）を訪問し、
産地、実需間での意見交換会を持った。会議では、

生育をしている。集荷期は

の発生が抑えられ、順調な

コブノメイガなどの病害虫

め、例年と比べ、ウンカや

た、本年は高温であったた

て、全ほ場で出穂した。ま

その土地がどのような状況

を行い、品質に問題無いか、

独自で土壌分析や残農分析

いる。環境センターでは、

を考えて、生産にあたって

くし、収量を多くすること

土作りから始めて品質を良

土壌改良などを行い、先ず

月下旬であと２週間あ

るので、注視して管理して

り、病害虫もまだ懸念され

は

水稲を作る土地であるほ場

なのかを調べている。現在、

が若干、低くなってい
いく。また、もち米はいも

で暑い日が続いたので、草

た。本年の夏は、高温多照

ところが多いので、３回防

た、病害虫で被害を受ける

発生は見られなかった。ま

照で湿度も低かったので、

ち病が発病するが、高温多

でてくる。このため適正な

かなか効きにくいところが

ると、肥料を入れても、な

る。酸性の度合いが低くな
な説明があった。
○もち米の生育概況につい

丈が少し長めで生育した。

日までにすべて完了し

今年産の生育概況は６月

らなく９月３～６日にかけ

多い。出穂期は例年と変わ

生育がよく茎数も例年より

が８月下旬から９月の上中

目は８月の上中旬、２回目

除を基準としている。１回

２面に続く。

いくことを考える。

・農畜産課・渕上氏）

に合わせて、生育をして

て（福岡八女農業協同組合

もち米需要者懇談会厨座長の挨拶のあと、次のよう

何とか収量を持ち直すよう

れ・共生のための総合的対

状、課題、対応策について

介護等５業種といわれてい

漁業に加え、飲食料品製造

•••••••••••••••••••••••••••••

応策検討会」が設置され、
９月

この検討と併せ、どうい

法務省がまとめた資料が提

たが、中小企業等の人手不

った業種を対象とするかに

示され、議論されるととも

足の実情を踏まえ

日の第１回検討会

に、埼玉県と新宿区から自

に拡大されると見込まれて

９月

れている。

治体における取組の状況の

数業種

ヒアリングが行われた。

業、外食業等を対象とする

おり、農林水産省は農業、

では、横浜市と浜松市の取

日の第２回検討会

り組み状況のヒアリングが

べく調整を進めているとの

同月

行われるとともに、第１回

飲食料品製造業が全体と

ことである。

10
日頃から田植えを行い、

pH

検討会の議論を踏まえた一
部有識者からの資料の提出

造業においても農水省が整

して認められれば、菓子製

備する試験に合格した外国

があった。
第１回検討会で示された

pH

10
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承することとされている。

11

日以降検討が開始さ

10
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11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
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（１） 平成30年10月15日

１面より続く。

ＪＡふくおか八女

この３つが米袋にマークを

きている。もち米部会は各

で、収量が少しずつ減って

収穫の時期に台風が来るの

で、福岡県の３分の１生産

物はいちごの博多あまおう

５０億円あった。主な農産

全、安心を掲げている。も

ち米を生産するにあたり安

ＪＡふくおか八女は、も

（同農畜産課・渕上氏）

もち米の取り組みについて

る。カントリーなどに集荷

底した生産管理を行ってい

を生産しないという形で徹

し、その生産者はうるち米

入を防止するため団地化

これからの生産方針を聞き

米に対する取り組みだが、

質問・県内の農協でのもち

使ってもらっている。

とで、卸に受託して、袋を

ると菌が根について窒素を

いない。また、肥料を入れ

目なので、まだ結果は出て

試験している。今年が初年

基準にし、収量を戻そうと

ている。福岡県本部の取扱
銘柄となっており、概ね県

うか、県本部で取扱が多い
活動して行こうと、県の部

ているが、県でもまとめて

国茶品評会で、最高位の農

いる。お茶は特に玉露が全

ち米は、

月の中旬までに

と若干変わる。一般のうる

ち米はうるち米の生育期間

ち米が混じらないよう区分

も別管理し、そこでもうる

するが、施設に持ち込む際

していきたい。もち米は実

回答・先ず今の面積を維持

たい。

で大豆は３年に１回作った

は肥料を入れない。いまま

作り、成分を作るが、大豆

年には２

付けて、このＪＡの米とい

億の販売高になって

販売品販売高は

ＪＡに出荷してもらうよう

うことで販売している。３
し、

高の割合だが、米は全体に

林水産大臣賞を受賞してい

り、秋ウンカや天候不順、

集荷の運動もしている。キ

ＪＡでも、生産者で組織し

農産物は、米やいちごのあ

会も組織している。生産は

だが「ヒノヒカリ」がある。

ャラクターを利用し、集荷
品種は福岡県の生産量とい

ま お う な ど が 有 名 だ が、
内で玄米販売ができてい

者に配り、福岡県産の米を

及び集荷外の販売に役立て
○福岡県における米穀情勢

％になって

もち米需要者懇談会の意見交換より

について（全国農業協同組
占める金額が

ている。ＪＡ全農ふくれん

米の取扱高だが、集荷がで

売が大きい。福岡県本部の

ごなど園芸農取扱の生産販

いる。米より、野菜やいち

マークを付けて販売してい

ことで、精米にしたものに

る。あわせて県産米という

ールライスの部門が別途あ

る。直販部では、精米のパ

活動している。それぞれの

全農ふくれんが一体となり

ていこうと生産者とＪＡ、

でいるが、販売も一緒にし

それぞれのＪＡで取り組ん

など、どちらかといえば野

ツ、みかん、トマト、なす

とはぶどう、キウイフルー

産量で

億の販売高だ。あ

る。電照菊は全国２位の生

る。もち米にうるち米の混

産者の作付を団地化してい

ふくおか八女ではもち米生

こから収穫が始まる。ＪＡ

収穫が終わる。もち米はそ

る。

ち米を除去して出荷してい

に導入しているので、うる

時も、色彩選別機を全施設

管理をする。籾擦りを行う

も継続していきたい。

ない米ということで、今後

ので、絶対、販売し損なわ

儒者と複数年契約している

質問・面積が減った理由は

分は落ちた。

代になったので、土壌の成

が、ここ数年、米と１年交

菜、果実の生産が多い。ま

ＪＡ配置され

福岡は今が米の収穫の最
で、めし丸君という福岡県

きているのは、数量でうる

ＪＡでヒヨクモチの宣伝と

下では現在

盛期になってきたという時
産米キャラクターを設定し

何か。

ている。このキャラクター

また、県ではヒヨクモチ

月頃

月の下旬
る。マークが付いていない

回答・生産者の高齢化と生

ち米５万５千㌧、酒米２千

自体が長年続いている品種

をタオルなどに入れて生産

産調整で少しずつ転作面積

事業地が八女市、筑後市、

らん野」もある。

を行っている。直売所「よ

成分、土壌診断などの分析

討すると先日も話し合った

ち米部会としても、今後検

という要望があるので、も

区分している。間違いなく

るという配分産物の等級で

定の上位等級を使用してい

たりするので、１，２等限

いるからで、ふくれんでは

これは土壌の成分が落ちて

いものの、背の低いもち米

だ、密苗は稲が徒長しやす

10

なので、
を予定している。福岡県の

が増えていった。生産調整

た、事業を紹介すると就農

なので、生産者から昔に比
支援センターもあり、新規

べると収量が取れていない

消費活動をしており、餅つ

られるようにしたい。

きをしたり、マラソンや駅

質問・つぶ丸君のマークが

もち米については、ＪＡ

品種も一部販売している。

は、今は無くなったが、米

㌧、もち米２千５百㌧、全

という意見が出ている。新

体で６万２千㌧になってい

付いた米だが、農産物検査

質問・加工用米を作って欲

全農ふくれん

から労力削減のため、種を

広川町となっている。八女

箱で賄えば、労

数量は５万２千俵を立てて

市は旧５市町村あったがひ

には向いていることがある。

る。また、全農ふくれんの

就農者を１年で３、４名の

が余らないようにと転作率

伝で焼き餅を焼いて配って

は今まで通りになってい

ＪＡのう

しい品種を試験したい気持
研修生を受け入れている。

ちはあるが、品種がなかな
平成

ａあた

箱使っているが、昨年

が優先で、なかなかもち米

多くし、苗の箱数を減らそ

箱に抑えた。将

年

～

うと

いたが、実際は４万２千弱

分析して、土壌の成分値を

来的には

めし丸」という県産米マー

ぐらいの取扱になった。こ

等級を使っているというこ

力とコスト削減になる。た

クがある。県で育成した、

ばかりなので、期待に応え

ａ届かない状況である。

奨励品種で「夢つくし」
「元

○福岡八女農業協同組合の

名の新規就農者を送り出

29
とつになった。事業量だが、

組合・今村農畜産課長）

27

こ数年、数量は下がってお

採れていたが、今は８俵／

俵／

ａ

り

上位等級限定品という書き
いる。

定を使うということで書い

方をしている。内訳がある
○福岡八女農業協同組合に

地交付金はなかなか加工用

までいかない。また、

しい。

ち、もち米を作付けしてい

米まで出ない。特にもち米

てある。夢つくしとひのひ

くらい前までは

回答・福岡県は、大豆や麦

る産地が９ＪＡあり、南に

した。作物はいちごとトマ

の加工用米は、今のところ

かりは、１等比率が低かっ

年度までに

農産部は米穀課で米、農産

トをしている。また、カン

０という状況。取引先から

10

年から

課で麦や大豆、米麦種子を

トリーエレベーターは八女

は加工用米を作って欲しい

る。また、密苗を

多い。その中のひとつがＪ

ＪＡふくおか八女は平成

市に有している。環境セン

か見つからない。福岡県に

Ａ福岡八女農協だ。福岡は

８年４月当時、平坦地から

ターでは、残留農薬や栄養

のか

取り扱っている。特産課は

全戸ではないがもち米の団

中山間地まで８あったＪＡ

に力を入れているので、産

お茶で八女は有名。農産部

地化をして、ヒヨクモチの

を１つに合併した。概要は、

10 15

ついて（福岡八女農業協同

では米麦、大豆、茶の農産

年産の販売計画

生産に取り組んでいる。ま

要請はしているがうるち米

物の集荷、販売をしている。

た、平成

20

14

回答・元気つくしは１等限

また、めし丸君のキャラク

10 10

質疑応答

期だが、ヒヨクモチは晩成

10

ターをマークにした「金の

10

14

20

・寒松氏）

色々な作物もある。福岡県

29

合連合会福岡県本部米穀課

60

25

20

11

気 つ く し 」、 全 国 的 な 銘 柄

29

11

２０１９年版卓上カレンダー

コトとコト、聖と俗、時と

担ぎ、縁起なおし、人と人、

旋する。祝い飾りは、縁起

もかげ・祝い飾り篇」を斡

人のきまりごと～日本のお

版、卓上カレンダー「日本

全菓連では２０１９年

度 感 謝 す る お 月 見 」、

花 繚 乱 の 重 陽 」、

の祝い着『万祝』」、９月「菊

の 短 冊 飾 り 」、 ８ 月「 大 漁

び 目 の 結 納 」、 ７ 月「 七 夕

願 う 鯉 の ぼ り 」、 ６ 月「 結

月「 花 祭 り 」、 ５ 月「 祝 い

月「 手 作 り の 吊 り 雛 」、 ４

「 常 世 の 夢・ 蓬 莱 山 」、 ３

月
月「新

多くの組合員

▽注文単位・

冊以上より

送料無料）

次の通り。

と業務用の冷凍バターは年

からの聞き取りでは、在庫

の業務用バターも業界団体

が発生した機械などはもと

機械などによる災害など

場においては、経年設備の

大規模な設備を有した事業

ることから、製造業のうち
２㎝

末需要に対応するため、年

より、はさまれ・巻き込ま

日（名

量が一定確保されていると

▽注文締切日・ 月

度初めから計画的に輸入

めたリーフレットなどを活

入れの場合）

などに対してリスクアセス

実施にあたっては「製造

用し、計画的な設備の更新、

行安全対策官民協議会」が

メントの実施及びそれに基

央労働災害防止協会が実施

優先順位をつけた設備の定

する「中小規模事業場安全

公表したリスクアセスメン

期的な点検・補修を実施す

・４％の増加となっている。

衛生サポート事業」の個別

づく措置の確実な実施をは

劣化状況の調査結果をまと

る。齋藤大臣は会見で国産

年度下半期の労働災

•••••••••••••••••••

平成

厚生労働省では全菓連に

型別の発生状況を見ると、

害防止対策の推進について

年度下半期の

対し、平成

トと労働安全衛生マネジメ

いる。留意事項として次の

倒、切れ・こすれになって

どの労働災害も発生してい

化などを原因とする墜落な

また、近年、施設の老朽

どの活用を図ること。

アセスメントの共通手法な

に関する分析結果やリスク

ントシステムの有効性など

製造業における労働災害

ようになっている。

ること。

発生状況は、休業４日以上

％を占め、続いて転

支援や集団支援の活用を図

労働災害防止対策の推進を

万１千トンと前年同期を１

の死傷者数は前年同期比５

要望した。

・１％上回っていると指摘

体の

はさまれ・巻き込まれが全

かること。リスクアセスメ

れ災害のおそれのある機械

を示した。
齋藤大臣は国産バターの

した。また、農水省による

生産量は今年４～７月で２

ること。

した。

バター年末不足なし

▽価格・
（１冊・ＰＰ袋入り、 末に向けての需要に対し供

ント実施にあたっては、中

し、既に在庫を確保してい
組合へ。

15

齋藤農林水産大臣が９月 日の会見で
北海道地震の影響で原料

ンダーは、大手文房具店の

のし袋付）４９０円（税別） 給不足には陥らない見通し

２０１９年版卓上カレンダー

▽構成・表紙１枚、本文

冊以上は
くため、値段

枚（表裏共４色刷り）

受付（送料別・

も一般売りよ

に利用して頂

り半額に近

・

▽サイズ・

11

•••••••••••••••••••

・５㎝×

い、１冊４９
０円（税別）
としている。
また、百冊以
上であれば店
名などを名入
れすることも

となる生乳の減産が懸念さ
れているが、齋藤農林水産

カレンダーフェアの販売品

大臣は会見で、バターは年

にも毎年、選ばれている。

斡旋概要は

可能。

12
18

「日本人のきまりごと

場所、願いと感謝、日本の

「口切の茶祝い」

25

30

10
14

～日本のおもかげ・祝い飾り篇」の

面影を結ぶしるしである。

年を寿ぐ彫りもの」同カレ

30

30

25

斡旋品ご案内

内容は、１月「幸を引き寄

月「 二

せる祝い木『餅花』」、２月

11

10

12

▽購入を希望する方は各県

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

ヒヨクモチ

10

平成30年10月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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第955号

の製造方法が︑

催される︒

家庭の医学﹂でみかんを毎

橘本神社境内の１９００年前から受け継

日３個食べると血糖値を改

者の支払う掛け捨て保険料

もに着実に発達

月﹁たけしの

し︑精巧をきわ

また昨年

の８割に１・０８０％を乗

めるに至った︒

生活の向上とと

じた額で︑自動車保険と同

ただ︑砂糖の

いできた﹁タチバナの木﹂
みかんの原木

様︑保険金の受取実績に応

製造方法や利用

率の初年度は︑補償限度額

じて翌年の保険料が増減す

入保険は収量の減少に加

たのに対し︑この新しい収

生産量の減少に限られてい

けているとのことである︒

企業からの問い合わせを受

になっており︑既に複数の

食品企業も加入できること

だけでなく自社農場を持つ

この保険制度は︑農業者

は翌年の積み立てに充てら

かった場合には︑積立部分

保険期間に支払いが生じな

当てられる︒また︑１年の

で掛け捨て部分︵同前︶が

上回る部分は８割相当分ま

い合わせられたい︒

業共済組合︵連合会︶に問

００︶又は各都道府県の農

会︵０３︱６２６５︱４８

は︑全国農業共済組合連合

関心のある事業者の方

率で対象となる︒

のが相当数ある

を必要とするも

も︑製菓に果汁

１１３号︶第

する法律︵平成６年法律第

の需給及び価格の安定に関

農林水産省は﹁主要食糧

みかんの原種であると古事

社﹁六本樹の丘﹂で今の︑

歌山県海南市下津町橘本神

間公であった︒

のが︑１９００年前の田道

﹁橘﹂を中国から輸入した

その果物の原点に立つ

歴史的にみても興味深い︒

記・日本書紀に記されてい

政府売渡価格の改定ルール

年間の菓業繁栄を

われ近隣の方々に餅なげを

が大勢集まり盛大に執り行

収懸念等から小麦の国際価

の一部地域の乾燥による減

買付価格は︑米国及び豪州

年

・ホワイト︵ＷＷ︶で︑

いるようになったらしい︒

ん農家及び関係者が集まり

月にみか

が上昇したことから︑前期

価格の影響により海上運賃

格が上昇したこと︑燃料油

なった︒

︵対前期比＋６・１％︶に

みで５５︐１５０円／トン

価格︵加重平均︶は︑税込

全菓連斡旋図書

■日本菓子教育センター編集・発行

善する栄養素であるとテレ

ビで全国放送された︒

和歌山県菓子工業組合事

務局長・高橋義明

に比べ上昇した︒

月

月〜︶の輸

この結果︑平成

年

に基づき売り渡す輸入小麦

とある︒平安時代になると︑

実施し

麦のアメリカ産ウェスタン

主に菓子用はソフト系小

となる︒

／トン︑２・２％の引上げ

込価格︶で５５︐５６０円

ると︑５銘柄加重平均︵税

平均買付価格を基に算定す

に基づき︑直近６か月間の

年

年３月第２週〜平

年９月第１週︶の平均

今流の菓子の製造方法が考

成

︵平成

輸入小麦の直近６ヶ月間

改定内容

政府売り渡し価格の

渡価格を決定した︒

の平成

月期の政府売

入小麦の政府売渡価格は︑

期︵平成

年



る︒積立部分の掛け金は︑

え︑市場価格が下がった︑

また︑農業者と契約栽培を
れ︑翌年の掛け金は掛け捨

輸入小麦の政府売り渡し
価格の改定について

災害で作付け不能になっ

行っている企業にあって
て保険料のみとなる︒加入

毎年４月初めに菓子祭
﹁全国銘菓奉献祭﹂を全国

えだされ︑果汁などをもち

各地からお菓子と製造業者

持ち帰るが︑前年︑天皇は

道間公は︑嘆き悲しみその

１９００年の感謝を込めて

祈願する︒又︑

道間守公︵たじまもり︶は

伊勢貞丈の﹁貞丈雑記﹂

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

新しく始まる農業経営収入保険は
菓子製造事業者の自社生産農産物も対象に

％相当分ま

契約栽培等のリスク分散も可能に
補償限度額の

菓子の種類が多

除く全ての農作物と精米︑

様化した現在

月から︑新たに﹁農

なる︒なお︑この国庫補助

来年
での支払いは積立部分︵加

は︑食品企業であっても同

法が︑進歩し︑

入者の掛け金と国庫補助の

％と

持ち等の簡易な加工品が対

合計︶が充当され︑それを

た︑けがや病気で収穫でき

は︑契約農業者が保険に加

補償限度額の１割の

業 収 入 保 険︵ 収 入 保 険 ︶﹂
象となる︒

なかった︑倉庫が浸水して

入することにより様々な要

ます︒
書記には﹁橘は菓子の長

すでに崩御されていた︒田

上にして人の好む所なり﹂

条第２項﹂

売り物にならない︑取引先



ということは︑

が倒産した︑盗難や運搬中
因による農業者の収入減少

菓子のルーツ﹁橘の木﹂

険の対象が︑災害等による

制度が始まる︒農業共済保

で最初に移植されたのが和

の事故にあったなどによ
リスクの分散につながる可

今から１９００年前︑第

月期における政府売渡

代垂仁天皇の命を受け田

海南市下津町橘本神社

能性がある︒
掛け金は︑積立金と掛け

り︑農業収入が基準収入︵過

捨ての保険料及び事務費で

去５年間の平均収入︶の９
割︵補償限度︶を下回った

構成され︑積立金には
％︑

％︑

場合に︑下回った収入の９

掛け捨て保険料には

割︵支払い率︶を補填する
ものである︒

にも︑菓子のことが種々記

ていじょざっ き

天皇陵に橘︵みかん︶を捧

定価：3,500円（税別）

10

（注）ソフト系小麦の平成 30 年 10 月期における政府売渡価格（加重平
均）は、税込みで 55,150 円／トン（対前期比＋ 6.1％）
。

げて命絶えたという︵西暦

オーストラリア産スタンダード・ホワイト（ASW） 主に日本麺用

余年

﹁みかん祭り﹂が盛大に開

ソフト系小麦

不老長寿の霊菓を求め常世

菓 子 萬 勝 堂︵ Ｐ



︶

主にパン・中華麺用

国︵中国︶に渡り︑

されている︒その後︑菓子

菓子司中西与三郎︵Ｐ

主にパン用

アメリカ産ハード・レッド・ウィンター （HRW）

％の国庫補助

れます︒この氷室神社の行

などは菓子店の経営になり

カナダ産ウェスタン・レッド・スプリング（1CW）

事務費には

年 ︶︒ そ の 橘 の 苗 が 日 本

事にあやかって奈良ではか

ます︒

主にパン・中華麺用

が行われる︒保険の支払い

で作られた氷が氷室神社に

き氷が菓子店などを中心に

アメリカ産ダーク・ノーザン・スプリング（DNS）

同様の制度がすでに設けら

送られます︒夏場になると

販 売 さ れ ま す︒﹁ 奈 良 か き

ハード・セミハード系小麦

また︑対象となる作物も︑

10

＜ 5 銘柄の内訳＞

の辛苦のすえ﹁橘﹂の苗を

奈良周辺では夏場かき氷

氷室神社で保存されていた

www.

＋ 2.2％

の必要が生じた場合には︑

が数十店営業されます︒奈

氷を削りかき氷として供さ

奈良かき氷ガイド

nara-kakigori.com

55,560

れている肉用牛︑鶏卵等を

良の東大寺に近く氷室神社

︶︑ 寧 楽

という杜があり︑吉野地方

氷ガイド﹂掲載の千壽茶寮
︶︑ 御 菓

奈良県菓子工業組合・野
崎充亮

54,370

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

対前期比

決定版 和菓子教本

10

10

11

42

30

主に菓子用

アメリカ産ウェスタン・ホワイト（WW）

奈 良 総 本 店︵ Ｐ

︶︑ 御

（単位：円／トン）

10

27

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

1

30

30
30
30年10月期

5 銘柄加重平均（税込み）

︶︑ 吉 野

21 19

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～

和歌山
11

10

（注）ハード・セミハード系小麦の平成 30 年 10 月期における政府売渡価格（加
重平均）は、税込みで 55,740 円／トン（対前期比＋ 0.5％）
。

1

菓子店経営のかき氷

寧楽菓子司中西与三郎 月瀬の梅紫蘇氷

30

30年4月期
政府売渡価格

子 司 春 日 店︵ Ｐ
本 葛 黒 川 本 家︵ Ｐ

25

29
奈良かき氷ガイド

71

50 75

30

25

‼
10

50

氷室神社保存の氷でひんやり

吉野本葛黒川本家 黒川本家のかき氷

良
奈
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（３） 平成30年10月15日

栄養成分表示 に 係 る 研 修 会 を 開 催

け、去る十月一日から五日

国の都道府県組合に先駆

習得する為の研修会を、全

多くの組合関係者が参加

岩手県菓子工業組合（齊
藤俊明理事長）では、菓子

間、岩手県内各支部九カ所

中小企業団体中央会の支援

今回の研修会は、岩手県

で、もう少し改善をして欲

簡単には使えそうも無いの

た試用版を使ってみたが、

い の か 」「 事 前 に 配 布 さ れ

手県の組合員の皆様が参加

り、今後は、県域が広い岩

という声が寄せられてお

た。

と感じた研修会事業であっ

しやすい環境づくりも必要

を会場に開催した。

を受け「栄養成分表示及び

既存の組合員の他、組合未

で出された意見を参考に、

催にあたり、県組合理事会

示等も併せて学習した。開

を進めて頂きたい。輸入小

る。義務化までに是非準備

応の注意喚起がなされてい

シが出されている通り、対

いては「消費者庁よりチラ

係る小規模事業者対応につ

丁寧に説明された。参加者

トの使用方法の指導方法が

のほか、栄養成分計算ソフ

「近くの会場に気軽に参加

設定も考慮したこともあり

催したことや、夜間の会場

修会を県内各地で複数回開

今回の開催にあたり、研

岩手県菓子工業組合専務

日に前日の敬老の日に

理事・小沢仁

月

く見えるよう目の前まで見

がたくさん上り、手許がよ

作っていただきました。

にうさぎの形の練り切りを

いという方もおられ、一緒

たが、自分でも作ってみた

合員や和菓子協会員から集

も食べていただこうと、組

またその他にも熊本銘菓

ただきました。

に来たり出来た作品を手に

な道具を使っていますか」

質問コーナーでは「どん

賑わいしていました。

も応え、その出来栄えに大

て欲しいのとリクエストに

けるとは驚きでした。

に和菓子で楽しんでいただ

安もありましたが、こんな

初めての試みで最初は不

に寄付しました。

めた１７０個お菓子を施設

とったり皆さんとても興味

ちなんで、お年寄りに職人

司会の職員さんの軽妙な

また職員さんの顔を作っ

の技を楽しんでもらおうと

「女性の職人さんはいます

楽しいトークにも助けられ

を示されていました。

熊本市西区にある特別養護

か 」「 で き る よ う に な る ま

今後も定期的に続けてい

熊本県菓子工業組合事務

けたらと思います。

局・野田尚美

んなで走るマラソン大会」

をキャッチフレーズに「新

潟うまいもん広場」が設け

ムや自然いっぱいの新潟ス

ンカビックスワンスタジア

菓子など、１万５千個の和

福やクッキー、チョコ、焼

いい～」「すごい〜」「本物

「わ〜」「きれい〜」「かわ

３５人が参加しました。

れ、２０４チーム・１，３

イラン２０１８」が開催さ

に「スポーツ公園エンジョ

おうと、９月

凝らしたコスチュームが見

会です。各チームの工夫を

数を競うリレーマラソン大

ぎながら、３時間走った周

のグループでタスキをつな

・友達・同僚など２～

した。

当てのスイーツを堪能しま

ら広場をうろうろし、お目

みをしたり、後戻りしなが

ちは、葛藤しながら、足踏

も、食べたい」ランナーた

職人の老人ホーム慰問

で 何 年 か か り ま す か 」「 ど

終始笑いの絶えない楽しい

老人ホーム三和荘に出向

雰囲気で時間が足りないほ

き、和菓子で慰問をしてき

うして和菓子職人になろう

どの盛り上がりでした。

ている熊本市菓子組合と熊

と思いましたか」など積極

本県和菓子協会合同で、９

ました。

的にたくさんの質問が出ま

熊本県菓子工業組合の熊

北川和喜（天明堂）浅井

来立ての和菓子を食べてい

実演終了後はそのまま出

茂宏（お菓子のあさい）片

しい

美味

スイーツを食べながら走ろう

•••••••••••••••••••••••••••••

予定にはありませんでし

した。

名の前で和

個以上、

みんなでワイワイ！楽し

洋菓子、今が旬の梨、飲み

られ、参加者には、一口大

く走って、いっぱい食べて、

ポーツ公園など、１周１．

「 早 く ゴ ー ル し た い。 で

物などが用意されました。

エンジョイランでお菓子を提供

新潟の魅力を楽しんでもら

人

の距離を、家族

みたい～」という感嘆の声

当日は実施が危ぶまれる

られるのも本大会の楽しみ

７５８１

小学生は「家に帰ったら早

ような天気予報でしたが、

日（月・祝）

た。体験教室だけではなく

速、じいちゃんとばあちゃ

幸い、雨も上がり、日も差

お年寄りの皆さんからは

しました。

のない練り切り作りを披露

ラクターなど一つも同じ形

鯉、花、菓物、動物、キャ

３人の職人で

菓子を作りました。

や職員さん約

人でデイサービスの利用者

岡翔之助（菓舗梅園）の３

本市内の組合員で構成され

和菓子でお年寄りに笑顔を

•••••••••••••••••••••••••••••

し い 」「 小 規 模 事 業 者 で の

入小豆を製餡した場合の表

対 応 は ど う す る の か 」「 輸

最新の加工食品表示の研修
会」をテーマとして、栄養

記について」等の質問が

成分計算ソフト開発元の㈱
デリコ武田正貴氏を講師に
次々と寄せられた。

加入の菓子製造事業者にご

このうち栄養成分表示に

迎え、菓子店におけるＨＡ

案内をしたところ、約二百
豆の製餡については、国内

ＣＣＰ導入、原料原産地表

名余の皆様の申込があった。
製造という表記となる」旨

より「ソフトはＣＤで配布

出 来 て 良 い 」「 お 店 の 閉 店

の説明があった。

研修では、武田講師より、

されると聞いたが、最近は

帰ってからも作って欲しい

んに作ってあげよう！」と

付けが難しいらしく、なか

した。それぞれの菓子の色

型打ちで作る方法で行いま

合ったり、親に見せたりし

うに友だち同士互いに見せ

した。出来上がると嬉しそ

寧に教えながら作業をしま

工程を経験してもらいまし

行い、参加者には型に流す

練り上げる作業は組合員が

水羊羹は火を使うので、

渡ししました。するとある

水羊羹の配合表を全員にお

と思い、家庭でも作り易い

れました。

お菓子は、新潟県菓子工

言って私たちを喜ばせてく

なか思うように色が出せな

て喜ぶ姿が本当に微笑まし

店舗

新潟市中央区の「ハード

「美味しいスイーツや旬の

大会の人気の一つである

トーシェフ㈲三昧堂・越後

【㈱港製菓・㈱百花園・ガ

業組合新潟市支部

オフエコスタジアム新潟」

今年で６回目となるこの

についての豆知識を「都城

局・中村芳

新潟県菓子工業組合事務

ました。

子 店（ 順 不 同 ）】 が 提 供 し

舗田文・プチ・フール洋菓

ド ）・ ㈱ 田 中 屋 本 店・ 菓 子

本舗（㈱チューリップラン

㈱きくや・㈱念吉・清雅園

・㈱大阪屋・㈱丸屋本店・

ーテシア㈱シュルプリーズ

せんべい浜島・㈱里仙・ル

スポーツ公園エンジョイランポスター

フルーツを食べながら、み

事長・園田征利

宮崎県菓子工業組合副理

た。

らった体験教室になりまし

に、組合員も楽しませても

参加者の皆さんと一緒

らいました。

のクイズにして楽しんでも

作り始めたでしょう」など

は、どこの県が一番最初に

しょう」とか「チーズ饅頭

参加者の皆さんには、菓子

10

をスタート・ゴールに、デ

となりました。

の一つとなっています。

Km

に昔からあるお菓子は何で

３種類とも作り終わった

いようなので、組合員が丁

かったです。

潟

新

50

50

業界で開発した「栄養成分
計算ソフト」の使用方法を

親子連れ 地 場 産 業 経 験
お菓子作り楽しい
ズ饅頭、上生菓子（煉切り）、

チー

水羊羹の作り方を指導しま

チーズ饅頭作りでは、先

17

昨今の食品表示に係る要点

ドライブレスのＰＣも多い

後に受講できて良かった」

本
熊

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

ので、ダウンロード版は無

18

さず、絶好のマラソン日和

特別養護老人ホーム三和荘
親子でものづくり体験教室

きました。今年度は

感じてもらおうと、小学生

ずチーズを計りで計量し１

お菓子づくりを体験

都城の地場産業を身近に

が親子で参加する「ものづ

都城市の都城圏域地場産業

個ずつ丸める作業から始

した。

振興センターで行われまし

日、

た。市内外から親子連れの

め、予め組合で作っておい

くり体験教室」が７月

小学生が大勢訪れ、陶芸教

上手く包むことが出来ずに

た生地で包むのですが、生

教室、木工教室など

苦労する姿が何とも可愛ら

地が柔らかいのでなかなか

ぞれ楽しんで頂きました。

しかったです。出来なくて

それ

年間も続

も一生懸命に挑戦している

上生菓子（煉切り）では、

いています。菓子作りには

れ１００名ずつ参加して頂

のには、感心しました。

室は一番古く、

その中でも、菓子作り教

室、みそ作り教室、藍染め

24

午前の部、午後の部それぞ

13

14

栄養成分表示に係る研修会

手
岩
崎
宮

平成30年10月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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は、仏事とのかかわりが大

打豆はそのまま水に漬けな

（ 参 照 １） 現 在、 全 国 の

でよい。

いる。私たちは食文化を継

恵、歴史、文化が詰まって

郷土食は人々の生活の知

イしていきたいと思ってい

れからもお菓子作りにトラ

統食材『打豆』を使い、こ

取締役・髙橋英夫

株式会社髙橋製粉所代表

）
http://uchimame.com

る。（ 参 照 １、 越 前 打 豆 本

宗王国でもあり、曹洞宗の

学校給食、中食、外食など

承し、次の世代に伝えるこ

本山である永平寺などがあ

に打豆を使っていただいて

様と一緒に努力し続けてい

り、大人数の食事などを要

いる。また、福井市の連携

舗

する仏事が多い。大豆の収

とが必要と考えている。伝

をさせたもので、福井では

穫時期や福井県の地形や気

きたい。

５００年以上昔からつづく

分煮るだけ

いで

打豆（うちまめ）という

伝統食材である。打豆が郷

分から

きい。福井は昔から浄土真

食材をご存知でしょうか？

「夢を与え、
見て楽しんで、

ず。それは和菓子でも洋菓

いと感じていただけるは

•••••••••••••••••••••••••••••

洗った大豆を石臼の上にお
で共立女子大（東京）が時

子でも同じです。その為に

物を用意し、並べ方も考え

は店の方も美味しく見える

る努力をしている。また、

そして美味しい」
菓子を
方が難しく、ただ美味しい

素材にもこだわり季節のフ

短レシピ、給食向け、スイ

は昔のことと努力を重ね、

ーツなどに使えないかを研
横浜駅からそう遠くない

生クリームを使った洋菓子

ルーツを使い、コーヒー豆

豆は代表的な精進料理など

所に、昭和の時代から庶民

年に店頭に

に利用されてきた。現在は、

の生活を支えてきた藤棚の

を考案し昭和

究しているようだ。

商店街があります。その商

打豆を作って食べている家

以来、打豆の他、福井県の

店街の中で昭和

年の創業

原材料を使い、餅粉、米粉、

代、２代目へと引き継がれ

弊社は、昭和

ーパーなどで『打豆』を買

きな粉、落雁粉、荒粉、お

庭もあるが、ほとんどはス

い求めお味噌汁や煮物など

ちらし粉、豆茶、麦茶など

で仕上げたとても上品な、

字で書き小麦粉と砂糖だけ

様々な古い道具、古文書な

山 ノ 薯 饅 頭 を 頂 け る 他、

食べることができないが、

けてゆっくり煮あげないと

の丸大豆は前日から水に漬

多く出てくる。また、普通

が汁の中に通常の大豆より

ていることにより栄養成分

データは明らかで、つぶれ

各大学との産学によっても

きる大豆加工食品である。

をすべて吸収することがで

打豆は、大豆の持つ栄養

創生した事からもわかる通

が多いのはやはりケンピを

承するためこれからもお客

る。昔からあるお菓子を伝

ているお菓子がたくさんあ

ど他県にはない特徴を持っ

ん、あべかわ餅、豆落雁な

けら、雪がわら、水ようか

る。福井は羽二重餅、けん

いただいている企業であ

の方々と商売を長年させて

を作って、地元の菓子業界

ムだったそうです。

い、ケーキもバタークリー

菓子といえばクッキーぐら

は４件きり無かったし、洋

いた頃、横浜には洋菓子店

て「美味しい」を追及して

開店当時の和菓子店とし

漂う店です。

ともに瀟洒な大人のムード

した２階のティールームと

も落ち着き、昭和

年開設

は建物の外観、店内の造り

た洋菓子店「ふらんすやま」

えられるように、そうすれ

て美味しい」という心を与

与え、見て楽しんで、そし

常に考え、お客様に「夢を

時代に合ったお菓子とはと

えていくことが大事。今の

お客様の味覚に合わせて変

取り、お菓子もその時代の

時代の流れを敏感に感じ

り変わりは早かったそうで

て、以後生クリームへの移

生クリームにビックリし

うか心配したが、お客様は

出したところ、売れるかど

に

美味しそうなケーキと一緒

販売しています。店頭には

焼き菓子「横浜散歩道」を

菓子へと展開してきた現在

リーム菓子へ、そして焼き

タークリーム菓子から生ク

子のような物から始め、バ

開店当時は和菓子や駄菓

い飲み物をとのこだわりを

美味しいケーキには美味し

からの選りすぐりを使用、

使い、紅茶の葉は天然の物

はオールドビーンズのみを

りアイディア豊富な菓子づ
くりが得意だからに他なり

したここにしか無い菓子が

ルな物。土佐文化が生み出

トーリーを紹介する新銘菓

一豊ほか坂本龍馬などのス

う伝統的な生菓子や、山内

ップも豊富で、梅不しと言

かけになってみてはいかが

佐の地の菓子を食べにお出

史を大切にする、そんな土

しました。今も数百年の歴

くの傑出した人物を生み出

坂本龍馬をはじめとする多

味の調和、素材の活かし

49

年から初

に入れて食べている。

そして素朴なお菓子です。

の事。初めてお店を構えた

興味深くラインナップされ

が人気を集めています。伝

でしょうか。

ば２倍にも３倍にも美味し

ヶ所の地名入り焼き菓

聞かせていただきました。

南国土佐高知は坂本龍馬

知名度の高い芋けんぴは実

ません、もちろん芋が美味
しい四国ですから芋けんぴ
もあります。同店のこのよ
うな伝統もずっとご当主の
池田家が繋いできたところ

のが１６８８年と言われて

ています。本店のある赤岡

統的な和菓子だけでなく洋

す。

のイメージ、そして皿鉢料

同店はお菓子のラインナ

います。

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

理やお酒が強い地としても

どをギャラリー 西
( 川屋お
りじん と
) して展開されて

42

はこの小麦粉のケンピの派

西川屋老舗様」

神奈川

イメージがありますが、実

ます。その中で創業４００
年以上の老舗として知られ
るのが西川屋老舗さんで

が特徴でしょう。土佐藩も
山内家が江戸時代ずっと城
主を務めてきたことが原動

います。実は同店の遠い祖

の場所は創業以来変わって

菓子からヒントを得た商品

洋菓子店「ふらんすやま」

年に保土ヶ谷店を、

年にマークイズみな

務・中山尚子

神奈川県菓子工業組合事

えていただけるお店です。

これからも、沢山の夢を与

躍しているとの事でした。

店では３代目が主として活

とみらいに出店。現在、本

平成

昭和

いとやっていかれないが、

家族全員が協力していかな

お菓子を作っていくには

そうです。

との嬉しいお手紙も頂いた

のお客様から美味しかった

のスイートポテトには遠方

子が並んでいました。自慢

15

24 59

す。もともと江戸時代土佐
藩の基礎を築いた山内一豊
公の入国の時から御用商人

先が白髪素麺などを作って

おらず、ここに訪問すると

力となって、江戸末期には

おり、それらの技術をもと

土佐藩の御用菓子であった

として商売を始められたと

にケンピを開発されまし

尾関 勇

13

30

生品でオリジナルはシンプ

「高知

候なども関係しており、打

15

土食として根付いた背景に

10

は大変なお菓子処でもあり

打豆を使った料理

いて木槌で叩いて潰し乾燥

栄養吸収率高く調理は簡単

伝統食材 打豆

井
福
た。ケンピは＂堅干＂と漢

【31】

第955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）

（５） 平成30年10月15日

ての食品加工の事業者にＨ

２０２０年をメドにすべ

衛生課︑県食協と協同で組

課︑日本食協︑県食品生活

厚労省東北厚生局食品衛生
食品衛生協会学術顧問の荒

実証事業で半年に亘り日本

県地域連携ＨＡＣＣＰ導入

を抑え継続できるかを福島

間的・労力・コストの負担

のように導入し︑大きな時

る危害分析を行

に伴い想定され

理・製造設備の確認︑それ

入れ・製造手順・保管・管

造工程を表にし︑材料の仕

どら焼︑練り切り菓子の製

してきました︒まず︑餡と

木恵美子先生を中心に検討

側面を大切にしなければい

和菓子の場合伝統や文化の

品として存在しないこと︒

と火の入っていない餡は商

こと︑基本的にきちっと糖

もと違う状況に気づき易い

で作業をしているためいつ

た︒小規模店の場合︑数人

が報告されております︒ま

性が上がるなど︑メリット

える化することにより生産

販売にも繋がり︑行程を見

より安全なお菓子の製造・

管理などの意識が変わり︑

り︑日々の記録により衛生

た場合の解決法の資料にな

ＨＡＣＣＰ義務化に対す

ＡＣＣＰ導入・義務化が行
合員店舗と協同で小規模菓

た今後︑営業許可の更新な

る組合の対応について

われる見通しになりまし

どの場合︑記録の提示を求
められることがあることが

けない事など改めて科学の

前から行っていた菓子作り

予想されます︒

力を借りることにより︑以

が衛生的に問題ないことが

い︑それに基づ

度・冷却時の温

確認されました︒

き︑仕上がり温

度変化・保管時

題がないことが

ものには何も問

果︑お菓子その

行いました︒結

づく計測検査を

科学的方法に基

品でも同じよう

き︑練り切り製

ました︒どら焼

性の確認を行い

法に基づき安全

性など科学的方

この記録は問題が発生し

能な記録方法を作りました︒

など︑実際の現場で実施可

記録︑対処法など記録する

問題があったときは正確に

ない筆記用具で記録する︒

したらボールペンなど消せ

確認項目をリスト化し確認

始業時・就業中・終了時の

た︒荒木先生の指導により

避できることがわかりまし

徹底すれば多くの危険を回

結果︑一般的衛生管理を

ます︒

ことが大切と考えられてい

協力を受けながら継続する

など︑保健所などの指導・

の手法で途中で改善・変更

されました︒

程参加したセミナーで報告

Ｐ！﹂と題した約２００名

﹁やってみようＨＡＣＣ

３月７日に福島県主催で

事・菅野嘉春

福島菓子協同組合代表理

尚︑この手法はスタート

確認されまし

今回の事業の結果は今年

の温度・水分活

子店向けにＨＡＣＣＰをど

やってみようＨＡＣＣＰ！

た︒福島菓子協同組合では

㈲ 吉田ベーカリー

リー﹂を設立し︑本店と工

は︑﹁ 有 限 会 社 吉 田 ベ ー カ

まりだそうです︒

うことで売り出したのが始

弟を呼び寄せ︑当時の流行

散り散りになっていた兄

社のアンバターですが︑食

︵青森
︶

げさまで四代目が生まれま

ています︒今年五月︑おか

目ですが︑三代目も頑張っ

追伸︑ちなみに私は二代

県むつ市新町９︱

者さん大歓迎です

非お立ち寄り下さい︒同業

お近くにお越しの際は是

おります︒

給食にも度々使って頂いて

今では︑青森県の下北地

借金もあり︑何より職人

のチェーン店を展開し︑し

方の食文化と言われ︑学校

さん達やその家族を路頭に

っかりとサンドパンを地域

場を現在の場所︵むつ市新

迷わす事になると悩んだ祖

町︶に移転させました︒

青森県むつ市田名部町︵旧︑

父が︑先代に﹁何とか２︑

年︶

明神町︶で産声を上げた弊

に根付かせたのです︒

１９５５年︵昭和

社は︑当初︑先代︵私の父︶

３年で良いからパン屋をや

てきたそうです︒切実な祖

パンに餡とバターを塗りサ

サンドパンと言えば︑弊

先代ですが︑東京で電気

父の頼みに父も覚悟を決

ってくれないか？﹂と言っ

主任技術者を務め︑電気と

ンドしたパンで︑当時は餡

全く畑違いの業種で︑始

っかけですが︑ある日職人

アンバターが生まれたき

得ない組み合わせでした︒

けて食べていた所に業者さ

たそうです︒ところが︑業

︵ む つ 下 北 支 部 所 属 ︶・ 有

とバターというと中々有り

め︑パン屋さんを全て買取

めはかなり苦戦したらしい

限会社吉田ベーカリー代表

り︑始めたそうです︒

森に帰って来ました︒とこ

ですが︑持ち前の経営セン

者さんは﹁これ凄い旨いで

した︒宜しくお願いします︒

ろが︑以前から身体の調子

んが来ました︒いたずら半

取締役・吉田成人

青森県菓子工業組合理事

が思わしくなかった先代の

さん達が︑休憩中にパンの

!!

売れますよ・・・？﹂と言

お店で売れば絶対

スと時代の波に乗り︑業績

反応を見てからかおうとし

兄が急に病に倒れ︑パン屋

ーム︑バターに餡などを付

すねー
﹂と確信した先代

分で業者さんに食べさせ︑
いける

耳にジャムやピーナツクリ

年︶青

吉田成人さん

も 数 十 倍 に な り︑﹁ こ れ は

ました︒

!!

さんの存続が出来なくなり

１９６４年︵昭和

家具の店を開業するため︑

した︒

の兄が始めたパン屋さんで

30

39

25 !!

おかげさまで受け継がれる心
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受賞作品一覧

※順不同

優

勝

準優勝

岡山県

おかやま山陽高等学校

ひょんなげなでぇーれーどら焼き

特別賞

準優勝

岩手県

岩手県立久慈東高等学校

琥珀浪漫 〜太古の時を越えて〜

特別賞

岩手県

岩手県立大船渡東高等学校
清夏（せいか）

奨励賞

群馬県立伊勢崎興陽高等学校

生桑どら ㏌ カボチャあん

奨励賞

石川県

石川県立鹿西高等学校

おりひめ帷子（かたびら）

埼玉県

埼玉県立越谷総合技術高等学校

彩の萌し（さいのきざし）

沼津中央高等学校

奨励賞

城南高等学校

第六天山

奨励賞

大阪府

大阪緑涼高等学校

道明藤

奨励賞

佐賀県

佐賀県立唐津南高等学校

群馬県

群馬県立富岡高等学校

ふらんす×とみおか

近代化への軌跡

大阪府

大阪府立日根野高等学校

タオルの茶々々

奨励賞

大阪府

大阪府立生野高等学校

想（こころ）

奨励賞

空は清澄な誓い

福島県立湯本高等学校

奨励賞

岐阜県

和の桜色もなか

福島県

トマトビーチで集うトマガール

奨励賞

奨励賞

静岡県

島根県立宍道高等学校

奨励賞

奨励賞

群馬県

島根県

不昧の苔玉（ふまいのこけだま）

香川県

香川県立高松東高等学校

オリーブのしずく

奨励賞

福岡県 飯塚高等学校
飯山（いいのやま）

福岡県

飯塚高等学校

ばりうま !! 福岡青春ＢＯＸ

第

回ＦＡＣＴＡＳセミナー（主催・三和建設

～食品業界に２０２０年を境に何が起きる？その

代表）を講師に迎え「食品表示の２０２０年問題

株式会社）では、垣田達哉氏（消費者問題研究所

18

品が新表示でなかったら

うタイムスケジュールであ

カ月後はオリンピックとい

その①
ても問題はない。このため

大変なことになる。当然だ
肉の輸入は

Ｐするのかと言ったら、２

もう１つ、なぜＨＡＣＣ

変だ。

ーナーを持っているから大

スーパーは、イートインコ

量り売りしていた。そこが

しなければならないものを

が問題だろう。冷蔵で販売

はないが、恐らく温度管理

サラダと限定されたわけで

た時は大変だった。ポテト

の上に乗ったうな重になる

かを見る。ところが、ご飯

あるので、中国産か、国産

焼きにも原料原産地表示が

と意識しない。ウナギの蒲

識するが、表示していない

日本人は表示されると意

いう法律に一本化された。

食品表示は食品表示法と

料原産地の表示義務ができ

を理解する必要がある。原

ので、何が起きているのか

月、食品表示が改正された

位のものは、全て表示しな

けだ。これからは重量第１

どこ産のウナギでもいいわ

店は、表示義務が無いので、

たが、今は言わない。飲食

る。昔は産地まで伝えてい

小麦粉は第１位が小麦に

うどんは、ほとんどない。

今は国産小麦で作った麺や

と国産小麦と書くだろう。

あれば、米国産の米の方を

が米国産、国内産の順序で

国産のお米１００％。これ

ている。うるち米（国産）、

義務はあるから、表示され

ち帰ります」と言えば８％、

と確認される。消費者が「持

すか」「店内で食べますか」

の商品をテイクアウトしま

大豆や茨城で作ったと書い

いてあるが、どこにも国産

館林だった。本場水戸と書

る。工場を見ると群馬県の

カまたはカナダと書いてあ

いてあるが、大豆はアメリ

内のテーブルに座って食べ

レジで商品を受け取り、店

イクアウトします」と言い、

食 べ る か は 関 係 な い。「 テ

なかなか意識しなかった。

のだが、事業者も消費者も

１５年に法律はできている

で、後ろが添加物だ。２０

ころは「／」の前が原材料

新表示である。意味すると

でとなっているが、昨年９

間は、２０２２年３月末ま

原料原産地表示の猶予期

なら、少ないほうを買うと

添加物１個と添加物が３つ

えている。値段が同じで、

大手メーカーは「／」に変

ら、炭酸が添加物になる。

「／炭酸」となっているか

加物になる。炭酸飲料なら

産）という表示になる。鳥

なるので、鳥肉（ブラジル

の場合、重量１位が鳥肉に

例えば総菜の鳥の唐揚げ

ないのが、付加価値商品に

になった。添加物を使って

で、使ってないと言うよう

にリン酸塩が入っているの

ないパンを作っている。中

トフードと乳化剤を使って

た。パンメーカーもイース

クローズアップされてき

い。

うなぎの表示はしなくてい

は重量１位がご飯なので、

「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』を守ります◇

※中途加入は随時受付いたします。
（お申込日の翌月1日から開始となります。）

％がブラジル

０２０年オリンピックがあ

冷蔵の状態だったのかは疑

であるから、国産鳥肉と書

る。軽減税率は、今まです

るからだ。首都圏、特に東

が、普段でも食中毒を起こ

昔は、大手流通企業が業

いものは店に置けなくなる。

るかしないかの前に災害が

と表示義務がないので、気

「一物二価」が起こる。キ

本日は２０２０年をテー

者を呼び「こういう表示じ

起きているので、延ばして

ナギが高くなっているか

にしなくなる。ここ数年ウ

「これは売れません」とい

マにお話をしたい。食品表

ゃないとうちには置けな

いた。今回も災害があり、

ら、テレビでは「ここのウ

そこで大切なポイントを話

たのは、重量第１位のもの

ナギはいい」と取材してい

したい。

で、それに産地表示が必要

ければならないが、うな重

見える化が進んだ加工食品

問だ。ＨＡＣＣＰを守れば、

いていないところは、まず

示法は２０１５年に施行さ

い」と行われていた。今の

政治判断でどうするかわか

起きないはずだ。

ブラジル産である。

れ、２０２０年３月末まで

時代は、圧力になるから業

らないが、１年前には軽減

京都はオリンピック期間

してはならない。昨年、ポ

が猶予期間となっている。

者に「だめだ」と言えなく

中、食中毒を起こされたら

テトサラダで食中毒が起き

るので店は置いてくれない。
その前に、軽減税率は
月１日から、その半年後の
２０２０年４月に食品表示

２０２０年４月からは、違

なった。従って、仕入れ商

法がスタートする。その数

反している商品を販売でき

％の

税率をするかしないかの決

軽減税率で８％と

定がある。

違いは、テイクアウトかど
うかにある。決めるのはレ
ジのところになる。同じ商

となる。

なる。ただ、消費者がスー

全部、小麦粉（国内製造）

多く使っている。中国産、

いう話になる。選ぶ時に尺

なるということである。

％である。ただ、どこで

パーで買う小麦粉には、小

となれば、消費者は国産小

４月にスマートニュースで

度として、添加物の数が出

すべての加工食
品に原料原産地
表示の義務付け

麦が米国産でも、何も書い

麦で作ったうどんやパンが

「スラッシュルールを知っ

てくる。

ていない。ところが、表示

ていない。国産大豆の場合

ていますか？」と配信した

されると買う時に米国産、

国産であれば中国産が多い

は、付加価値を付けて買っ

ら、４日間で１万２千もい

食べたくなる。今、国産小

てもらわないと経営してい

豪州産があれば、どっちを

けないだろう。付加価値商

ことになる。
また、テレビに出演した

麦粉は需要が高い。製粉の

時、スーパーで産地表示に

・ソーセージに発色剤を使

買ったらいいの？という話

大手に聞いたら、日本でデ

また、メーカーにリン酸

次号に続く。

某ハムメーカーも、ハム

ュアル小麦を作っているそ

いね！が付いた。業界の方

になってくる。うどんは小

品の１つは産地だ。国産の

麦粉が第１位で加工食品だ

ついて調べたら、国産の納

っていない。スーパーでい

うだ。先々、国産のデュア

いハムを買いたい時、発色

から、その場合、どこで作

塩のアンケートをした時、
豆はあまりなかった。納豆

あるコンビニは「リン酸塩
は１日６パック使う家庭や

以外の一般消費者も見てく
ル小麦で作ったパスタが出

れたと思う。食品表示は地

てくる。表示されると高く

原材料が付加価値になり、

ったかという表示でいい。

表示されるようになると、

輸入した小麦の実を、国内

剤を抜いているのを試しに
消費者は意識してくる。

は過剰摂取するとカルシウ
毎食１パック食べる家もあ

味な分野で１万以上のいい
ても売れるということが起

買ってみようという人がど

で小麦粉にしたという意味

のくらいいるか、市場調査

るが、普通の家で、高い納

ムの吸収を妨げ、骨粗鬆症
豆は買えない。安くしなけ

の原因になると言われてい

きてくる。このため、２０

ね！をもらったことに驚い
２２年からと言っても、も

た。「／」 は 添 加 物 が 一 発

で、小麦粉（国内製造）と

している。

いう表示になる。国産小麦

ます」と回答された。つま
れば売れないから、輸入大

でわかる。例えばお茶なら

っと早く表示されるだろう。

豆 に 替 え る し か な い。「 本

原材料と添加物
の明確化

の場合は、付加価値になる

場水戸で人気の納豆」と書

り、付加価値商品として添
国産のものはどうか。米

加物を使っていないことが
から作ったせんべいに表示

「緑茶／ビタミンＣ」にな

ので小麦粉（国産）、小麦（国

っている。ビタミンＣは添

産）と表示するし、表に堂々

原材料と添加物の間は

品をレジに持って行き「こ

「中で食べます」と言えば

ャッシャーの判断だけで、

77

消費者には関係ない。今の

垣田 達哉 氏（消費者問題研究所代表）

うことが起きる。違反にな

食品業界に2020年を境に
何 が 起 き る？ そ の 影 響 は

「・」が旧表示で「／」が

垣田達哉氏

ない。新表示になっていな

影響は～」をテーマに講演を行いました。

10
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※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。

事故受付
サービス

※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。

製造・販売等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。

（オプション）

－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。
〈東京海上日動安心 110 番
（事故受付センター）
〉
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”

※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。

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（食中毒利益担保特約）

2. 初期対応費用担保特約

☎03-5781-6577

取扱代理店：全菓連共済ビルヂング株式会社／〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-4 ☎03-3400-8901
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 東京中央支店／〒108-6111 東京都港区港南 2-15-2 品川インターシティー B 棟 11 階

資料請求・お問合せ先

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

＋

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

組合員の皆様が製造・販売した飲食物により、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

● 更新申込締切日：平成30年3月30日
（金）

● 保険期間：平成30年7月1日午後4時～平成31年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：平成30年5月25日
（金）

食品表示の2020年問題
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平成30年10月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
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菓
（第三種郵便物認可）

第955号

回菓業青年会九州ブロック大分大会・第

る前の４年間は︑いつ終わ

年の開催に至ったが︑始ま

かけ４年の準備を経て︑昨

た︒前回の広島大会から足

子博覧会から１年がたっ

早いもので︑三重県の菓

な歴史の中で成長してきた

そして伊勢の菓子屋がどん

初は菓子博の報告をして︑

ていただければと思う︒最

う︑若い皆さんに参考にし

我々の業界を担ってもら

た︒本日のお話はこれから

でずっと菓子業をしてき

その①
日前︑伊勢は嵐だった︒年

曇りだったが︑実はその数

さんの方に来ていただい

いっぱいになるくらいたく

挟んだこの季節は本来︑春

ないと思っている︒ＧＷを

て︑今は冬と夏の２つしか

場合により

分︑１時間早

合︑列の状況を見ながら︑

の︑その日のお客様の来具

作られた︒今回は歌川広重

は３ｍくらいある姫路城を

の時は安芸の宮島︑姫路博

るので︑交通機関や受け入

勢参りで︑全国から来られ

た︒こうした大きなイベン

ったり︑大雨が降ったりし

が︑開催前には突然嵐にな

の一番気候がいいはずだ

た︒

くした︒毎日が決断であっ

会場は三重県の施設で︑

子を三重県菓子工業組合と

・５ｍ近くある巨大なお菓

で立体に作ることにチャレ

伊勢参りの様子を︑お菓子

の浮世絵をモチーフに︑お

宮川の渡し﹂

た︒三重県はもともとお伊

けて会場を設営していたの

万４千人の方

れ準備はできているが︑大

﹁伊勢参宮

末から始めて︑半年近くか

日の開会式直前

会期間中は

１万人入れる大きなアリー

に︑４月

に嵐が来て︑看板やのぼり

トは︑天候との戦いだと思

ナがあり︑全館借り切って︑

ｍ︑奥行５

に来ていただき︑これほど

日間の期間中︑ほと

う奇跡的にも三重の菓子博

そのドームの中で菓子博の

青年部が団結して︑３カ月

ンジした︒横

スタッフみんなで飛んだ看

大規模なイベントは初めて

んど雨も降らず晴天に恵ま

は︑

だった︒

我々にとって一番ありが

板やのぼりを回収したり︑

開会に間に合わせ︑殿下を

しと︑お伊勢様を表現して

かけ︑夜なべして造った︒

いる︒こうした迫力ある展

春のお伊勢参りの宮川の渡

菓子の歴史を展示し︑周辺

示は︑一般の方に気持ちが

テーマ展示をした︒真ん中

テープカットが済み︑さ

には︑全国のお菓子屋さん

は開催地である三重県のお

あ入場という時︑たくさん

を紹介するように設営し

れた︒

の方が並ばれていた︒こう

たかったことは︑何も事故

うした大会は︑事故やトラ

した雑踏の警備が一番危険

が起こらなかったこと︒こ

ブルが起こりがちである︒

今は農水大臣になられた
が︑当時︑副大臣だった齋

開催期間中︑大変なことも

四季の国と言うが︑最近︑

た︒子どもたちが作った巨

時間は決まっているもの

口は押すな押すなで︑開会

スがある︒世の中が変わっ

あり︑そこに商売のチャン

かなければならないものが

シンボル展示だが︑広島

ことができた︒

津市

日 ︶︑ 伊 勢 市・ 四 日 市 市・

・三重県教育文化会館︵

見ていただくことができた︒

木英敬三重県知事は︑奥様

気候が少しずつ変わってき

大な鯉のぼりを晴天のもと

て忘れ去られていくもの

鹿児島市

初は︑みんな一斉に切るの

おいでいただいた︒

やおやつカンパニーさんな

に泳がせ︑会場にはのぼり

を︑そのままにしておくと

た︒大分から三重県はなか

菓子博では︑広い会場が

ど︑全国に名前の知れた会

を立てて︑端午の節句のお

チャンスが減ってしまう︒

伝わるのだろう︒絶えず人

もつけなければいけない︒

社があり︑期間限定の商品

祝いをした︒時代とともに

た︒観覧席は︑熱中症対策

名誉総裁には︑彬子女王

ことも知らないまま︑準備

開場も早くしなければなら

を出して人気を博した︒菓

日本人の感覚も変わってい

なので︑会場には警察や消

殿下をお迎えし︑テープカ

していた︒開会式当日は薄

ないし︑門が開くと皆さん

子博期間中はお祭りなの

あったが︑大事には至らず︑

ットをしていただいた︒最

い大勢の方に来ていただい

全力で白福を買いに行く︒

で︑何か普段と違うものを

のオリンピックのシンクロ

れた︒お伊勢参りをする犬

た︒

七十過ぎのお婆さんもダッ

くが︑その中でも守ってい

かと思っていたら︑そうで

は︑三重県の伊勢で開催し

の格好である︒昔︑主人が

シュしていくので︑非常に

するとお客様が注目してく

なか遠いが︑大勢の方がい

学校である︒高校生が週末

病で寝ているので︑代わり

菓子博ではいろいろな限

危なかった︒会場は安全が

れる︒

だかりができており︑たく

だけ調理やサービス︑会計

にお伊勢参りに行ってきた

定品を作った︒赤福は期間

第一で︑何か事故があると

さんの人にお菓子の技術を

ある︒その学校に声がけし︑

を全て行っている店で︑行

犬の伝承がモチーフとなっ

中だけ﹁白福﹂︵赤福餅祝盆︶

即中止にもなりかねない︒

になるよう休憩所としたの

三重県の食をテーマに︑学

列もできる︒その学校の製

ている︒かわいくて人気が

日間の期間

を作った︒白餡を使った赤

で︑会場は目いっぱい使う

生に工芸菓子を作っていた

菓部門の学生も作品を作っ

あるので︑菓子博が終わっ

福餅である︒

防︑警備の方にも詰めてい

だいた︒彼らは︑僕らも驚

てくれた︒野菜をお菓子で

ても︑今年は戌年なので復

ただいていた︒会場の入り

くほどの素晴らしい作品を

作り︑本物と見間違うほど

活し︑三重県菓子工業組合

無事に終えられた︒ただ︑

作ってくれた︒昔のお伊勢

の作品だった︒周辺には︑

熱中症は起こった︒日本は

参りの時のお膳をお菓子で

全国のお菓子の展示をし

ナイズドスイミングの銀メ

城下町はお菓子が多い

表現した作品は︑最初︑お

た︒お菓子の褒賞もあり︑

ダリスト・武田美保さんと

が︑三重県に城はあまりな

皿やお盆は実際のものを使

過去最高の応募をいただい

客さんが殺到してしまった

はなかった︒カットは皇室

い︒代わりお伊勢参りのた

おうとしたが︑途中から高

た︒三重県はちょうど日本

菓子博では︑おもいやり

のである︒白餡はコストも

我々は︑伊勢という場所

７つの製菓関係
の学校が展示

アドバイスに来ていただい

い経営状況のことなどを聞

数が減っていることや苦し

中は全国から︑お菓子屋の

業 組 合 常 務 理 事 ︶︑ 千 葉 県



た地元の警察の方から﹁何

かせていただいた︒昔は正

講師・レオン自動機㈱︑

日︑和菓子技術

富山県食品研究所︑富山市

月

講習会︑講師・西村欣

回かる

かん奉納祭︑鶴嶺神社︑

月６日︑軽減税率説明

会︑講師・花田氏︵国税局︶︑

日︑静岡県菓子

仙厳園︑鹿児島市

月

工業組合中部会︑講師

・深澤定氏︵静岡税務署︶︑

日︑中嶋神社四

入船鮨︑静岡市

月

国分社秋季大祭︑中嶋

日︑消費税軽減

神社四国分社︑松山市

月

めん﹂にしようと考えたが︑

販売し︑後は﹁売れ切れご

か事なきを得た︒

るくじ引き制にして︑何と

に来ても︑同じ確率で当た

度︑日本の古い行事を見直

節句があったので︑もう一

期間中の５月５日に端午の

とができて︑ちょうど開催

りの協会の方と巡り会うこ

葉市

係 ︶︑ 千 葉 県 菓 子 会 館︑ 千

局消費税課軽減税率制度

師・松浦孝太氏︵東京国税

康づくり課他・ホリアキ株

県医療保健部食品安全課健

会︑講師・津税務署・三重

てソフトの活用方法の説明

トホテル新潟駅前︑新潟市

理専門官法人税担当︶︑アー

・菅家常夫氏︵新潟税務署審

消費税軽減税率・食品

月５日︑７日︑ 日︑

郡山市

京製菓学校︶︑サトー商会︑

会︑講師・長谷川氏︵東

月５日︑和菓子講習

菓子会館︑千葉市

限定で販売し︑ヤフーのト

とかしないと危ない﹂と言

月などの行事や︑冠婚葬祭

祐氏︵三田菓庵西村清月堂

行事予定
のマスコットキャラクター

ップにも何回か出るくらい

われて︑開催後１週間で︑

でお菓子が登場するシーン

日︑製菓研究会︑
人気を博した︒呼び水にな

くじ引き制に変えた︒ゴー

が多かったが︑日本人の生

月

として活躍している︒

ったが︑売る側には大変な

ルデンウィークの数日中に

表示・栄養成分表示ソフト

十人も動員し︑対応させて

話題になりすぎて︑開場と

ほかの店もいろいろ期間

してもらおうとコラボをし

税率制度説明会︑講師

いただいた︒おかげさまで

限定のお菓子を出してくれ

おもいやりセンター

苦労があった︒期間中︑お

変えたから︑とても間に合

店主︶︑㈱カリョー︑福井市

のラベルプリンタ等と絡め

期間中トラブルはなく﹁こ

同時に人が殺到した︒その

た︒三重県には井村屋さん

松長康英氏︵千葉県菓子工

市民交流センター︵７日︶

館︵５日︶・四日市市勤労者

岐阜市

︵ 大 阪 白 穂 ︶︑ 香 梅 工 場︑

会︑講師・新澤貴之氏

21

無事にすることができた︒

めの街道があり︑東西南北

校生にエンジンがかかり︑

のおへそくらいに位置し︑

センターというお体の不自

活がどんどん変わり︑そう

月１日︑消費税軽減

三重の菓子博では﹁いせ

上︑前日の夜中から人が並

11

を持っている︒特

わんこ﹂というキャラクタ

れだけ車いすの人が集まっ

ぶようになったので︑警備

日︑和菓子講習

に人気が高かった

ている大会はない﹂とご本

月

のは︑相可高校で

ーを作った︒全国６００の

人たちが言って下さるくら

式会社︑伊勢市労働福祉会

﹁高校生レストラ

応募があった中から︑千葉

月７日︑洋菓子講習会︑
県の主婦の方の作品が選ば

岐阜

税率制度について︑講

12

回全国菓子大博覧会

から来る人の往来がある︒

全部お菓子で作った︒四日

地理的に有利な場所なのが

由な方の対応窓口も設け

いう需要がないから大変だ

15

ン﹂というドラマ

11

第

今回は三重県の人の行来の

市の専門学校の学生は︑フ

功を奏し︑たくさんのお菓

わないので︑知り合いの印

と聞いた︒それで︑鯉のぼ

月６日︑第

歴史と︑その中から生まれ

ルーツをお菓子で

子が参加された︒各県の菓

高いし︑そんなにたくさん

刷屋に当たりくじを作って

限定品も販売

たおもてなしのお菓子を展

作り︑顔を近づけ

た︒最初の会場設計の段階

もらい︑朝一で来ても夕方

11

次号に続く︒

示した︒三重県には︑全部

て見ても本物に見

子工業組合も紹介させてい

作れない︒１日２︑３千食

11

11

静岡

のモデルになった

たちは︑高い技術

福島

14

19

20

12

23

25

11

11

11

11

また︑菓子博の準備期間

で７つの製菓関係の学校が

えるほどの出来栄

がせいぜいで︑その数だけ

学生の作品

いせわんこ

からバリアフリーをして︑

の方だけがされる︒そんな

藤大臣もみえた︒

歳の鈴

お迎えすることができた︒

看板屋に発注したりして︑

お菓子のテーマ館

が飛んでしまった︒しかし︑

30

第

回全国菓子工業組合連合会九州ブロック大分大会

では︑濱田典保氏︵株式会社赤福顧問︶を講師に

迎え﹁二十二世紀に繋がる﹃赤心慶福﹄の精神の

お伊勢さん菓子博２０１７を通じて築いた

るのかと心が折れそうにな

10

継承

る時もあった︒終わってし
かを話したい︒

絆﹂について講演会を開催しました︒

まうと︑あっという間だっ

58

21

らしたと思う︒

濱田典保氏
ボランティアの方も毎日何

濱田 典保 氏（株式会社赤福顧問）

鹿児島

た︒今︑思い返してもいろ

24

10

10

11

三重

富山

福井

千葉

愛媛

新潟

24

いろな方にお世話になり︑

通じて築いた絆

お伊勢さん菓子博２０１７を

ただき︑賑わっていた︒

二十二世紀に繋がる『赤心慶福』の精神の継承

えだった︒若い人

お伊勢さん菓子
博２０１７

43
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（９） 平成30年10月15日

第

営みながら餅屋をしてい

私の妻の実家は︑農業を

土︑日の限定で納品し︑月

する︒道の駅むれにも︑水︑

漬け﹂は並べるとすぐ完売

し︑中でも﹁なすびの辛子

いてである︒先ず道の駅・

リジナル商品の考え方につ

その①
名 で︑

を維持している︒従業員は
商品開発は︑提案の基準

う︑と実績を重ねている︒
郷のＰＲ方法や再発見など

え方を従業員と共有し︑故

この漁をしている漁師︑た

作る農家や塩の職人︑いり

①お客様に役立つことを考

にあたり︑約束事がある︒

お客様サービスを進める

品開発を行っている︒

ながらお客様サービス︑商

日々意見交換と工夫を重ね

客様を喜ばせ︑みずから仕

の考え方と同じで︑常にお

りますか︒これは私の商売

すか︒③その仕事はもうか

うきうきわくわくしていま

なりますか︒②その仕事は

仕事は世のため人のために

を３点設けている︒①その

お話をする︒

連携と５つの分野に分けて

農林水産︑社会問題︑地域

紹介したい︒食文化︑歴史︑

道の駅オリジナル商品を

考えた︒②器を作成した神

を県内外に知らしめたいと

のどんぶりで︑讃岐うどん

命が集約されているうどん

にある︒その方々の一生懸

歳までの

えよう︒②思いついたら何

事を楽しみながら︑しっか

〜

でもやってみよう︒③たく

り稼いで将来に繋げる︒こ

くさんの方々の協力のもと

さん工夫をしよう︒これに

の姿勢で取り組んで欲しい

の努力を重ねている︒

より︑道の駅独自のお客様

た商品は２点ある︒

装飾瓦の伝統工芸士であ

る︒この香川県の伝統がう

どんと一緒に伝われば大変

﹁人﹂だと考えている︒す

サービスを追求するには

る︒お客様が求める商品や

る︒絶対に揺るがないとこ

る︒まず︑故郷が第一であ

大切にしていることがあ

発を進めるに当たっては︑

お客様サービス・商品開

どん店をピックアップす

いえばメディアが一番にう

たかといえば︑①香川県と

てこの器を作ろうかと考え

どんの器﹂である︒どうし

１点目は﹁鬼瓦さぬきう

瓦が出てくる︒平成

干すとどんぶりの底から鬼

どんを食べて︑だしを飲み

のなので︑貴重である︒う

つが世界でたった１つのも

鬼の顔を持つ︒ひとつひと

氏の手づくりで表情豊かな

嬉しい︒すべての器は神内

べての人とありがとうで交

る︒しかし︑うどん店だけ

鬼瓦さぬきうど
んの器

内氏は︑香川県認定の讃岐

サービスが誕生し︑チーム
と常々言っている︒

食文化の角度から開発し

力の向上にもつながってい

流しましょう︒ありがとう

ろで︑ここからの発想が基

年度

の言葉を求めていきましょ

できることは何か︒この考

本である︒また社会に貢献

わけではない︒うどん粉を

が讃岐うどんを支えている

いる︒

には県知事賞をいただいて

万人で

う︒ありがとうと言ってい

ではと商品化した︒５年た

ただける環境にしましょ

ったが︑年間８００個くら

ある︒５月１日には３００

したオリーブハマチを︑全

万人を達成し︑順調に業績

年度が

国でＰＲするために製作を

い販売している︒

農林水産の角度から考え
たものは︑２点ある︒

した︒オリーブハマチを料

１点目はハマチの雑貨︒

ーチとしてもＰＲできるの

て︑またワンランク上のポ

スである︒便利な財布とし

国の品種では初めて日本穀

パン﹂だ︒おいで米は︑四

２点目は﹁おいでまい食

富田茶臼山古墳の
ジオラマケーキ

墳のジオラマケーキであ

これは県魚のハマチと県木

源平さぬき手延べ
うどん・与一の矢

る︒この古墳は四国最大級

のオリーブのコラボで誕生

作った︒これ

願いを込めて

欲しいという

希望を持って

士に︑勇気と

販売している︒屋島の合戦

ある︒１本１︐１８５円で

後︑ゆでていただく商品で

の的に思いをはせて︑その

平家物語の屋島の合戦の扇

の長さをうどんで体感し︑

讃岐うどんで表現した︒矢

記憶に残る楽しい企画と

郷土の宝を実感できて︑

きる場も提供している︒

て︑古墳ケーキを堪能で

教室も定期的に開催し

た︒古代文化を学ぶ体験

さ９センチで再現をし

センチ︑横

い売っている︒ たので︑これを採用して価

現場にバスで向かい古墳

古墳教室を行う予定で︑

次号に続く︒

いしい︒

きおにぎりのような味でお

れるし︑焦げた部分は︑焼

のほうが米の甘さを感じら

込んで焼き上げている︒そ

なく︑炊き上げた米を練り

使って製造しているのでは

こうと考えている︒米粉を

持つ力を県内外に広めてい

地域の連携の魅力と讃岐の

ンである︒この食パンで︑

練り込んで焼き上げた食パ

る︒その米と県産の牛乳を

おいでまい食パン

延べうどん

の規模を持つ︑格式高い前

理以外で全国にＰＲできな

の商談や会合の中で使用し

平家物語の屋島の合戦の扇

方後円墳である︒謎も多く︑

は８年前に開

は︑平安時代末期の西暦１

して行っている︒来月も

格にした︒販売を始めたこ

を見てからケーキ教室を

ペンケースの内側は刺身の写真

いかと思いついたペンケー

てもらうと︑讃岐うどんを

の的をテーマにした手延べ

オリーブハマチの
ペンケース

続いて︑讃岐うどんの名

さりげなく自然にＰＲでき

うどんである︒那須与一が

２つ目は︑富田茶臼山古

刺ケースである︒この商品

て︑話題を呼

ル時代に生き

た矢が﹁一二束三伏﹂約

発し︑今も販

日に行われ

センチ︑高

売しており︑

１８５年３月

歴史の角度

ろ︑近くの小学校が教材に

楽しむ︒

から考えた商

21

品は２点ある︒ 使って授業をされた︒

オリーブハマチのペンケース

与 一 の 矢 ﹂︒

は︑香川県を代表する讃岐

ぶ︒サバイバ

物研究協会の食味ランキン

残りをかけた

〜

年間千個くら

97

95
センチで︑この長さを

讃岐の企業戦

の１の大きさにし︑縦

ロマンを秘めている︒こ

讃岐うどんの名刺ケース

20

30

神に祈って命をかけて放っ

を目的に作成した︒出張先

とと讃岐の企業戦士の応援

うどんを全国へＰＲするこ

24

グで特Ａを獲得した米であ

讃岐うどんの名
刺ケース

28

の古墳を実物の４６３分

１点目は﹁源平さぬき手

万８千

年度が

35

年目を迎えた︒レジ通過者

人︑平成

73

回全菓連青年部中・四国ブロック大会では︑

難波広孝氏︵株式会社四国にぎわいネットワーク代
表取締役・道の駅源平の里むれ︶を講師に迎え﹁道
の駅オリジナル商品の考え方﹂をテーマに講演を行

る︒始めたのは妻の父親で︑

いました︒

昔食べたお婆ちゃんのおは
の売り上げ平均が餅関係
万円である︒

少しではあるが私もお菓子

万円︑漬物

ぎをみんなに食べさせたい

年前に店

という一言から︑４畳半の

作りに貢献しているのでは

部屋を改装し︑
を始めた︒家族経営なので︑
と感じている︒

手伝いに通い︑それから出

源平の里むれを紹介する︒

本日のテーマは道の駅オ

私も立ち上げの日からハレ

社している︒おいしいと評

の日︑お彼岸︑年末などは

判で︑納品数は少ないが曜
平成

23

数は平成

年にオープンし︑

日を決めて百貨店に収めて

難波 広孝 氏（株式会社四国にぎわいネットワーク代表取締役・道の駅源平の里むれ）

いる︒また︑畑で採れた野

22

20

35
12

オリジナル商品の考え方
23

18

菜も漬物にして店頭販売

19

道の駅
29

15

平成30年10月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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工

業

聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）

新

第28回 西日本食品産業創造展

糖と粉と油しかありませ

パティスリーでは初日か

することに魅力を感じまし

いなかから︑１つのものに

区とい

た︒１９８１年︑

年になりま

ら﹁おまえは菓子屋になる

う店を開き︑

んだ﹂と言われました︒２︑

３週間して連れて行かれた

16

全菓連斡旋

お菓子の
新しい食品表示制度について

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

A4 280ページ 250円（税込）

「わかりやすいお菓子
の表示（表示ポスター）」

平成２8 年７月
菓子の表示制度研究会

A2版 20円（税込）

わかりやすいお菓子の表 示

①名称
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。

①名

③添 加 物

紙の代わりになります︒干

菓子としてはお茶席の方々

によく使っていただいてい

ます︒今︑私のところは博

多献上１つしか作ってない

んです︒以前は１００種類

くらい作っていましたが︑

あるきっかけで１つにして

みました︒また﹁趣味は何

ですか﹂と言われたら︑お

菓子作りです︒趣味でお金

もいただけるので両得で

す︒皆さんも将来どうしよ

うかという時︑お金が儲か

る趣味を掘り下げると励み

になります︒同窓生などは

散歩や山を見るのが趣味と

いっています︒それよりも

お菓子作りを極め︑趣味と

して︑なおかつ実益も兼ね

る︒それはとても人生が楽

しい︒

次号に続く︒

いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）
、酸化
防止剤（ビタミン C）
（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。

▼輸入菓子製品の原産国名・輸入者等の表示
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。

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。

和半生菓子
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
甘味料（ソルビトール）、着色料
（クチナシ）

④内 容 量

250ｇ

⑤賞味期限

平成 28 年 11 月 30 日

⑥保存方法

直射日光、高温多湿を避けて保存
してください。

⑦製 造 者

○○○株式会社＋Ａａ
（※）
〒OOO－OOOO
東京都○○区△△－▲▲

お客様ダイヤル 0120（〇〇）
〇〇〇〇
栄養成分表示（製品 100ｇ当たり）
※
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

③添加物
（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

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。

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。
）

平成28年4月1日現在

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

栄養表示
○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）

表示を全部又は一部を省略できる場合等
◎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内容量
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）
・許容される誤差
表示量

誤差

5ｇ以上 50ｇ以下

４％

50ｇを超え 100ｇ以下

２ｇ

100ｇを超え 500ｇ以下

２％

500ｇを超え１㎏以下

10ｇ

１㎏を超え 25 ㎏以下

１％

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）

⑥保存方法
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。

⑦食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
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。

⑧製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称

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。

〈 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）
【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））

（３）
特色のある原材料
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。

（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。

※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。

（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

原材料名 小麦粉（有機小麦粉 90％使用）
、
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
ガリン（大豆・乳成分を含む）、ブ
ドウ糖、牛乳、洋酒／甘味料（ステ
ビア）
、
膨張剤、
レシチン
（大豆由来）
、
酸化防止剤（ビタミンＣ）

（４）
黒糖を使用した場合
・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。

（5）
遺伝子組換え食品の表示について
○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。

◎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

作成者：菓子の表示制度研究会

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
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）

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
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。

〈 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。

全国菓子工業組合連合会
FAX．03－3407－5486
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もりで︑帝国ホテルに入社

ましたが︑最後にとどめを

時に︑高温で表面をパリッ

しました︒当時︑お菓子や

刺した決め台詞は﹁俺に預

と焼けば中がフワッとなる

パンに若手はいなくて︑お

け ろ ﹂ で し た︒﹁ 預 け ろ ﹂

かなと思って︑ダックワー

じさんばかりでした︒セク

というのは命です︒一生付

スを作りました︒最初は全

衛生事業も市の組合を通じ

ションが５︑６つあり︑１

ものでしたが︑急に親方が

いて来いということです︒

く︑売れませんでした︒当

てしています︒食品衛生指

〜２年で回すのですが︑私

﹁お菓子屋に行け﹂といい︑

とにかくこの場は﹁よろし

時︑ケーキ屋はケーキを買

取引してみようと思い︑商

はパンのセクションになり

逆らうことができませんで

くお願いします﹂と言わな

いに来るのであり︑焼き菓

社にも声をかけていただい

ました︒２︑３カ月と短い

した︒後で分かりましたが︑

ければならないと思い︑言

子は誰も買いません︒半年︑

お菓子屋の親方が︑私がい

ったのが運の尽きで︑お菓

１年くらいしたら結構︑出

また︑菓子の素材は世界

子屋になりました︒

16

37

その①

若者の夢を応援 〜君はどう
生きるか 〜 一流の仕事論

た︒パンの難しさは分から

本格的にはじめたのは︑

ず︑ただ︑言われた通りす

アメリカの資金でパンを普

28

回西日本食品産業創造展では﹁若者の夢を応

及させるための講習を受け

第

酵母菌の力を付けるために

てからです︒東京に各県か

援〜君はどう生きるか〜一流の仕事論﹂をテーマに

途中でパンチをします︒そ

るだけだったんです︒

司会

れを２回しないといけな

パネルディスカッションを行いました︒︵敬称略︶

子︑パンという食品産業を

ら１︑２名集め︑大学教授

本日は和菓子︑洋菓

支える皆さんにお集まりい

い︒６時から始めて大抵︑

間の研修でした︒それを地

ただきました︒先ず︑それ

元のパン屋に講習します︒

40

日

す︒﹁ 夜 に 寝 ら れ な い 仕 事

帰ったら︑実力もないのに

やパンの先生が教える

は嫌だ︑そんなことはした

威張って講習しました︒今

朝８時までパンを作りま

伺いします︒

くない﹂と思っていたので

10

ぞれの業界で働く魅力をお

平田健太郎︵有限会社シモ

すが︑親父の命令に従わざ

つもニコニコして﹁あれ持

ン︶ 私がなぜパン屋にな

ってこい﹂と言われたら︑

ったのかお話しします︒親

せん︒今の年齢になっても

パッと取って来て﹁何々取

考えたらゾッとしますね︒

パン屋を続けているのは︑

ってきました﹂というのを

るを得ませんでしたので︑

ているから︑なかなか難し

その追求です︒１００点は

見て﹁あいつをどうしても

父はパン屋をしていました

い︒よくできたり︑悪くで

点以上を作りたい︒

１個しかできませんが︑何

菓子屋にしたい﹂と言った

そういうことで︑一生懸

ました︒作るのは嫌だから︑

きたり︑奥が深いです︒や

とか

そうです︒何も知らない私

命しなくてはいけないと始

初めは配達をしていまし

ってもやってもきりがな

それ以下は売り物にならな

は︑お菓子の方に行きまし

パン屋になりました︒最初

築科に入り︑卒業してゼネ

た︒当時︑自転車にパン箱

い︒私がパン屋をしている

い︒また︑本に無いことが

は嫌で︑泣きながら仕事し︑

コンに勤めていました︒と

を乗せ︑配達します︒少し

のは︑同じものができない

たくさんあります︒自分の

が︑私を職人にさせたくな

ころが︑急に親父が﹁一人

して自転車の横にエンジン

からです︒大概のものは︑

いから﹁建築屋になれ﹂と

息子だから跡を継げ﹂と言

が付いたバイクができて︑

何万回もすれば同じものが

めたんですが︑パンは生き

い出しました︒その頃のパ

それで配達しました︒とこ

年かかり

ン屋は夜中の仕事です︒今

ろが︑職人が辞めたので︑

吹っ切れるまで

のように酵母菌が無いの

20

70
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言ったので︑工業学校の建

で︑親父は自分で作ってい

た︒最近の若い人は﹁持っ
導員も工業組合から資格を

意志で研究し︑お客様が喜
て販売しました︒ありとあ

できますが︑パンはできま
るようになりました︒

パンを作るようになりまし
のどこへ行こうと玉子と砂

ました︒夕方にパンをこね︑

52

社ほどを回

いただき︑年

ゼ酵素が多いけど︑グルテ
って︑お互いに衛生を管理

ます︒できないものはあり
らゆる売り方を研究し︑５

は︑よく混ぜるためで︑凄
００円商品では︑全国３位

った時は︑手でこねていま

た︒私が大学を卒業した時

夜行で大津に来て︑４月１

平田さんは︑朝早く

ンが足りないから作れませ

のばんぎやをしていまし

司会

ません︒野菜はできにくい
しています︒こうした組合

い早さでミキサーが回りま

ています︒そして切磋琢磨

になったこともあります︒

した︒小麦は︑石臼で挽い

大学に声をかけていただ

日の朝には長靴と白い作業

からパンを一つ一つこね

着で﹁すぐに飯場に行って
の活動で︑共に業界を守っ

餡を炊きなさい﹂となりま

歳の時には︑純真短期

はオイルショックで︑みん

商産業大臣賞や技能優秀者

な就職には困っていまし

表彰などの表彰をいただき

ん︒また︑日本とフランス

いと思い︑１年間でカリキ

の麦を比べると︑でんぷん

ュラムを立ち上げ︑今日ま

ました︒うちの近くに寿司

ですが︑人参やよもぎもパ

炊くので︑なかなか担げま

年間続けています︒

屋やうどん屋がありますが

ンの発酵にいい︒大根は５

せん︒それが私の菓子作り

で
私は福岡県菓子工業組合

飾れていいですね﹂と言わ

﹁お菓子屋は賞をいただけ︑

す︒それに添加剤を入れ︑

入社したのですが︑ひよこ

のスタートでした︒忙しい

と福岡市菓子組合に入って

れます︒確かに寿司屋は名

やわらかくします︒今のパ

の石坂社長とお会いした時

時は︑朝４時から

います︒菓子工業組合が親

店でも褒賞はない︒こうし

たものが一番おいしく︑粒

い︒小麦はたんぱくとグル

﹁ばんぎやをしたほうがい

がほとんどで︑日本一の和

組合で︑機関誌を出してい

た褒賞も従業員を育ててい

子が細かくなるほどまずく

なぜ手でこねるかで

テンで評価します︒グルテ

い﹂というお話がありまし

菓子屋でしたので︑出す商

ます︒冊子も作っています︒

60

子

て︑焼かれています︒

があります︒果物はいちご

ンは味も素っ気もなく︑う

た︒﹁ ど う し た ら い い で す

品は片っ端から売れていま

なぜ︑こういう組合に加入

平田

もいいですが︑力は弱い︒

まいのはでんぷんです︒じ

か﹂と聞いたら﹁大津の叶

した︒作るほうは間に合わ

のなかで︑最終的には︑通

ンと︑我々の手作業でする

一番作りやすいのはブドウ

ゃがいももトウモロコシ

ない︒工場は１カ所しかな

き︑人を教えてみるのもい

パンに分かれており︑中間

かリンゴ︑日本に昔からあ

がうまい︒小麦も同じです︒ 匠壽庵が阪急に出して︑１

も︑でんぷんの質のいいの

日２００万円以上売れるそ

くかという中では︑大事だ

ばんぎやのお菓子につい

キロの豆を

がない︒また︑手作業のパ

る甘酒など米で作ったもの

うだから行ってみないか﹂

するかと言えば︑業界人を

と思います︒

した︒１回に

ンでも︑イースト菌も天然

です︒米は最高の質のでん

麦畑を見るためにカナダや

い︒新しい工場を作るまで

守り︑食品衛生を進めてい

た︒私は運よく上場企業に

酵母です︒空気中に酵母菌

ぷんです︒また︑麦は米と

アメリカ︑フランスに行っ

は︑てんてこ舞いの２年間

の質はフランスの方がい

は飛んでいます︒それを引

違い︑水の多いところはダ

ということでした︒大津駅

を過ごしました︒

％くらいなら︑発酵に影響

っ張って来て糖分を加え

メなんです︒麦の質が一番

で待ち合わせし︑石坂社長

ンは大工場が作る機械製パ

て︑培養できます︒私はリ

て調べ︑自分でパンを作っ

は九州から︑私は東京から

12

なります︒機械でこねるの

ンゴを使って焼いています

いいのはフランスです︒丘

たら︑フランスがよかった

時まで

が︑ブドウや穀物︑酒の酵

です︒だから︑フランスパ
くためです︒指導は絶えず

陵地帯が多く︑水はけもよ

ては︑博多献上を見ていた

くて︑温度差があるので︑

進めており︑手洗いマイス

母︑甘酒でもパンはできま

その後︑ばんぎやでゆっ

す︒ヨーグルトと粉を混ぜ

行って芝田社長と会いまし

ンがうまいんです︒

だくと︑外包装と内包装が

いい麦ができます︒平野で

あり︑内包装の白い方は懐

て少し水を加え︑一晩寝か

ターは︑一昨年から福岡市

長末光正︵ばんぎや菓子舗︶ た︒それで﹁３月

で始まりました︒こうした

実家が戦前から︑和菓子屋

くりと思ったものの︑なか

できる麦は︑あまりよくな

なかそうもいかず︑全国で

い︒大麦は糖分とアミラー

日に会

せると発酵します︒それを

社を辞めて来い﹂と言われ︑

種接ぎすると酵母菌ができ

12

すが︑もともと機械が無か

パネルディスカッションの様子
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茶畑

日本菓子専門学校

カット

教師

個取）

岩崎 真岳

（
ｇ

畑をイメージして仕上げた

を茶畑特有のかまぼこ型の

【抹茶羊羹配合】

金時豆かのこ………約

抹茶ペースト…………４ｇ

抹茶……………………２ｇ

上新粉…………………

創作菓子を紹介したいと思

粉末寒天………………４ｇ

抹茶づくしの浮島と羊羹

います。

白並餡……………３００ｇ

グラニュー糖……１５０ｇ

粒

【浮島生地配合】
（トヨ型一本分）

水あめ…………………

ったところに薄力粉、上新

ぜ合わせ８割がた混ざりあ

せる。残りのメレンゲを混

半量入れしっかり混ぜ合わ

❸①の中に②のメレンゲを

としたメレンゲを作る。

ガーを混ぜ合わせ少量の水

❷抹茶とトッピング用シュ

く。

ろに白並餡を加え練ってい

ニュー糖を加え沸いたとこ

着けしっかり沸かす。グラ

❶粉末寒天に水を加え火を

き、練り上げた抹茶羊羹を

❶網の上にトヨ型浮島を置

【仕上げ工程】

羊羹を作る。

り際に加えしっかりとした

おいたものと水あめを上が

で溶いてペースト状にして

ットし仕上げる。

❷冷え固まったら寸法にカ

うにジグザグに絞っていく。

の中に入れ上から垂らすよ

る。残りの羊羹をセルクル

上からかけコーティングす

三店舗の部員が講師に

年も６月

日、賛助会員株

イントに学んでいます。今

部員が学びたい事をピンポ

•••••••••••••••••••••••••••••

粉、抹茶をふるった物を加
え混ぜ合わせる。
❹トヨ型にセパレート紙を
敷いたものに③の生地を半
分ほど流し金時豆かのこを

師や助手となり、年２回程

青年部では部員同士が講

ゼリーに特化した学びを、

『清風庵』清水氏を講師に

元・お土産品として人気の

山県産清水白桃ゼリーが中

会」を開催しました。内容

いに教えあう「和菓子勉強

め、各々の得意な分野で互

き講師を部員の３名が勤

式会社ヒラタのご協力を頂

度勉強会を開催していま

青年部の活動紹介

にならす。

す。洋菓子屋の和菓子勉強

等間隔に並べる。上から残

分ほど蒸し上げる。

❺セイロにいれ中火の蒸気

抹茶……………………３ｇ
黄に白並餡、上白糖、抹茶

❶卵を卵黄と卵白にわけ卵

白糖を加えていきしっかり

❷卵白を泡立て少しずつ上

ぜる。

【抹茶羊羹工程】

し冷ましておく。

を製粉会社のパティシエに

けぇー粉」を使ったケーキ

会では、岡山産小麦「ぼっ

「定番商品に１品プラス秋

機株式会社のご協力を頂き

昨年は賛助会員レオン自動

のパイ」パイは伊那食品の

の テ リ ー ヌ 」「 果 実 ゼ リ ー

は『清風庵』清水氏の「栗

蒸れ上がったら型から外

ｇ

ペーストを加えよくすり混

た。結果は見事優勝！おか

表３校の一つに選ばれ、当

やま山陽高等学校の山川さ

日は青年部より５名がスタ

部員は店主も職人も営業

ん、淺見さんおめでとう！

違う場所で作りながら講話

も所属していて日頃より仲

出場者も心強かったのでは

するのは大変だがいい経験

ではラッピングまでこだわ

良くしています。西日本豪

ないでしょうか。岡山県で

舗』小池氏の「関東風桜も

り、インスタ映えも意識す

雨災害の時も組合員に被害

ちの焼皮生地を使用した四

る。『小西屋』小西氏は「雲

はないかと気遣い、何かあ

ッフとして駆け付けまし

平（水輪などいろいろ）」「干

になる。

菓子（和三盆糖１００％使

は

作品の応募がありまし

れば手伝いますと声を掛け

甲子園では、岡山県代表が

今年、第９回全国和菓子

てくれました。

少量を作るコツを紹介。自

中・四国ブロック審査で代

関東風桜もちの焼皮生地を使用した四季折々のバリエーション

分の店で作るのと、勝手の

・木型の抜き方などを説明、

た 干 菓 子 ）」 で 色 の 付 け 方

用の干菓子と粉糖を使用し

季折々のバリエーション」

す 特 性 を 紹 介。『 小 池 菓 子

ても果肉のつぶつぶ感を残

ＪＭ―２２」の高温で焼い

耐熱性ゲル化剤「イナゲル

粉糖（トッピング用）…３ｇ

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

・冬のお菓子勉強会」など

【浮島工程】

で

りの生地を流し表面を平ら

13

山

ｇ

茶畑

ｇ

ｇ

卵………………………１個

18
15

岡

13

白並餡……………１５０ｇ
上白糖…………………
上白糖（メレンゲ用）…
薄力粉…………………

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。

学び、ゼリー勉強会では岡

果実ゼリーのパイ

雲平

局・萱野美香

岡山県菓子工業組合事務

がとうございました。

た。生徒さん、先生方あり

24
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