時間外労働の上限規制の導入
な
ど
日施行）

の廃止（２０２３年４月１

❷割増賃金に係る猶予措置

則付きの上限が設けられた。

が、法施行後は、使用者は

ければ取得できなかった

は、従業員が自ら申し出な

これまで年次有給休暇

日以上の年次有給休暇が付

与される従業員に対し、年

時間超の時

５日は、従業員の希望を踏

これまで月

％、中小企

まえて時期を指定して※年

間外労働に対する割増賃金

％だったが、法の施行

率は、大企業
業

次有給休暇を与えなければ

される場合には、事業者か

の希望で５日を超えて取得

ならない。ただし、従業員

❸「勤務時間インターバル

ら指定付与する必要はない。

％が適用される。

後は企業規模に関わりなく

年７２０時間、複数（２～

制度」の普及促進等（２０

使が合意※する場合でも、

的な特別の事情があって労

働き方改革関連法が順次施行
時間外労働の上限規制が導入、年次有給休暇の確実な取得、正規雇用労働者

号）」

と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止などを主な内容とした「働き
年法律第

１９年４が値１日施行）

※今までは、従業員が使

方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成
日から順序施行される。
時間（休日労

６）月平均

事業主は、従業員が十分

未満（同前）を限度（これ

用者に「○月○日に休みま

❶時間外労働の上限を規制

す」と申し出て○月○日に

その主な内容は、以下の

労働の上限はなかったが、

これまで法律上は時間外

のは、年間６か月まで。

時間を超えることができる

る必要がある。また、月

ない公正な待遇の確保等の

な生活時間や睡眠時間を確

通りだが、中小菓子製造業

年４月１日か

同法律は、少子高齢化と

保できるよう、前日の終業

年休が成立したが、年休の

多様な働き方を選択できる

界にとって、対応を迫られ

ら適用）

までは上限なし）に設定す

消化率が低いことから、改

中小企業は

時刻と翌日の始業時間との

正後は、使用者が従業員に

（２０１９年４月１日施行、

間に一定期間の休息時間

ための措置を講ずることと

（インターバル※）を確保

「一億総活躍社会」を実現

法の施行後は法律で定めら

さい」と指定して○月○日

が「○月○日に休んでくだ

に年休が成立する。年５日

※厚労省は例示として

の希望を踏まえて、使用者

※これまでも労働基準法

するため、長時間労働の是
る大きな課題となっている。

時間以内）を超

時間を示している。

は指定付与しなければなら

えて時間外労働をさせる場

❹年次有給休暇の指定付与

えることはできなくなる。

を義務付け（２０１９年４

やすくすること等により、

ら、年次有給休暇を取得し

月に法定労働時間を超えて

を目指すこととされている。

・ライフ・バランスの実現

金を払う必要があり、一方

場合には、その分の割増賃

示 に よ る 行 政 指 導 ）、 臨 時

則とし（これまでは大臣告

に、不合理な待遇差を設け

賞与などの個々の待遇ごと

ったが、来年４月からは罰

いが禁止される。（均等待遇） 益取り扱いが禁止される。

が同じ場合は差別的取り扱

職務内容・配置の変更範囲、

・ ① 職 務 内 容（ 同 上 ）、 ②

月１日施行）

明を求められた場合の不利

明が義務付けられます。説

説明を求められた場合の説

条に基づき

協定）を結ぶ必要があ

❺労働時間の状況の客観的

働いた時間分を、例えば８

ることが禁止される。また、

行後は健康管理の観点か

で規定されていたが、法施

観的に把握することが通達

に払うために労働時間を客

これまで割増賃金を適正

合わせて労働時間が決めら

といった生活上のニーズに

とができる。子育てや介護

枠）として振り替える※こ

く、従業員も６月に働いた

間外賃金を支払う必要がな

場合には雇い主は６月の時

たが、今後は、そのような

希望しても欠勤扱いになっ

遇の性質・目的に照らし、

・個々の待遇※は、当該待

ン」が策定される。

一労働同一賃金ガイドライ

当たるかを明確化した「同

元事業主が、自らの労働組

件を満たす労使協定（派遣

均衡待遇、又は②一定の要

①派遣先従業員との均等・

・派遣従業員については、

正 な 待 遇 の 確 保 ）、 最 寄 り

用 環 境・ 均 等 部（ 室 ）（ 公

関 係 ）、 都 道 府 県 労 働 局 雇

労働基準監督署（労働時間

詳しい内容、不明な点は、

法）まで、問い合わせ、相

の働き方改革推進支援セン

れる。

談する。

ター（具体的な労務管理手

責 任 の 程 度 ）、 ② 職 務 内 容

❷非正規従業員に対する待

合又は労働者の代表と締

・配置の変更の範囲、③そ

遇説明の義務化

結）による待遇が義務化さ

の他の事情、を考慮して判

①職務内容（職務の内容と
にならない。

断されるべき旨が明確化さ

時間分があるので欠勤扱い

れるようになる。
※これまでは１か月単位
で清算するため、６月に

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

時間の時間外労働があった

２

（業界関係受章者）

年秋の叙勲褒章

▽旭日双光章＝新倉吉晴氏

平成
に対し、待遇内容及び待遇

（パート、有期雇用、派遣）

（前北海道菓子工業組合理

事業主は、非正規従業員

決定に際しての考慮事項に

事長）

れ、不合理な待遇差が禁止

関する説明、正規雇用者と

❶同一企業内における不合

当、時間外手当、通勤手当、

の待遇差の内容・理由等の

どのような雇用形態を選

食事手当、福利厚生、教育

※基本給、賞与、役職手

働き続けられるようにする

規従業員と非正規従業員

訓練など

される。（均衡待遇）

ことで、多様で柔軟な働き

派遣）との間で、基本給や

（パートタイム、有期雇用、

同一企業内において、正
これまで、フレックスタ

方を「選択できる」ように

理な待遇差の禁止

イム制の清算期間は１か月

することとされている。

択しても、待遇に納得して

だったが、法施行後は３か

30

を拡充（２０１９年４月１

❻「フレックスタイム制」

とが義務付けられる。

客観的な方法で把握するこ

ての人の労働時間の状況を

た管理監督者も含め、すべ

ら、これまで対象外であっ

ない。

把握を義務付け（２０１９

如何なる待遇差が不合理に

（

労働者の代表との間に協定

合には、同法

せられる。

取得希望時期を聴取し、そ

されている。

月

10

するよう努力する義務が課

人手不足に対応し、働く人

が、

60
50

で従業員がその時間分を年

時間、年３６０時間を原

・時間外労働の上限は、月

正、多様で柔軟な働き方の

労働時間に関する制度の見直し

実現、雇用形態にかかわら

１

25

次休暇の枠外で取りたいと

個々の事情に合ったワーク

45

月に年休（その年に与えら

「働き過ぎ」を防ぎなが

40

20

れている所定の年休とは別

36

第957号
（平成30年12月）
● http://www.zenkaren.net/

50

の法定労働時間（１日８時

働 を 含 む ）、 月 １ ０ ０ 時 間

80

間、１週

71

れた時間外労働の上限を超

30

がそれぞれの事情に応じた

1

年４月１日施行）

36

45

11

4

月になる。これにより、６

日施行）

30
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（１） 平成30年12月15日

北海道胆振東部地震の影響で２ヶ月遅れで開催

東北・北海道ブロック会議が開催されました
札幌市

できないかと考えている。
員各位が一堂に会し、丹精

北・北海道ブロックの組合
きるように体制を整備して

るが、後継者が力を発揮で

の共同経営といったことも

（宮城）

考える必要があるのではな

おくことも経営者には重要

したく是非ご参加下さるよ

いか。最近は、菓子屋にな

と考えている。また、事業

催しても参加者が活動の盛

りたい人が減っており、最

籠めた銘菓を奉献し、震災

ＨＡＣＣＰのＢ基準、栄養

んな地域の人に限られる状
う ご 案 内 申 し 上 げ る。（ 山

低賃金は同じでも建設関係

復興成就、菓子業界発展、

成分計算ソフトの使い方の

況があるので工夫が必要と

和菓子の講習は従来から

形）

の方が、手取りがよいので

県下でも活動の盛んな地

で報じた「冠表示に係る原

講習会を県下７支部単位で

考えている。組合を脱退し

実施しているが、今年から

流れている。また、今の子

域とそうでない地域があ

料原産地表示ガイドライン

開催した。その際、組合加

た人でも地域の情報交換会

は洋菓子の講習会を初めて

を維持していくためには互

の検討状況」が報告された。

入の契機とするために組合

議には出席しており、そう

実施した。今年は間に合わ

商売繁盛を祈念申し上げる

次いで、各道県からの報

員以外の参加も呼び掛け

いう人に再加入を働きかけ

り、スイーツフェスタを開

おいて全菓連東北・北海道

告があったが、その主な内

た。新規開店した事業者へ

ることも必要と思ってい

日（月）札幌市に

ブロック会議が、ブロック

容は各道県共通の組合組織

の組合加入の働きかけが必

いのブランドを持ちながら

名が参加して

の動向、技術講習会の実施

要と思っており、他県の例

｣を挙行いた

日（月）に予定

開催された。今年の会議は、

などの他、以下の内容だっ

たちは、先にどんな夢があ

当初９月

なかったが、今後は洋菓子

王国札幌コンペティション

る。（秋田）

を毎年開催しているが、小

も参考にしたい。（岩手）

北海道の小豆が不足がちで

規模店もグランプリになる

栄養成分表示・ＨＡＣＣ

あるが、産地で話を聞いた

と売り上げが伸びている。

により急遽延期し、その後

情報をしっかり伝えていく

ところこの数年在庫が多く

小規模な範囲が対応しやす

るのか働くことのヴィジョ

必要がある。県がここ数年

価格が低迷していたので生

いのではないかとも思う。

ンを求めている。スイーツ

規開発ビルにも東京、大阪

土産物コンテストをやって

産者も生活できないという

協会とタイアップして行い

の有名店が出店しており、

いるが、県知事が土産菓子

ことで大豆に変わったとい

たいと考えている。今年は

ている組合員がおり、組合

地元の店舗は出店していな

に関心を持っており、対応

組合のメリットを感じて

として一番力を入れて取り

い。技術講習会をしても集

したいと考えている。当県

もらうには組合ならではの

でもある開催地北海道菓子

組んでいる。そうした中、

まらないが、正宗公がどん

仙台は今や東京の隣とい

工業組合長沼理事長の歓迎

組合員専用栄養成分計算ソ

な菓子を食べていたか、歳

（北海道）

った状況であり、駅前の新

並びに地震被害に寄せられ

フトを斡旋しているので、

うことであった。国産の原

Ｐ・軽減税率対応と連続し

たお見舞いへのお礼の挨

組合に加入した人もいる。

年から毎年６

ており、対応に困難を感じ

拶、全国菓子工業組合連合

では、昭和

会議は、ブロック幹事長

会齊藤理事長（岩手県菓子
時に伴いどんな菓子が食べ

60

月２日開催することに決定

最後に次回は福島県で
作れないので互いが成り立

料がないと菓子屋も菓子を

菓子博については、遠方だ

日を祭日として出羽三

山神社に菓子業界の発展と

月

物語のある講習を実施する

られてきたかというような

ック単位での開催ができな

社業繁栄を祈念して 銘｢菓
｣を行ってきている

と対応が難しいので、ブロ

沼ブロック幹事長が就任）
と参加者が増えるので、切

奉献祭

し、福島県菓子工業組合神

いかとの声もある。（青森）

が、来年は記念すべき第

つように考えて行く必要が

の後議事に入った。
り口を変えた工夫が必要と

われた。

山理事長の挨拶の後、終了

実感している。東北６県だ

・親族、社内、外部から招

し、別室に移り懇親会が行

広域な県であり県下の組

回目に当たり、かつ新元号

聘といった対応が考えられ

後継者については、家族

合員が一堂に会することが

けでもよいが、小規模なと

元年にもあたることから東

あると感じている。（福島）

月号で報じた中

最初に全菓連の近況報告

困難な実情がある。このた

ころでも賞をとれるように

内容に加え、同じく

として、
・四国ブロック会議の説明
め、先日、原料原産地表示、

出席者紹介、議長選出（長

35

月号

20

再商品化委託申込み受付

平 成
年度

容器包装リサイクルで

コスト削減に寄与すること

ンセンター（電話・０３―

な点は、協会オペレーショ
年

５６１０―６２６１）に問

○申込み期間・平成

になるので、ご理解、ご協

を付ける場合など）

力いただきたい。

平成

年度郡山市

年度郡山市技能功

技能功労者表彰

平成

い合わせる。

年２月８日

月

日～平成

○テイクアウトができる飲

でも非申込み手続きが必要

食店など

また、小規模事業者など、

オンラインが利用できな

となる。オンラインが利用

（事前に平成

千万円超または従業員２１

い場合は、申込用紙に記入

できない場合「非申込ＦＡ

書類が送付される）

▽関わっている事業

人以上

の上、最寄りの商工会議所

Ｘ返信票」を協会オペレー

▽事業規模

サイクル協会では、全菓連

○容器・包装を利用する中

○商業、サービス業・売上

・商工会に送る。オンライ

特定事業者に該当しない方

に対し容器包装のリサイク

身製造事業者（食品、清涼

ン手続きで行う場合は、協

○申込み方法

ル制度での特定事業者に向

高７千万円超または従業員

労者表彰にパン・菓子製造

６人以上

ションセンターに送る（Ｆ

飲料など）

年度再商品化

○容器の製造事業者

けた、平成
委託申込み告知について協

▽容器包装の素材

工として神山典之氏（中田

○小売・卸売事業者（商品

ＡＸ・０３―５６１０―６

力を依頼された。特定事業

同表彰は技能を通じて、

町・かど屋）が表彰された。

している。

した卓越技能者の方を表彰

永く同市の産業発展に貢献

２ ４ ５）。 オ ン ラ イ ン で 非

年度の申込書
類が届かない場合など不明

その他、

申込をする場合は、前述の

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

がり、再商品化事業に係る

や資源・経費の削減につな

セスして申込む。オンライ

ガラスびん、ペットボトル、

委託申込み受付の案内は次

申込方法と同様。

紙、プラスチック

の通り。

ン申込みは、業務の効率化

を販売する際に容器や包装

年度の再商品化
容器や包装が付いた商品の

また、

を利用する事業者）

12

者とは、事業において容器

30

を利用・製造する事業者や

○製造業等・売上高２億４

31 31

○輸入事業者（容器の輸入、

輸入、輸入後に容器や包装

30

10

包装を利用する事業者（小
規模事業者を除く）のこと。

31

次に該当するとリサイクル

31

31

30

（ 公 財 ） 日 本 容 器 包 装 リ （再商品化）の義務を負う。

年度の申込

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

11

11

10

工業組合理事長）の挨拶、

２か月遅れで開催された。

銘｢菓奉献祭

していたが、９月６日（木）

た。

30

10

各道県より

夜明け前に発生した最大震

月
12

度７の北海道胆振東部地震

11
31

平成30年12月15日 （２）
（毎月 15 日発行）
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和菓子甲子園の成果報告
会場では、プレゼンテー

時があります。今回全国和

を挙げて新しいお客様のた

ています。我々の任務は、

菓子甲子園中部ブロック選

月

月２日ふくい

日福井県味の祭典ブ
ース出店、

スイーツフェス参加と報告
があった。

日～

日

日全国和

石川県より、６月６日総
会、８月

菓子甲子園参加、８月

日東北支援事業第

月３日技術講習会、

日中部ブロック大会

ゃ～さんの菓子を見せてち

◇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◇

※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。）

☎03-5781-6577

日に大阪で第９回全国和

今のお客様とこれからのお

めにも、若い人たちに新た

我々が思っていること、そ

客様にどのようにお菓子を

菓子甲子園の応募作品、あ

の中でも我々が本当に大事

提供していくかが、青年部

ションで感極まって涙する

た作品を食べて驚いた姿な

と思っていることは、意外

に課せられた一番の任務と

菓子甲子園が開催されまし

ど、和菓子を通して様々な

にそうでもない事が多いか

の新しいお客様の創出のた

な感動ができる様に努めて

してお礼申し上げます。６

感動が溢れていました。そ

もしれないと思えるところ

めに、みんなで知恵を絞っ

いければ良いと心から願っ

ブロックの中で中部ブロッ

これから新しいお客様のた

ていければ良いと思いま

るいはそのお菓子を作って

クは２番目に多い作品数の
んな感動を高校生という若

めに、新しいお菓子を生み

す」と挨拶があった。その

い る 生 徒 を 見 て い る と、

けしてくれたおかげでこの

応募がありました。決勝戦
い子たちに提供できたこと

出す原動力にならなければ

後、全菓連久村副理事長と

姿や優勝を逃して悔し涙を

日を迎えることができ、皆

におきましては、石川県鹿

と思います。和菓子屋とい

ならないと思っています。

名古屋生菓子組合村山理事

流す子、負けたけど優勝し

様に感謝の言葉しかありま

西高校の作品の＂おりひめ

う商売は、伝統を守ること

回全国和菓子甲

た。中部ブロックの皆様に

ガーデンパレスホテルで開

せん。今後とも名古屋は名

帷子＂が特別賞に選ばれ、

や親から引き継いだ何かを

来年の第

も多大なるご尽力を賜りま

名

古屋らしく頑張ってまいり

素晴らしい作品を各県から

守り続ける事に思われがち

子園が開催されますが、そ

日、名古屋

の青年部員が参

ますので、今後ともよろし

出していただいたことを感

であり、我々自身も気が付

月

加した。全菓連

くお願いいたします。名古

謝申し上げます。一生懸命

くと何かを守っている姿が

大会は、

からは、久村副

屋らしい接待を心を込めて

取り組んでいただいたおか

青年部中部ブロック大会

第９回全国菓子
工業組合連合会
第９回全国菓子工業組合
連合会青年部中部ブロック

理事長、青年部

させていただきますので、

げで、大成功したと感じて

長より祝辞があった。

催され、約

槌谷部長、事務

一日楽しんでください」と

の時も中部ブロックは全力

日ベーカリーチャイナ２

０ １ ８ 研 修 旅 行（ 上 海 ）、

国和菓子甲子園岐阜県代表
校へ訪問・アドバイス、７

日総会、
日～７月１日大垣菓

野球観戦と報告があった。

考会、８月８日第２回役員

月

６月７日総会、７月４日和

日研修旅行、４月
６月

子博（準備委員会を４回開

日家族感謝の会として

夏季の親睦会、参加者９名

日やっとかめ文

による新宿高島屋での販
月

催 ）、 ７ 月 ６ 日 全 国 和 菓 子

売、

化祭のチャリティーの和菓

日中部

三重県より２月

会、９月２日まちなか親子

三重県コラボ会議、８月

日中部ブロック

フェスタかき氷ブース出

日～

日三重県和

月

ブロック岐阜会議、７月４

３、営業許可以外の指導に

月

店、

日全国和菓子甲子園会議、

ついても、保健所、地方自

日三重県和菓

三重県和菓子職人衆第１回

～
弾、
月

参加と報告があった。

カッションの説明、記念撮

その後、テーブルディス

影があった。テーブルディ

日役員会、７月

日全国和菓子甲

日～

日中部ブロック会議、８

ス カ ッ シ ョ ン で は、「 お み

ょ」を題材に、テーブルご

子園参加、８月

月

日役員会、

会、５月

日菓子講習会、

日・８月５日全

選、７月

１、許可業種の大くくり化、

参加、８月

勉強会、

ＡＲＴ

菓子と菓子以外との境界は

ＳＷＥＥＴＳ
バーを許容する業種設定と

明確なものはなく、菓子屋

にて和菓子教室開催と報告

のが実態である。新しいも

大会、 月

日同中部ブロック大会予

甲子園岐阜県予選、７月４

月

日～

日忘年会と

子教室、

岐阜県より１月

報告があった。

考えています。各地域、町

局が参加した。

歓迎の挨拶があった。次に

自分の中にあるのかと思う

青年会として魚釣り、７月

がありました。青年部員は、

大会では、開

います。

れた。

九州へ親睦旅行、８月

が何よりの成果ではないか

会宣言、全菓連
青年部槌谷部長より「８月

和、愛の菓子斉
唱の後に青年部
佐藤中部ブロッ
年２月

６日総会及び懇親会を開

愛知県より平成

「大変な思いで
催、５月

たが、名古屋の
日

後輩たちが手助

日名古屋生菓子

今日を迎えまし

ク長代理より

次に各県事業報告が行わ

青年部綱領唱

青年部中部ブロック大会

日

統合については異存ない

治体により内容が異なるこ

子職人衆～ＪＡＰＡＮＥＳ

日・８月

合であっても、更新につい

とがあり、不公平感を訴え

７月６日・

てはできるだけ時期を調整

が、加工食品は既存のカテ

る声が聴かれる。

日全国和菓子甲子園

し一本化（１枚の許可書に

ゴリーを超えて進化してい

ただきたい。

していただきたい。

示して売り、購入者も菓子

のが出てきたときに今まで

日総

があった。

１、指導基準の統一に際し

の概念だけで仕切るのでは

静岡県より、５月

と認識して買われているも

ては、食の安全の確保が前

のが菓子ということになる

提であるが、家族経営等の

なく、事業者の意見もよく

日

月

日静岡お茶まつり、
日観月会、

とに持参した菓子について
意見交換を行った。

16-T24464

平成29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。

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

菓子業界の意見陳述
第８回 食品の営業規制に関する検討会で

くものであり、クロスオー

４、保健所等の指導に疑問

２、〈 重 複 業 種 を 営 む に あ

Ｅ

複数の業種を記載）してい

がある場合に相談するため

多い業種〉
調査は行っていないが、

の国の窓口を設置し、その

菓子職人衆で富洲原小学校

食品の営業規制に関する

第１回検討会資料から見て

が菓子と認識し、菓子と表

要がある場合には全国で情

日

検討会は、厚生労働省が主

も飲食店営業、喫茶店営業

たっての課題等〉の項の２

報を共有するようにしてい

月

催し学識経験者、自治体代

内容に応じて保健所等に確

に同じ。

ての課題等〉

ＩＳＴ～発足会、

表、業界代表等から構成さ
などが多いと推察される。

認するとともに、改善の必

１、国の制度である以上、

ただきたい。

その後の質疑の中では、

れ、８月以降９回開催され

〈重複業種を営むにあたっ

指導は原則として統一して

小規模零細事業者の過剰な

その他

ている。

日に開催された第８回検討

いただきたい。

月

会に出席（全日本菓子協会，

２、主たる許可業種があり、

菓子製造業界は、

全菓連、和菓子協会）し、

現行の施設基準
の問題点

事業者各位から寄せられて

付随的に他の許可業種に該

月
月
客さまがどういうものとし

中部ブロック大会参加と報

聞いていただき、また、お
意していただきたい。

て買っているかも確認した

告があった。

負担とならないよう十分留

２、条例で追加する場合に

うえで、指導していただき

福井県より、５月９日～
たい等の意見を述べた。

－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。

☎03-3400-8901

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

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

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

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

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

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

（オプション）

5.リコール（回収）費用保険

（オプション）

（オプション）

17

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

（食中毒利益担保特約）

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

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

30

は、食品衛生上の必要性を

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

21
明確にしていただきたい。

23

いる意見等を紹介しなが

前項の１及び４に同じ。

営業許可業種見
直しの論点（案）
に対する意見

10

当する業を営む場合には、
特段の必要性がない限り別
途の許可は不要としていた
だきたい。

26

20

20

23

３、複数の許可が必要な場

26

1. 生産物賠償責任〈PL〉
保険（基本加入）

制度の概要

28

21

11

12

11

23

19

11

40

10

ら、概ね次の意見を述べた。

現行の営業許可
制度の問題点
〈重複して取得することが

21

● 更新申込締切日：平成29年3月31日
（金）

● 保険期間：平成29年7月1日午後4時～平成30年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：平成29年5月26日
（金）
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月 日は…
「いい糖の日」
10

子販売・今年の香川県産品

子販売、各店の自慢のお菓

店舗の希少糖を使ったお菓

菓子組合と洋菓子協会加盟

つりとしての取り組みは、

ナーもお子さん中心に多く

売し、和菓子作り体験コー

の高校共、二時間ほどで完

高校生が考えた作品は２つ

客様に立ち寄りいただき、

ただきました。

で、多くの方に楽しんでい

の日」を子どもから大人ま

リニューアルされ「いい糖

血糖値の上昇を抑える、動

ブロックする効果があり、

糖が体内に吸収されるのを

シコースという糖には、砂

「希少糖普及協会」をクリ

詳しくはパソコンにて

みてはいかがでしょうか？

際には、希少糖を使用して

ック

日（土）

脈硬化を予防する、内臓脂

月

一般社団法人

年

協会／〒７６０―００１７

を平成

肪の蓄積を抑えたりなどの

希少糖普及

健康機能があることが、報

夢のはたらきを
持つ希少糖

香川県高松市番町１―２―

の方にご参加いただき、用

告されております。さぬき

意していた材料は全て無く
希少糖とは自然界にごく

瀬戸のワインロ

に開催しました。昨年、希

なり。お菓子の売れ行きも

コンクール受賞作品販売

少糖普及協会は
瀬戸のめぐ

／ＴＥＬ０８７―８１４

少糖普及協会が用意したコ

来られたお客様達は、希

希少糖の一つであるＤ―プ

酵素系が発見されました。

によって希少糖を生産する

年、香川大学農学部の研究

健康なお菓子創りを開発の

て商品化されております。

り希少糖含有シロップとし

ト」は、Ｄ―プシコース入

―８０２―１７５５

―３３３３／ＦＡＸ０８７

（風月堂

リーンけやき広場にて、香

ール／シカ

日を

川県菓子工業組合が一般社
（いい糖の日）希少糖の日

発「レアシュガースウィー

月

団法人希少糖普及協会様と
僅かしか存在しない糖。近

ー・第９回全国和菓子甲子

ーヒーの振る舞いサービス

ョップ・イートインコーナ

園エントリー作品を希少糖

らの紙面に寄稿することと

誠に恐縮ですがこの度こち

ります海老澤と申します。

子司

海老屋」を営んでお

上州群馬の高崎市で「御菓

皆様はじめまして。私は

種協賛企業の方々、一般の

門学校、高崎商科大学、各

の皆様、東日本製菓技術専

富岡市長様ならびに市職員

支援、ご協力をいただいた

た「高崎菓子まつり」にご

目を無事に開催いたしまし

まず初めに、今年で５回

とっては大きな変化になり

事かもしれませんが、私に

人から見れば何てことない

・」と思えたのです。他の

け手伝ってみようかな・・

天邪鬼な私も「チョットだ

をかけていただいたので、

が良くて気さくな先輩に声

ありませんでしたが、人柄

れまで一切参加したことが

貴重な体験になりました。

た笑顔に出会えたことは、

だいたお客様のキラキラし

い、そこに足を運んでいた

先代の言うことも聞かずた

な心構えでしたので当時は

からかも知れません。そん

継ぐ自信も覚悟も無かった

に気持を馳せ、今も栽培が

自然をこよなく愛した想い

「文明最中」と、暮鳥氏の

に胡桃を加えた二種類の

集まりや催し事などにはそ

手なところもあり、組合の

私は元々人付き合いが苦

て厚く御礼申し上げます。

•••••••••••••••••••••••••••••

部会長・田村正太郎

香川県菓子工業組合青年

使用した配合に改良しての

のガラポン抽選会もあり、

に和まれたり、お買い物後

また菓子まつり閉場後は、

振り返ってみると…
海老屋

なりました。至らない点ば

方々、皆様方の熱心なご支

御菓子司

かりですがご容赦ください。

援のおかげで今年も笑顔が

した。その梅、栗、乳製品

茶席を設け、観光客にも気

した。初代である祖父

のクリームチーズを素材に

盛んな梅、美味しい利平栗

一もその前年（平成九年）

した焼き菓子三種「暮鳥の

だの甘ったれの半人前なの

に亡くなっていましたので

ここからはチョット自己

は昭和６年、祖父である海

頼れる人も、仕事を教えて

ました。そんな心持の私が

な授業と昔ながらの手法を

からも続くことを願って止
みません。

老澤政一がそれまでの家業

溢れる「高崎菓子まつり」

大切にした授業の両方を取

かみ あり

月 を「 神 在

であった穀屋から、いろん

軽に楽しんでいる様子が地

島根県菓子技術専門校は

り入れる工夫をし、実技指

出雲では

じん

里 」。 両 品 と も 今 の 素 材 内

もございます。そしてまだ

５月より製餡の授業を行

導だけではなく、和菓子に

づき

月 」 で 迎 え て い ま す。「 神

ら手先が不器用です。と言

たのです。私は小さな頃か

家業を受け継ぐ気が無かっ

るその時まで、私の本心は

天の霹靂。実は父が亡くな

ととなりました。まさに晴

えも無く突然家業を継ぐこ

（平成十年）し、何の心構

名を冠した、栗餡と胡麻餡

文 明 」「 山 村 暮 鳥 」 両 氏 の

代表する歌人である「土屋

菓二品があります。地元を

にも先代から受け継いだ銘

ラにやって来ました。幸い

私なりにただただガムシャ

んな時期からもう二十年。

えています。気がつけばそ

老澤学

司海老屋・代表取締役・海

・

高崎菓子業組合・御菓子

私をどうみているやら・・

あろう先代、先々代は今の

す。

に大変ご愛顧頂いておりま

天の彼方から見ているで

うのは言い訳で家業を受け

私が

もらえる人もいなくなって

私が幼い頃は酪農も盛んで

い、色々な餡を手作業で作

関する歴史的な背景なども

ざいもち

在餅」をふるまっている神
社も幾つかあります。大昔
からの風習の様で、これが
上方へ伝播し「じんざい」
が「ぜんざい」に変化した
という民族学者の説もあり

な事情がありましてお菓子

政

ってきました。さらにその

織り交ぜて授業を進めてい

ますが、真相のほどは不明

容になったのは十三年ほど

によくぶつかり合っていま

餡を使って和菓子を作る、

ます。生徒も講師の話に熱

です。

しまい「この先どうしたら

当店「御菓子司海老屋」

実技コースが始まり、これ

心に耳を傾け、質問をした

記念の生菓子を各社が提供

屋を興したそうです。私は

紹介を兼ねた自店のことを。

までに上用饅頭・利休饅頭

り、個人的に指導をしても

し、市民・観光客の方々に

前に私がリニューアルしま

組合を通して皆さんと一緒

・黄身時雨・葛桜・こなし

らったりと楽しみながら、

がるか講師共々楽しみにし

島根県菓子工業組合事務

した。おかげさまでお客様

に「高崎菓子まつり」を行

等を実習してきました。技

決められた時間を有効に使

ています。

楽しんでもらったと思いま

11

局・高島佐枝子

・・・」と、不安で逃げ出

を滞りなく催すことができ

能検定２級の課題でもあ

っているようです。来年２

す。又、記念の大茶会では

したくなったのを今でも憶

ました。この場をお借りし

る、小麦粉饅頭・どら焼き

月の修了式には生徒全員の

松平不昧公没後２００年

各流派が大小取り交ぜたお

歳の時まさかの急死

方新聞にも幾度か掲載され

・練切（菊）も授業に組み

祭の行事も終盤に入りまし

二代目である父「政美」が、

て お り ま し た。「 茶 処 菓 子

込まれております。特に練

作品を展示して、授業で磨

たが、市内の菓子店からは

どころ松江」の名声がこれ

切に関しては、三角べらの

いた腕を披露します。どん

製餡の授業

なすばらしい作品が出来上

島根県菓子技術専門校

19

販売といった内容です。
商店街のど真ん中といっ

希少糖ハイボールＢＡＲに

た会場のせいもあって、朝
時の開始前から多くのお
お買い物後の
「ガラポン抽選会」

10

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

色々な餡を手作業で

マルシェの様子

11

使い方など懇切丁寧な指導

文明最中

11

馬
群

とが出来ました。

好調で、大盛況で終えるこ

10

み ）・ 和 菓 子 作 り ワ ー ク シ

11

一緒に「かがわ菓子まつり」 と、制定しました。菓子ま

高松市の丸亀町商店街グ

希少糖普及協会が制定

11

をしています。常に実践的

26

30
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工場見学で京都訪問

青年部
研 修

マールブランシュ新工場
ほ
か

畿ブロック会副ブロック長

うな工場でした。
休憩室は、自分の家に帰
ってきた時の様なリラック
スできる空間を心掛けたみ
たいです。
また、保育所も管理され、

日、広島県

衛生面はもちろんですが、

日～
津田陽輔様に、２日間、予

９月

定を組んでいただきました。
スタッフの方が、本当に働

菓子工業組合青年部の研修

まずは、マールブランシ

を京都で行いました。
この度は、京都府菓子工

ましたが津田様のおかげで
大変満足のいく研修ができ

業界の繋がりは非常にあ

ました。

りがたいですね
広島県菓子工業組合青年
部会長・三谷憲生

•••••••••••••••••••

和菓子の講習会が開催される

みやげに菓子

の協賛をいただき、課長の

松山商工会議所地域振興課

万人もの失業

試算では何百

ば、経産省の

るようになれ

和菓子講習会

組合を後にさ

現代は、少

れました。

子高齢化に加

え、人工知能

ＡＩが我々の

いろんな仕事

宇都宮陽一氏も参加をさ

者が出るとい

にとって代わ

れ、助手には八幡浜の佐々

われています

ＡＩができない高い技術を磨く

愛媛県菓子工業組合で

木 学 氏（ さ さ き 製 菓 舗 ）、

が、後を継が

きやすい会社作りに取り組

日に和

新居浜の高橋英幸氏（菓舗

まれているのが、凄く伝わ

中野理事長のあいさつの

蛭子堂）のお二人に参加を

ュ様の新しい工場へ見学を

後、講師に日本菓子専門学

させて頂き、あっと驚くよ

東インター店）へ見学させ

校教育部長、岩佐洋一氏を

れている若い

業組合青年部所属、全国菓

ていただき、バスの台数、

頂き、受講者 名という人

子工業組合連合会青年部近

人の多さに、これまた、驚
お迎えし、和菓子６品を教

石を発見し、我が国最初の

泉山で磁器の原料となる陶

世紀初頭に李参平が有田・

佐賀の「三右衛門」と称さ

そしてその歴史の重さから

追求した武雄の中島宏氏。

田の井上萬二氏「青瓷」を

される「白磁」を極めた有

器は人間国宝として評価

ィータイムです。

和・洋菓子を青年会で受け持つ

佐賀県西部に位置する日

磁器を焼きました。それ以

れる「鍋島」の御用赤絵師

本磁器発祥の地、有田。

降、多くの陶工たちが一斉

として一子相伝で技を伝え

絵の器を創り出した酒井田

６４７年に日本で初めて赤

てきた今泉今右衛門氏。１

に磁器の製作に取り組み、

日（ 木 ）

１日目の最後には、㈱井
菓子の講習会を開催しまし

品目は、桃山、芋きんと

パティシエ専門学校の生徒

媛調理製菓専門学校、河原

気でした。この中には、愛

生徒の方も作業に参加をさ

今回包餡作業など受講者、

会は、受講のみでしたが、

和菓子を後世に伝えていっ

高い技術を磨いて、愛媛の

方には、ＡＩにはできない

た。

んくろまる、みそ饅頭、和

ていただきたいと思ってお

試食を出されているのだな
と感じ、お客様は、大変満

れ、大変好評でした。

部長・白石恵一

愛媛県菓子工業組合広報

ります。

６名もおられ、次代を担う

上がった６品の和菓子をお

閉会のあいさつの後、出来

最後に、垂水事業部長の

若い方にも好評をいただき

また、毎年の和菓子講習

ました。

風ブルーベリーチーズケー

２日目も予定しておりま
したが、台風の影響で中止

今回の和菓子講習会は、

ジデンス機能を備え、さま

イターらが長期滞在するレ

交流をはかる海外のクリエ

は有田との
aritahuis

会場となったアリタセラ

司鶴屋」の貞包氏が担当し

の大串氏、そして「御菓子

氏、和菓子を「大串製菓店」

る演出で応えます。

たチョコレートを流し掛け

チョコレートの塊に、熱し

焙じ茶を注ぎ、黒い拳大の

イングラスに美しい所作で

師と菓師。時には大きなワ

白で統一したホスト役の茶

ンター越しに対峙する全身

ンキッチンでゲストとカウ

を画し、広々としたオープ

技術や制度の吸収に努めた

るとともに、欧米の進んだ

領内の特産品を多数出品す

白蝋、和紙、茶など佐賀藩

佐賀藩使節団は、陶磁器や

藩の「３政府」だけでした。

たのは幕府・薩摩藩・佐賀

参加要請に対して、参加し

万博では、幕府の諸藩への

が初めて正式参加したパリ

役割を担っており、今回の

のづくりの発信拠点となる

ストの席を回ります。そこ

終えると、感謝を込めてゲ

れた器と茶と菓子の説明を

１種類ずつペアリングさ

流れる志を引き継ぎ、未来

めると同時に、その根底に

らしい功績を多くの方に広

５０年を機に佐賀藩の素晴

結びに、この明治維新１

内の

ました。

ざまなイベントを通しても

「有田菓寮」を開催するに

で生まれるコミュニケーシ

とのことです。

はこの上ない場所となりま

ョンはライブででしか得ら
両日とも

時スタ

へ向けて菓子の新たな情報

時、

れない貴重な時間となりま

した。

ートの２部構成とし、それ

節の洋菓子、和菓子にまた

形を作りました。また日本

見性を持ち、日本の大きな

の技術を有した佐賀藩は先

柿右衛門氏。古唐津からの

それに合わせた茶。クラシ

の２日間「有田菓寮」が開

発信の可能性を考えて行き

菓子は佐賀県菓業青年会

ックな茶会、茶席とは一線

堤一博

佐賀県菓業青年会会長・

たいと思います。

した。

で受け持ち、洋菓子を「ク

１５０年前、国内最先端

ぞれ３種の茶と菓子を用

１４４０年現在の中国大陸

ルール・ド・銀月」の田中

意。器の色味に合わせた季

から移住した唐人が陶器を

茶樹の栽培を伝えたと言わ

茶は日本茶のルーツであ

焼く技術とともに自家用の

れています。

る佐賀西部に位置する全国

茶師「副島園」の副島氏が

有田、嬉野、佐賀のクリエ

でも有数のお茶所、嬉野の

担当。嬉野茶の歴史は古く、

イティブな取り組みをお楽

系譜を守る中里太郎右衛門

有田菓寮

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

になり、１日無くなりはし

大福です。

キ、のし珈琲、マシュマロ

筒八ッ橋本舗追分店（京都

は、平成 年８月

きました。試食コーナーが
えていただきました。

りました。

いたる所にあり、こんなに

22

足そうでした。

40

30

しみいただける、特別なテ

氏のものを使用。

日（ 水 ）、

晩秋のこの有田の地で

した。

一大産地を形成していきま

17
11

催されました。有田菓寮と

15

賀
21

は器と茶と菓子を通して、

11

佐
月

媛

29

島
広

有田菓寮を開催

マールブランシュ工場見学

愛

30
22
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「筑後七国和菓子博」 開催
映画上映や和菓子体験講座で盛況

筑後七国とは、福岡県南

した。

部筑後地方のうち九州新幹

月３日・４日汗ばむ中、

初めての「筑後七国和菓子

みやま市・広川町・八女市）

柳川市・大木町・筑後市・

として５市２町（大川市・

線筑後船小屋駅を中心地点

うか。昨年９月から

月に

運ばれたのではないでしょ

後川・矢部川などの水路で

った有明海やそれに注ぐ筑

ろ、カステラ、黒棒、小麦

り、かすてら饅頭、丸ぼう

では昔から栽培されてお

国２位の産地で、筑後地方

袋をいくつも持って帰る姿

れぞれの店舗の前に並び、

くさんの人が出てきて、そ

びました。映画上映後、た

も柳川地区には寺が多く、

しかし、そんな中、今で

の一つでしょうか。

子店が減ってきている原因

を称する新しい名（名称）

かけて県の職員の方の調べ
数多く作られています。

煎餅など、小麦のお菓子が

しい報告もいただきました。

閉店前に売り切れという嬉

は笑顔でいっぱいでした。

る。→来客が多く、ふるま

ため法事などをきちんとす

熱心な仏教徒が多い→その

は、水路の中継点となる街

ショー、和菓子店主による

の上映や出演者とのトーク

文館の中では、映画「あん」

さて、会場である九州芸

業や地域特有の重労働に求

いかもしれませんが、農作

全国的に有名な名産はな

事が増える。地域が和菓子

→そうすると和菓子屋の仕

う菓子が必要となります。

店の分布状況

によると、筑後南部にある

道筋や城下に集中してお

和菓子店

を長崎から、大阪・京・江

り、一方農村地帯にはほと

昔、海外から渡った砂糖

です。

戸に運ばれた「シュガーロ

中行事などの進物を担い、

給や、地元の冠婚葬祭・年

です。このサイクルがいつ

のが、まだ残っているよう

ある上生菓子の製造販売に

他に、お茶会、高校茶道部

うと実現が難しい。店舗の

ているがお客様のことを思

頭の体験学習など行い伝統

生を招き、上生菓子やお饅

にも積極的に参加協力して

助手を務める等、組合活動

子工の製菓講習会では講師

も活躍、先般行われた県菓

たします。

さんの益々の発展を祈念い

根強い人気と同様に竹翁堂

「ちびまる子ちゃん」の

CWJ CRM

博」なるものが開催されま

ード」は長崎―小倉と結ん

２日目は上生菓子の和菓子

店を支える構造みたいなも

んどないとの事でした。福

体験講座。作り立ての饅頭

までも続き、小さな和菓子

「第一回筑後七国和菓子

子供のころからずっと存在

博」開催されるにあたり、

の食感に驚き、上生菓子の

ただ、残念なことに、結

県の職員さんや芸文館の皆

屋さんが元気でいてほしい

婚式場、葬儀場が整備され

さんに多くの情報をいただ

です。

ると和菓子店へのお菓子の

き、ご尽力いただきました。

する街角の和菓子屋さんば

手直しに余念がありませ

注文が減ります。年中行事

ありがとうございました。

かりです。

ん。できあがった作品にニ

の際の和菓子のふるまいも

形づくりに四苦八苦。皆さ

ッコリ。

減りました。地域密着経営

ん、隣の人の作品と比べて

屋さんが出店。上生菓子や

福岡県菓子工業組合事務

店舗の和菓子

酒まんじゅう、小麦煎餅、

だった和菓子店が密着でき

外では約

かすてら饅頭、羊羹、黒棒、

なくなった。少しずつ和菓

局・村上豊美

飴屋など地元のお菓子が並

造に励む姿が大きく紹介さ

れ た。「 人 の 気 持 ち に 寄 り

添う菓子。思わず顔がほこ

ろぶ優しい味の菓子を作り

た い 」「 今 の 時 代 に 合 う 形

で、最近見かけなくなった

伝統和菓子を再現したい」

と古典的な意匠の復活を目

指し、現在の心境を「若い

頃の自分からは想像できな

い位、改めて和菓子の奥深

重点を置いた。同店に菓子

技術の伝承にも尽力してい

情報・知識共有

顧客ニーズ分析

められた「甘いもの」の供

だ長崎街道が有名ですが、
岡の小麦は北海道に次ぐ全

製造が始まる。休日は週１

菓子店らしい雰囲気を醸し

職人として勤務する妹、智

への納品、結婚式場での餅

る。

静岡県菓子工業組合副理

FAQ機能

メール管理

１ 日 目「 か す て ら 饅 頭 」、

砂糖の一部は当時物流を担

筑後七国のお菓子

回、少し増やしたいと考え

って元昭氏の上生菓子の製

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
紙「静岡新聞」の半面を使
「ちびまる子ちゃん」のふるさとで

竹翁堂

前に新築改装された際にお

基に本物の和菓子を目指す

出し優しく迎えてくれる。

歳）の作る干菓

つきや上席菓子の実演提

元昭氏は地元組合の役員

事長・森田紀

ホームページ︓ www.cwj.jp
TEL : 0596-63-6181 Mail : sales@cwj.jp

mSolution CRMホームページ︓ crm.cwj.jp

※ 当社は全国に安全・安心のクラウドサービスを提供するデータセンター事業者です。

• 既存の基幹システム等から必要な情報を取得、
参照可能なシステム連携機能

• パソコンとWebブラウザがあれば、ご利用いただけ
るクラウドサービスです。最低限の初期投資費用で
迅速な導入が可能です。

表示（着信ポップアップ）

• 対応した内容の登録・参照・編集・検索が可能

• 電話着信時にお客様情報と過去の対応履歴を自動

• お客様の対応ステータスと履歴を判りやすく表示

システム連携

クラウドサービス

「mSolution CRM」にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

伝統和菓子を育む

才で

客様の危険を考慮して店舗

店にシフトし、日本文化で

年

町として作品に登場する、

横に入口を移した。暖簾を

て入口を構えていたが

店舗は以前、車道に面し

家業を継ぐ。

舗店での修業を経て

静岡県静岡市清水区

「ちびまる子ちゃん」で
お馴染みの漫画家さくらも
もこさんの故郷であり「ち

静岡県静岡市清水区の入江

くぐると程良い明るさが和

びまる子ちゃん」が暮らす

歳）のお店がある。

地区に「竹翁堂」植手元昭

さくらさんの好物だった夏

ショーケースは明るく上品

子さん（

供、斎場の振舞い菓子の納

氏（

季限定販売の「一枚流し夏

子とともに茶席用茶菓子と

さに惹かれている」と紙面

ようかん」の掛け紙はさく

に陳列された上生菓子を引

して評判を呼び顧客を増や

品など多岐に亘って販路を

月に県内の有力

の中で述べられている。

らさん自筆のイラストが描

き立たせ、お客様には落ち
年創業、

している。

今年の

与されている。

菓子業界の発展に大きく寄

着いた気持ちでお買い物を

竹翁堂は昭和

楽しんで頂ける。

かれている。

元昭氏で３代目となる。高

毎朝４時半には工場に入

も務めながら県菓子工業組
り、餅類や饅頭の朝生から

合青年部のメンバーとして

改装を機に厳しい修業で

月には地元小学校の３年
培った職人としての基礎を

経営者

販売･営業部門

10

• 必要な情報を他部門にワークフロー機能を用いて
周知が可能
• 各部門が所有する知識資産を企業全体で共有が
可能

製造部門

• 問合せが多い内容を画面操作によりFAQ化

• 上司の許可を得てからメール回答させる承認機能

• 過去のFAQから回答内容をメールテンプレート化

お客様の声を取り入れて
販売方法を改善したい。

• 蓄積した情報を内容別、商品別など様々な切り口か
ら集計することが可能
• 集計データが定義したしきい値を超えた場合、メー
ルで自動通知

お客様センター

植手元昭さんと妹の智子さん

CTI連携

対応状況・履歴管理

1
さくらももこさん自筆の
イラストが描かれた掛け紙

拡大している。また、毎年

校を卒業して「日本菓子専

10

34

• 専用Webメーラーによりサポートメールを一元管理

製品について、お客様の
感想・意見を知りたい。

27
10

門学校」に進み、都内の老

11

23

「mSolution CRM」の主な機能

市場ニーズを的確に捉えて
経営判断したい。

使いやすいサポートシステムで
気持ち良くお客様対応したい。

筑後七国和菓子博

73

岡
福
11

岡
静
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平成30年12月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第957号

「菓子事業者専用」に開発した

本当に使いやすい『 お客様サポートシステム（CRM）』をクラウドサービスとしてご提供︕

原料は、宮城県内の契約

さんが継承しております。

在は四代目店主の今井康雄

呼ばれているそうです。現

す。づんだ餅発祥の店とも

んだ餅を商品化したそうで

づんだ餅以外にも季節の材

作っているそうです。また

手間を惜しまず真心こめて

して頂くために行程作業に

様に美味しいづんだ餅を食

「みやこがね」を使いお客

しており、もち米は県産の

店さんのづんだ餅の魅力

大福などが並び、村上屋餅

ようにおはぎや焼き団子、

ショウケースには和菓子の

店内はレトロな雰囲気で

色々あるそうです。

料を餡に使った限定品も

味しさが最高とのこと。

出来立ての優しい香りと美

餅に餡を絡めてくれるので

生かし、注文を受けてから

めながら枝豆本来の風味を

は、職人技が作る甘さ控え

“仙台名物づんだ餅”

司だったという歴史がある

農家で作られた茶豆を使用

老舗が
作 る

そうです。明治時代に菓子

村上屋餅店

仙台市内にある「村上屋

司としての経験を生かして

だ・ゴマ・くるみ）を注文、

おすすめの三色餅（づん

年）

餅店」さんを訪れてみまし

餅店を開業した後、大正時

雰囲気を含め店内でないと

た。１８７７年（明治
創業の老舗で村上屋餅店の

味わえない触感に出会いま

藤あや子

宮城県菓子工業組合・佐

申し上げます。

頂きましたことに厚く御礼

にもかかわらず対応をして

つつお暇しました。ご多忙

が訪れている雰囲気を感じ

らも、そして沢山の有名人

た。日曜祭日などは県外か

めて行列が出来ておりまし

した。当日もづんだ餅を求

代には当時の店主が藩政時

三色餅

代からの郷土料理だったづ

おはぎとづんだ餅

主である村上家は先祖

秋のうきうきスイーツ

フェスタ 徳島 開催

2018

仕上った作品にはにっこり

元の人たちにも認知度アッ

べてもらいたいという想い

徳島の美味しい御菓子を食

ことと思います。

技術の向上に繋がっている

いのコーナーでした。より

子を並べ、季節感を感じて

カボチャなどを使用した菓

ナー」では、柚子、芋、栗、

また「秋の収穫祭のコー

開催により、会員企業の売

開催いたしました。今回の

合として今回のイベントを

により、徳島県菓子工業組

い、新しいことにチャレン

を中心に会員同士協力し合

体制になり、若いメンバー

今年度新理事長のもと新

プを図りました。

いっそう和菓子への興味や

写真を撮ったり和気あいあ

関心を持ってもらい、家族

ジする会風になっていま

ーマにした和菓子体験教室

日

り上げアップにつなげ、会

す。徳島県菓子工業組合は、

化をはじめ

今後阿波ういろのブランド

通常見る機会の少ない菓

「徳島の菓

員間のコミュニケーション

子職人の技を観たり「もみ

県内のほとんどの和菓子店

子を全国

や情報交換ができ、意識や

の広場において第４回目と

が製造している「阿波うい

近年コンビニなど流通菓

なる「秋のうきうきスイー
じ」「コスモス」「すずめ」

ろ」を、全国ブランド化へ

菓子作りを体験、キラキラ

と推進しています。今回阿

へ」のビジ

徳島県菓子工業組合では

ツフェスタ」が盛大に開催
「魔女」や「カボチャ」な

お店に行かないと購入でき

和田茂夫

副理事長・

子工業組合

徳島県菓

ます。

してまいり

極的に活動

県外にも積

首都圏など

けでなく、

徳島県内だ

ョンのもと

徳島

波ういろコーナーを設け地

秋のうきうきスイーツフェスタ

in

した目で真剣に取り組み、

阿波和三盆糖を使用した徳
島らしい菓子。赤飯、どら
焼き、シュークリーム、バ
ームクーヘンなど和洋菓
子。各社自慢の２００点程
の商品が揃いました。
菓子職人自身がお客様に
声をかけながらの販売は、
徳島の菓子の認知度アップ

青年部担当の「秋」をテ

や購入に繋がりました。

和菓子体験教室

ない菓子。鳴門金時、柚子、

阿波ういろコーナー

ど子供たちはハロウィンの

子が増える中、もっと地元

もらいました。

では大人気で、家族連れで

日
21

社（会員）が出店。普段

なった事と思います。

との楽しい思い出作りにも

日の３日

月
20

間、ゆめタウン徳島１階藍

19

されました。徳島の有名店

にぎわいました。

徳島県菓子工業組合では

in

満足した様子。両親はその

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

村上屋餅店

代々、伊達家御用達の菓子

10

城
宮
島
徳
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えば長岡駅から市役所もあ

長岡城の本丸は︑今でい

うちのことを紹介させて

非常に活躍された三代だ︒

締まる役も仰せつかった︒

所司代という︑京都を取り

門前に店があるので大手饅

てはならないとなり︑大手

初代が一八〇五年︵文化二

いただくと︑紅屋の歴史は

く︒その頃︑長岡藩も譜代

家が京都へ長州征伐に行

辰戦争に入る少し前︑徳川

う商売をしていたのかは︑

どういう人がおり︑どうい

が︑商人はどこのあたりに

でいたと資料で残っている

の場所に家老の○○が住ん

い︒長岡城内の図では○○

これは言い伝えで資料が無

年︶に飴屋として開業した︒

一曲︑水飴一曲と数字が書

が書いてある︒下には粟飴

鏡心院様︑御新造様﹂など

のではないか︒幼少の頃は︑

飴屋になろうと思い立った

憧れる仕事だと思うので︑

べ物の商売はいつの世でも

は今で言う見附市だが︑食

いる︒初代の庄五郎の出身

現在も商売させてもらって

来︑ほとんどこの場所で︑

いと思う︒以

で︑間違いな

があったの

古地図に名前

店を開いた︒

うちの初代は

出た場所で︑

ており︑門を

口御門と書い

た︒上には町

名前で出てい

代の庄五郎の

図があり︑初

ようやく古地

い︒探したら︑

ほとんどな

賊軍といわれる立場とな

逆転する︒長岡は負けて︑

戊辰戦争になると︑形勢が

んと紅屋だ︒

のは︑越乃雪本舗大和屋さ

あったが︑現在残っている

入っていた︒長岡でも数件

んは既に上菓子屋の分類に

いた︒越乃雪本舗大和屋さ

当時︑上菓子屋と呼ばれて

にお菓子を収める菓子屋は

駄菓子屋の分類だった︒城

所に構えた︒飴屋は最初︑

は出さず︑長岡城を出た場

が商売していた︒そこに店

う町名で︑既に多くの飴屋

う千手あたりは飴屋町とい

長岡に戻って来た︒今で言

を終え︑所帯を持つ時に︑

った︒初代は三十歳で修行

修行したのではという話だ

では︑大杉屋惣兵衛さんで

いが︑専門家から聞いた話

に行った︒資料は残ってな

杉屋惣兵衛さんの方に修行

田の髙橋孫左衛門さんや大

現在でも飴屋をしている高

が正面玄関の門になる︒そ

いるが︑長岡でも大手御門

年から今年で四百年なの

り︑ここで城が終わる︒出

今日のお題を頂いた﹁長

たところには商人町があ

この内堀をさらに西の方向

現在の当主は︑十七代目

り︑我々商人がいた通りに

で︑五月に式典をさせても

の牧野忠昌公になるが長

なる︒色々な門があり︑今

岡開府四百年にまつわるお

年︑神奈川県に在住してお

に移動すると町口御門があ

いた資料をもとに︑推測の

り︑水産庁に勤務していた︒

らった︒

域でお話しさせてもらうた

でも若干地名が残っている

菓子の話し﹂だが︑私は歴

め︑違うのではという指摘
定年退職を機に現在︑一家

史家ではないので︑残って

もあると思うが︑ご容赦を
が︑町名が無くなっている

り︑七万石から２万２千石

ところもある︒

揃って︑長岡の地に移住さ

に落とされた︒戊辰戦争で

れ︑牧野資料館の館長など

いてあり︑それぞれ納めま

は︑我々お菓子屋には兵糧

長岡は牧野家が代々の藩

お願いしたい︒

したとなっている︒当時︑

方という役目があり︑小麦

藩主は九代目︑十代目︑

大名だったので︑京都に向

普通の米から作った水飴と

粉があったので固パンを作

色々役職を勤め︑多忙を極

かった︒およそ長岡から京

粟から作った粟飴の二種類

り︑兵士に食糧として供給

主だが︑出身は三河の国で︑

古文書では︑牧野公から

都︑大阪までは︑二週間ぐ

があった︒曲は入れ物の意

十一代目と三代に渡り︑江

御用箱をいただいたという

らいかかっていた︒その時︑

味だ︒当時の入れ物は輪っ

した︒輪っかにし真ん中の

戸幕府の老中という重要な

覚書もある︒うちの場合は

道明寺粉を道中で蒸して食

ぱだったという︒木製の輪

空洞を紐で結び︑一人あた

めている︒十八代目の方も

蒸菓

十代目の忠雅公からの出入

糧にした︒その頃に︑長岡

っぱの中に水飴を入れて納

それで一つの時代が終わ

り二十個︑腰にぶら下げた︒

長岡の企業に勤められてい

元治

りになるが︑実際にいただ

では大火があり︑うちの店

めた︒また︑長州征伐の時︑

り︑明治に入って行くが︑

今でいう愛知県だ︒江戸幕

元 年 ﹂︒ 一 八 六 四 年 に 蒸 菓

いた三つ柏の御用箱は︑今

も焼けたので︑藩の方から

道明寺粉三十斤を納めたと

何とか這い上がってきたの

府の譜代大名で︑牧野家は

子の御用達をいただいてい

でも店に飾ってある︒三つ

色々援助していただいた︒

いう記録が書いてある︒最

が長岡藩である︒うちの店

役職を務めた︒さらに京都

る︒当時はまだ︑饅頭のこ

柏は牧野家の家紋で︑御用

そのお礼で道明寺粉二十斤

初にうちが申し出たのは︑

も何とか乗り越え︑今日ま

表一之町

とを一般名称で蒸菓子とい

商人であるという印だ︒御

二十斤を差し上げますとい

で続いている︒昭和二十年

る︒

飴屋庄五郎

った︒今のような大手饅頭

用箱は店先に置いて︑通る

を献上しますという趣旨が

うことだったが︑御用帳に

の大空襲では︑店も燃えて

中心的な役割であったが︑

表一之町

は無かった︒饅頭は大きく

人達に御用達のお菓子屋だ

御用帳には慶応三年︑飴

書いてある古文書もある︒

は三十斤になっている︒お
方が伝わって作ったという

時期︑京都から京紅の作り

系の酒饅頭の製法に︑同じ

ある︒うちの場合は︑虎屋

棒を通して︑二人がかりで

付いており︑真ん中に天秤

ある長持で︑両脇に金具が

いるので︑ほんの少し前の

御用達申し付候

此者儀

言えば︑虎屋系の酒饅頭と

と知らせた︒実際︑城に納

を献上しているという趣旨

そらく︑役人の方からもう
ことで二代目の時に屋号を

かついだ︒長持の中に水飴

十一代忠恭公︑奥様︑

徳川慶喜が大政奉還し︑

はと思う︒

10

飴御用達申し付候

塩瀬系の薯藷饅頭の系統が

めた道具は︑御用と書いて

で書いてある︒戊辰戦争は

紅屋に変えた︒蒸菓子も作

様

出来事だ︒そこには﹁御殿

を入れ︑城内に納めた︒
やがて︑幕末になり︑戊

り始めたので︑これを期に
名前も固有名詞を考えなく

十年続いている︒

が︑何とか乗り越え︑二百

慶応四年一月から始まって

小出 正和 氏（株式会社紅屋重正）

五代目は焼け死んでいる

長岡開府四百年に

斤上乗せと言われたので

御用箱への牧野家定紋﹁三つ柏﹂使用許可

一六一八年︵元和四年︶に

るアオーレ長岡という複合

てようやく認められた︒左

頭と名付けた︒

城がよその城と違うところ

長岡を任せられた︒以来二

施設のあたりになる︒長岡

側は二代目になる︒紅屋庄

は天守閣という高いものは

百五十年間︑戊辰戦争まで

うやく御用達を戴き︑これ

五郎という屋号は二代目の

新潟県菓子工業組合では︑副理事長の小出正和

牧野家が治めた︒一六一八

を持って︑御用商人の仲間

屋 号 だ が﹁ 覚

氏︵株式会社紅屋重正︶を講師に迎え﹁長岡開府

長岡藩の役人から頂いた

入りをさせてもらった︒初

紅屋庄五郎

無く︑平城のような形状が

覚書があり︑額に入れて飾

代は一八〇五年に創業し︑

子

特長になる︒全国的に大手

っ て い る︒ 右 の 方 は﹁ 覚

地道に商売をさせてもらっ

四百年にまつわるお菓子の話し﹂をテーマに講演

此

ていたが︑四十年近くたっ

門や大手町が町名で残って

者儀

を行いました︒

弘化三年﹂︒一八四六年によ

お菓子の話し
まつわる

















































御用箱（長持ち）

平成30年12月15日 （８）
（毎月 15 日発行）
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経営支援センタ

全国中小企業団体中央会では︑田原広志氏︵あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社
ー︶を講師に迎え﹁経営者が今︑取り組むべき労務リ

あいおいニッセイ同和損
の具体的な仕事時間を把握

さ れ て い る︒﹁ 自 社 の 社 員

スク対策セミナー﹂をテーマに講演会を行いました︒

保には︑中小企業の経営者

その①
より何割下がったが︑合法

た方々の基本給が︑正社員

過去

年間で最悪と聞かれ

るだろう︒業種によっては

る︒採用には苦労されてい

アは主にどこまでになる︑

仕事をしている︑配送エリ

見ている︒会社はこういう

い︒求職者は仕事の内容を

運送会社や建設業の方は

する方が多くなっている︒

を見て︑確認してから応募

た後︑会社のホームページ

ゃ行こうか﹂と背中を押せ

の会社いいんじゃない﹂﹁じ

家族で見て﹁お父さん︑こ

えている︒ホームページを

材採用テクニックだ︒

とが︑人手不足の中での人

るようなものを準備するこ

ていた事実があった︒人手

同じようなトラブルで辞め

は過去にも︑別なところで

ている︒ハローワークで仕

﹁うちは決まった仕事だか

ハードルを下げてしまう

不足だからと採用する時︑

なのか議論された︒今後は︑
社員の労務に関するいろい
研修がありキャリアアップ

先日︑某建設会社で︑入

事を探している人が︑求人

社して２週間で事故を起こ

ろなルールを︑見直す機会

言えば︑翌日から来ない︒

と︑その後に経営者がトラ

ここで終われば︑また新し

全国的に起こっている︒

ブルに巻き込まれる事例が

人手不足だが︑最近︑採

人手不足だからといって安易に採
用してしまうと

作っていない﹂ということ

用のハードルを下げること

ら︑営業的にすることは特

が多い︒しかし︑人を募集

にないのでホームページを

と求職者の心に響く︒たく

するためには︑ホームペー

し︑労災事故で入院した人

ができる︑このようなこと

さん書く分には︑問題ない︒

がいた︒事故は付き物なの

を具体的に丁寧に書き込む

る︒見ると︑仕事の内容が

ベテランの方︑一定の年齢

い人を採用すればいいだけ

で﹁別にそれは事故だろう﹂

票のどの欄に注目している

分間かけ

だが︑後日Ａから内容証明

かというアンケートがあ

労務リスク対策のお話に

一番だった︒約

でトラブルになった会社を

が届き︑不当解雇で訴えら

が出てきた︒

入りたい︒私どもは中小企

ており︑就業時間の２倍︑

非常に見るので︑実例を紹

という方もいるかもしれな

して下さい﹂と︑それに伴
業の経営者側に立ち︑労働

ジを作ってみるといい︒ま

介したい︒新聞紙上ではほ

い︒調べると前の建設会社

から労務についての相談が

者に偏った判例をもとに︑

た︑仕事のイメージにギャ

れた︒内容証明を見たら︑

でも２〜３週間で怪我をし

うルールが書いてある︒今

の上がった方は同業種を探

ップがあるといけないの

テレビでやっている法律事

はタイムカードやパソコン

すが︑若い方には異業種で

ぼ毎日︑実例を見受ける︒

務所から︑何千万の請求が

多いため︑経営支援センタ

目を向けている︒今の方々

も教えてもらえたり︑業務

某広告代理店では︑新入社

ーを作り︑専門に話してい
こうしたことから企業をど
は︑どんな仕事をするのか

で︑最近の募集傾向は︑半

員の女性が亡くなる事件が

等を含め︑自社の従業員が

に興味が高い︒私の年代で

日体験や体験会をしてい

る︒社労士や弁護士を通じ︑

年間で１・６

う守るか話したい︒弁護士

はペアで行き︑先輩が指導

る︒自分の思いと会社にギ

の数はこの

してくれるのでキャリアそ

どのように働いているのか

は︑手当や基本給が上位に

の他は関係ない︑とすると

を客観的に把握することが

なっていたが︑今は８︑

て入院し︑労災を請求して

最新の情報も提供してい

倍に増えている︒テレビで

位なので︑その会社がどの

来ていた︒

る︒最近は労務に関するト

も成功報酬型で﹁いつでも

あった︒こうしたトラブル

く︒

大事である︒

いろいろな訴えのお手伝い

ャップが生まれ︑やめられ

・同一賃金については︑今

働き改革の中で同一労働

門戸が広がり︑多くの方が

もとにお話をさせていただ

ようなことをするのかアピ

年６月１日の最高裁では︑

いた︒このような方がいる︒

をできます﹂という弁護士

働き改革は法案が通り︑

その社長は﹁ハローワーク

は枚挙に暇がない︒

某美容院では︑男性店長

ることを避けるよう工夫し

職者は少数だ︒求人票を見

人票を見て︑即応募する求

ちゃんともらっています

られたんですか？残業代は

れたから来たという人が増

族や奥さんに相談し︑言わ

訴えやすくなった︒

としている︒労働者側も︑

えなんか辞めてしまえ﹂と

店長が職人かたぎで﹁おま

し下さい﹂と始まるので︑

台帳︑労働者名簿等をお出

いたら︑その女性スタッフ

た︒決着がついたと思って

しておくほうがよい︒

は入ってこなかっただろう︒

を見ていれば︑こういう人

ている︒

に女性スタッフがセクハラ

応募してくる︒

某ラーメン店で起きたこ

ールすることが︑採用に直

からの紹介で来たのに︑何

結する︒ハローワークで求

を信じていいかわからな

のＰＲも出ている︒そうし

を受けたと言われ︑会社の

い﹂といっていた︒採用の

た中︑経営者が自分の会社

２つの運送会社で実際の判

社長もこの女性スタッフに

例が出ている︒これから先

運用がいろいろ言われてい

とは︑入社した若者がまじ

問題があると見て︑辞めて

る︒中でも長時間労働の是

また︑求人票を見て自分

めに働いていたが︑２カ月

人票を拝見すると︑例えば

目にお客さんとトラブルを

をどう守るかについてお話

で決めてくる人は少数派

手当をどうするか︑会社は

だ︒求人票を見て︑ホーム

は無期雇用の関係もあり︑

求人を有利に進
めるために必要
なツールとは

ハードルを少し高くして人

正と︑非正規の処遇につい

運送業の求人票を見たら︑
いまだに﹁トラックドライ

万円払っ

しする︒

もらうために

理屈を付けて行く必要があ

起こした︒こうした業種は︑

る︒残業代をきちんともら

か？﹂と営業をしているの

長時間労働是正のポイン

ページを見て︑その後︑家

に書いているところが多

えているのか︑ちょっと打

を見かけた︒ここまで来た

最近︑ハローワークの求

は︑会社に組合が無く︑辞

つと金額が出てくる︒顕著

かと思い︑経営者の方には

バー︑埼玉県の運送あるい

めた後で相談に行くのは︑

な例は高速道路のパーキン

約社員の手当の問題で︑正

弁護士と思いきや︑最近は

グエリアで︑弁護士がトラ

等︑社員の制度が細分化さ

近年︑労務トラブルが増

外部の方が１人でも組合員

トは︑昨年１月にガイドラ

えている理由の１つは︑イ

になれるユニオンに誘い︑

近年︑
労務トラブルが増えている背景

歳定年を迎え

律は︑最低賃金法である︒

可能性がある︒

は長距離︑短距離等﹂簡単

ンターネットで高まる権利

されている︒

人手不足は深刻化してい

東京都は２年たつと︑いよ

意識である︒いろいろな情

社員とどう違ってよいの

いよ最低賃金は１︐０００

厳しい時代を迎えたと痛感

か︑また︑

円の時代になるだろう︒

ックドライバーの方に﹁残

している︒

れているので︑その方々に

ためには︑就業規則に明記

一緒に戦うこともある︒

業代︑もらえるんじゃない

あわせた基本給やその他の

しなさいと決まった︒就業

報がネットを通じて分かる

行政監査も強化され︑４

ですか﹂と営業している︒

インが出て︑具体的な労働

労働に関する法律は︑ほ

また︑全国で１００万件

ので﹁おかしい﹂と思って

月から労基署の職員が約１

﹁手付金無しで成功報酬で

時間の考え方について記載

ぼ毎年のように改定・改正
規則に解雇という規定がな

を超える労働相談の中身を

調べると判例も含め︑いろ

００人増員になった︒今年

式の弁護士の方々も︑過去
年で約６割増えている︒

ブラック企業の社会問題

就業規則は会社のルール

)

西尾智司

株
( 式会社本松葉

若松益巳 株
( 式会社虎屋 ︑)

・和菓子の部

食生活文化賞

通り︒順不同︑敬称略︒

彰の菓子関係受賞者は次の



食生活文化賞授賞式

日本食生活文化財団

︵一財︶日本食生活文化

ブックだが︑創業当時のま

まになっていたり︑制度が

財団では

月９日︑東京・

変わっているのに昔のまま

上野精養軒で平成

年度食

だったりする︒就業規則は

屋

要はないが︑残業が１時間

時まで仕事をしています

業 種 で あ る︒﹁ 何 時 か ら 何

方々は︑時間が計りにくい

なっている︒労働審判とい

個別労働紛争では︑１位に

れから通常の訴訟を超え︑

働審判が突然出てきて︑そ

るだろう︒弁護士に聞くと

だ︑人を解雇することはあ

基署に出す義務もない︒た

会社は︑作成する義務も労

る義務がある︒９人までの

は作成し︑労基署に提出す

って設けられた︒選定にあ

たたえ社会的地位向上を希

方々を発掘し︑その功績を

向上発展に貢献している

分野において食生活文化の

同顕彰は広く食に関わる

・製パンの部

テル

信

式会社イナムラ ︑)穐山敏

ー ゼ ン ヌ ︶︑ 稲 村 省 三

・洋菓子の部

も無い会社はほぼないと思

か？﹂と営業している︒ハ

年４月から

と労基署に出しています
か﹂と定期監督と申告監督
で見ていくそうだ︒

カリータカダ︶

髙田知明︵有限会社ベー

)

株
( 式会社京王プラザホ

株
(

寺井則彦︵有限会社ドゥ

協定を毎年きちん

う制度は平成

10
ローワークに行ったら︑休

18

次号に続く︒

年前に労働
いと︑労基法上は解雇でき

見ると︑１位はいじめ・嫌

いろ出てくる︒こうした情

変わっている労働関係の法

相談コーナーができた︒労
ない︒いつの間にかいろい

がらせ︒私は店長からいじ

は

９人までの会社でも︑準備

働局全国３８０ヵ所にあ
ろな法律で︑労働者に有利

報の得やすいことが背景に

たっては︑被顕彰者の人格

生活文化賞授賞式を挙行し

と識見が優れかつ高潔であ

た︒

労働審判や訴訟になった

ることが要求される︒同顕

人以上いる会社

僚からいじめられています

スタートした︒通常の裁判

時︑まず裁判官が経営者側

パート・アルバイトも含め

というものだ︒ずっと増え

その方々が仕事をするた

う︒﹁

は１年以上もかかるが︑労

に﹁御社の就業規則︑賃金

て社員が

労働契約法ができた︒それ

ている︒２位は解雇で︑パ

め︑いろいろなところに声

職中の方に声をかけている

働審判は半年かからないで

年に労

まで労働者の法律は︑労基

ーセンテージは少しずつ減

をかけている可能性が大き

人がいた︒弁護士の卵みた

結審というか︑示談を目標

裁判所で個別労働紛争は

数は︑全国で１００万件を

法に準拠して対応してき

っている︒圧倒的に増えて

い︒

いな人が﹁あなたは仕事を

増えている︒平成

超えている︒労使どちらで

た︒しかし︑労働契約法が

いるのはいじめ・嫌がらせ

探していますか？いつやめ

らいになる？﹂と興味がわ

も相談に来てよいことにな

できたため︑裁判の判例等

なので︑経営者の方は知ら

また︑インターネットに

く だ ろ う︒ 特 に 運 送 業 の

っているが︑経営者側が来

により︑労基法では認めら

は︑残業代チェッカーがあ

かを重点的に見ていくと聞

ることはほぼ無い︒１００

れても︑経営者の労働契約

化と︑残業代に対する厳し

着手金なし︑成功報酬方

％近く労働者の相談になっ

なくても職場のそういう問

い判決もある︒よくあるの

協定に敏感になる必

ている︒基本的に労働者保

法上の安全配慮義務が有効

題は︑労働者の方が労働相

18

36

36

は︑

年から

談コーナーに相談している

労働基準法改正で解雇する

続いている︒平成

護の傾向は︑平成

か無効かを訴えられること

30

11

が起こった︒ちなみに毎年

いている︒残業が無い会社

会社を守る就業
規則

り︑労働者が働いて起こる

められました︑私は社長か

ある︒

裁判所に個別労
働紛争

に︑経営者に厳しい状況に

らいじめられています︑同

す﹂と言われたら﹁どれく
年には

36

17
年は︑

20

協定が提出されている

トラブルの相談に来て下さ
なってきた︒平成

ハローワークの
求人票

る︒最高裁の判例では︑契

12

いと受付している︒相談件

70

10

ラブルが多いので︑事例を

10

正社員やパートタイマー︑

10

有期雇用労働者︑派遣社員

田原 広志 氏（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 経営支援センター）

て紹介したい︒

経営者が今、取り組むべき
労務リスク対 策セミナー
60

16 13

10
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自身の店を持ちたいと、土

大きな場所に店舗を移し、

れて、通りを一歩出たとこ

た。新しい店は車も停めら

うにかオープンできまし

トの方が働いてくれて、ど

しい時代になると思います

さんあります。これから厳

コンビニもカフェにもたく

ろがケーキ屋だけでなく、

た。お菓子を提供するとこ

菓子業界が変わってきまし

で、田舎者の女の子がお菓

夢を持っていました。離島

からパティシェになりたい

う店をしています。幼少期

ィスリー・カプリチオとい

カプリチオ） 壱岐でパテ

松原奈央（パティスリー・

ます。

池田

参謀がいたからです。私の

ぜかというと私には力強い

いう記憶があまりなく、な

東井

ます。

いる間は大変だったと思い

すが、東井さんがつないで

来られ、一緒にされていま

池田

東井

時、息子さんは中学生でし

池田

３年生でした。

たか。

今は修行して帰って

うかが、今一番の悩みです。

仕事をどう引き継いでもら

働いていますのでは、私の

地元のみんなに食べてもら

くさんのケーキと出会い、

が見たこともないようなた

もらいました。島の女の子

ヴァという町で研修させて

ほどフランスの田舎のプリ

勉強をさせてもらい、半年

辻グループのフランス校で

とができました。その後、

池田

いいです。

ずつ引き継いでもらえたら

クかなと思いながら、少し

てしまい、それが一番ネッ

ら、気が付くと出しゃばっ

私も元気で働けるものだか

と思うのですが、たまたま

東井

すか。

タッチはうまくいきそうで

池田

た。

こまで頑張ってこられまし

れ、その２人がいたからこ

です。本当に力になってく

をさせてもらいました。本

トロベリーガーデンで修行

ました。その後、福岡のス

の、幸せにできるものとし

いもの、喜んでもらえるも

考え、売れるのは人が欲し

らえるケーキは何だろうと

た。その時、人に喜んでも

らいたい思いでしていまし

を分けて卵、乳、小麦粉無

ています。店でも製造場所

ックに対処するものを持っ

いうアナフィラキシーショ

が食べられず、エピペンと

ですが、今も卵、乳、小麦

なりました。長男は６年生

るようなものを作るように

で、自分と子供が食べられ

べられませんでした。それ

ら成分が出るので、卵を食

ことがわかり、私も母乳か

男に卵のアレルギーがある

していました。出産後、長

出産するまでは、保育士を

の店ちびちび） 結婚して

赤江香名子（ケーキとパン

ます。

なったら、リスクは結構あ

数からいえば、商売すると

いありますね。人口と店の

菓子屋を入れたら

池田

いただいています。

軒くら

千で、洋菓子店は６軒、和

り、日々楽しく商売させて

に買いに来てもらってお

５年目になります。アレル

居と兼ねた店舗を建てて、

ので、田んぼの真ん中に住

を自然の中で育てたかった

入らなくなったのと、子供

て店を作りました。資材が

チンとショーケースを入れ

テナハウスを改良し、キッ

歳の時、２・５坪のコン

作ろうとしました。その後、

おいしく食べられるものを

い子だけでなく、みんなが

改良しながら、食べられな

に行ったりして、レシピを

で勉強したり、お菓子教室

の先生をしていたので、本

ています。もともと保育園

しのケーキを作るようにし

ます。

のを作っていけたらと思い

様にも喜んでいただけるも

内はもちろん、島外のお客

く地元の食材を生かし、島

給自足できる島です。うま

ルギー以外、日本で唯一自

壱岐は何でも取れて、エネ

んでいきたいと思います。

焼酎、魚介類などを取り込

います。

菓子を作っていけたらと思

っと満足していただけるお

ていただいているので、も

向の近所の方もたくさん来

赤江

か。

いける要素はありそうです

ていきたいと思っています。

に、いろいろなものを作っ

れを選ぶことができるよう

選ぶことができません。そ

の方は、食べられないので

だいています。アレルギー

のお客様も多くご来店いた

るので、福岡や北九州から

ギー対応のものを作ってい

行いました。（敬称略）

井さん、店をオープンして

て伺いたいと思います。東

皆様に、お菓子や店につい

同じ内容で仕事されている

ティシェールとして男性と

フに聞く」をテーマに、パ

今回は「女性オーナーシェ

ュ ゲ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー）

池田龍二（パティスリーミ

ができるのではと考えまし

して、シュークリームで店

様が来てくれている感じが

ていくうち、何となくお客

切にしました。５、６年し

いながら、先ずお客様を大

し、何回も大丈夫かなと思

ーキも作れるわけでもない

えてきました。それまでケ

たら、少しずつお客様が増

各店の歴史

年たちますが、歴史を紹

新しいところに建物を建て

年たったころを比べると、

た。また、始めたころと

うにか続けてこられまし

年、ど

て開店しました。そのころ

いと思うことはすぐ取り入

が出てきて、新しい店舗を

正社員の方はおらず、パー

れ、おかげさまで

崎にシュークリームだけの

建てる資金もできました。

した。主人が亡くなって３

店を始めました。玄関先か

そして、北九州内のもっと

年後、皆さんの協力もあり、

東井みえ子（パティスリー

ら１間入ったらすぐ、３、

た。８年目に、北九州の黒

セ イ・ ト オ イ ） ケ ー キ 職

４尺のショーケースがある

介して下さい。

年で、翌年の

人をしていた主人と結婚し

年３月に３坪の店を

たのが昭和
昭和

庫 県 ）、 洋 菓 子 の 素 材 に こ

菓子製造工、㈲ボック（兵

「流しアメ」といった技法

る。「吹きアメ」「引きアメ」

を伝授する姿は模範と言え

身の持つ技能や経験、知識

業訓練校の講師として、自

細工の技能に優れ、認定職

ッ ト 東 京（ 東 京 都 ）、 ア メ

レーショングランドハイア

ルホスピタリティーコーポ

に用いられる菓子は大きさ

まで昇華させている。茶席

加し、文化性を芸術の域に

ら改良・創作した技法を付

半生菓子には伝統技法に自

り、特に茶席（薄茶用）の

用の菓子の製法に優れてお

に精励し、上生菓子や茶席

葉 県 ）、 長 年、 和 菓 子 製 造

子製造工、おざわ菓子店（千

赤塚弘

開発にも積極的に取り組

る。県産材を使用した商品

ら使いの技能に卓越してい

細部にまで拘った繊細なへ

季の風情を映し出す着色と

れた技能を発揮し、特に四

ま）などの干菓子作りに優

りや打物菓子、州浜（すは

やきんとんなどの上菓子作

さ い（ 熊 本 県 ）、 練 り き り

菓子製造工、㈲お菓子のあ

浅井茂宏

露している。

厚生労働省は平成

年度

息子さんへのバトン

息子に全部任せよう

修行では７店舗回ったの

ち、仕事をしてきました。

を作る、人を喜ばせるとは

この経験から商売でケーキ

になく大量に作りました。

どん売れるので、それまで

く中、

松原

ですか。

年は商売できるだ

り、老人ばかりになってい

壱岐に出したいと考えたの

はないでしょうか。島自体

ば、有利な部分もあるので

地の取り組みがうまくいけ

池田

オンラインや健康志

ふれた夢で、この道を目指

で、１店でがっちり修行し

こういうことなのだと学

赤江さん、お願いし

しました。最初、大阪の製

たわけではないですが、

ろうと思っていました。た

松原

での観光の取り組みはあり

ますか。

フランス菓子、イ

しましたが、私は

く、１年半で閉店

は売上がよくな

を感じました。店

ア菓子の美味しさ

元でオープンしました。今

かを考え、２０１３年、地

でケーキを買ってもらえる

しながらどうすれば楽しん

きですが、それをベースに

す。私はフランス菓子が好

で気ままで楽しいことで

「奇想曲」の意味で、自由

カプリチオという店名は

食材に使えるもの、柚子や

た。また、壱岐でお菓子の

きたい、という気持ちでし

に恩返ししながら生きてい

て自分を育ててくれた地元

を知ってもらいたい、そし

がったり、知らないケーキ

り、島の食文化向上につな

自分が店を出すことによ

っています。

土産やケーキを買ってもら

は港の近くにあるので、お

客の方も増えています。店

を再開発しています。観光

り、癒やしスポットの魅力

り、スピリチュアルだった

らおうと神社めぐりだった

壱岐は神社が多い島

タリア菓子に誇り

は５年目で、何とかお客様

年後に店を続けられ

どの地域も人口が減

菓学校に行き、田舎者なの

歳の時、岩田屋のパスティ

び、自分の店のコンセプト

だ、

なので、観光の方に来ても

ると思いますが、島は観光

で見たことがないようなキ

チェリアポルトと

を考え、出店を決意しまし

るかで、店を出すか出さな

を持ち、どうして

次号に続く。

も皆様に食べても

された時、イタリ

島では子供の数も減

ラキラしたケーキを見るこ

いう店で店長兼製

いかの悩みでした。でも、

パネルディスカッション

た。

70

造責任者として任

松原さん、お願いし

今考えれば、大変と

ご主人が急死された

姉とパートで長い間働き、

店でした。その時はシュー

地を見つけました。ここに

ろだったので、忙しくなり

ると思います。それでも、

ツでもない「神戸流欧風菓

越技能者表彰式を挙行した。 だわり、フランスでもドイ

「現代の名工」に対する卓

子」を完成させた。特に洋

を使い、躍動感溢れる作品

三㎝・一五ｇ程度だが、こ

み、地産地消に貢献してい

とを考えながら頑張ってい

クリームとエクレアの２種

店と住宅ができたらいいな

ました。女性だけが働く店

当に忙しく、ケーキがどん

同制度は現在、伝統芸能

菓子の基本であるスポンジ

を作り出し、多くの受賞歴

の小さな品に色彩と形態で

歳で退職された女性の方

でしたが、お年寄り向けに

と思っていた矢先、平成７

える店をという目標を持

から最先端技術までの様々

生地はしっとりと口溶けが

があり、第一人者として海

日本の四季や自然の風物を

きたいです。息子も一緒に

オープンしました。主人は

抹茶味を始めてみたら、若

年に主人が急死し、土地も

子屋になりたいというあり

西日本食品産業創造展では「女性オーナーシェ

シュークリームが売れてい

い人に人気がありました。

が、できること、新しいこ

な分野で最高の水準にある

よく、良質な素材でコクの

外からも高い評価を得てい

29

フに聞く」をテーマにパネルディスカッションを

る店で働いていたので、そ

そこでシュークリーム１つ

だったので、女性目線でい

技能者いわば「現代の名工」

あるケーキは、常に進化し

る。また、講習会や専門誌

八十一歳、和生菓

を表彰することにより、広

つつも基本を大切にした逸

る。技能検定委員として委

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

く社会に技能尊重の気運を

品である。製菓学院の講師

表現することができる。こ

平成

六十五歳、和生

浸透させ、地位向上に資す

において技術を発表した

嘱を受けて、後進の育成に

「現代の名工」

ることを目的としている。

も務め若年技能者の育成に

も尽力している。

卓越技能者表彰式

年度表彰の菓子業

れらの高度な技法を講師や
五十七歳、森ビ

を務める。

書籍等において、発表・披

後藤順一

今後、展開を広げて

れをメインにして頑張りま

店もどうしようかと考えま

セイ・トオイのシュークリーム
パティスリー
15

40

池田

した、なかなか売れなかっ
に絞ったら、お客様の人気

その①

り、コンクールの審査委員
六十五歳、洋生

壱岐の人口は２万８

たのですが、３年くらいし

女性オーナーシェフに聞く

も力を傾注している。

30

10

52

界関係者（順不同・敬称略）
福原敏晃

10

10

53
30

25

40
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益社団法人日本食品衛生協会）を講師に迎え「異

フードセーフティジャパンでは佐藤邦裕氏（公

た。これから２、３年かけ

て一本化していこうとなっ

はできているが、国を挙げ

例を持っているので、準備

物混入苦情の実態と食品事業者喫緊の課題」をテ
て、厚生省令でより具体的

生労働省が全国の保健所を

日新聞夕刊の報道では、厚

日の朝

いただく苦情で、断トツに

通じて過去３年間の異物混

２０１７年８月

な形になる。

多かったのは異物混入に関

の組合員だが、組合員から

ーマに講演を行いました。
演者は日本食品衛生協会

するものである。件数記録

年間、日

本生活協同組合連合会に在

入被害の実態を調査。調査

に入協する前約

職、品質管理関連業務に従
だけを眺めると、当時も現

事していた。生協商品

コ
(
をした１２７自治体の

％

在も状況は変わっていない。

ープ商品

その①

品衛生法第２章第６条には

で難しいところである。食

ここが異物問題を考える上

整理されていないことだ。

間で、異物に対する認識が

り手である生協と消費者の

手である製造メーカーと売

異物で思うことは、作り

いるのではないか。異物の

る。こういうことで悩んで

があるものだけが対象にな

は、人の健康を損なう恐れ

どうしてもここで扱う異物

扱われている。このため、

それと同じレベルで異物が

物的危害、化学被害である。

ＡＣＣＰでいうところの生

ている。１から３番目はＨ

出た商品で、入った異物の

違う。日本は「人の健康を

っているところが、日本と

いる。具体的な数字が上が

３ミリを基準として使って

は２ミリ、非金属の異物は

る際の物差しに、金属異物

では海外から食品を輸入す

ごとに異なっている。韓国

異物に対する考え方も国

いては微妙な問題である。

れがあるのかないのかにつ

といって、健康を損なう恐

題だ。間違って食べたから

で困っているのは毛髪の問

らいいが、今、生協あたり

するような事件が起こって

京都民の食に対する不安に

が出た時は、その背景に東

は、踏み込んでない。

る。日本はこういうことに

されて、考え方に至ってい

れが医者の症例から導き出

急に大きくなってくる。こ

害に関わってくる危険性が

内臓を傷つけたり、身体被

時、排泄されるまでの間に

ズになると間違えて食べた

で７ミリだが、大きなサイ

てしまう。米国は金属異物

がそれぞれの物差しで考え

表現だから、それぞれの人

損なう恐れがある」という

しいのが本音と思われる。

販売したり、製造をしては

問題だけに気を付けるのな

数を表しているわけではな

針となるものをまとめて欲

いけない食品の縛りがあ

は、そのくらい日常的によ

い。皆さん、異物混入の経

岩手県奥州市をご存知で

株式会社回進堂様

は、食品リコール情報の報

マの異物混入との関連で

ては７本あり、本日のテー

れがちだが、主要な柱とし

ＣＰの制度化だけが注目さ

今回の改正では、ＨＡＣ

干遅れたと聞いている。

の時間は当初の予定より若

会提出されたが、交付まで

日に閣議決定を経て国

日に公布施行された。３

改正食品衛生法が、６月

より命名されました。この

６８１年頃に当時の城主に

その途中の１６７３年～１

が岩谷堂羊羹という名前は

都を初め、他の自治体も条

ているわけではない。東京

的にまとまった形で整備し

ているので、国として一元

京都が条例を定めて運用し

方もいるだろう。これは東

いるので、いまさらと思う

収に際して、都に届け出て

京などでは以前から自主回

くということが大きい。東

め、一本化して管理してい

告制度を新たに国として定

前までしっかりと煉り上げ

気の秘密は、餡が焦げる寸

ンナップされています。人

かなくるみ羊羹などがライ

黒糖羊羹、その他に風味豊

れど、他の自治体ではどの

し、この様に処理をしたけ

治体はこの種の案件に対

に任せられてきた。我が自

が、処理は各自治体の判断

多数相談が寄せられている

して、異物混入は保健所に

数寄せられ驚いた。背景と

な調査を望むなどの声が多

に加え次年度以降の継続的

ところでは、回答率の高さ

品食品衛生研究所に聞いた

多くいるのも頷けます。熱

いるリピーターのファンが

催事の出店を心待ちにして

りとなること必至。全国に

食が始まると黒山の人だか

ランキングは常に上位で試

かります。催事の売り上げ

等をまとめた事例集など指

応ガイドラインや参考事例

異物混入事案についての対

調査を継続していく中で、

全くない。国が全国規模で

ように扱うかという情報が

してくれたことは、自治体

のに、頑張ってデータを出

理に手間暇・時間がかかる

としても困ってしまう。整

ォーマットで整理をしよう

体で独自にしているからフ

混入苦情が持ち込まれてい

００年は１６０３件の異物

とに差がある。例えば２０

のかを整理している。年ご

苦情が保健所に寄せられた

をして、年度ごとに何件の

東京都は都独自の分け方

ーに苦情を出す。保健所に

常は購入したお店やメーカ

しく反映するだろうが、通

があるとすれば、実態を正

必ず保健所に届け出る義務

験はあるだろう。その時、

いたのが

事故が起こした。６月

西で低脂肪乳を作る過程で

某乳業は２０００年、関

いる。

馳せ、旅の思い出の一つと

羹に関する技術的なことの

るが、その前年は５百８十

持ち込むのは、よほど腹に

「まだ結果が出ないのか」

いたメーカーだったため

ある。国民的に支持されて

月過ぎてからで

頃に起きて、最終決着が着

った。担当者が調べもせず

者に「調べて下さい」とな

っていたので、生協の担当

の中がそういう雰囲気にな

はがれ落ちただけだが、世

べてほしい」となる。異味

い。目に見えないから、調

う。香りがちょっとおかし

が あ る。「 い つ も と 味 が 違

情カテゴリには、異味異臭

異物の分け方は、各自治

の担当者からすれば切実な

据えかねた時だ。保健所に

800

持ち込まれた苦情件数に差

1000

何件だ。これは苦情の件数

1200

だから、その年に世の中に

869

916

744

792

756

855 1,141 1365

927

812

639
動物性

東京都に寄せられた異物混入苦情受付件数（年度別）

問題なのだろう。保健所に

521 1,603
鉱物性

東京都福祉保健局発表資料取り纏め

持ち込まれる異物混入苦情

東京都に寄せられた混入異物の集計（1997～2015）

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 期間合計

相談総数

2,669 2,871 2,888 5,390 3,923 4,804 4,074 4,366 3,948 4,437 6,348 7,536 5,937 5,367 4,758 4,867 5,192 5,546 5,513

600

ドショーネタに

り、最後はワイ

グがひどくな

というバッシン

って帰り、商品検査センタ

大変なことになる。一応持

なんて言うと、そこでまた

「これはイチゴの種です」

り下がったりする。これが

応し、苦情件数が上がった

中の事件や事故に敏感に反

の辺がよく似ている。世の

異臭と異物混入の苦情はそ

見たら、イチゴ

っていた。よく

ムの上に粒が乗

めたら、クリー

ートケーキを眺

買ってきたショ

なってしまう。

なのかと不安に

が本当に大丈夫

心を謳っている

頃から安全・安

生協商品は日

が、大体、同じようなこと

生協にいたので分かるのだ

うではなく、私も二十数年、

いように見えてしまう。そ

この年に出た商品の質が悪

る。そう見ていかないと、

と、確実に苦情件数は増え

食に関する事件が起こる

１件になる。このように、

ことだが、これでも苦情の

出して「やはりね」という

あります」という報告書を

いればいいということには

分のところだけ気をつけて

える。だから、なかなか自

と、確実に問い合わせが増

変に盛り上がってしまう

を起こし、マスコミなどで

係ないメーカーがトラブル

を出し続けたとしても、関

な検査して、世の中に商品

にラインで作り、同じよう

製造者が、毎年同じよう

次号に続く。

ならない。

同じような傾向を示す苦

が起きている。

いるから、種が

の種の形をして

最大の特徴である。

なってしまった。 ーで検査し「イチゴの種で

10

月

シンプルな素材によってい

奥深さをつぶさに教えてい

567

90,434
混入要因

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

い日本茶と少し大ぶりに切

くつでも食べられることの

ご当主自らが全国の物産

ただけるのではないかと思

27

異物混入苦情の概況

しょうか。日本書紀では日

る事による濃くしっかりと

作り手・売り手・消費者ですれ違って
いる異物の認識

り、４番目に異物が書かれ

くある。

高見国と呼ばれ古来より大
地で羊羹が生まれたのは豊

した味わい。それでいて、

原三代がこの地域を治める

さんはそこで、ただただシ

展などにも出張販売をされ

います。

1400

った羊羹でご家族や友人な
ど飾らない仲間とひと時を
過ごすには最高の甘味と言

ンプルに地元の方に好まれ

して同店を尋ねられてはい

ており、その人気の高さは

①Y乳業食中毒

ようになり、文化や商業な
どが大変発展しました。テ
レビドラマの撮影にも使わ

えるでしょう。

るのは奥州市の中の旧江刺

できるような風味を持って

れる〝えさし藤原の郷〟があ

市の地域、別名岩谷堂と呼

る美味しい羊羹をつくり続

いることです。

製品とする回進堂さんです。 豆、そのほかには地域の方

お店を覗けば否が応でもわ

200

④冷凍餃子事件
⑤事故枚販売
中国産ウナギ産地偽装
食肉加工工場地下水からシアン検出
1600

⑥PやきそばM社ゴキブリ混入
⑦ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰﾁｪｰﾝM社異物騒動

②F洋菓子店事件
③MH社事件
Ｉ製菓、A餅、老舗料亭K期限改ざん

400

みちのくの歴史に想いを

ばれる地域で、この地域で

けてこられました。小豆の

に好まれるごま羊羹であっ

かがでしょうか。きっと羊
中心となるのが紅南部小

たり、大人気の黒煉という

549

8
18
83
34
7
4
12
5
8
79
ガラス
石・砂
金属
その他
小計
人毛
獣毛
爪・歯
ネズミの糞
その他
小計
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
植物性異物
紙
繊維
タバコ
絆創膏
その他

３００年以上の歴史がある

伊達藩も岩谷堂城を築

56
39
57
0
25
32
209
22
15
11
45
7
78
63
7
11
9
24
114
63
15
17
16
2
3
100
寄生虫

菓子店が岩谷堂羊羹を主力

き、この一帯を納めました

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (年)
異物苦情合計

0

62
24
73
2
24
41
226
35
17
13
79
14
123
84
5
17
5
31
142
90
13
18
17
6
8
134
86
51
115
2
33
102
389
46
30
10
90
7
137
108
7
16
8
37
176
124
16
23
32
6
8
184
虫

(件)

1800

74
42
92
3
25
41
277
28
28
11
91
8
138
116
6
9
4
35
170
99
12
13
16
4
6
164

16,591
66
45
101
3
32
127
374
52
24
17
139
22
202
139
16
6
6
70
237
165
12
26
35
4
8
250

981 1,118
52
40
83
2
29
78
284
18
21
14
91
14
140
103
3
3
5
21
135
79
8
13
26
4
14
134

755
38
56
92
6
25
66
283
24
14
9
83
8
114
66
4
3
5
24
102
73
10
7
19
2
7
115

681
32
46
90
3
15
54
240
8
16
12
74
7
109
92
14
9
9
21
145
77
8
21
16
5
9
154

合計

53
60
3
3
10
15
91
20
2
6
8
1
2
97

39
39
101
2
24
66
271
30
18
5
71
11
105
73
8
3
6
17
107
44
9
10
9
7
7
145

1,011
806
1,786
43
523
1,201
5,370
575
344
203
1,491
203
2,241
1,693
129
151
126
617
2,716
1,621
298
293
360
91
143
2,883
34
61
104
4
39
96
338
30
12
15
73
8
108
86
8
9
11
45
159
76
16
17
16
5
5
146

79
45
74
0
33
42
273
13
26
15
95
13
149
110
2
12
0
42
166
189
55
30
26
5
4
208
51
44
108
2
32
73
310
34
14
7
63
12
96
80
4
10
15
41
150
50
17
17
20
7
10
158

56
39
78
0
32
33
238
26
14
11
91
15
131
95
7
5
0
42
149
146
46
19
15
3
8
200
108
107
162
6
60
160
603
48
35
17
134
19
205
144
12
12
15
53
236
111
26
12
33
8
10
311

57
29
81
0
19
43
229
15
23
5
67
10
105
96
9
9
3
28
145
72
8
20
18
5
13
125
32
19
84
5
20
33
193
34
8
8
39
7
62
51
6

56
27
73
1
19
18
194
27
13
9
76
11
109
68
3
10
3
35
119
80
11
11
18
6
7
99
19
23
104
1
17
50
214
41
8
11
48
10
77
59
5
4
4
18
90
29
7
9
8
6
6
80
14
30
114
1
20
46
225
44
8
3
42
他の虫
ハエ
ゴキブリ
虫卵
幼虫
不明
小計

尾関 勇

日

変肥沃な大地である歴史深
かな土壌で採れる地元産の

佐藤 邦裕 氏（公益社団法人日本食品衛生協会）

小豆があったから。回進堂

異物混入苦情の実態と
食品事業者喫緊の課題

い場所です。平安時代の末

調査を実施した国立医薬

89

期になると歴史上有名な藤

食品衛生法の改正

から回答があった。

の
) 購買者は生協

25

12
【33】

13
13

第957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）

（11） 平成30年12月15日

洋菓子講習
日本菓子専門学校

【基礎編】
教師

ジャンドゥー

カードル１枚分

酒井 雅秀

㎝

レ

ｇ

ｇ

ノワゼ

………１８５ｇ

オレンジジュース……

ｇ

ｇ

オレンジ果皮……１／２個
卵黄……………………
ホワイトチョコレート

ｇ

…………２６０ｇ

％）

コアントロー…………
生クリーム（
…………２４０ｇ
板ゼラチン……………５ｇ
❶牛乳から卵黄までで、ア
ングレーズソースをつくる

ｇ

…………１５０ｇ
コーンスターチ………

チンを加える

を付け、ふやかした板ゼラ

ュを②の上に流し固める

❸ムースショコラオランジ

ャを①の上に流し固める

❷クレームジャンドゥージ

りなどで仕上げる

ラメリゼチョコレートの飾

❺仕上げにノワゼットキャ

す

レートのムースをベースに

す。さらにホワイトチョコ

とオレンジの相性は抜群で

います。ジャンドゥージャ

やかな味になっています。

ーを加えたことによって爽

〈組立て〉

オレンジの果皮は直前に

❶カードルの底にダコワー

削って加えるのが良いと思

板ゼラチン……………５ｇ

オレンジ果皮、コアントロ

ラサージュキャラメルを上

❶グラニュー糖でキャラメ

〈コメント〉

面にかけ、カードルから外

℃ぐらいに調整したグ

みにしたノアゼットキャラ

❹

メリゼを散らす

ズオランジュをはめ、粗刻

を加えゆるくする

ルを作り、水、生クリーム

❷コーンスターチでとろみ

「城菓町

菓の実演

姫
･ 路」の認定菓

販
･ 売や原材料、

展示も行いました。また、

べたいなこんなお菓子」を

れた菓子を実際に菓子とし

姫路賞」として作品に描か

陽来復」 芦屋柳月堂玉川

【 近 畿 農 政 局 局 長 賞 】「 一

設のイーグレ姫路では「食

テーマとした児童絵画展を

安達文輝

美吉堂本舗

開催。姫路市内の幼稚園

最終日の４日には工芸菓

局

井上勝仁

岩佐康雄

奥
･ 山優子

と楽し
･･･

兵庫県菓子工業組合事務

います。

んでいただければと思って

作って、描いて

にお菓子を食べて、見て、

これからもより多くの方

ガリ

流美」ケーキハウス ツマ

【私が選んだ工芸菓子】「烏

西村広太郎

長 賞 】「 凛 」 西 村 清 月 堂

【兵庫県菓子工業組合理事

屋

理事長賞】「素風」 白鷺陣

【全国菓子工業組合連合会

江川和男

岸野一洋

子の表彰式を行いました。

【兵庫県知事賞】「菊花宴」

作品

小学校から応募いただいた

【 姫 路 市 長 賞 】「 花 と 龍 」

を「スイーツ賞」として表

３１３作品の中から

匠の部の各賞は次の通りで

江戸屋

彰 し、 ３ 作 品 を「 城 菓 町

･

て制作しました。

･

子、日本一の酒米「山田錦」

特設ステージでは地元のミ

の米粉を使った新作菓子の

姫路城の目の前の大手前

ュージシャンによる演奏や

製作
実演

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

姫路菓子まつり２０１８
工芸菓子の展示・上生菓子

公園内の会場では、大型テ

姫路菓子博のキャラクター

回全国菓子大博覧会

ントを設置し、県内の和洋

第

・兵庫（姫路菓子博２００

菓子店の匠とみかしほ学園

❷ふやかしたゼラチンを加

８）」 の 翌 年 よ り 毎 年 姫 路

え、溶かしておいたホワイ
トチョコレートに少しずつ

市で行っている「姫路菓子

の「ひめか」と姫路市の「し

加え、しっかり乳化させる

ろまるひめ」によるグリー

❸コアントロー、６分立て

日本調理製菓専門学校の学

ティングショーも開催し、

ップを作り、ノワゼットを

生による工芸菓子の展示や

おき②を少しずつ加えなが

ット

上生菓子の製作実演、菓子

多くの方に楽しんでいただ

さいました。

月
日（水）から４日（日）ま

と陶器のテーブルコーディ

きました。

まつり」を、本年も

での５日間開催いたしまし

ネートなどを展示した「匠

の生クリームと粗熱を抜い

回目となる今回は全

の館」のほかに、小型テン

加え糖衣かけする

〈グラサージュ

日好天に恵まれ、８０，０

らっかり乳化させる

❶牛乳、卵黄でアングレー

ル〉

００人もの方がご来場くだ

キャラメ

状にする

グラニュー糖……１８０ｇ

た②をあわせる

❸冷えたら粗刻みに刻んで

水…………………１５０ｇ

キャラメリ

おく

％）

た。

ｇ

〈ムース

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

大手前公園に隣接する施

ｇ

❷更に熱を加え、キャラメ

〈ノワゼット
ゼ〉

水………………………

る

ノワゼット……………

グラニュー糖…………

ンを加える

オランジュ〉

ｇ

生クリーム（

トにて姫路や県内各地の銘

牛乳………………１００ｇ

❶グラニュー糖、水でシロ

❸ミルクチョコレートとジ

❷①にふやかした板ゼラチ

ズソースのように炊き上げ

ジャンドゥージャ

ミルクチョコレート…

板ゼラチン……………３ｇ

卵黄……………………

牛乳………………１６０ｇ

ジャ〉

〈クレーム

㎝×

オランジュ

オランジュ〉

ノアゼット

〈ダコワーズ

ｇ

ｇ

ｇ

ｇ

卵白………………１００ｇ
グラニュー糖…………
粉末アーモンド………
粉糖……………………
薄力粉…………………
オレンジ果皮……１／２個
❶卵白とグラニュー糖でメ
レンゲを作る
❷オレンジ果皮を①に加
え、ふるった粉類を更に加
え混ぜ合わせる
❸鉄板に生地を伸ばし、粉
糖を表面にかけ１８０度の
ャンドゥージャを溶かして

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。

工芸菓子の表彰

20
50
17
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