り遅れましたが、お届けす

トについて、当初の予定よ

めの菓子業界専用計算ソフ

長より「栄養成分表示のた

会議では齊藤理事長・社

会などで配布していただけ

ましたので、新年会や講習

は、組合員分お送りいたし

各都道府県菓子工業組合に

イド〟が提供されました。

の〝Ｑ＆Ａ付き早わかりガ

できるようにしたい。また、

ルや記録表はそのまま使用

る会社は、既存のマニュア

独自に衛生管理を行ってい

式一式を送付予定である。

引書本体、記入要領など書

る。確定後、各組合員へ手

整が終了すれば確定され

時間外労働の上限規制の導

面しておりますが、本年は

子業界は様々な諸問題に直

かれ、齊藤理事長より「菓

会議終了後は新年会が開

説明があった。

設について（新年号掲載）

・贈与税の納税猶予制度創

の事業用資産に係る相続税

（ ２ 面 参 照 ）、 個 人 事 業 者

は外国人人材の受け入れ

る 」、 と 説 明 さ れ た。 他 に

ながら対応する必要がある

経営者として創意工夫をし

避けて通れない道であり、

も、事業発展のためには、

中小菓子製造業において

材が確保できません。私共、

従業員は定着せず、良い人

かつ待遇を改善しなければ

時間で業務を終了し、なお

代は終わりました。規定の

間働くことが美徳である時

ます。いずれにせよ、長時

めて行く必要があると存じ

の規模や実態に即して、進

が、経営者各自がそれぞれ

応例などを紹介致しました

革を取り上げ、各企業の対

昨年の研修会でも働き方改

法律が順次施行されます。

き方改革を推進するための

理な待遇差の禁止など、働

正規雇用労働者の間の不合

ウンドが増え、食文化を楽

これから、ますますインバ

を出しているところです。

世界的なスターにオファー

ーションビデオの作成を、

光庁を中心に日本のプロモ

に拡大する秘策として、観

訪日観光客を４～５千万人

光庁と連携を取りながら、

なっています。これから観

が、インバウンドの魅力に

お菓子もおいしいというの

便利、清潔、親切で食事も

人からみて、安心、安全、

ぶと思います。日本は外国

発して頂ければ、みんな喜

見栄え、味覚を落とさず開

い和菓子・洋菓子を、品質、

しみです。カロリーの少な

日のデザートを買うのが楽

洋菓子を一通り見て、その

より「デパ地下で和菓子・

新年拡大合同役員会を開催

ることができました。また、
れば幸いです」と説明があ

ホームページからデータを

日、東京

業における衛生管理計画作

え方を取り入れた菓子製造

対しては〝ＨＡＣＣＰの考

証調査を９月に行ったが、

手引書（案）について「実

おける衛生管理計画作成の

を取り入れた菓子製造業に

次にＨＡＣＣＰの考え方

産業局倉重審議官より「昨

続いて、農林水産省食料

改良を加えられるようにす

ダウンロードして、各社で

います。この機会に、お菓

て認識する機会になると思

うに評価されるのか、改め

取得、正規雇用労働者と非

入、年次有給休暇の確実な

す。準備にあたり、貴連合

の導入が予定されていま

が国初めての複数税率制度

次に、甘利明衆議院議員

と存じます」と挨拶された。

で、ご協力ください」と挨

必要な準備を進めますの

けて、関係省庁と連携し、

しむ人が増えると思いま
す」と挨拶があった。

成の手引書（案）〟を作成し、

年は北海道胆振東部地震、

拶された。

と報告があり、手引書を

会は講習会を多数開催して

月１

子の業界の更なる飛躍に向

より「菓子業界のＨＡＣＣ

度重なる台風、７月の西日

Ｐ導入の手引書作成や、外

日に厚労省へ提出した。厚

取り組まれていると伺って

国人労働者について、関係

日よりいよいよ、軽減税率

います。農林水産省として

団体と協力して準備を進め

この後、一般財団法人食

水産物、食品の輸出につい

も、この制度が適切に理解

ています。軽減税率につい

品産業センター村上理事長

ても、力を入れています。

され、円滑に導入されるよ

ても、セミナーやセンター

いただき、組合員の皆様に

輸出額１兆円を本年の目標

う に 政 府 一 体 と な っ て、

内の相談窓口をご活用いた

もレジの導入にも積極的に
が発

として掲げています。平成

様々な政策を運行しますの

け、取り組んでいただけれ

効し、２月１日には日ＥＵ

年は、輸出額が８千７１

で、引き続きご協力をお願

だければと思います。表示

ばと思います。また、農林

・ＥＰＡが発効され、菓子

億円となり、６年連続で増

法に基づく表示の基準への

本豪雨など数多くの災害に

関係業界にかかる事柄が多

加する見込みです。お菓子

いします。また、先の国会

移行、原料原産地の表示の

菓子の素晴らしい魅力を発

ティーに富んだ我が国のお

待されます。繊細でバラエ

る外国人の更なる増加が期

す。また、

月からは、我

皆様の支援をお願いしま

更なる輸出拡大に向けて、

この勢いを止めることなく

る証左だと思いますので、

日本の菓子が認められてい

る外国人材の受け入れに向

うになります。即戦力とな

を雇用することができるよ

性、技能を有する外国人材

は、来年度から一定の専門

菓子を含む飲食料品製造業

があった。

す」との挨拶と乾杯の発声

に関係省庁に伝えていきま

ご意見は、消費者庁を中心

問題も、皆様方から頂いた

10

26

開の技術検討会で諮り、調

年は、ラグビーワールドカ

月まで

では、入国管理法が改正さ

見舞われました。世界に目

年末、農林水産省より冊子

ップ２０１９日本大会、来

は、昨年１月から

れ、新たな在留資格ができ、

を向けると、ＴＰＰ

年は２０２０東京オリンピ

・７％と伸びています。

の増加率は対前年同期で、

い年と思います。また、今

ック・パラリンピック競技

信 し て い た だ き、 外 国 人

大会が予定され、訪日され

に、日本のお菓子がどのよ

10

29

12

11

日開催する公

付致します。また、

例示があるので難しくない

あるＨＡＣＣＰの制度化に

４０名が参加、公務多忙の中、甘利明衆議院議員も駆け付けた。

の理事長が参加した。会議終了後には業界関係者を招いての新年会も行い、約１

・明治記念館で新年拡大合同役員会を開催。本年も理事・監事以外の各都道府県

全菓連、同共済ビルヂング㈱（理事長、社長齊藤俊明氏）では１月

140

確定すれば、各組合員へ送

新年会

名が参加

厚生労働省が検討している
った。

新年会には関係者

食品衛生管理の国際標準で

15

労省は今月

10
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（１） 平成31年２月15日

在留資格の創設

受け
入れ

につ
いて

）は飲食料品製造業に包含

の適正な実施、履行が確保
されるための所要の基準に
適合する必要

がないこと
③報酬を預貯金口座への

ることやその生活相談等に

れを適正に行った実績があ

④中長期在留者の受け入

振り込み等により行うこと

①受け入れ機関は、特定

従事した経験を有する職員

３．登録支援機関

技能１号外国人に対する支

製造小売り
を 含 む

新たな外国人材
菓子製造業
（

援を登録支援機関に委託す

号外国人に

対する日常生活上、職業生

し、特定技能

活上または社会生活上の支

方針を閣議決定及びその運

日に農水

用要領を関係省庁が合同で

深刻化する国内の人手不

決定公表し、同
が在籍していること※

足に対応した新たな外国人

れば、２の③の支援に関す

②一回当たりの在留期間
（更新可能）は、１年、６

か月又は４か月

外される者）

（国内試験の対象者から除

（能力水準）

施のいずれかにより評価

人と雇用契約を結んだ企業

②特定技能所属機関（外国

試験言語：現地語

（評価方法）

者

・技能実習により実習中の

する者

・難民認定申請により在留

・失踪した技能実習生

・除籍処分となった留学生

品（酒類を除く）の製造・

された技能を要する飲食料

・２の①の試験により確認

①従事する業務

３．その他

の能力を有するものと認定

き、生活に支障がない程度

を行うこと

・協議会に対し必要な協力

と

（仮称）の構成員になるこ

「食品産業特定技能協議会

録支援機関等で構成される

・農水省関係業界団体、登

等）に課せられる条件

実施主体：公募により選定

②日本語能力水準

ある程度日常会話がで

産性の向上、国内人材の

した民間事業者

・退学

確保を行った上での不足

実施方法：コンピューター

飲食料品製造業分野に係る運用方針・
運用要領の主な内容

人員）向こう５年間で最

１．受け入れ見込み数（生

大３万４千人

する日本人が通常従事する

・併せて、当該業務に従事

加工、安全衛生業務

を委託する場合には、協議

技能外国人支援計画の実施

・登録支援機関に１号特定

省において「飲食料品製造
⑤外国人が十分理解でき

（ 仮 称 ）： 国 際 交 流 基 金 が

る言語で支援を実施できる

国外で概ね年６回程度実施

設のための出入国管理法の
る基準に適合するものとみ

ト

なされる

実施回数：国内外において、

②特定技能外国人の報酬

体制を確保していること※

て求められる人材（特定

額が日本人と同等以上であ
②委託を受けて特定技能

技能１号）の基準

予定日本語能力試験（Ｎ４

納品、清掃、事業所の管理

の調達・受け入れ、製品の

こととなる関連業務（原料

③特定技能外国人の雇用形

関に委託すること

会の構成員となっている機

日本語能力判定テスト

ることなどを確保するた
（注）※を付した④、⑤の

回程度（国内では

か国・地域２３９都

か所程度で実施）

月予

大都市に偏らないよう全国

年

市）で、日本国際教育支援

に作業等）に付随的に従事

態

直接雇用に限る

することは差し支えない

⇒

るのか

⇒

合、休暇を取得させること

象事業者の規模や業種等に

の悪質な紹介業者等の介在

②補償金を徴収するなど

せていないこと

労働者を非自発的に離職さ

体により事業者の規模、業

事業者から一部の地方自治

に関する説明会」において、

身）

に基づき簡略化されたアプ

界団体が作成する手引き書

り 入 れ た 衛 生 管 理 」（ 各 業

事だが、２号修了者は帰国

験に当たり帰国が前提との

〇技能実習１号修了者は受

課題）

れば最終的には受け入れ事

が、帰国できない状況にな

場合の扱いは

等により手元に旅費がない

日に農林水産

食品の輸出達成の目標に向

年に１兆円の農林水産物・

農林水産省は、２０１９

中小事業者には、登録する

できる。輸出に関心のある

自ら行わずに速やかに輸出

製造事業者は輸出手続きを

現時点では無い。今後可

（労働関係法の規定による）

応じた衛生管理※とするこ

ローチによる衛生管理）と

しなくても良いのか。

業者負担となる。

けて、８月

○は法務省、●は農水省

て 当 局 は 介 入 し な い。

協会が国内で年１～２回実

外（

以 上 ）： 国 際 交 流 基 金 が 国

・テスト又はペーパーテス

合同説明会を開催した。

基準は、登録支援機関に支

業」及び「外食産業」分野

年

日に公布され

改正法が平成
に成立、同
た。
１号外国人に対する支援を

２．飲食料品製造業におい

行う者は、出入国管理庁長

菓子製造業（製造小売り

「飲食料品製造業技能測

年概ね

め、特定技能外国人との雇

を含む）は飲食料品製造業

定 試 験（ 仮 称 ）」 に よ り 評

開始時期：平成

３．外国人本人に関する基

価

定
食品等を衛生的に取り扱

主な質疑応答

（技能水準）

準

①技能水準の評価

用契約は、所要の基準に適

現在、国は、受け入れの

③受け入れ機関は①、②

合する必要

援を委託する場合には不要

の通り。

その主な説明内容は以下

具体的な方法等の詳細を定

日には各受

に包含される。

とともに、同
け入れ分野毎の制度の運用

業務に必要な技能水準及び

①１号特定技能外国人：

日本語能力水準

政省令の骨子案の主な内容
機関が負担するとともに契

う基本的な知識を有してお

約終了後の出国が円滑にな

②紹介業者等から保証金

出入国管理法の改正の主な内容
１．雇用契約の満たすべき

に属する熟練した技能を必
される措置を講じること

基準

１．新たな在留資格の創設
①報酬額は、日本人が従

り、飲食料品の製造・加工

●関連業務に付随的に従事

要とする業務に従事する外

作業について、特段の育成

法務省マターではある

①特定技能１号：不足す

の徴収等をされていないこ

する場合の定量的な枠はあ
と

将
(

２．受け入れ機関が満たす

来的には検討の余地はある

べき基準

かもともコメント）

事する場合の額と同等以上

が、明確になるよう早目に

であること

皆さんに伝えられるように

国人向けの在留資格（飲食

能性はあるが、日本人従業

料品製造業は該当せず）

●試験は

員も行っている常識的な範

る人材を確保すべき受け入

したい。

が、受け入れはこれ以降と

れ対象分野に属する相当程

〇技能実習１号（２号の対

いうことか

③外国人が帰国旅費を負

ととしています。加えて、

種等を考慮せず「ＨＡＣＣ

している。

〇帰国旅費に充当するため

月以降との事だ

・訓練を受けることなく、

〇一時帰国時の有給休暇の

歳以上であること

付与日数は

③

象職種でないもの）の者は

担できなければ、受け入れ

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管

Ｐに基づく衛生管理」を要

留資格は別の制度であり、

①同種の業務に従事する

実習期間終了後でなければ

①受け入れ機関（雇用す

３月号又は４月号の菓子工

理の制度化に向けては、衛

求する指導が行われ、事業

１．地方自治体において、

給与から積み立てることは

る。

帰国して外国で受験が原

い場合」について、仕送り

〇「帰国旅費を負担できな

労基法の範囲内

則、（ 国 内 で の 受 験 は 検 討

技能実習２号修了者であ

れば４月から可能

•••••••••••••••••••

農林水産物・食品輸出プロ
ジェクト（ＧＦＰ）が進行中
⇒

ことが前提だが、技能実習

合意があれば可能だが、

可能か

個別具体的に判断する

２号修了者（修了試験合格

価値があると思われる。Ｇ
理の監視指導等を行う際

物・食品輸出プロジェクト

は、上記検討会の確認を終

ＦＰへの登録数はすでに７

つきましては、これらの

００件を超えている。

状況等を踏まえ、下記内容

（ＧＦＰ）を発足させてい

準化することとしており、

る。これは農水省のサイト

平 準 化 に あ た っ て は、「 食

技能実習制度と新たな在

⇒

その結果、２月１日付で厚

ＨＡＣＣＰ（ハサッ

⇒

生労働省医薬・生活衛生局

プ）に沿った衛生管

⇒

全菓連に対し、県組合よ

食品監視安全課長より関係

⇒

事業者団

り、ＨＡＣＣＰの制度化に

理の制度化に伴う食
品等事業者への監視
指導について

記

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

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

ついて「保健所の説明会等

自治体に対し、下記の件名

体が作成した手引書に基づいて行うこと

でＨＡＣＣＰ本体の説明の

の通知が発出された。
別記の通知を確認の上、

みにとどまり、事業者の規

給与からの天引きは労働法

食

者）は試験免除となってい

料産業局

詳細は、農林水産省

了した手引書に基づいて行

出プロジェクト室

に登録すると、①農水省が

に留意し、御対応の程よろ

無料で「輸出の可能性」を

衛生法等の一部を改正する

した業種別手引書に基づき

了した、事業者団体が作成

討会」において確認等が終

品衛生管理に関する技術検

デックスのＨＡＣＣＰ７原

に 基 づ く 衛 生 管 理 」（ コ ー

種 等 に 応 じ、「 Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ

管理は、事業者の規模や業

※ＨＡＣＣＰに沿った衛生

しくお願いします。

と。

ら、当課に事前協議するこ

会の確認を要することか

が必要な場合は、上記検討

し、上記手引書の簡易版等

国内受験を要望したい。

象職種でないもの）の者の

●技能実習１号（２号の対

が、原則は帰国して受験。

まっていない部分は有る

ればよい。委託価格につい

件を満たすものになってい

営利、非営利を問わず要

引で商品を購入するため、

多くの輸出商社は国内取

Ｐ」でネット検索可能。

せ。 概 要 は、「 農 水 省 Ｇ Ｆ

⇒

法律が公布され、原則とし

また、上記の法律改正を

実施することとしています。

則に基づく衛生管理）又は、

日に食品

診断、②輸出商社の商品リ

なお、菓子製造業界用の

て、すべての食品等事業者

踏まえた「「食品衛生法等

「ＨＡＣＣＰの考え方を取

年６月

規に触れる可能性がある。

衛生管理計画作成の手引き

に、一般衛生管 理に加え、

（以下、「事業者」という。）

の一部を改正する法律」に

があった。

ある」と複数の問い合わせ

の説明がなされない事例が

については、２月８日厚生

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管

基づく政省令案の検討状況

平成

〇登録支援機関は営利団

電話（代表）０３―３５０

労働省による確認手続きが

理の実施を求めることと

無用の不安にとらわれない

るので技能の実習を妨げな

２―８１１１（内線４３４

終了し、同日に同省のホー

し、実施にあたっては、対

が作成する〝衛生管理計画

いと判断。技能実習１号の

クエスト情報の受取、③輸

５）、（直通）０３―６７３

輸

うこと。

出希望商品を輸出商社に紹

輸出促進課
２．１．の監視指導等に際

体、管理団体や日本語学校

介・マッチングなどが受け

全菓連では、内容を厚生

ムページに掲載されまし

ようお願いしたい。

でも良いか。また委託価格

８―６４７５まで問い合わ

労働省食品監視安全課に対

た。今後、印刷製本の上、

作成の手引書〟による対応

者の国内受験については固

のガイドライン等は？

られるというもの。

し、保健所等に対し制度化

13

囲内ではないか。

る企業等）は、所要の基準

業新聞に同封で組合員各位

生管理の基準 を厚生労働

に支障を生じている旨の意

技能実習に影響を与えない

であることを認定

に適合した支援計画を作成

に送付することとしてい

省令に規定し、地方自治体

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管

10
見が寄せられています。

４．在留期間等

18

による監視指導の内容を平

②一時帰国を希望した場

直ちにＨＡＣＣＰに沿った

２．外国人に対する支援・

衛生管理に対応できる程度

受験できないのか。

度の知識又は経験を要する

①１号特定技能外国人の

の業務に従事できるレベル

処遇

在留期間は通算で５年（単

技能を必要とする業務に従
事する即戦力となる外国人
向けの在留資格

10

めた政省令の検討を進める

官の登録を受ける

に関する法務省、農水省の

援を実施する必要

材の受け入れ在留資格の創

1

月８日

28

の趣旨、内容の徹底を要望。

30

31

②特定技能２号：同分野

80

10

12

模、業種に応じて業界団体

31

10

30

14
25

平成31年２月15日 （２）
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⇒

和洋菓子・パンの様々なイベントを実施

日︑イ

づ き ︶︑ 関 根 雅 史︵ 御 菓 子
司せきね︶
日

る日本代表選手を応援する

パンの世界大会に出場す
よるデモンストレーション

瀬川洋司︑茶山寿人︑知

念裕之︵２０１６日本代表
チーム︶

ド・ラ・ブーランジュリー

クープ・デュ・モンド・

募集した参加者︶を行う︒

はパン作り体験︵※事前に

﹁クープ・デュ・モンド﹂

代選手や有志ブーランジェ

の方に︑パンの世界大会歴

エコバッグをお買い上げ

○Ｃコーナー

扇︶︑杦山

日本代表選手３名によるデ

パン﹂は作品を実演披露︒

を 日 替 わ り で 開 催︒﹁ iba
﹂﹁モディアル・デュ・
cup

コーナー

江 口 方 弘︵ 山 口 家 ︶︑ 仲 嶋

○Ａコーナー

森浩二︵兵庫県・㈱イスズ

真輝︵五香青柳︶

高 橋 功 展︵ 御 菓 子 司 花

○２月

ベ ー カ リ ー︶︑ 笛 田 涼︵ 福

勝︵杉山本店︶︑

岡県・クラウン製パン㈱︶

２０１９モバックショウ
日本製パン製菓機械工業
日〜

郡山宗弘︵大阪府・ Boulan
︶︑岩本大志︵福
gerie Seize

会では２月
岡県・岩本商事㈱グランド

が作成したパンをプレゼン

ンテックス大阪において２

日 ﹁ＲＣアミカ

○２月

入賞作品の展示及びリテ

作 ︶︑ 土 門 邦 光︵ 手 つ く り

金 子 潤︵ 億 万 両 本 舗

宜季︑飾りパン部門

ィエノワズリー部門

勝海

津田

０１８日本代表チーム

福井清史︑石井謙太

日
・２月

○２月

ールベーカリー協同組合有

和菓子翁屋︶︑鎌田明成︵伊

ン ス ト ア ー ㈱ ︶︑ 今 川 あ ゆ

岸博之︵東京都・フジパ

号をもつ和菓子づくりの技

流技術と選・和菓子職の称

子の製造名人と言われる一

製菓学校の協力を得て︑ス

首都圏の著名な製パン・

◎スクールコーナー

パン部門

遥平

二宮茂彰︑ヴ

○Ｂコーナー
パ ン の 世 界 大 会﹁ iba
﹂﹁モンディアル・デュ
cup

２

日

日 ﹁モンディア

日 ﹁

出演者未定
・２月

・２月

大澤秀一︑久保田遥

ル・デュ・パン﹂

本代表チーム
日 ﹁ ク ー プ・ デ

特別なパン︒
︵出演者︶

・﹁クープ・デュ・モンド﹂

世界大会出場選手︑有志ブ

﹂世界大会出場
iba cup

ーランジェ
・﹁

選手︑有志ブーランジェ

・﹁ モ ン デ ィ ア ル・ デ ュ・

ュ・モンド﹂

ーバル・パティスリー・サ

有志ブーランジェ

パン﹂世界大会出場選手︑

統菓子の魅力と文化を発信

・２月
モンド﹂日本代表チームに

・２月

ポーターズ・クラブ︶︑﹁フ

▽８ホール

日

◎洋菓子イベントコーナー

・ パ ン ﹂﹁ ク ー プ・ デ ュ・

ト︒モバックショウ限定の

モンストレーションとセミ

ア ム ー ル ︶︑ 大 宗 智 成︵ 神
奈川県・横浜ベイシェラト

志によるデモンストレーシ

勢屋かまた︶

千 栄 堂 ︶︑ 亀 岡 佑 太︵ 嘉 久

み︵ 東 京 都・ ㈲ 濱 田 屋 ︶︑

ルジャポン﹂

ン ホ テ ル ＆ タ ワ ー ズ ︶︑ 小

ョンをおこなう︒

○２月

ナー

森智之︵長野県・モカブレ

◎全日本和菓子品評会及び

船田雅一︵日本菓子専門

屋︶︑北条智之︵㈱中村屋︶

鈴木俊介︵千葉県・ケーキ

・日本代表選手

ッ ド ︶︑ 鈴 木 慎︵ 栃 木 県・

和菓子職人による実演

学 校 ︶︑ 丸 山 卯︵ ま る や ま

る工芸菓子及び引き菓子・

▽６ホール

和

同展では製菓・製パンに

パ ン デ ス マ イ ル ︶︑ 村 東 秀

﹁日本菓子協会東和会及

福井俊介︵成城風月堂︶︑

関する専門メーカー・関連

紀︵奈良県・㈱エストヴィ

び日本菓業振興会会員によ

上生菓子の品評会・作品展

業展︶を開催する︒

業者を中心に２５４社１６

日

ラージュ︶

・菓子パン・食事パン部門

示をおこなう︒また︑和菓

▽４ホール

ナーの観覧はすべて無料︒

◎第四回ベーカリー・ジャ

濱田舟志︵ウイーン菓子

ァーストトライアルコンペ

日本の著名なパティシ

工 房 グ リ ュ ー ネ ベ ル ク ︶︑

クールコーナーを特設

菅 又 亮 輔︵ リ ョ ウ ラ ︶︑ 上

クールへのステップ

術者による蒸し菓子︑平鍋

エ︑シェフ︑若手新進気鋭

霜考二︵アヴランシュゲネ

・２月

ソレイユ︶

＊全日本製パ

の方たちによるデモンスト

ー︶︑ 捧 雄 介︵ パ テ ィ ス リ

とパンのお店

パンカップ

レーションを行う︒

ーユウササゲ︶

日

タイムレース形式のコン

ティション﹂

︵実演スケジュール︶

国際製菓専門学校／国際
パティシエ調理師専門学

○クラブ・ドゥ・ラ・ガレ

︵参加校︶

校︑専修学校日本菓子専門

菓子︑練り切菓子の実演︒

学校︑専門学校二葉製菓学

できあがった作品の試食も
行う︒

日

︵実演スケジュール︶

﹁ ガ レ ッ ト・ デ・ ロ ワ ﹂

ユ ︶︑ 三 鶴 康 友︵ フ ラ ン ス

妻 鹿 祐 介︵ ミ ラ ヴ ェ イ

︵グランドハイアット東

ン ス ホ テ ル 高 輪 ︶︑ 桶 谷 智

︵出場者名︶

をはじめとするフランス伝

日

○２月

▽８ホール

費者団体が参加して開催さ

菓 子 ２ 団 体︑ 全 菓 連 ︶︑ 消

需者団体︵パン工業会︑洋

８割しか約束してもらえな

したところ︑その時点では

要期に向けて卸業者に注文

話はなかったが︑年末の需

テーマに掲げる次世代シェ

﹁ フ ラ ン ス 菓 子 を 愛 し︑

○セルクル・デ・シェフ

明︵パンセヴェイユ︶

菓 子 ト ワ グ リ ュ︶︑ 金 子 美

小 林 旺 広︵ オ ク シ タ ニ ア

ン ス パ ー ク タ ワ ー 東 京 ︶︑

ん ︶︑ 古 梶 将 安︵ ザ・ プ リ

食育保育専門学校えぷろ

京 ︶︑ 梶 原 明 里︵ に い が た

朝日拓也︵グランドプリ

森雅彦︵四季菓庵いわか

◎パンの世界大会大集合

れ︑以下のような議論があ

高 野 香 苗︵ 帝 国 ホ テ ル ︶︑

ル︶︑福島翔也︵ル・ピノー︶

フの会﹂

らは２０１９年度の生乳生

懸念があったのではない

たものの︑関係者間で不足

った︒結果的には供給でき

ティスリー・オクトーブル︶

シエ・シマ︶︑神田知興︵パ

吉田和正︵北日本テクニカ

横 内 聖 人︵ 帝 国 ホ テ ル ︶︑

生産者団体︑乳業団体か

日

・２月

日

め ︶︑ 森 山 智 宏︵ 和 菓 子 処

見込み量と必要在庫量との

かった︒追加で手当てする

・２月

大野聡久︵大阪府・鳴門

和 心 ︶︑ 水 上 陽 一︵ 茶 菓 あ

必要在庫量との差が最も大

った︒



２０１９年度のバターの輸入枠︑安定供給のため

日農林水産省にお

前年度対比７千㌧増の２万㌧ に決定
月

産は前年度を若干上回る見

西 川 広 三︵ 帝 国 ホ テ ル ︶︑

込みであり︑バターについ

島田徹︵パティ
在庫数量を確保するために

ネフォール︶︑金井史章︵ア

第１部

同２万トン

か︒実需者としては︑国産

ングラン︶

年３月の

確保するために２万トン

ても生産は増加する見込み

バターの供給拡大を引き続

差が最も大きい

︵前年度１万３千トン︶の

前
( 年度２万７

きお願いするとともに︑不

年２月の在庫数量を

換会議が開催され︑農林水

の
) 輸入枠を設定︒

であるが︑不足前の水準を

きい

産省より︑２０１９年度の

千トン

回復するまでには至らない
ないことから毎月末の必要

業団体︑乳製品卸企業︑実

業振興機構︑酪農団体︑乳

会議は︑農水省︑農畜産

の需要期に不足したという

実需者団体からは︑年末

供給を最優先に対応してい

○ Ｇ Ｐ Ｓ Ｃ ｌ ｕ ｂ︵ グ ロ

デット︶︑川越拓︵しろたえ︶

森大祐︵アンヴ

ただくよう要請する︒

４３３３

会・電話０３︵６６７３︶

日本製パン製菓機械工業

◎イベントに関する問合先

ルクッキングカレッジ︶
するとの説明があり︑会議

在庫量を６万トンとすると

菊地賢一︵レザ
輸入枠を設定︒

終了後公表された︒

月見込み消費数量の２・５

の運用方針に基づき︑在庫

第３部

か月分とするとの運用方針

足が懸念される場合︑安定

に基づき︑在庫見込み量と

との説明があった︒

第２部

乳製品の国家貿易について

需要の季節変動がほとんど

︵２︶脱脂粉乳については︑

いて︑乳製品需給等情報交

21
22

︵１︶バターについては︑

20

30

各月末の必要在庫量を︑翌

20

ことができたという声もあ

ット・デ・ロワ

屋 製 パ ン ㈱ ︶︑ 重 田 要︵ 福

校

ー カ リ ー タ カ ダ ︶︑ 松 岡 瞳

岡県・クラウン製パン㈱︶︑

○２月
・菓子パン・食事パン部門

城所聡︵愛知県・㈱オール

ン技術選手権大会

日

︵選考会日程︶
○２月

﹂
iba cup

２６小間の出品者が集い︑

○２月

場では和洋菓子・パンに関
決勝進出者

日

生産技術の最新動向や商品

20

決勝進出者

ハーツ・カンパニー︶

を 行 う︵ 敬 称 略 ︶︒ 各 コ ー

する以下のようなイベント

23

21

22

23

20

21
22

︵神奈川県・㈲ブーランジ

髙田知明︵埼玉県・㈲ベ

・食パン部門決勝進出者

20

ュリー・オーヴェルニュ︶︑

20

23

回国際製パン製菓関連産

22

開発を提案する︒また︑会

23

23

21
日

０１９モバックショウ︵第

20

26
1
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（３） 平成31年２月15日

平成
﹁第
年

回 全国銘菓奉献祭﹂いにてつ

全国のお菓子屋様のご協力の賜物です

荷の一社に挙げられる五穀

り曲がった屋根が特徴﹂非

向唐破風形式と呼ばれる反

年︶に建てられたとされ︑

︵からもん︶は社殿の前に

豊穣・衣食住を守護する神

常に重厚感がある︒２月中

宮城県岩沼市に鎮座しま

社として崇敬を集め︑また

立ち︑１８４２年︵天保

豊漁の神︑商売繁盛の神︑
に宮城県指定有形文化財と

す﹁竹駒神社﹂は日本三稲

殖産興業︑防災招福︑開運
なるそうです︒

﹁竹駒神社﹂において﹁第

又三百有余年の歴史ある

出世の神と称えられ︑更に

祈願等に至るまで多様なご
回全国銘菓奉献会﹂を開

東北地方はもとより︑遠く
喜びを感じます︒全国のお

催できます事︑この上ない

この度江戸時代後期から
回︵平成

内に並びますところは見事
な光景です︒第
年３月︶の節目には会津

塗り三方を

台奉納致しま

した︒この全国銘菓奉献祭

広様がご就任され︑第

回

日

日︵土︶まで毎

全国銘菓奉献祭が３月
︵日︶〜

き︑ご商売繁盛にあやかる

子屋様には気軽にご奉献頂

一報をお願い申し上げます︒

城県菓子工業組合まで︑ご

にお申込頂きます場合︑宮

名誉宮司に新宮司に村田守

駒神社の宮司千葉博男様が

整備していくことが大切︒

◎誰もが働きやすい環境を

を致しました︒全国のお菓

今年度より奉献費の見直

に紹介されました︒

り組みについて︑次のよう

者と連携して行っている取

労働局として︑地域の関係

案内が届くと思います︒更

近日︑竹駒神社様よりご

びました︒

要なテーマについて話が及

ってより具体的に実践が必

宮城県菓子工業組合理事

べくご祈願をお勧め致しと

子業界で取り組むべき課題

魅力ある職場づくりをする

﹁大阪働き方改革推進会

う存じます︒

がある中で︑変化に適応し︑

ことが︑人材の確保につな

議﹂が平成

年初午大祭に併せまして７

創意工夫していくことの大

がり︑業績の向上︑利益増

日間開催致します︒

切さ︑組合としての対策や

につながるという好循環を

精太郎様を名誉総裁にお迎

講習会などサポートの利用

長・白松一郎

を呼びかけられました︒

えし盛大に催されます︒竹

には︑明治神宮の宮司中島

第63回全国銘菓奉献祭
10 63

交通安全︑航海安全︑安産

利益をもたらす神社として

北海道︑関東各地から広く

63

信仰を集めている神社です︒ 菓子屋さんの奉献菓子が境

末期の神社・寺院建築の代
表例として﹁竹駒神社唐門

60

16

31

28

15

城

﹁働き方改革で大阪を

元 気にする﹂方法を学ぶ
日にリ

大阪府菓子工業組合の新
る︑人と人とをつなぐお菓

ふれ﹁おいしさと夢を届け

が年頭のあいさつを述べら

れ︑まず︑野村泰弘理事長

ーガロイヤルホテルで開か

た︒また︑ＨＡＣＣＰ義務

ていきたい﹂と話されまし

ル︒組合をあげて盛り上げ

子はまさに平和のシンボ

年互礼会が︑１月

れました︒野村理事長は︑

最後に︑各企業が働き方
改革を実践していく上で︑

団体︑経済団体︑金融機関

公共団体︑行政機関︑労働

大阪府をはじめとする地方

◎﹁業務改善助成金﹂⁝賃

ました︒

れているというお話があり

次のような支援策が予定さ

講演では︑特に大阪の﹁働

月に発足︒

き方改革﹂実現に向けて︑

金引き上げや設備投資に要

年

局雇用環境・均等部長の六

が参画︑基本方針とロード

生む︒

本佳代氏を講師にお招きし

以下のように解説されまし

また同日には︑大阪労働

﹃働き方改革で大阪を元気

した費用の一部が助成され

た︒

る

◎大阪の特徴

時間の縮減に取り組む中小

マップがメンバーにより策

にする﹄と題した講演をお

企業などを支援するなど

定され︑幅広く情報共有︑

聞きしました︒

中小企業の割合が高い︒

議において︑中小企業の取

◎﹁時間外労働改善助成金﹂
中小企業が働き方改革を進

り組み促進に向けた連携の

意見交換が行われている︒

ニュースなどでもその言

めることで︑人材確保や経

⁝生産性を高めながら働く

葉を聞かない日はないほ

済の好循環の恩恵を強く受

月の第５回会
ど︑現在の大きなテーマと

ため︑大阪府中小企業団体

また︑各相談窓口のご案

年

なっている﹁働き方改革﹂

けられる︒

内などもあり︑働き方改革

較して低いこと︒

てふれ︑時間外労働や年次

改革関連法案の概要につい

続いて︑六本氏は働き方

象的でした︒

メモを取る受講者の姿が印

つ実践的な内容に︑真剣に

を実現するための具体的か

の若者が東京圏に流出して

が追加された︒

中央会などが会議メンバー

平成

とはどういうものなのか︒

◎大阪の課題

ました︒

いること︒長時間労働など︑

女性の就業率が全国と比

分かりやすい資料とスライ

◎﹁少子高齢化による労働

ドで次のようにまとめられ

力人口の減少・人手不足﹂

事長・村上信

大阪府菓子工業組合副理
有給休暇の取得義務︑雇用

遇の確保など︑経営者にと

形態に関わらない公正な待

全国的な課題が大阪におい

これらをふまえて︑大阪

30

化︑食品表示法改正など菓

11

を補うため︑女性や高齢者

歳

10
ても共通していること︒

〜

30
の活躍を促進するのが﹁働
き方改革﹂︒

20

18

大阪万博決定のニュースに

六本佳代 氏

27
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食品表示とＨＡＣＣＰに

ついての研修会を開催
つは水分量だけを検査機関

水分量を算出する方法、一

がった製品の重さの違いで

して、一つは材料と出来上

組合員に正式な手引書が届

事を説明し、３月までには

の最終の調整を行っている

書について、現在厚労省と

業における衛生管理の手引

して菓子製造業向けの案を

実施できるように、準備と

は、手引書が届けばすぐに

どのような内容になるか

く旨を案内しました。また、

を致しました。

生管理との比較を交え説明

もとに、小規模飲食店の衛

分量計で計測する方法が説

を持たせました。家に帰っ

全制覇セット】など、回を

サイズを全店舗集めた【完

やかに行われた。食べ比べ

長・横山長尚

京都府菓子工業組合理事

に検査する方法、最後は水

いました成分表示計算ソフ
明されました。最初と二番

た丁稚さんはこの羊かんに

月に行

トの講習会で、計算結果を
目の方法は現実的ではな

毎年２月第１週の土日に

水を加えて煮詰め直して量

はじめに、昨年

正確に出すためには、その

いて計測する方法が良いと

開かれる『越前おおのでっ

京都府菓子工業組合では

新年会並びに新年研修会を

商品の水分量を計って入力

の結論が出たのですが、水

ち よ う か ん 祭 り 』。 今 年 で

正月にこたつに入って食べ

店舗

るのが習慣となっています。
今年は市内業者の

８回目の開催を向かえ、福

て近所に配りました。これ

んを作って近所に土産とし

を増やして、柔らかい羊か

ってきました。

でいただける企画を毎年作

重ねるごとにお客様に喜ん

店舗集う

井県内でも恒例の真冬の食

にご協力いただき、大変賑

けにあまり高い物は購入で

イベントとなっている。

また、でっち羊かんだけ

真冬恒例イベントに

越前おおのでっちようかん祭り

•••••••••••••••••••••••••••••

ＡＮＡ京都クラウンプラザ

しなければならない事がわ

分量計も調べるとピンから

日（水）に

ホテルで開催致しました。

かり、その水分量も、合理

キリまであり、表示の為だ

年１月

今回の研修会は京都商工

的な根拠に基づいたもので

平成

会議所との共催で、食品表

なければ使用できない事が

きないので、５万円程度の

が大変おいしいとの評判が

く、三番目の水分量計を用

名参

示とＨＡＣＣＰについての
研修会を、組合員約

製品で良い物がありました
『でっちようかん』は水

でなく、いちご大福や市内

新春を彩る松本あめ市と

塚
軍
小
小
斉
川
組

本
司
信
松
国
輝
藤
口
雅
合 員 一

高
幸
彰
也
稔
丈
同

秋田県菓子工業組合

理 事 長

同

副理事長

同

専務理事

事務局長

秋 田 市 卸 町 三 ― 二 ― 七
㈲酒井商会二階
〇一八（八六五）三五三六
〇一八（八六二）七〇一五

外で冬の大野を満喫できる

雪灯篭や雪像を作り会場内

祭りでお客様が気に入った

えた。このでっちようかん

われ、祭りの開催に花を添

ターゲットにした試みも行

められるなどして各店手応

いまで販売期間の延長を求

時期だったが、３月末くら

うに組合員一丸となってが

降も大野を盛り上げれるよ

申し上げます。また来年以

電 話
ＦＡＸ

ようになっている。

福だるまを売る露店が多数

された。

の蔵シック館」で同時開催

は蔵の町で知られる「中町

一方「全国あめ博覧会」

出展し「福あめはいかがで

豆板、をはじめ各種飴類や

すか」という地元の子供ら

さ

江戸時代の市神祭を再現

～３月

行事予定

２月

日、第

回佐賀城下ひなまつ

りにて丸ボーロの製造、実

賀市

バルーンミュージアム、佐

演、 販 売（ 土 日 祝 ）、 佐 賀

し、いろとりどりな飴菓子

る

新春恒例の松本あめ市が

１都

約１００点の展示即売がさ

社が参加

の元気な声か響き、初春の

町は華やかな賑わいで溢れ

日、栄養成分ソ

た。

２月

由来した「塩取り合戦」な

れ、こちらも大変な人気で

合長・毎川利和

日、東北応援シ

マイスター日の本、盛岡市

３月７～

ョップ・被災地復興支援販

日、松和会技術

売会、京福電鉄嵐山駅、京

都市

２月

発表会、ＳＴＩＣビル

４階菓子作りホール、松江

市

日、東菓工・協

講習会、講師・糸井理沙（鳥

・小澤俊文氏（㈱コロンバ

２月

地元松本からは老舗３社

取県菓子工業組合事務局）

ン 代 表 取 締 役 ）、 上 野 精 養

日、第７回

力会新春講演会、講師

（山屋御飴所、飯田屋飴店、

・倉吉税務署、倉吉駅多目

フト講習会・軽減税率

を送ったという故事に由来

新橋屋飴店）が本年共同開

あった。

し、塩市がいつしかあめ市

～

いわてＳ１スイーツフ

ェスタ、岩手産業文化セン

日、菓子技術講習会、

ターアピオ、滝沢市

２月

講師・仲嶋真輝氏（千葉県）、

３月６日、菓子研修会、

軒、台東区

的ホール

日、山梨県

発した「信州産リンゴ入り

～

新作飴」を販売し、大会に

市

２月

センターかいてらす、甲府

菓子まつり、地場産業

２月

となって今日に至っている

花を添えていた。

２日間で約

万人が訪れた

大会実行委員会によると

城付近から中央通りを行進

務局長・牛越繁

長野県菓子工業組合・事

物詩でもあります。

足早く春を告げる正月の風

とのこと、松本あめ市は一

れ、沢山の人出で大いに盛

城下町一帯で繰り広げら

行われ、多彩なイベントが

んだ綱を引く塩取り合戦が

又、午後からは塩俵に結

した。

した市民の時代行列が松本

日には「七福神」に扮

敵将の甲斐の武田信玄に塩

11
ものである。

に、越後の武将上杉謙信が

松本あめ市は、戦国時代

どの企画が催され又、各町

県から

した「時代行列」や故事に

日、

で開催された。

日間にわたって中心市街地

今年は１月

日の２

全国あめ博覧会が開催

野

長

加のもと研修を行いました。 わかりました。その方法と

ので、組合員に使い方を含

の飲食業者を集めた『味物

今年度からは市外のグル

いつしか伝わり、丁稚さん

んばります。

が作った羊かんだったので

えを感じております。

ようかんのことで、福井県

各店舗の商品を後日お買い

内では大野、小浜の方で前

メを集めた催しや市内飲食

ただ５万円と言いまして

語』企画では温かい地元グ

め紹介を致しました。

『でっち羊かん』という名

者の呼び名が使用されてい

開催にあたり、関係機関

も、やはり家族経営の所は

のみなさまには心より感謝

福井県大野市菓子組合組

求めになるなどして、開催
前となったという説があり

前は１月終わりが販売終了
ます。福井の寒い冬、特に

店で同日開催された街コン

る。その起源は諸説あるが、

の主人が正月休みに帰る丁

企画などで主に若い世代を

その中のひとつに、昔、商

稚さんに土産として羊かん

ルメを、初日の土曜日夜に

負担が大きいとの声を聞き

応される、ＨＡＣＣＰの考

り、そのＤＮＡを間近に感

などは全国的にみて大変珍

は冬花火、商店街などでは

ましたので、組合でも一台

売を見習うのに丁稚奉公と

え方を取り入れた菓子製造

じることができます。催事

県外では買うことができな

しいもの。前述の寒菊は製

風味の干菓子で、ちょうど
真冬に仕込みが始まり、年

31

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

購入し自由に使って頂き、

テラも通好みの一品とし

期の〝桃カステラ〟や〝桃

その長崎にあって、江戸

いので、ぜひ長崎の本店に

鎖国が続いた江戸時代
も、唯一長崎は幕府の直轄

に７回ほどしか製造されな
い極めて希少な製品です。
独特の文化を育んだ長崎
の街の未だに残る数々の珍

〒010-0061

り上がった。

いうものがあり、休みも年

て、かなり前からの予約が

求 肥 〟、 そ し て〝 鯉 菓 子 〟

後期の天保年間に創業され

行かれることをお勧めいた

しい菓子を、ぜひ彼の地で

越前おおのでっちようかん祭り

通りには、福あめ、板あめ

に二度、正月と盆だけ故郷
に帰してもらうだけの時代

成分表示の計算に役立てて

次に、製造に携わる従業

がありました。ある時、店

はもとより月餅などの中華

必要な名物となっていま

はじめとする独特の和菓子

た老舗が岩永梅寿軒さんで

長崎の中心部、有名な眼

します。

味わっていただきたいと思

地である出島を使った輸出

14

頂くことになりました。

名以下の所に適

菓子も多く伝わって、日本

す。当然東京や大阪などの

がある事を皆様ご存知でし

す。独特の和菓子である、

鏡橋の近くにある本店は、

います。

38

員が常時

の技術と融合し伝統的な菓

岩永梅寿軒様

長崎は異国情緒あふれる

子となってきました。

があります。出島交易は主

〝もしほ草〟や〝寒菊〟な

古き良き長崎を伝える素晴

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

風光明媚な港町として知ら

長崎県

れていますが、カステラを

にオランダを相手国として

どは長崎独特の和菓子とし

らしい佇まいをされてお

造に一年近くを要する生姜

いましたが、この時代に南

て貴重な歴史を今に伝えて

ょうか。

蛮渡来という様々な外国の

います。もちろん長崎カス

講師・本間紀之氏（県

食品研究センター専門研究

～

日、黒糖プ

員）、県食品研究センター、

加茂市

３月

コンコース、鹿児島市

ン ト ）、 鹿 児 島 中 央 駅 ２ 階

産黒糖菓子試食・販売イベ

ロジェクト（鹿児島県

21

入交易がつづいていた歴史

14

井
福

ものが日本ではここだけ入

島根

東京

20

11

20

13

佐賀

鳥取

24
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20

24

24
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22

23

新潟

鹿児島
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山梨

岩手

尾関 勇
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っていたのです。カステラ

松本あめ市

食品表示とＨＡＣＣＰについての研修会
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お菓子の「オカヤス」
お菓子の「オカヤス」さ
素材を広く圏外にも発信す

近年では「西尾抹茶」の
出店を行っています。これ

協することなく納得のいく

す。しかも、限定で予約の

うなパフェを作っていま

た。
任されたオーナーシェフ

みの販売です。

んのオーナーシェフ、岡安
も「西尾抹茶」に特化した

ぎ着けました。オープン当
「刈谷ハイウェイオアシス」

コラボでお菓子を作った

」とうれしそうにおっし

取材にお邪魔した時も

お菓子作りと、強い経営理

てくると、お父様は完全に

り、呉服屋さんや居酒屋さ

他にも、地元の地酒との

ると共に、観光マーケット

まず、地元の道の駅や、

にも参入して拡販に努めら

且憲さんは、高校を卒業と

て、すぐさま店の改装の準

高速道路のサービスエリア

且憲さんは、今までに勉強

同時に、東京、大阪、ヨー

備に入り、店名まで換えて

してきたことの実践とし

ロッパで修行し、お父様の

バタバタの状態で開店にこ

地元洋菓子店、お菓子の「オ

んとのコラボでお菓子を作

「西尾抹茶」をお菓子に託す
経営する実家の洋菓子店

「この後テレビ局の取材が

今回ご紹介するのは、西

「ＴＳＵＴＡＹＡ」に帰っ

念を持っているからこそだ

尾市から「西尾抹茶」をお

れています。

西尾市といえば、愛知県

菓子に託して発信している

あ る ん で す よ。 パ フ ェ の

中央部を北から南へ流れる

と思います。

矢作川流域の南端にあり、
抹茶の生産量日本一を誇
に、西尾抹茶の生チョコレ

ゃっていました。

まだまだ店の歴史は浅い

ですが、郷土を愛し、地元

ート「和華（わか）」、茶葉

の食材を愛し、人を愛し、

初から、西尾の特産品であ

次から次へとチャレンジし

る「西尾抹茶」に着目し、

ったりもされています。

ていく、将来が楽しみな若

一線を退きそれまで使って

とりあえず何でもやって

いたお菓子のレシピまで処
を食べた鶏が産んだ卵を使

みて、結果は後からついて

カヤス」さんを紹介致しま

ったプリン「茶っぷりん」

す。
様々な製品に挑戦し発売し

など、名前もとてもユニー

る。また「三河の小京都」

分するという徹底さで、且
てきました。

として知られている。

憲さんにバトンを渡しまし

バイヤーとも対等の立場で

子のみの品揃えで勝負し、

「西尾抹茶」を使ったお菓

出店し、ブランドを武器に

最近では、複合店舗へも

基本的な操作の仕方を、実

のは当たり前のケーキのよ

こだわり抜いた、美味しい

ケーキ職人が視覚、味覚に

けれども、この店のものは

世間には「パフェ」は多い

ているのが「パフェ」で、

そして、今一番力を入れ

に実践的な講習となりまし

計算をしていただき、非常

などの実例に即した入力・

頭武司

がとうございました。

ご協力下さいまして、あり

たいものです。お忙しい中

販売に携わる我々も見習い

とが望まれます。菓子製造

きオーナーシェフのお店で

話して、条件面で決して妥

際にスクリーンにＰＣ画面

た。

くる。たとえそれが失敗し

へ行き渡った経緯もあり、

を映しながら説明していた

クです。

参加者の中にはＰＣと栄養

だきました。

「オカヤス」さんの様に、

リコの武田氏より、ソフト

成分計算ソフトを持参して

した。

の使用方法について講習を

きた方もいたので、ソフト

ても「縁」ができ、それが

応するための菓子業界用の

行っていただきました。注

次の「縁」を生んでくれれ

栄養成分計算ソフトがあり

文していた計算ソフトが今

他にも、西尾抹茶を使っ

ます。今回参加された各事

の起動から設定の仕方など

て焼いたふわふわの「西尾

業所のほとんどの皆様がこ

回の講習会直前に各事業所

地元の名産品、素材を全国

ちらの計算ソフトを購入済

ばよしとする、そんな考え

みであるために、ソフトの

抹茶ロール」など、おやつ

ことで、栄養成分計算ソフ

制作会社の方を講師として

に発信することにより、地

トの操作も必要となりま

域全体の活性化に繋がるこ

す。正しい表示でお客様に

お招きしました。

で経営や新商品の開発に力

県工業技術センター講堂に

講習の内容としまして

を注いでおられます。

て、栄養成分表示及び新食
安心安全な、組合員のお菓

は、まず徳島県庁安全衛生

菓子とお手軽に食べてもら

品表示法ならびに栄養成分

子を食べて頂くために、こ

課の植田氏より栄養成分表

って、ファンの獲得に努め

計算ソフト使用方法につい

の度の講習会を開催するに

示及び新食品表示法につい

月７日、徳島

日は

社

こととなりました。主な変

も、全国菓子工業組合連合

るための計算ソフトの中で

新たな栄養成分表示をす

制作会社である株式会社デ

引き続き、計算ソフトの

きました。

を分かりやすくお話いただ

移行のための猶予期間など

栄養成分計算ソフト講習会

社

後半では、商品や原材料

名を越える参加者
50

年

年より新食

更点は、①栄養成分表示義

会が推奨する、各事業所が

40

平成

た。平成

加工品は平成

務化②製造者固有記号制度

フレキシブル且つ迅速に対

表示基準に基づく表示への

の見直しなどです。新たな

者がありました。

50

栄養成分表示も加えられる

品表示法が義務付けられる

40

11
32

27

30

川田浩司

子屋の仕事委員会委員長・

徳島県菓子工業組合・菓

した。

い有意義な講習会となりま

ことができ、大変解りやす

答にもしっかり時間を使う

けておられました。質疑応

も真剣な眼差しで講習を受

いうことで、参加者の皆様

安心安全を数値化されると

とされ、消費者にとっても

各事業所にとって必ず必要

予期間中であるとはいえ、

現在は表示法適用まで猶

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

ています。

ての講習会を開催しまし

至りました。事前に徳島県

て説明を受け、栄養成分表

愛知県菓子工業組合・鬼

年に施行された

菓子工業組合員や関連企業

示の義務表示事項や、食品

栄養成分計算ソフト
つ 講習会
使用方法 いにての

「新食品表示法」は現在猶

名を越える参加

の皆様にご案内を出し、当

お菓子の「オカヤス」

予期間中ではありますが、

西尾抹茶ロール

!!

知
愛
島
徳
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第959号

年）

月

ゼ リ ー」） を 開 発 し 商 品 化

ル」と「もちっと土佐文旦

いずれも焼き菓子で、土佐

２品が選ばれました。２品

いのアイデアから厳選し、

菓子協会の共同によりお互
がら、販路拡大につながる

っていってほしいと願いな

円

仕の気持ちを持って製造直

のお客様に恩返しと地域奉

岡埜栄泉上尾店では地元

越しの際、またどちらかで

なっております。高知にお

の菓子が開発され商品化と

この２年間の間に４種類

た。

つ試食させていただきまし

間にも及ぶご苦労を感じつ

ございます。お２人の半年

努力の上に完成した商品で

菓子協会の門田氏両名のご

ては、当組合の刈谷氏・洋

運動公園を整備したのが功

埼玉国体主会場として上尾

が求められています。また

均年齢高くなり味覚の対応

齢化で県内平均より住民平

全国屈指若い街も急速な老

推移しています。かつての

が横ばいかやや微増に人口

ご多分に漏れず人口

万人

った市です。現在は全国の

年間だけで人口が４倍にな

し昭和の高度経済成長期

接する埼玉県中央部に位置

上尾市はさいたま市に隣

す。平鍋物はどら焼きの他

羊羹に切り替えて販売しま

蒸羊羹と黒糖羊羹、夏は水

羹が好評で今の季節だと栗

ます。１００円包丁切り羊

になるように生産されてい

中心にお昼過ぎには売切り

ます。そのほか団子等朝生

産個数限定にて販売してい

円で毎日生

供したいとの事で小振りな

様に敢えてご奉仕価格で提

です。看板商品を地元の皆

の看板商品もやはり豆大福

思い浮かびますが、上尾店

６―

住所・上尾市富士見２―１

ん一度いらしてください。

かで良い住宅地です。皆さ

く現在は恩給街のような静

す。上尾市は自然災害も無

忙しくとも励みだそうで

を召し上がって下さる事が

客様が気軽に笑顔でお菓子

しい時期になりますが、お

らお花見の串団子と春の忙

です。うぐいす餅・桜餅か

を提供し続ける所存だそう

掛けてなるべく安く和菓子

売のアウトレット販売を心

の人たちにも知ってもら

日には、ホテ

げたい」という談話が掲載

本年２月

された。

ルニューオータニ鳥取で記
念式典と祝賀会、そして記
念講演会を開催し、１００
周年を締めくくる。記念講
演は船井総研の田中渉氏に
「地域菓子店のあり方」に
ついてお話をしていただ
く。この式典には鳥取市長
のご臨席をいただくことに
なっている。
鳥取県菓子工業組合理事
長・小谷治郎平

です。なるべく安く提供し

にきんつばと六方焼が好評

事長兼専務理事・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

◇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

局長・森下広和

たいとの事で両方とも

で販売します。焼き菓子は

一粒栗まん一種類の販売で

すが１個１７０円です。包

井俊夫店主に聞きました。

０円で販売します。

岡埜栄泉と言えば豆大福が

駅まで徒歩

営んでいます。

お目にすることがございま

を奏したのか大相撲や陸上

今回の開発にあたりまし

ります。

したらご賞味いただければ

選手を多く輩出する環境で

の食材を生かした安心安全

ｇ

幸いです。今後、高知の「新

な食品であることを、東京

がら１個

しい土産物菓子」として育

藤縄真委員長（玉田や社長）

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

よう期待しております。
高知県菓子工業組合事務

岡埜栄泉上尾店

地元にご奉仕の気持ちで

•••••••••••••••••••••••••••••

につなげることに成功しま

文旦の果肉と果皮から作っ

した。
その実績も踏まえ、今年
たジャムを原料に「土佐文
旦×チーズしっとりサブ
今回は上尾市の岡埜栄泉

住宅街に岡埜栄泉上尾店さ

も
) 同じく

上尾店さんを紹介します。

年度

レ 」「 土 佐 文 旦 × チ ョ コ さ

同店は新宿・岡埜栄泉さん

平
(成

「土佐文旦」を使用した第

くさくスフレ」という、ど

度

商品の開発」に公募し、高
２弾の新たな土産菓子の開

ちらも文旦特有の味や香り

「新たな土産物となる加工

知市が取り組んでおります

～パート２～

新しい土 産 菓 子 の 開 発

昨年（平成
日（水）に、高知市におき

発に取り組みました。それ

まして全菓連中四国ブロッ
知県菓子工業組合が指名を

により２種類のお菓子が完

んは立地します。お話を新

今回は当組合と高知県洋

表の運びとなりました。

装が要らないと言われるお

受けました。それに伴い、

の暖簾分けで上尾店として

城北玉田やの生姜せんべ

スポーツが大変盛んです。

ク会議を開催いたしまし

委託事業として高知を代表
を楽しめる菓子となってお

い。宝月堂の砂の丘。亀井

客様には栗まん単体で１５

た。多数の方々のご来高を

月に公開発

２０１８年に鳥取市菓子

堂のラスク。亀甲やの鳥取

分くらいの

賜り盛大に行うことができ
成。平成

（「土佐文旦クランチピー

年

とする柑橘類の「土佐文旦」

年度より高

を使った２種類のお菓子

ましたこと、心より有難く

さて、平成

製造組合は創立１００周年

ブランケーキ。ホテイ堂の

このフェアは「日本海新

の「鳥取のお菓子は、地元

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。

感謝申し上げます。

土佐文旦を使ったお菓子

を迎えた。創立は１９１８

六方焼。組合員のお店の主

聞」紙上においても紹介さ

い、販売促進・拡大につな

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

鳥取市菓子製造組合 百周年

年２月８日。創立時は「鳥

で記念フェア開催

取市菓子同業組合」という

力商品を販売した。そして

アンテナ
ショップ

名称だった。昨年、菓子製

他の組合員のお店の２００

東京の

造組合では１００周年を記

配り、東京の消費者に鳥取

念してイベントを開催した。 円相当のお菓子を来店者に
組合創立１００周年記念

ップ「とっとり・おかやま

れ、記念事業実行委員会の

る。

のお菓子をＰＲしたのであ

月

日に、東京

フェアを

新橋館」で実施した。玉田

－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。

（オプション）

11

10

60

20

（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）

3. 食中毒休業補償保険

（オプション）

60

22

（リコール費用担保特約）

4. 施設賠償責任保険

＋

2. 初期対応費用担保特約

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

18

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

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

制度の概要

30
30

80

岡埜栄泉上尾店のお菓子

10

やのピーナッツせんべい。

組合創立 100 周年記念フェア

12

30
29
26

都港区にあるアンテナショ

11

● 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）

玉
埼

10

知
高
取
鳥

第959号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（７） 平成31年２月15日

会社を守る労務リ
ス ク 対 策﹁ 休 職・
メンタルヘルス﹂

は︑問題ない︒ただ︑今の
事象でいうと就業規則をお

その③
と休んでは出てくるような
ことを繰り返す方がいるの

休職命令書

伝えることは書面で伝える︒

しい︒そのために最低限︑

円である︒それを超えた請

るのはアバウトだが一千万

る︒復職の判断は会社がす

復職させた責任が会社に来

労災を起こしたりすると︑

ら︑またメンタルになり︑

というので来てもらった

うことだ︒﹁私︑頑張ります﹂

断は︑会社が決定するとい

使うようにする︒復職の判

自主的な退職という言葉を

しくは﹁合意退職﹂という

か ね な い︒﹁ 自 然 退 職 ﹂ も

ろなトラブルの原因になり

言葉を使うと︑今はいろい

おく︒また︑﹁解雇﹂という

退職とすると文言を入れて

復していない場合は︑自然

業務を遂行できる程度に回

健康時に行っていた通常の

また︑復職ということで︑

ちんと休んで戻ってきて欲

病になってしまった時︑き

懸命に働いてきた人が心の

ほしいわけではなく︑一生

る︒人手不足なので辞めて

復に努めてください﹂とす

いて︑最終的には﹁健康回

振り込んで下さい﹂等を書

中に発生する社保は会社に

無給になります︑休職期間

まで休めます︑休職期間は

ス が あ る︒﹁ い つ か ら い つ

何で？﹂と相談に来るケー

家族の方は﹁聞いていない︑

書﹂を本人に交付しないと︑

ある︒その中で﹁休職命令

時も家族が連絡する場合も

も家族が出てきたり︑休む

最近の若い方は︑採用の時

を出すことを勧めている︒

ａｃｅｂｏｏｋにアップし

かっこいいからと自分のＦ

保険で死亡した場合︑おり

来ている︒政府労災︑労災

たが︑大体これに近い額が

された内容証明を何件か見

４千５百万になった︒請求

い︑もろもろ足していくと

益にされて３千４百万円使

である︒最終的には遺失利

級という判定がされた事例

るような労災事故として９

る︒心の病で︑それに類す

したことが大体９級にな

親指以外の２本の指を欠損

親指を欠損した︑もしくは

れた︒怪我に置きかえると

れ︑後遺障害９級で認定さ

ンタルになり︑労災認定さ

実際にあった事例で︑メ

高い︒

的に緩い方に行く可能性が

だきたい︒

険性があるので︑見ていた

当する場合はパワハラの危

境用があって︑３つ以上該

がある︒管理職用と職場環

るパワハラチェックシート

ている︒厚労省が作ってい

教育していくことが言われ

ない会社である﹂と宣言し︑

ちの職場はパワハラをやら

出しているひな形にも﹁う

うまくいかない︒厚労省が

しないと︑やれと言っても

パワハラはやらないと宣言

ろあるが︑トップがうちは

パワハラ対策にはいろい

とが必要︒就業規則から分

べ︑具体的な項目を出すこ

るべき社員像を思い浮か

まりありがたみがない︒事

の中に入っているので︑あ

事故手当があるが︑基本給

求が乗ってくる︒企業にと

くので︑そうしたもので複

アケースかもしれないが︑

てしまった︒入庫したお客

先月号より続く︒
危険性がある︒

ことを勧める︒これは頑張
る人に対し﹁病になる前に
休んだらいいのでは﹂のと
いう言い方をしている︒ま

約法で︑会社にとって耳の

が︑ほぼ﹁さあ﹂という経

れ く ら い 休 め ま す か？ だ

り︑休職をされた場合︑ど

場合︑メンタルで休まれた

く社長に伺うのは﹁御社の

心の病の話をする時︑よ

そのあたりの制御にもな

断書を出します﹂と言えば︑

く︒﹁ 会 社 の 様 式 に よ る 診

いろな精神的な病名がつ

だ︑統合失調症だ﹂といろ

﹁体調が悪い﹂と言うと﹁鬱

の知っている医者に行き

診断書を提出させる︒自分

た︑会社指定の用紙による

痛い言葉は︑安全配慮義務

営 者 が 多 い︒﹁ 何 カ 月 だ っ

る︒また︑勤続年数によっ

メンタルヘルス
対策・休職の規定

である︒生命︑身体を確保

け な あ ﹂﹁ 休 め た っ け？﹂

使用者の責任

しつつ︑労働することがで

と言う︒もともと就業規則

年にできた労働契

きるように必要な配慮をす

平成

る︒このため︑何か事が起

載する︒離職票は︑社員が

欄にチェックし︑事由を記

す﹂と言われたら﹁その他﹂

目にチェックをお願いしま

いので︑離職票の解雇の項

から﹁失業保険をもらいた

言ってきた︒退職する社員

らえるので納得します﹂と

解雇なら失業保険がすぐも

か︒解雇ということですね︒

れは辞めろということです

ていたところ︑本人から﹁そ

問題社員に退職勧奨をし

が起きている︒このため﹁そ

ユニオンに行くという事件

が︑そのコピーが弁護士や

ローワークに出すのがいい

解雇の欄にチェックし︑ハ

失業保険をもらうために︑

り︑言ってくる地域がある︒

格者でもらえると知ってお

ックをもらうと特定受給資

以上に詳しく︑ここにチェ

いのは︑外国の方が日本人

たがる人が多い︒最近︑多

ので︑チェックしてもらい

合で首を切ったことになる

など︑条件がよい︒会社都

ものが３３０日分もらえる

いう言葉が出てきた︒この

きた段階で﹁解雇判断﹂と

労働契約法が平成

年にで

れば解雇できる︒しかし︑

し︑手当あるいは予告をす

労働基準法上は条件を満た

解雇できます﹂と言われた︒

カ月分の予告手当を払えば

た︒労基署に相談したら﹁１

いう規定があるので解雇し

良の場合は解雇できる﹂と

就業規則に﹁勤務態度不

ることになっている︒

とが︑実は自分の首をしめ

た瞬間︑裁判の時の資料に

雇という言葉を社長が言っ

ぼ録音されているので︑解

を求めてくる︒会話は︑ほ

ですね﹂と解雇という言葉

ると︑社長に﹁それは解雇

弁護士やユニオンの方がい

例を見ると流動的である

るかは︑今はいろいろな判

したことが裁判で認められ

くが︑だからといって解雇

上したら解雇します﹂と書

難 し い︒﹁ 連 続 し て 何 日 以

ラブルになることがある︒

労働契約法で不当解雇がト

ら︑ぱたっと止まった︒レ

指導記録表を一度出した

口頭で注意していたのを︑

すよ︑注意して下さい﹂と

はこういうように指導しま

いうことがあったから︑私

で具体的に﹁あなたはこう

る︒指導記録表︵始末書︶

残しなさいと言われてい

ず︑指導したという履歴を

までの

日本ヘアカラー協会が出

合わせ︑うちはこういう会

離して配付し︑朝礼で読み

無事故手当を米の現物支給

ら︑減らない︒ある会社は

故を起こしても基本給だか

という言葉を発することが

クであるが︑基本的に解雇

で書いておくのもテクニッ

就業規則の中に箇条書き

かがあったからすぐ解雇せ

と︒勤怠不良型の場合︑何

のための材料を集めるこ

直すことと︑いざという時

問題社員の対応は教育し

服務規律は︑一般的に就

ダメだったと話ができる︒

れた時︑教育したけれども

ると︑トラブルに巻き込ま

会社が証拠として残してい

をつけなさい﹂と警告する︒

ことがあったから︑以後気

はこういうことでこういう

は︑指導書で一方的に﹁君

装・髪の毛に至るまで会社

め て く だ さ い ﹂︑ ま た︑ 服

め ま し ょ う ﹂﹁ Ｓ Ｎ Ｓ も や

﹁公私ともに飲酒運転をや

として当たり前のことで

しめる︒服務規程は︑社員

とルール化し︑社員に知ら

﹁うちの会社はこうだよ﹂

し︑浸透をはかることだ︒

する指導は服務規程を配付

ようなことから︑服務に関

のか﹂と悩んでいる︒この

言わなきゃいけない時代な

んな細かいことまで社員に

ームが来たが︑社長は﹁こ

れ︑いい気はしない︒クレ

勝手にＳＮＳにアップさ

出社します﹂と言った︒

でした︒明日は６に戻して

みません︒そういうルール

と言い︑そのキャストは﹁す

で︑今日は帰ってください﹂

ちのルールは６〜１なの

ベルスケール９だよね︒う

トが出社した時に﹁君はレ

う場面に遭遇した︒キャス

る︒私が伺った時︑そうい

ベルであると規定してい

近い方が︑自分の会社のレ

中で髪の毛の色は６〜１に

定に整備されている︒その

バイトでも︑服務規律は一

くなる︒某リゾートはアル

は真っ黒で︑だんだん明る

髪の毛の色の表がある︒１

か？﹂と言われた︒

でいて︑どうしたらいいの

くしていたら６カ月も休ん

聞いたら﹁無いけれど忙し

定としてありますか？﹂と

月 休 ん で い る そ う だ︒﹁ 規

２社から手が上がり︑６カ

いますか？﹂と聞いたら︑

メンタルで休んでいる人は

た︒経営者

人に﹁御社で

仕事をするのかと思ってい

ンタルなら辞めて︑ほかの

で休む方がいることだ︒メ

て驚いたことは︑メンタル

界の若い経営者の方に聞い

最近︑運送会社や建設業

な手を使って社員がのびの

だけではなくて︑いろいろ

が減ってきた︒手当は縛る

となって︑その会社は事故

なかった︑安全運転してよ﹂

したから︑米が送られてこ

が﹁お父さんが事故を起こ

事故を起こしていた︒家族

どうしたのかと思ったら︑

は米が送られてこないので

みがわかるそうだ︒ある月

で︑無事故手当のありがた

さんは事故を起こさないの

だ︒米はもらえるし︑お父

した︒すると奥さんが喜ん

に変え︑自宅に送るように

が２年間で

回遅刻した︒

れば︑別紙にする︒

ある︒もし作られるのであ

項目入れているケースが

業規則の中にそのまま

会社を守る労務
リスク対策
﹁服務規律﹂

〜

としてのルールを決めてお

書面で残す︒バスの運転手

かないと︑今の時代︑一方

また︑運送業はいろいろ

な手当がある︒その中に無

大切だ︒

びし︑ルールを守ることが
自動車修理工場にスポー

服務規程の見直しは︑あ
ツカーが来たので︑社員が

している︑１から

社だと伝える︒

パワハラ対策

らい多大な請求が来る︒

って会社の存亡に値するく

てどれくらい休めるか段階

数日休んだ場合は︑通算す

る︑と明記する必要がある︒

口だけではなくて書面に残

様からしたら︑自分の車を

休職の場合は﹁命令書﹂

で設定する︒また︑鬱︑そ

なってしまう︒経営者は感

すことは大事である︒従業

で︑防止になる︒

の中で︑休職の規定は義務

う鬱︑統合失調症など心の

ることにしておく︒ちょっ

情的に解雇という言葉を使

員が印鑑を押さない場合

持ちであれば﹁完全な労務

ではない︒古くから就業規

当であると認められない場

わないことがトラブルに巻

提供ができない人は︑休ん

こった時は﹁安全配慮義務

則を作っている会社でこう
病は︑似たような病名が付

合は︑民事に行き︑訴訟に

き込まれないやり方である︒

会社の負担／損
害賠償額

違反じゃないですか﹂と労

した規定が入ってないこと

ってユニオンや弁護士に行

発展する︒これが今多い︒

で下さい﹂と規定を入れる

働者側あるいは弁護士を伴

資格者という名前で︑失業
って請求される事例はない

労働基準法上はよくても︑

ハローワークに持っていく

の他﹂欄の事由に具体的に

解雇が客観的に合理的な理

15

る︒

と失業保険がもらえる書類

記 入 す る︒﹁ 退 職 勧 奨 に よ

由︑あるいは社会通念上相

会社を守る労務
リスク対策
﹁制裁・解雇﹂

である︒そこに解雇という︑

る合意退職﹂という書き方

問題社員の対応

要は事業主からの働きかけ

をすれば︑そのコピーを持

30

問題社員の解雇
問題

によるものという欄にチェ

20

10

90

20

ックしてもらうと特定受給

61

20

スク対策セミナー﹂をテーマに講演会を行いました︒

ったユニオンが言ってくる

保険が１週間後にもらえ
ようだ︒本人のためにと思

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）

い︑解雇でチェックしたこ

経営者が今、取り組むべき
労務リスク対策セミナー

日分しかもらえない

ー︶を講師に迎え﹁経営者が今︑取り組むべき労務リ

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

平成31年２月15日 （８）
いニッセイ同和損害保険株式会社

（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第959号

（９） 平成31年２月15日

菓

（毎月 15 日発行）

聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）

新

第959号
東京商工会議所では工業部会講演会において小

澤俊文氏︵株式会社コロンバン代表取締役社長︶

を講師に迎え﹁社員の可能性を信じる〜コロンバ

なかったので︑銀行に入っ

ン挑戦の軌跡〜﹂をテーマに講演を行いました︒

てから猛勉強した︒不況の

ある︒金融など勉強してい

いく時代︑皆さんも翻弄さ

時代だったので融資から覚

世の中が大きく変わって

れていると思うが︑私の会

社は安全であることを説明

社はコロンバンという中小

する︒そのことは取引先を

えるより︑回収の仕方から

ところが︑当時の金融庁

守る︒我々の仕事は銀行を

企業のお菓子屋である︒昔︑

はどこかの銀行を統合し

守るというより︑取引先を

勉強する銀行員だった︒

て︑自由再編させなければ

守る仕事だった︒銀行時代︑

務になった︒それまで普通

そういう企業は︑あまり世

ならないので﹁そういう人

こういうことを経験し﹁コ

界情勢に影響されなかっ

い﹂となった︒それまで大

たちの格付をできるだけ落

ロンバンという会社の再建

た︒最近はどんな中小企業

蔵省は︑ほとんど銀行の本

とそう﹂となり︑４を５に︑

をしろ﹂となった︒

３６５日︑事件が
起きない日は無し

店の企画部という大きなと

５を６にして︑金融を健全

にテストを受けて昇格とい

平成４年︑築地支店の勤

ころを検査すれば︑一事が

化していった︒我々は金融

コロンバンという会社は

でも︑世界情勢の変化に影

万事許された︒しかし︑我々

先輩方が何人か行ったらし

響を受ける時代となった︒

の時代は許されなくなり︑

庁の職員に１社ずつ説明し

いが︑ことごとく追い返さ
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三和銀行に就職

その後︑中目黒支店長や

なくてはならない︒出てい

う一般的な銀行員をしてい

支店長みずから︑金融監督

いのは支店長と両側の補佐

私はもともと︑菓子屋で

亀戸支店長をした︒支店長

庁の担当者と面前で対応す

たが︑築地支店の副支店長

るようになった︒何百社と

年大学を卒

になった時︑金融大不況が

れた︒コロンバンは︑私の

49

はない︒昭和

あり︑金融監督庁ができた︒

役２人だ︒補佐役は説明の

の時︑一番の不況を迎えた︒

いう取引先を説明しなけれ

銀行という組織は︑支店の

北海道拓殖銀行や山一証券

年にオイルショック

５年以上いてはならなかっ

その①

社員の可能性を信じる
コロンバン挑戦の軌跡
小澤 俊文 氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）

れまで︑あまりなかったが︑

己資本比率に入れる︒自己

なければならず︑それを自

より︑銀行は引当金を当て

目的だが﹁この会社はこん

た︒金融庁は落とすことが

らなくてはならないと思っ

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
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

う考え方だからだ︒生ケー

キは１日たったら廃棄す

る︒ゴミにするのは職業と

してよくないという考え方

は正しいが︑ビジネスとし

ては無理がある︒お客様が

選ぶ余地が無くなる︒また︑

いろいろなケーキを作る技

術も伝承されないので︑新

しいケーキができない︒技

術が無くなって︑職人がい

なくなり︑販路も無い︒こ

の会社をどう建て直せばい

いのか︒前の社長がしてい

たように︑あと３つ残った

年は持つか

工場を１つ１つ切り売りし

ていけば多分

もしれないが︑再生は無理

だろう︒最初︑この会社を

再生するのは︑かなり困難

だと思った︒

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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誰よりもお客様のことを知

５年間で山のように経験し

「お菓子の新しい食品表示
制度について（表示冊子）」

となる︒その格付に

えば詐欺事件︒簡単な話だ

た︒新宿の某事務所に単身

ないい技術を持っていま

お菓子の
新しい食品表示制度について

て︑

と︑当時︑契約書のコピー

資本比率４％は国内決済基

全菓連斡旋

なる︒こういうことは︑そ

やハンコ処理をファックス

乗り込んだこともある︒そ

20

詳しくは言えないが︑例

で送っていた︒誤送信をす

んなにいい研究があって

す ﹂﹁ こ ん な い い ビ ジ ネ ス

次々といい物が出ていま

モデルを持っています﹂﹁こ

だと︑この８％を割れば国

す﹂など金融庁の人が知り

準で︑８％が国際決済基準

際決済銀行として認められ

だ︒当時の三和銀行レベル

ったら︑警察に電話を﹂と

なくなる︒大変な事態であ

分待って出てこなか

いう経験を何度もした︒こ

うせざるを得ない状況があ

へ送っていいのか﹂と脅し

の時代︑あらゆるトラブル

り﹁

に来ることは︑日常茶飯事

る︒

ることがあり︑受けた側が

だった︒手形のぱくり屋や

処理を経験したことが︑今

﹁銀行がこんなものをうち

口座開設屋︑こういう方が

の私のベースになっている︒

得ない情報を示し︑この会

出てくるとややこしい話に

お客様を守るため︑
誰よりもお客様の
ことを知らなくて
はならない

25

業し︑三和銀行に就職した︒

中で支店長が一番偉いが︑

先輩にあたる元銀行員が

50

昭和

が起きた後で︑１年上の先

補佐ではなく︑資料を出し

１つは︑人がどんどん余っ

て片づけるためで︑基本的
い商品を作って増収増益を

ばならない︒この時︑金融

年︑社長として経営してい

監督庁の目的は査定で︑銀

ていくので︑新入社員を採

が倒産された時代だ︒大蔵

狙うのではなく︑１つ１つ

る仕組みが無くなり︑教育

省行政は︑銀行局︑証券局︑

た︒大先輩だから誰も何も

する仕組みも無くなった︒

た︒この規定があるなか︑

に支店長がしなければなら

工場を売った︒売り上げは

５年いたのは︑そういう店

行はお客様に対し︑格付を

落ちるけれども利益は出せ

トラブルが起きた時は副支

保険局とあった︒銀行局は

言えない状態が続いている

店長が前に出ていく︒築地

であったということ︒普通

なか﹁おまえなら何か言え

年入社の方は︑

内定取り消しなどがあり大

支店の５年間はそういう時

ない︒支店長がだらしない

51

業
輩で昭和

変な不況だった︒我々︑昭

と査定で全部落とされる︒

要は工場だけでなく︑トー

まであり︑一般的に１

タルでいろいろなものが無

しなければならない︒１か

るという減収増益経営を行

くなってしまった︒これが

ら

るんじゃないか﹂となった︒
った︒工場を売ればもとも

性善説︑証券局は性悪説と

私は銀行を守るというよ

と含み益があるので︑利益

年も続いてしまった︒

いわれた︒ところが︑金融

〜４までが正常︑５︑６︑

り︑お客様を守るためには︑

になる︒一方︑働く従業員

の店ではない︒大げさに聞

不況の時に主導した竹中平

７とだんだん問題になっ

は門倉が日本人の作った洋

こえるかもしれないが︑３

６５日︑事件が起きない日

蔵氏は性悪説で﹁銀行も悪

った︒このようなデザイン

コロンバンの第
一印象は﹁再建
は無理﹂

そんな時に私は最初︑監

査役としてこの会社に来

代だった︒当時の銀行は大

癒着など︑いろいろな問題

は無かった︒

日の丸に見えるケーキを作

る︒しかし︑

た︒２年目が管理本部長︑

蔵省の規定で︑お客様との

採用がなかった︒私は鉄道

があるため︑１つの支店に

は全く合わない︒門倉は悩

門倉が亡くなった後︑コ

てしていた︒

３年目に社長となった︒コ

も要らなくなるから解雇す

ロンバンの売上は右肩下が

私がこの会社に来た時︑

ロンバンの第一印象は﹁再

菓子と主張するためにした

りに下がった︒後を引き継

８つあった工場は３つしか

建 は 無 理 ﹂︒ 何 が 無 理 か と

のＯＢが

25

工

年入行組は︑大不況で

に行きたかったが︑金融機

ランス菓子を作ったのはコ

み︑どうしたらヨーロッパ

り前にある冷蔵ケースを最

いだ３代目の経営者は︑国

残っておらず︑５つの工場

いえば︑冷ケースを見ると︑

るので︑利益だけ出る︒こ

初に考案した︒こういう施

税庁から来られた方で僅か

が売られていた︒その間︑

ショートケーキとサバラン

ういう経営は再建の時︑短

設がないとケーキが作れな

な期間︑その後︑三和銀行

起こったことは︑まず工場

とモンブランの３種類しか

８つあった工場
は３つしか残っ
てなかった

いと言って︑電気屋にお願

年︑社長を務め

が無いから物を作れない︒

ない︒理由は︑売れないケ

門倉は斬新で︑今は当た

いして作ってもらった︒ほ

た︒その方は審査中心で︑

物を作れないから販路が無

ーキは売る必要がないとい

10

25

と伝えられている︒

かのお菓子もどんどん作

営業をして来なかったの

い︒職人がいなくなるので

25

期間することは普通にあ

北海道から九州まで８つの

で︑やり方が分からなかっ

作る技術も無くなる︒もう

52

年にわたっ

工場を持ち︑１４０億円の

たから︑全国に８つあった

年頃で︑

売り上げがあった︒ところ

工場を売っていった︒新し

り︑ピークは昭和

歳で亡くなり︑コロ

が︑

ンバンは転機となる︒

88

10

和

関くらいしかなかったので

ロンバンが最初である︒技

コロンバンの歴史

うな生地にクリームを塗っ

術を身に付け︑パリ・コロ

てケーキにした︒これなら

コロンバンは１９２４年

門倉はパリと同じお菓子

柔らかいし︑食べやすい︒

のお菓子を日本に根付かせ

を作ったが︑売れなかった︒

甘さも控えれば︑日本人に

られるか考えた︒それで︑

フランスのお菓子を食べる

合うお菓子ができると考え

ンバン東京支店という看板

伝えた人だ︒パリ時代︑当

と甘い︒生地も日本のスポ

た︒門倉は四角い鉄板に生

に設立された会社だ︒創業

時の一番人気店であるコロ

ンジ生地と違い︑アマンド

地を焼き︑クリームをサン

日本にはもともとカステラ

ンバンで勉強され︑世界で

プードルというアーモンド

ドして掛けて︑縦横に切り︑

を持って揚々として日本に

初めて︑のれん分けを許さ

を粉にした生地で︑たっぷ

長方形の形にして︑真ん中

者は門倉國輝という︒日本

れた︒パリ・コロンバン東

りと砂糖を使うものだ︒ヨ

に苺を置き︑上から見ると

があるので︑カステラのよ

京支店で事業を始めた︒

ーロッパ人にはいいかもし

帰った︒

日本にはもともと洋菓子

れないが︑当時の日本人に

で初めてパリに渡り︑本格

屋はあったが︑本格的にヨ

的な洋菓子の製造を日本に

ーロッパに渡って学び︑フ

小澤俊文氏

子

西日本食品産業創造展では「女性オーナーシェフ
に聞く」をテーマにパネルディスカッションを行い
ました。（敬称略）
先月号より続く。
うなってこうなるんだな

する目標があったので、つ

できる気がしました。店を

あ」と自分で頭の中に想像

池田龍二（パティスリーミ

らいことはあったと思いま

つらいと思ったこと

年やられて、
すが、そんなに感じません

ュ ゲ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー）
東井さんは
何かつらいことはありまし

来ると思っているので、将

います。

ましたが、最近は就職活動

す。

働いていますが、今は人々

ンクも出せる場所を提供し

い。買い物ができて、ドリ

まいます。結構、長居をさ

多いと駐車場が埋まってし

たんですが、テーブル数が

カフェスペースをとってい

た。今の方は、自分の用事

む方はあまりいませんでし

土日は働きたいと言って休

す。５、６年前の学生は、

かにボランティアが大事で

でした。また、学校ができ

れほど危機感はありません

るとは言われても、まだそ

前までは、人口が少なくな

る感じがしています。

時間

の働くモチベーションとい

たいと思います。また、店

れるので、居心地のいい空

ありました。現在も

テップアップしていくこと

うか、メリット、デメリッ

をするコンセプトの中に、

だったのですが、段階をス

が大変でした。店を出して

ト考えた上での働き方で全

人を雇いたいこともありま

年ごとに波があ

す。店を始めてすぐは、６

からは、最初のころは、寝

時間前後し

然、変わっていると感じま

また、

時まで開けていましたが、

る時間がなかったり、製造

す。社員には

をする時、アルバイトのほ

山の中という場所柄なので

もマネジメントも経営も、

とって旅行に行っていま

池田

５時で閉店し、それから子

何もかもが自分の肩に乗

以前、うちも大きく

来的にはカフェを増設した

供を迎えに行くようにしま

年

した。子供を中心に店を回

松原奈央（パティスリー・

分楽になりました。

していく感じにしたら、大

ていくことが、やっと見え

り、うまくバランスを取っ

がありました。５年目にな

ればならないプレッシャー

り、従業員も雇い続けなけ

たいケーキをパートでも短

た。これからは、私の作り

ばいいんだと気がつきまし

う話を聞き、私もそうすれ

どパートで回していたとい

てもらっていますが、先ほ

赤江香名子（ケーキとパン

しいことはありません。

な店にできればこれ以上嬉

と人を雇って、もっと大き

があるので、将来的にもっ

ないから島を出ていくこと

した。若い人が働く場所が

従業員の問題です。うちも

東井

これから大きいのは

東井さんいかがでしょうか。

つかるのではと思います。

るので、何かいい方法は見

お茶を入れるスタイルもあ

はあまり…。今はセルフで

止めるのですが、経営的に

間を提供できていると受け

る保証はないので、また新

これから先ずっといてくれ

です。でも、その方たちが、

てくれて本当にありがたい

がほとんどです。長く働い

を卒業し、

今うちで働く方は専門学校

ができているみたいです。

がある時は休むという流れ

えましたね。以前は大手の

多様化しています。店も増

で買えるケーキも出てきて

ツに力を入れ始め、ネット

い前からコンビニがスイー

が来て、そのころは伸びて

げられてパティシェブーム

出して、テレビでも取り上

年くら

カプリチオ） 修業時代が

てきたので、今は周りへの

の 店 ち び ち び ） 場 所 柄、

セ イ・ ト オ イ ） 今 考 え る

東井みえ子（パティスリー
くなって、主人と働いた時

経ち、主人が平成７年に亡

時もありますが、販売は夜

るので、これからはそうい

方でも、仕事はたくさんあ

手にかからない

歳以上の

作ったりして、めまぐるし

手もオーナーシェフの店を

ーシェフの店が伸びて、大

いました。それが

大変だった気持ちがありま

時間労働の素人の方でも、

お客様がお茶をして帰りた

間よりも長くなりました

７時まで営業しています。

く変わってきていると思い

年目以上の方

す。厳しい店にいたので、

作れる方法を見つけていけ

が、従業員と一緒にできた

と聞かれることが多く、遠

お子さんのいる方は午前中

う方に働いていただいて、

ます。

年

感謝と日々ケーキを作るこ

るかで、もう正社員として

と、つらいことはそれほど

方から来られ、ちょっとお

つないでいけたらと思いま

いるので、お菓子に関連づ

までに努力する間ですね。

分がその店のレベルに合う

無かった気がします。とい

池田

池田

茶して帰りたいという希望

になりがちで、学生も以前

ます。

けられたらと思います。凧

この先

年後はどう

時間

私が修行していた時

、

す。

池田

壱岐に帰って開店さ

ケーキ屋はありませ

乳は入っていないの

地元で取れる特産物

卵は地元のものを、

人か居て、地産品で売れて

ケーキ屋が多く、オーナー

考えていますか。

れた後、開業された方はい

は結構長い時間働いてくれ

池田

しい人を入れて、教えるの

レベルが達したら、ちょっ

松原

ますか。

が多いので、主人と「何年

ドのお菓子が好きな方が多

は、使われていますか。

厨房に正社員が４人、パー

と任されるようになる。後

代、業界は長時間労働のイ

か後にはしたい」と話して

く、あえて選ばれる方もい

オープンしたころ

ームが主流でしたか。

入っていなくても、

らきなこをかけています。

また、１カ月前、岩田屋で

つか使えればと思います。

との融合が見えてなく、い

癖がなくて使いやすく、お

し餡を巻いたものに、上か

おいしいとは言ってくれる

りに作ったものを食べて、

と思います。ただ、もっと

物産展があり、私の店の商

を入れて、生クリームの代

わりにし、アトピー対応を

品も卸業者の方が持って行

るので、専用の工場で作っ

していました。ただ、生地

いしいです。果物はいちご

ってくれました。壱岐牛や

食べられないので、何が食

ているものを取り寄せて使

といちじくです。最近、小

焼酎、海鮮物、メロンも特

せんでした。

っています。

おいしくできないかと思い

豆島から移住をされた方

らいでした。ただ、焼き菓

べてみたいか聞いたら、シ

ますよね。

が、レモンを植えているら

ムに変わるく

ュークリームを食べてみた

がうまくいかないんです。

赤江

シュークリームもほとん

蒸しパンみたいな感じです

にアレルギーがあり、下の

子は当時から１つ１００円

池田

るんですが、卵がないとこ

近くで、クッキーは意外と

いそうですが、まだそこま

のために作っているチョコ

れ食べさせていいかなとい

らいの時でし

のでした。うちは今もカス

では…。

レートがあるのですか。ス

発想的には膨らませること

生チョコレートを作ったり

赤江

すか。

ルト生地の少しやわらかい

こく出しをしています。タ

赤江

どうしていますか。

う感じになって…。生地は

てもらい、どうか聞いたり

がいるので、目の前で食べ

られる子と食べられない子

反応を見ます。何でも食べ

作ったら２人に食べさせて

子はないんですよ。それで、

飛んで、兜に噛み付いたと

に行き、鬼の首を切ったら

んだこ）あります。鬼退治

松原

えば何ですか。

池田

かなと思っています。

しいので、そのうち使える

いけたらと思います。

けるようなお菓子を作って

外のところにも、持ってい

それを出しました。壱岐以

う塩を使ったものがあり、

ンカステラや焼酎ケーキを

産です。和菓子屋は、メロ

アレルギー対応の店
タードクリームだけです。

イートチョコレートだけで

ができるものはあります

バージョンのスポンジのよ

しています。食べられる人

いう言われです。絵師が何

そうですね。上の子
池田

りのシュークリームがはや

か。ベーキングパウダーも

池田

に近い意見が欲しいので、

シュークリームは全
部卵が要りますよね。でも、

り出したので、変えなけれ

アレルギーでしょう？

お菓子を作っていると、卵

うな感じです。スポンジは、

そこをきちんと言ってくれ

しています。
アレルギーの対応の

壱岐には、鬼凧（お

は、島卵のマドレーヌとい

作られています。私の店に
ばいけないかなと考えまし

赤江

フワフワにできませんが、

松原さん、壱岐とい
たが、うちはこの形でいい

は大丈夫です。専用の工場

を使えないことがこんなに

意外と男性の方がアーモン

生地はアーモンドで

と思いました。オープン当

大変なのかと思います。今

そうです。加工して

初から、全く一緒のシュー

で作っている特殊なベーキ

は大豆で作った生クリーム

ベーキングパウダー

クリームで、変えずに今日

ングパウダーがあるんです
赤江さん、アレルギ

よ。チョコレートも専用工
池田

まで来ています。

年くらい前、上がぱりぱ

皮は少しやわらかいです。

た。生クリー

米粉と豆乳のロールケーキ

ケーキとパンの店ちびちびの

ど生クリームの入らないも

アレルギーを持って

い要望が多いのです。店に

輩ができて、部下を教える

メージがあったと思いま

松原

がありますが、無い時代は

ます。

揚げ大会もあります。和菓

10

プリンも豆乳で作り

長時間労働をさせていく時

ところが、今まで来られた

ろいろなことに挑戦をして

時の悩みを知る。その次の

す。修行時代は

ん。次の方から追い上げが

白御飯に砂糖とバニラを入

子屋は皆さん包装紙や使っ

年後については？

うのは「こうなればいい」
要 因 だ と 思 い ま す。「 ご 主

もらいたいです。

レベルは、店のマネジメン

で全然眠れないこともよく

場のものを取り寄せていま

れて甘く炊いて、フードプ

赤江

ています。私がまだ洋菓子

シェフの店は少なかったの

人亡くなって大変だったね

赤江

トで悩みが出てくる。今と

ー対応として、取り組める

す。

福智のきなこも使っていま

です。何年か前からオーナ

が、目の前に見えてくる感

え」と言われますが、お涙

るため、子供たちと出かけ

なれば全て素晴らしい経験

ことは、ほかにもあるでし

池田

す。求肥に生クリームとこ

も必要だと思います。ある

じでした。主人が亡くなっ

頂戴的な気持ちはなく来れ

られないことが少しつらい

高いんだなあと思う感じで

ょうか。

いる子供たちは、今まで全

程度、年齢のいった子供に

てパートと私だけで、どう

たところがありがたいで

ので、年１回、長期休みを

した。今はギフトをのばす

ロセッサーにかけ、冷めて

然食べてないから、それな

トの女性が３、４人います。

にか店ができるかもしれな

す。これからは息子の時代

ムといえばイチゴのショー

ということでクッキーも焼

くるとでんぷんの粘りが出

厨房はパートでまかなえる

い、その土地に店が建てら

になるので、できるだけい

トケーキ、無い時期はメロ

ですか。

てくるので、もう一度空気

入ってきた時にすぐに、「こ

れるかもしれない。そう思

クリスマスもバラの花を絞

ンやマスカットという感じ

赤江

赤江

こではお茶はできないの」

った時「ここに建てたらこ

って作るバタークリームの

き菓子も増えています。当

洗浄しても残っていたりす

代ではない、と感じていま

年前はバタークリ

ケーキが、パンフレットに

でした。そのころはケーキ

ます。焼かないで、固めま

ベリーショート

16

50

10

15

土日も店を開けてい

東井
載っていました。ちょうど

す。私の子供は卵も小麦も

池田

は、バタークリームを使っ

時は、クッキー中心という

10

ことは、あまり感じていま

でした。気がついたら

自分が仕事に追いつかない

とへの喜びがあります。

10

10

１つ２００円するかしない

10

かで、高いのは２５０円く

たか。

13

ことがつらかったです。自

10

すぐ生クリー

その③

バタークリームから、もう

女性オーナーシェフに聞く

たケーキが多かったです。

40

40
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代表取締役会長

西日本食品産業創造展では、菊地唯夫氏（ロイ
ヤルホールディングス株式会社
兼ＣＥＯ）を講師に迎え「ロイヤルホールディン
グスの目指す生産性向上策と働き方改革」をテー

る大きな損失がある。これ
は利益を生み出さなくなっ
た資産を処分するための費
用である。このためなるべ
く投資を小さくする。アセ

その②
客様が施設を利用した時、

高齢化に親和性がある。お

コントラクト事業も少子

の事業を成長エンジンとし

に展開している。この２つ

やコンベンションセンター

人の集まる施設である空港

コントラクト事業は、外国

いるグループであれば安心

あのロイヤルホストをして

いだろう。逆によくなれば、

ない状態であれば、通らな

トの商品・サービスがよく

港の中に工場を持ち、搭載

にくい事業は機内食だ。空

参入障壁が高く、まねされ

う。我々のグループで最も

くという連続をしてしま

う。でも、外食ではコンサ

お客様はしかたないと思

５倍になりました。これは、

るからホテルの値段が１・

タレントのコンサートがあ

きられるスピードも同じよ

どんどん増えていけば、飽

はと思う。この業界は店が

多店舗化を急ぎ過ぎるので

ろな理由があるが、１つは

る。

食とサービスを提供すると

うに上がってくる。このた

くてはならない、もしくは

め、飽きられにくい開発を

使っていただいているお客

ートがあるからコーヒー３

いう事業である。従って高

ったが、去年は２００店舗

設を少しずつ増やしている。

ホ テ ル も 収 益 基 盤 で、

私どもは外食をオリジナ

様の満足を上げながら持続

千円にしますといったら、

齢者が集まる施設でサービ

を超え、タイ、インドネシ

我々の収益の半分近くを稼

ルとする会社なので、新し

性のある形でしていく。こ

車を用意し、高度１万ｍで

スを提供すればいいので、

ア、フィリピンにも展開し

会社である以上、収益は

いでいる。機内食と外食の

いものを常に生み出してい

れが、新しいロイヤルガー

の味覚・品質を保証しなけ

老人ホーム、病院などに増

ている。コントラクトはシ

大事である。私どもでは収

違いは、参入障壁のあるな

かなければならない。これ

デンカフェだ。今は７店舗

して任せられるとなる。こ

やしている。コントラクト

ニアをターゲットにしたヘ

益基盤として、機内食とホ

しである。ホテルと外食の

が新しい時代の対応の開発

だが、人気があるので、ど

れがブランドの源泉と言っ

はブランドの陳腐化に抵抗

ルスケアとシルバーに展開

テルを位置づけている。Ｑ

違いは、供給者側が価格を

と進化ということだ。ただ

うしてもっと出さないのか

て位置付けている。２０１

力があるかだが、そもそも

している。インバウンドを

ＳＡＩという権威のある団

ある程度コントロールでき

これを考える上で、本質的

と言われるが、出したら飽

２年てんやは１３０店舗だ

ブランドが必要ない。病院

ターゲットにした空港のタ

体から、世界に２２０ある

るかどうかだ。福岡でも新

な課題として業態の陳腐化

きられる。なるべく陳腐化

ットライトという言い方を

や空港におしゃれなレスト

ーミナル店もしているが、

機内食工場の中で品質と安

しいホテルがどんどんでき

リスクがある。新しいもの

しないようにする。外食産

先月号より続く

を満たす事業を成長させて
いった。これがてんやとコ

という会社は成長できるの

がよくなったら、ロイヤル

ロイヤルホストの既存店

るスピードによる投資の未

足が出てしまう。飽きられ

しまう。閉店すれば回収不

をすると３年で飽きられて

その時間が短くなり、下手

間利益を享受できた。今は

で投資回収が終わり、５年

化に抵抗力のある事業につ

それから、ブランドの陳腐

化に親和性はあるだろう。

ができたりした。少子高齢

時期、年金の支給日に行列

ての天ぷらを食べたいと一

ん、おばあちゃんが揚げた

たくさん来る。おじいちゃ

てんやはシニアの方々が

ントラクトだ。

かといえば、それだけでは

回収リスクを踏まえた上で

はお客様が支持した。５年

ならない。成長のエンジン

成長を考えるべきだ。

年ぶり前年超え」

てきたころ、新聞に「百貨

の世代だ。団塊の世代の人

消費していた人は今の団塊

ればならない。もう１つ、

スケアを増やしていかなけ

本が苦しいのは第２次産業

リスでも起きているが、日

る。人口が増加していくか

て経済も成長した時代であ

た。

で大きな役割を担ったが、

非日常のもので、おしゃれ

きられやすいのかといえば

いては、どういうものが飽

を作っていかなければいけ

ントラクト事業を成長エン
ジンに位置づけた。これか
らの時代、高齢化社会は進

歳を超

成長できる事業と
して３つの要件

ない。そこで、てんやとコ

成長エンジンを
作る

している。この３つの要件

ランができたから行こうと

実はここにロイヤルホスト

全性が一番優れていると表

ているが、稼働率が高い時

を生み出してもすぐに飽き

業は店を増やすほうが偉い

マに講演会を行いました。

いう人はいないだろう。そ

をロイヤルブランドの源泉

彰された。この領域を収益

期は値段が上がっている。

られてしまう。どこかで解

という雰囲気があるが、そ

し、最初から多店舗化をす

の施設を利用する人が食を

と位置付けるポイントがあ

基盤と位置付けている理由

これは需給環境に応じて価

消しないと新しいものは、

うではない。今ある店を維

二度と来てくれない。こう

求めて利用するのである。

る。例えば私どもは某航空

だが、外食は参入障壁が低

格をコントロールできる強

開発していくことができな

持していくほうが大事だ。

ればならない。凄い参入障

アセットライトという意味

会社の成田・羽田のラウン

く、新しいものを生み出し

みがある。ただ、やり過ぎ

い。陳腐化は競合がたくさ

ている理由だ。こうした施

では、コントラクト事業は

ジを受託している。航空会

てもすぐにまねされてしま

るとお客様の信頼を失うの

ん入ってくるなど、いろい

るのをやめる。ミドルサイ

基本的にオーナーが投資し

社にとってラウンジのお客

うので、利益率が低い。新

で、我々は比較的控えめに

ズチェーンは、一定の店舗

て、我々は受託するものだ。

様は大事なお客様で、ヘビ

しいアイデアがあって作っ

する。例えば来週は某人気

いうシチュエーションであ

最近もう１つ、要件を増

ーユーザーの方々が使われ

たが、競合他社がまねして、

る。いい悪いではなくて、

した。インバウンドに親和

る施設なので、信頼できる

価格競争となって消えてい

壁なので、我々の中では最

性のある事業で、てんやと

パートナーにしか任せない

も収益基盤になり得る事業

ライトという意味でも、て

コントラクトにはある。東

と思う。もしロイヤルホス

数になったら、それ以上増

な店だ。例えばマクドナル

んやは投資が小さいこと

京都内のてんやは、多くの

事業特性が違うので、それ

ドや吉野家は日常使いだか

と、フランチャイズ方式を

訪日外国人客が来ている。

だろう。

成長できる事業として３

ら飽きられない。ファース

使うことにより、パートナ

は新しいものを作れば

れた団塊の世代が

の生産性はトップクラスな

ら、経済成長も急速に進み、

口が増えている時代で、今

ただ、１９７０年代は人

く時、同じ産業化だけで考

これから人口が減少してい

え、ある程度将来の年金の

店業界

ミクスは２０１３年なの

このことが我々の経営に示

で、消費はその１年前から

歳を超え、そこにアベ

えていくのは、疑問を持つ

代になって

性は高い。ただ、この世代

は

べきだ。どういうものが持

と書いてあった。ロイヤル

の世の中で起きている低い

フローが見えて、財布の紐

生産性、働き手の確保の問

転換点を迎えている。２０

外食のニーズも凄いスピー

ホストと一緒だ。何か大き

ドで大きくなった。増加す

な同じような変化が起きて

のに、第３次産業の生産性

が少し開いたのではないか

は低いことだ。日本は世界

と私は思っている。団塊の

唆することは、今までして

１２年は東日本大震災の翌

きたことはある程度、適切

年で、そのころ新聞は結構

ノミクスの追い風で今の消

会社は何とか６年連続増

費が作られているという仮

収増益になり、良かったと

続可能もしくは持続性のあ

説に至った。正しいとすれ

題は、これまでの延長線上

いるのではないか。百貨店

るニーズに対応するための

世代は２百数十万人がお

で第２位だった１人当たり

「消費が回復している」と

のまま将来に向かって続け

な戦略だろうが、これをこ

いう話だが、ある時、我々

ば我々の増収増益が続いた

進国で最下位である。

る産業化なのかを考えるス

とファミリーレストランが

たら、どこかでまたボトル

での解決は難しい。しかも、

り、金融資産も比較的持っ

ネックが来る。このため、

大事なキーワードは、画一

書いていた。東日本大震災

ことも、追い風が吹いたの

のＧＤＰが落ちて、今は先

の戦略だけではないと気づ

だろう。

次号に続く。

良かった時代は、多分バブ

テージにいる。
ルのころだ。そのころ一番

人口が減少していく。これ

ている。この方々の財布の

はこれまでの産業化を否定

紐が開くのは、大きなイン

性・スピード・効率性であ

が起こり、家族とのだんら

る。１店舗ずつ手作りで作

んなど「絆」消費が生まれ

我々も外食産業としても

かされた。ロイヤルホスト

しているのではない。今ま

とてんやは２０１２年から

りますと言っていたら、そ

パクトである。１９４７～

う一度、産業化のあり方か

た。確かにそういう一面は

もう一度、一から考え直す

回復している。もし我々の

の間にライバルに顧客をと

１９４９年生まれだから、

ら考え直してみる。私ども

あったと思うが、絆消費な

ことが未来の話になる。サ

戦略だけが正しくて回復し

られてしまう。いかに早く

、

あり、外食の産業化は進ん

株式会社

大阪市生野区小路東五 ―
二〇 ―
四
ＴＥＬ 〇六（六七五一）三九一四
ＦＡＸ 〇六（六七五二）五四五七

オツカ工業

「あん」の機械一筋
製餡プラント設備・工事一式

の創業者、江頭ファウンダ

の方々が

から外食の産業化といわれ

兆円の市場を構築し

る。成熟とは大体そういう

で、

もので、アメリカでもイギ

ていたが、当時、人が増え

る。このため、我々はコン
年を超え、会社もよくなっ

トラクトのシルバー・ヘル

無理だ。去年から

90
とは何かが出ていたが、ロ

ービス産業は経済の

％を

３年間続けてその方々が消

新しい店を作っていくか、

らこんなに長くは続かな

ーは外食を産業化し、大き

たのであれば、外食の市場

超えているが、生産性が低

費を増やしたとしたら、間

もこの消費を続けることは

い。何らかの構造的な変化

え始めているので、どこか

80
イヤルの事業の内容と親和

70

65
年ぶりに既存店が前

70

産業化のあり方
を見直す

規模や全国の消費支出は下

その追い風はいつまで続

店舗展開するか。チェーン
くのか。日経に団塊の世代

理論やセントラルキッチン

違いなくインパクトがあ

といった理論的な裏付けも

な役割を果たした方だが、
る。私がそう思った理由は、

のか考えた。１９７０年代

その「産業化」は何だった

があったと考えるべきだ。

３次産業が大きくなってい

いと言われている。今、第
あくまでも仮説だが、２０

で縮小していく可能性があ

２次産業が小さくなり、第

がっていなければならな

の方々がお金を使いたいこ

歳を超

い。しかし消費も市場も２

２０１２年にロイヤルホス
を超え始めた年である。１

トが

歳

団塊の世代の財
布の紐が開く

収益基盤

つの要件を掲げた。先ず少

トフード的に活用できるて

ーと一緒にすることができ

やさない。その分既存店へ

行していく。それから、今、

子高齢化に親和性があるこ

んやは、ブランドの陳腐化

投資をかけ、その地域でな

外食産業がなぜ苦しいのか

と。次に飽きられにくいも

に抵抗力がある。アセット

ぞれの特徴ごとに戦略を当

といえば、新しい店を出し

の。３つ目は増収減益、減

てはめていく。

ても飽きられるスピードが

収増益で何年かに一度起き

菊地 唯夫 氏（ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ）

年

生産性向上策 と 働き方改革

早くなってきたからだ。昔

ロイヤルホールディングスの目指す
15

65

１２年は団塊の世代が

９４７～１９４９年に生ま

15

０１２年から回復してい
た。恐らく何らかの構造転

65

換が起こっていた。アベノ
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上げた道明寺を加え混ぜ合

❹③をボールに移し、蒸し

細かくして使用する。

良く絞って包丁の背などで

※冷凍よもぎは解凍後、

を加え混ぜ合わせる。

溶かし、冷凍よもぎと食塩

笹カップなどに入れて仕上

❼ポリシートで包装して、

ハケ塗りする。

小豆を添え、艶出し錦玉を

平に整え、中央に蜜漬け白

❻中餡を包餡してやや丸偏

休ませる）

め沸騰している湯に適量の

す。下茹ではアクを抜くた

野草なのでアクも強いで

く、自然の中で育っている

します。薬効成分なども多

先端の柔らかい部分を使用

で、固い部分は取り除き、

教師

凍よもぎを使用した道明寺

福本 圭祐

製のよもぎ餅を紹介します。

重曹を加え茹で、茹で上げ

日本菓子専門学校

よもぎ餅
げる。

ｇ

「五代目らしく」

フェを併設した小松島店を

子店舗の中にベーカリーカ

子を始め、現在五代目は菓

パンを追加、四代目は洋菓

子と食堂も始め、三代目は

•••••••••••••••••••••••••••••

絞って使用します。

わせる。

個分）

道明寺粉…………３００ｇ

【生地配合】（約

上白糖…………………

よもぎは古くから食用や
薬用として知られ、私たち

ハローディクス………
㎖

よもぎは繊維質が多いの

たらすぐに冷水にさらし、

の生活に深くかかわりのあ

水………………………

分

☆生よもぎの場合

る植物です。語源について

食塩………………１・２ｇ

体 に 浸 透 さ せ る。（ 約

❺途中で数回混ぜ、蜜を全

は「 よ く 萌 え 茂 る 草 」「 よ

ｇ

く燃える草」などいくつか
冷凍よもぎ（絞ったもの）
ｇ

※約８５０ｇに上がる

………………

の説がある。昔は草餅に母
子草を使用したといわれて
いるが、現在では草餅とい

がアーモンドパンの形で、

がある。小学校と連携した

ますが、自分自身では限界

店舗データ

白あんが中に入ったもの）

化を菓子教室で伝えており

うです。初節句のお返しに

出店と…時代にあったスタ

は、赤飯・菱餅・板カマ（装

【中餡配合】

イルに進化しております。

えばよもぎである。よもぎ

代表的な菓子「男狭磯」は、

り、全国和菓子甲子園の関

紅 葉 屋
やは徳島県阿南市に本店が

わりなど、ブロック長を機

御菓子処

今回は、来期より全菓連

は人気で、根強いファンが

に組合活動でも積極的に動

【工程】

多いそうです。イートイン

❶道明寺粉をかるく洗い、

飾が施された上等な蒲鉾）

スペースでは、月に一度の

水…………………３５０㎖

おさしと読み、日本書紀に

の三点が基本で、ひなあら

グラニュー糖……３５０ｇ

ある、明治４年創業の老舗

れ・雛ケーキも付ける方も

小豆生餡…………４００ｇ

青年部中四国ブロック長で

出てくる阿波出身の英雄

水…………………２８０㎖
約４～５分水漬けする。

で、男の海女さんだそうで
みじや小松島店」を紹介さ

進化してきました。創業時

す。他にも「浮亀最中」
「阿

おられるそうで…一組あた

です。ここの店舗は「もっ

子教室なども開催するそう

スイーツバイキング、お菓

店さんの取材させていただ

した。今回もみじや小松島

いていきたい」と仰ってま

分蒸す。

❸手鍋に水、上白糖、ハロ

り５，０００円から７，０

～

ｇ

００円くらいの組み合わせ

き、時代にあった進化で地

波太鼓」など、地元をモチ

域から必要とされるコミュ

ーフにしたコンセプト、こ

と気軽に立ち寄れる菓子店

ニティスペースになってい

は煎餅屋、二代目より生菓

を贈る習慣があるとお聞き

にしたい」という想いで小

せていただきます。もみじ

だわりとしては、阿波三盆

松島店の出店を決めたそう

焼きたての香り漂うベー

には桃の節句コーナーがあ

に富んだ品揃えです。店内

はさんだ物）やメロンパン

をジャムと菓子パン生地で

の三角パン（スポンジ生地

品揃えで、中でも昔ながら

しきたりといった地域の文

つある古くからの習慣や、

お聞きしたところ「薄れつ

ック長・田村正太郎

全菓連青年部中四国ブロ

た。

ている事なのかと感じまし

く事が菓子店舗に求められ

り、お聞きしたところ…徳

最後に今後の展望は？と

です。

しました。

ーディクスを入れ火にかけ

にあけ約

です。もみじやは創業から

は山野、道ばた、荒地など

（小松島店は火曜日のみ）
現在まで色んなスタイルに

にごく普通に自生するキク
ｇ

定休日：日曜日と第３火曜日

ご尽力いただきます岡澤孝

水飴……………………

FAX：０８８４－２２－０１５１

浩さんの店舗「御菓子処も

グラニュー糖……１９０ｇ

TEL：０８８４－２２－０１１５

❷良く水を切り、蒸し布巾

科の多年生草木で特有の強
【仕上げ材料】
蜜漬け白小豆
生地……………………

ｇ

【艶出し錦玉配合】

※やや硬め

トレハ…………………

どの力があると考えられて

邪気を払う、病気を防ぐな

い香りがある。この香りが

よもぎ餅
ｇ

20

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

中餡……………………

徳島県阿南市富岡町内町 224

〒774－0030

紅葉屋

有限会社

店舗データ

や地元の生産者が作った農

カリーコーナーでは、食パ

産物を使うなど、地域の素

材を生かす菓子作りで、和

ンや調理パン

島は桃の節句端午の節句が

（一般的な物ではなく、形

種類以上の

洋菓子パンとバラエティー

とても賑やかな土地柄だそ

男狭磯

三角パン

粉末寒天………………６ｇ

20
20 30

30

28

いたそうです。ここでは冷

15

話 ０３－３４００－８９０１
電

50
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購読をご希望の方は全国菓子工業組
合連合会宛て電話か FAX 若しくは
メールでお申し込みくださいますよ
うお願い致します。
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