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｢遺 伝 子 組 換（ く み か ）え で な い 」の 表 示

す必要がある。さらに、国

連携しつつ、遺伝子組換え

使用しています」など、任

食品の安全性審査や流通状

においては、関係省庁間で

また、消費者庁でも「遺

意の表示は認められる。

伝子組換えでない」表示を

みなどについて、各種通知

況、義務表示や任意表示の

やパンフレット等におい

行うための公定検査法（ト

同委員会は答申の際に、

て、その浸透を図るべきで

意味、遺伝子組換えや分別

次の３項目の附帯意見を設

生産流通管理の意味・仕組

けている。

ウモロコシ、大豆）の確立

は、「 混 入 を 防 ぐ た め 分 別

を進めるという。

管理されたとうもろこしを

「不検出」の場合のみに限ると答申
内閣府・消費者委員会は、消費者庁が示した遺伝子組み換え表示制度の「遺伝

あ る。 加 え て、「 食 品 表 示

子組換（くみか）えでない」の表示が認められる基準について、現行の５％以下

物が５％以下なら表示でき

いる。現行は遺伝子組換作

認める基準が厳格化されて

えでない」との任意表示を

に「遺伝子組換（くみか）

同改正案の内容では食品

子組換作物が混ざらないよ

また、これまでは、遺伝

示することが求められる。

改正された基準に沿って表

入された食品については、

め施行日を過ぎて製造・輸

る手続きを進める。このた

れたものから完全に適用す

以降に製造・加工・輸入さ

とは表示できなくなる。た

は「遺伝子組換えでない」

いが混入率５％以下の食品

改正後は、不検出ではな

のである。

出ていたことに対応したも

団体から改善を求める声も

解を招く」などと、消費者

れていないとの消費者の誤

できた。しかし「全く含ま

伝子組換えでない」と表示

通管理を柱とする社会的検

ある。さらには分別生産流

限り早期に確立するべきで

学的検証の仕組みを可能な

ある公定検査法に基づく科

に導入され、現在検討中で

ことを表示するために新た

「遺伝子組換えでない」

れぞれに相応の役割を果た

関係団体等が、主体的にそ

は、事業者、消費者、各種

理解され、浸透するために

遺伝子組換え表示制度が

である。

直しが不断に行われるべき

て、必要に応じた制度の見

る技術の進歩などを踏まえ

施行後の科学的検証に関す

に関する消費者意向調査」

るが、同委員会は「不検出」

うに一定の分別管理をして

だし混入率が不検出～５％

から「不検出」の場合のみに限る、という改正案に適当と答申した。

の場合のみに限るというも

いれば、結果的に５％以下

の間にある食品について

証を含む新制度における監

徹底を図るべきである。

し、本制度の効果的な周知

費者の理解度を十分に把握

査法の運用状況や、新制度

新たに導入される公定検

３、制度の見直し

視方法を明確にすべきであ

２、普 及・啓 発、
周知及び理解の
促進

る。

等を活用することにより消

適当との答申を受けた消

の混入があっても「意図せ

附帯意見

費者庁は業者の対応などに

ざ る 混 入 」 と み な し、「 遺

１、新 た に 検 討
中の公定検査法
を含む監視

配慮して、当面は移行期間

の。

とし、２０２３年４月１日

コンテ
スト

れるなら料理はどんなにお

んなにおいしいおかしを作

をしたことがない父は、こ

りにはまっていなかった

母が高校生の時におかし作

でも、この話を聞いて、

はすぐに家を出て母がいる

ジを受けたそううです。私

交通事故に遭い重いダメー

ってきて、私は一つのこと

する思いがじんわりと伝わ

ませんでしたが母の私に対

めアメ玉の味は、あまりし

きながらアメ玉を食べたた
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「お菓子とわたし」
作文
最優秀賞２作品決まる

病院にかけつけました。母
いしいのだろうと思い恋に

の治りょうはすでに終わっ
落ちました。でも実は、母

ら、私たちは生れていませ

選な審査の結果、小中学校

できれば私たちも母の手

んでした。

全日本菓子協会では平成

は一切料理はできません。

をふと思いました。

それぞれから１作品ずつ最

人類のなかで一番幸せもの

たらしく、看護室で横にな

年度菓子需要喚起対策と

私は、泣きました。大泣

「 私 は、 今 生 き て い る 全
作りおかしを沢山たべたい

っていました。
です。

私は今、母からもらうア

だから、けっこんしてから

メ玉をじっくり味わいなが

は、ずっと父が料理を作っ

しまうのではないかという

ら食べるようにしていま

作品ず

くらい、泣いていました。

優秀賞が選ばれた。併せて

そして病室で私は泣いたま

なんだ」。

なあと思いながら、生活し

きしました。涙腺が壊れて

ていました。

す。でもたまに、病院での

小中学校それぞれ

ています。

中学生の部

ま、母の横で泣き疲れて寝

ところがある日、母がだ

ことを思い出してしまい涙

して、全国の小中学生を対

つ優秀賞も選ばれ、作品集
が発刊された。
最優秀賞は次の通り。

昔、父は調理科の高校生

「涙のアメ玉」

ドケーキやクッキー、ゼリ

りにうでをふるい、パウン

時はまっていた、おかし作

が大好きで、毎日母が仕事

てきたアメ玉を食べること

ってきてから仕事でもらっ

した。私は母が仕事から帰

私は母との二人暮らしで

で、母は仕事から帰る時に

その男の人は病院の医者

の人が電話に出たのです。

をかけたら、母ではなく男

は、心配になって母に電話

ぎているのです。なので私

メ玉をくれました。私は泣

向けながら私の大好きなア

いました。母は私に笑顔を

た瞬間、また、泣いてしま

きました。そして、母を見

母に頭をなでられながら起

次の日、私が起きたら、

者です。

す。そんな私はとても幸せ

わざと泣くこともありま

さめてくれるので、たまに

ますが、母が泣くたびなぐ

が出てきてしまう時があり

いたいいつも帰ってくる時

ーなどたくさんおかしを作

から帰ってくるのは何時か

間帯をとっくに二時間も過

私たちは、四人兄弟です。

って行きました。一方、料

茨城県中学校二年男子

てしまいました。

象とした「お菓子とわたし」
作文コンテストを行った。
同コンテストには２万７
８７１作品が応募され、厳

小学生の部

で母は家政科の高校生でし

世の中におかしがなかった

理は得意だけどおかし作り

た。初デートの日、母は当

ら、きっと私たちは生まれ

鹿児島県小学校六年女子

ていません。

「私たちの誕生」
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（１） 平成31年４月15日

平成

子業界としては、菓子の需
なった。

金額は前年を下回る結果と
の伸張により、「風船ガム」

ーを用いた子ども向け商品
方、新製品の伸長もみられ

が比較的堅調に推移する一

に推移しているものの、一

家庭内消費は、ほぼ堅調

バレンタインギフトも会

維持する水準でとどまった。

１割以上の減少となった。

ナックは生産金額が前年比

（

いる。

）その他菓子

要拡大に向けた食育的取組

こうした生産数量の増加

していること、中元期、歳

人当たりの購入単価が減少

の運動が広がっているため

社での義理チョコ廃止など

コーン系の縮小が顕著にな

近年、ポテト系の伸長と、

続き順調に推移し、玩具菓

錠菓・清涼菓子等は引き

れている反面、家庭向けの

た。高級で高価な菓子が売

れたが、前者の伸びが後者

がそのまま数値となって表

ったことから、全体として、

は無かったものの堅調であ

た。

復していないこと、外国人

は前年比１０８％と市場全

子も大ヒットキャラクター

旅行者における関心は極め

体よりも好調に推移した。

年もこの傾向

加に転じ、小売金額も増加

ここ数年伸長が著しかっ

っており、

した。

たチョコレート製品（Ⅰ）

か、少し盛り上がりに欠け

全体としては、相次いだ

として、引き続き、砂糖業

暮期など贈答品売上けが回

災害による消費者の消費意

界とともに「店頭キャンペ
を反映して、生産金額が増

ったが、一方で前年比でマ

（４）せんべい（小麦粉）

イナスが続いていたチョコ

は、伸長が鈍化した形とな

を２本柱とする菓子需要喚

ーン」と「作文コンテスト」

起キャンペーンに取り組ん

・６％増となった（農

生産数量、生産金額、小売

比

を上回り、結果的には、ト

林水産省データ）。

ホールケーキの売れ行きは

金額ともに前年をわずかで

て高いが、消費・賞味期限

あるが上回った。

（６）米菓

ータルで生産数量、生産金

欲の低下等の影響を受け、

年の菓子需要は、

額、小売金額ともに前年を

レート菓子は回復傾向にあ

平成

頭打ちであった。

だ。

む。） は ２ ４ ８ 億 円 と 前 年

年 菓子生産数量・
金額推定結果

全日本菓子協会は平成
年の菓子推定生産数量、生
産金額および小売金額を策
定した。

の関係からか、消費に結び

きた。人手不足と労働環境

価格品の発売により生産

低下した一方、新製品、高

１００円商品の売上げが

別でみるとビスケット、キ

菓子支出金額は、ジャンル

当り（２人以上の世帯）の

年の全国・１世帯

の変化も製造や売上げに影

量、生産金額、小売金額と

あり、様々な状況であった。

米を使用する「せんべい」

業者が８・８％、減少した

であるポテトチップスの生

ナック菓子の主要アイテム

前年は原料不足によりス

少するため、冬期にカバー

夏期は暑さで売上げが減

前年を上回り、全体では前

チョコレート、洋生菓子が

平成

響した。

結果

（９）スナック菓子

ャンデー、スナック菓子、

訪日外国人による爆買い

ついていないことなどによ

生産数量、生産金額、小売

生産数量は、近年比較的

金額ともに減少した。

堅調に推移してきたが、全

ると言える。

上回った。

※チョコレート製品（Ⅰ）

も沈静化し、以前のような

内部調査によれば、前年

年家計調査報告の

り、生産数量、生産金額、

カテゴリー別では、もち

並みの売上げを維持した事

◎平成
体では前年対比０・４％の

【ジャンル別動向】

地域別には、新幹線の開

（１）飴菓子
（チョコレート生地１００

（

ジャンルによって差が見ら

生産量は、ハード系で夏

需要は期待できなくなって

恵を受けた比較的好調な地

米を使用する「あられ」は、

業者が約

もに増加した。

）油菓子

小売金額ともに微減傾向と

チョコレート製品（Ⅱ）

域、災害の影響を強く受け

上半期は前年並みで下半期

なった。

～１００％未満、ナ

は２・６％の増加、うるち

（同

厳しかった地域、あまり前

％未満、被覆チョコ等）

チョコレート菓子（同

ッツチョコ等）

～

事業者が ・６％であった。

％、増加した事

年と変わらない地域などが

％、板チョコ、粒チョコ等） 通や訪日外国人の増加の恩

減少となった。

れるものの、全体としては、
生産数量が前年をわずかに
の猛暑等により塩飴が伸び

年の我が国経済

は、雇用・所得の改善が続

たこと、ソフト系でグミ等

として前年から微増となっ

上回る一方、生産金額や小

た。生産金額や小売金額は、

売金額は前年並みの状況と

ジャンル別にみると、「飴

く中で、大規模自然災害に

菓子」、「ビスケット」、「ス

より一時的に影響を受けた

かな回復基調を維持した。

機能性のある付加価値の高

が伸長したことから、全体

個人消費も、消費者マイン
ナック菓子」、「油菓子」、「そ

なった。

ドは依然弱含んでいたが、

は、上半期は３・４％の減
ビスケット類の国内生産

（５）ビスケット

ガム市場は、依然縮小傾

（３）チューインガム

動向については、夏季の猛

い商品が増加したことで、

向が続いており、生産数量、

生産数量を上回る伸び率と
なった。

の他」においては、生産数

もに前年を上回った。

った。

少で下半期は前年並みであ

た事業者数を上回っている

減少した事業者数が増加し

産が大幅に落ち込んだが、

している状況であった。一

年比１０１・０％（アイス

消し、大手メーカーの多彩

クリームを除く菓子類で

ことに加えて後継者難によ

となった。

は、前年比１００．３％）

る廃業が増加している。

境改善による土・日曜日の

部の企業においては、運送
また、生産数量の減少に

な新規商品の投入もあっ

業界の運賃引上げや労働環
より、生産金額、小売金額

（８）洋生菓子

年はそのような隘路も解

とも前年対比１％の減少と

暑にも関わらず概ね順調に

一 方、「 チ ュ ー イ ン ガ

種類別の生産動向を見る

パイなど）は増加したもの

ット加工品、半生ケーキ、

帯の製品の販売ウェイトが

は、総じて、比較的低価格

額の減少率がやや大きいの

の回復力には至らず、全体

年間需要を押し上げるだけ

落ち込みが大きかったため

定番商品の生産休止もあ

るとともに、長年にわたる

推移した。

ム」、「せんべい」、「米菓」、

そうした中で、構成割合

クリスマスの日並びは良

少率が小さく、機能価値を

の、クラッカー、乾パンは

％となった。

人旅行者が３，１１９万人

は、生産数量、生産金額と

かったものの、それまでの

前年比

と前年比８・７％増加する
「和生菓子」、「洋生菓子」

なったが、生産数量の減少

提供できる商品群がボトル

チョコレート製品（Ⅰ）

とともに、訪日外国人旅行

率より、生産金額、小売金

推計値との差異は、家計
と、ハード系、ソフト系、

調査が、家計消費支出以外
パイ加工品その他（ビスケ

集荷・配送の中止の申出に

％と市場全体よりも減

の大きい「粒ガム」は前年

対し、ある程度の受け入れ

比

て、過去最高の生産数量と

もに前年を下回った。チョ

なった。

コレート製品（Ⅱ）は、生

の贈答用・土産用商品など

は、生産数量、生産金額、

は止むを得なかったため、

産数量は前年を上回った

形態を中心に底堅く推移し

一方、そのあおりを受け

った。
が、生産金額は前年を下回

・１％増とな

の需要を含んでいないこと

った。チョコレート菓子は、

など、調査方法の違いが要

「 チ ョ コ レ ー ト 」 は、 生

主要原材料、包材、ダン

産量は前年をわずかに上回

り、近年の増加傾向を維持
した。

因と考えられるが、明確な

り、ポテト系と並ぶ主要カ

ボールの値上げや人件費の

的に、生産数量、生産金額、

要因分析は難しい。

高かったことによる。

コスト増が利益を圧迫して

減少した。

テゴリーであるコーン系ス

ており、市場の下支え要因

小売金額ともに前年をほぼ

生産数量、生産金額ともに

（７）和生菓子

ったものの、生産金額や小

ロングセラー商品の販売

また、訪日外国人旅行者

なお、玩具付きやパッケ

（平成

となっている。

全体としては、生産数量

年会、福岡市パン協同組合

買付価格は、小麦の国際価

前年を上回った。

子」中島寛氏（マダムアッ

等

売金額は前年をかなり下回

四季の創作和菓子コンテス

▽ＳＮＳ映えラッピング＝

西日本食品産業創造展

代を半製品の「ぎゅうひブ

福岡大会、○人手不足の時

九州洋菓子実技コンテスト

ェフに聞く＝

かなえる

▽パティスリー開業の夢を

ナー

日・全

▽問合せ先＝日刊工業新

ロック」で乗り切る、○サ

ンテスト大会、○

聞社西部支社展示会事務局

催

開

日、喜田健

リボン）、受講料・２千円

１・７％の引下げ

年９月第２週～平

年３月第１週）の平均

年４月

年４月～）の輸

農林水産省は、売り渡す

に基づき、直近６か月間の

輸入小麦の直近６か月間

容

○政府売渡価格の改定内

となる。

／トン、１・７％の引下げ

込価格）で５４，６３０円

の政府売渡価格を決定した。 ると、５銘柄加重平均（税

輸入小麦の平成

平均買付価格を基に算定す

政府売渡価格の改定ルール

入小麦の政府売渡価格は、

期（平成

この結果、平成

より、前期に比べ低下した。

海上運賃が下落したことに

成

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

シュ）

格に大きな変動がない中、

った。

ージデザインにキャラクタ

ト、○福岡県洋菓子技術コ

日、青木明日香氏（東京

数の増加に加え、様々な輸

は前年を上回ったが、生産

【参考】半生菓子の推定値（全国半生菓子協会調べ）

30

年４月期

輸入小麦の政府
売渡価格改定

31

と前年比

売上げに影響した。

小売金額ともに前年を下回

生産金額、小売金額ともに

量、生産金額、小売金額と

が、その後は回復し、緩や

平成

11

者の菓子類のお土産購入額

（２）チョコレート

緩やかに持ち直している状

30

30

【全体概要】

30

◎菓子業界に関連するセミ

マリンメッセ福岡で
日刊工業新聞が主催し、

・電話０９２（２７１）５

５月

九州全県と山口県の各菓子

若手オーナーシ
工業組合が後援する「西日

一氏（パティスリーアンサ

◎講習会

２０１９

マーバレンタインフェスタ
また、菓子関係について

７１５
日の３日間、マリン

浪漫）

のイベントは次の通り。

〜

濱中健一氏（福岡キャリナ

メッセ福岡で開催される。

リ ー 製 菓 専 門 学 校 ）、 船 木

日「アメ細工講習会」、
○焼菓子の実演・試食、

◎イベント

○きな粉を使ったお菓子の

県洋菓子協会、福岡菓業青

日、福岡

▽会場・マリンメッセ福

ンランクアップしたお菓

未来の創り方＝

岡（福岡市博多区沖浜町７

る工芸菓子コンテスト、○

日「家庭でもできるワ

▽各業界から若者へ向けて
― １）。 開 場 時 間・ 午 前
時〜午後５時（最終日は午
後４時）。入場料・５千円。

講習会、○和菓子職人によ

慎也氏（お菓子のふなき）

ンブル）、宮崎洋一氏（ pati
）、畑野隆
sserle SORAciel
志 氏（ CAKESHP yummy sug
）、 犬 丸 龍 介 氏（ ㈱ 萬 平
ar

16

17

31

15
本食品産業創造展」が５月

10

詳細は次の通り。

17

コンテスト、○和菓子体験

16

17

前年比
半生菓子

15

小売金額
億円
516
100.0
生産金額
億円
316
100.0
生産数量
トン
30,183
99.9

こうした状況の中で、菓

前年比
構成比
チョコレート
前年比
構成比
チューインガム
前年比
構成比
せんべい
前年比
構成比
ビスケット
前年比
構成比
米 菓
前年比
構成比
和生菓子
前年比
構成比
洋生菓子
前年比
構成比
スナック菓子
前年比
構成比
油菓子
前年比
構成比
その他
前年比
構成比
合 計
前年比
構成比

31

96

出促進の取組もあって、菓

飴菓子

15

98

小売金額
億円
2,680
102.3
7.9
5,370
97.6
15.8
970
96.5
2.9
725
98.5
2.1
3,800
104.1
11.2
3,705
98.6
10.9
4,725
99.5
13.9
4,196
99.2
12.4
4,361
101.8
12.9
504
100.2
1.5
2,873
100.3
8.5
33,909
100.0
100.0
生産金額
億円
1,950
101.6
7.8
3,880
97.7
15.5
655
96.3
2.6
512
98.5
2.0
2,640
104.1
10.6
2,778
98.7
11.1
3,812
99.0
15.3
3,334
99.2
13.3
3,050
101.7
12.2
350
100.3
1.4
2,024
100.3
8.2
24,985
99.9
100.0
生産数量
トン
176,400
100.4
8.8
254,700
100.8
12.7
24,350
96.6
1.2
58,026
98.3
2.9
259,400
102.9
13.0
221,481
99.4
11.1
301,950
99.0
15.1
194,193
99.7
9.7
240,717
102.5
12.0
57,209
100.4
2.9
211,520
100.3
10.6
1,999,946
100.5
100.0

31

況にあった。

10

（推計）も１，７６１億円

30

30

30

そうした中で、訪日外国

71

20

20

60

60

30

10

30
11

子 類 の 輸 出 額（ 米 菓 を 含

平成30年 菓子生産数量・生産金額
及び小売金額 推定

平成31年４月15日 （２）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第961号

北海道小豆の作付面
積拡大を要請
このような状況を鑑み︑
北海道菓子工業組合では１

餡をつくる上で欠かせない
トップブランドでもあり︑
月

もう一つ重要な課題とし
て︑生産者の小豆離れがあ
今回の価格高騰もさること

・安定価格を目指し取り組

風等の水害に弱いため︑リ

る上︑極端な気温変動や台

豆類と比較して手間が掛か

ることも予想されます︒

っては︑確保さえ困難にな

ながら今年度の収穫量によ

が北海道庁に赴き︑梶田農

製餡所から川西社長の３名

長︑久木専務理事︑㈱川西
生産と供給に関する意見交

で﹁北海道小豆の安定的な

いが行われ︑会議の最後に

豆を使用した菓子であるこ

パンにはなるが︑安定供給

事長・若杉充宏

北海道菓子工業組合副理

とを明記し続けたいと締め

今後も北海道小豆の課題

年より義

務化される﹁加工食品の原

については︑中長期的なス

は同組合から︑

料原産地表示﹂を見据え︑

換会﹂を開催し︑それぞれ

の立場で小豆の安定生産・

将来に渡って北海道産の小

職員６名︑ホクレン農業協

安定供給・安定在庫・安定

んでいきたい︒

同組合連合会からは小林農

需要について活発な話し合

くくった︒

名

スクの高い小豆より︑丈夫

産部長を含め３名の計

風による大不作で︑過年度

日に同組合・長沼理事

ります︒小豆の栽培は他の

繰越在庫の兼ね合いで価格
であまり手が掛からなく︑

年度の複数回到来した台

格 高 騰 に つ い て は︑ 既 に

何より外国産との競争に対

な学生に対して︑同センタ

た卒業生の模範となる優秀

ることを求めた︒ は︑加盟校より推薦を受け

入を国に要望す

ー理事長賞を贈った︒受賞

▽宮島学園北海道製菓専門

菁

理専門学校・金弘峻︑範琳

▽札幌ベルエポック製菓調

河本胡桃

いづみ︑梅山舞香

▽日本菓子専門学校・木下

大島将栄

▽東京製菓学校・許嘉如︑

居麗奈

理専門学校・望月琉愛︑中

▽東京ベルエポック製菓調

理専門学校・小澤侑菜

▽埼玉ベルエポック製菓調

・阿部瑞希︑前田和佳奈

▽東日本製菓技術専門学校

学校えぷろん・佐藤桃華︑

▽にいがた食育・保育専門

校・下平愛実

▽松本調理師製菓師専門学

・山田葉月

▽国際フード製菓専門学校

菊池ローラ裕美︑清水晴莉

▽専門学校二葉製菓学校・

璃希

▽国際製菓専門学校・小栁

井海玖︑大椙美穂

緒里︑神原晴香

▽広島製菓専門学校・䑓香

・井原裕美︑宮川玲菜

▽西日本調理製菓専門学校

味田壮真︑横山奈央

▽日本調理製菓専門学校・

校・北岡美友

▽兵庫栄養調理製菓専門学

校・西田汐里

▽神戸国際調理製菓専門学

めぐみ︑森本麻未

面積の拡大と小
豆生産者に対す

日

る補助制度の導

また２月

日本菓子教育センターで

日本菓子教育センター

模範学生に理事長賞

には︑北海道赤

学校・永井美波

を手渡し︑作付

レンガ庁舎会議

者の学校名︑氏名は次の通



我々業界内では周知の事と
が決定する小豆の性格上︑

抗するための補助金が出る

室において︑同

政部長に要請書

思います︒
順調に積み上がっていた在

年度産
庫が枯渇常態になっている

原因は昨年平成

者が近年多くなって
きています︒
農水省のデータに
よ る と︑ 全 国 の 小 豆
生産では作付面積の
８ 割︑ 収 穫 量 の ９ 割

田中美桜︑西川裕樹

▽山口調理製菓専門学校・

▽平岡調理・製菓専門学校

岸田萌夏

▽中央調理製菓専門学校静

・瀬川香澄︑増田果鈴

山口なつ美

岡校・平尾由依︑杉山楓

▽北九州調理製菓専門学校

▽北陸食育フードカレッジ

▽東海調理製菓専門学校・

・山本淳子

▽武蔵野調理師専門学校・

町田芽生

▽西九州大学佐賀調理製菓

松井海夏

▽浜松調理菓子専門学校・

専門学校・蘭美穂子

▽北日本ハイテクニカルク

飯嶋七奈︑川合匠

▽今村学園ライセンスアカ

ッキングカレッジ・佐々木

▽名古屋製菓専門学校・伊

デミー・山﨑舞奈

り︒

縫くるみ︑佐藤梨夏

▽愛知県菓子技術専門校・

︵敬称略︑順不同︶

▽国際製菓技術専門学校・

上井貴広︑中野満

組合より長沼理

後藤舞衣︑鈴木元菜

▽京都府菓子技術専門校・

事長を筆頭に６

（注）仕込み配合量（加水を含む）
（ｇ）から①加熱前原料ロス（ｇ）を差し
引いた重量です。

が北海道に集中して

※３ 仕込みベースの加熱後ロス量については、以下の方法で求めてください。
【加熱前生地重量（注）×（加熱後ロス量／加熱後重量）
】

お り︑ そ の 大 半 を 占

▽名古屋ユマニテク歯科製

南恵美子︑六田安斗巳

▽愛媛調理製菓専門学校・

菓専門学校・和田実夕︑坂

▽大阪府洋菓子技術専門校

・早川雄太

なつみ

・三浦早紀︑梶暁登

▽赤堀製菓専門学校・浅野

▽伊勢調理製菓専門学校・

▽兵庫県洋菓子技術専門校

芽生︑細川浩代

中谷百香

・松田美星︑谷奥弘貢

▽光塩学園調理製菓専門学

▽ユマニテク調理製菓専門

▽綾羽高等学校・田中楽人︑

名︑北海道から

※２ 加熱前原料のロス量については、製造の都度の変化があると思われますが、
それに伴い出来上がる製品の個数も変化しますので、この計算に使用した製
造時のロス量を計測することで構いません。また、そのロス量が無視し得る
ほどの量である場合には、ゼロとしていただいても構いません。

め て い る﹁ 北 海 道 十

学校・櫻井美咲

小川菜々子

田井瑞穂︑中島香穂里

▽京都製菓製パン技術専門

▽飯塚高等学校・髙木茜︑

▽中村調理製菓専門学校・

学校・郭育琪︑真嶋桃子

大和美咲

▽金沢製菓調理専門学校・

辻学園調理・製菓専門学校

▽日章学園高等学校・中西

宮下梢︑福原朱莉

・中西紗来︑古川鈴奈

里奈︑黒木優花

有紀︑山屋正恵

▽大阪キャリナリー製菓調

▽鹿児島城西高等学校・内

▽華調理製菓専門学校・荒

理専門学校・浦野美咲︑仲

薗陸︑平野真陽

▽宮城調理製菓専門学校・

谷七海

岩崎史佳

▽神戸製菓専門学校・古木

校・新津さやか

http:// 食品表示 .jp/kashi/

▽経専調理製菓専門学校・

また、デリコのＨＰにも掲載されていますので、そちらからもご覧になれます。

は梶田農政部長

以上のように、製品（中間原料・製品）に含まれる水分量については所要の数値
を入力することで自動的に計算され、計算結果に反映されることになっています。
従って、計算方式による栄養成分表示に際し水分量も合わせて表示しようとお考
えの場合には、この数値を表示することで何ら問題はありません。
一部に、水分については実測する必要がある、又は実測した方がよいとの誤解が
あるようですが、実測による水分を把握したいとお考えの場合以外はその必要はあ
りません。

をはじめ農政部

※１ 栄養成分表示は消費者への情報提供ですので、消費者へ販売する形態となっ
た製品の重量を 10 個又は 20 個程度まとめて計測し、その１個当たり内容
量の平均値を入力する等の方法で構いません。

勝小豆﹂はその名称
と と も に︑ 和 菓 子 の

赤レンガ庁舎での写真

が︑低温と長雨の影響で不

菓子の製造過程においては焼く、蒸す、乾燥する等の工程により製品原材料中に
含まれる水分及び製造過程において加えられた水分が減少します。
菓子製品の水分量は表示の義務はありませんが、菓子の保存性に影響することか
ら流通業者等の関心も高く数値の提供を求められることも想定されます。
製品に含まれる水分量を計算するためには、上述の製造過程で失われる水分量を
見積もり、原材料、水分の仕込み量から差し引き補正する必要があります。
この計算ソフトにおいては製造過程において失われる水分含量を２種類の方法で
見積もっています。

21

②完成品の水分がわからない場合⇒Ｂをクリック
⬇
製品重量（１個当たり、１袋当たり等）
（ｇ／個）
ａ
ｇ／個 欄に製品の重量を入力※１
⬇
出来上がり個数（良品数＋不良品数）
（個）
ｂ
個 欄に出来上がり個数を入力
⬇
仕込み配合量（加水を含む）
（ｇ）
ｃには、計算表から自動的に表記される
⬇
①加熱前原料ロス（ｇ）
ｄ
ｇ 欄には、加熱前仕込み原料にロスが出る場合にそのロス量を入力
※２
⬇
②加熱後ロス（仕込ベース）
（ｇ）
ｅ
ｇ 欄には、加熱後のロスとして製品に使用されない分量を配合量ベ
ースで入力※３
⬇
① 水分計算 をクリックすれば
⬇
目標となる水分の補正量
g が自動的に計算され表示されます。
⬇
② 計算表に反映 をクリックすれば、水分補正量が計算表に反映され、計算結果と
してあらかじめ設定しておいた単位当たりの栄養成分、水分等が表示されます。

本年度に入り︑小豆の価

22

﹁大豆﹂に鞍替えする生産

15

事にあります︒

北海道新聞の掲載写真

①完成品の水分がわかっている場合（すでに計測した数値がある）
⇒Ａをクリック………………… ｂ 目標水分欄 に水分含有率を入力
⇒ ① 水分計算 をクリック………目標となる水分の補正量が算出される
⇒ ② 計算表に反映 をクリック…計算表で水分補正が行われ完成品の栄養計算結果
と水分含有量が計算される

28

11

作に終ったことに加えて︑

北海道

栄養成分計算ソフトの水分計算について

30

各県で開催された栄養計算ソフトの研修会において、講師より水分については実
測することが望ましい旨の説明があったことから、その扱いについてどう考えたら
よいのか、また水分計算の内容の説明が分かりにくかった、との問い合わせがいく
つかの組合から全菓連に来ております。つきましては、次の内容によりデリコとの
擦り合わせが完了いたしましたので、ご連絡いたします。
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これからも菓子工業組合

っ し ゃ る に は、「 お 菓 子 屋

ね（笑）その君江さんがお

今年で還暦、まだまだです

席頂いております。片桐は

の皆様との学び合いを活か

ばと思っています。

し、当組合各店に活気を再

さんは、いい仕事だよ。お

合い学び合うことから何か

組合だからこそ出来るこ
生して行けたらいいな、と

客 さ ん は あ り が た い。」 な

ある商品に育てたいですね。

ととして、今年度も新しい
思っています

のタヌキ）」そして、「花の

試みをしたい、と思ってい

しら生まれるかもしれませ

り組みが地域に周知される

ます。

組合のお菓子やさんの、

には・・・どうしたらよい

菓子の

さらに、館林市では邑楽

のでしょうか。

みな様はじめまして、館

界一のつつじと、楽しみで
す。

まち」たてばやし

館林産小麦を日清製粉協力

組合活動学び合いを活力に

のもとに商品化した「百年

林組合（十数店）長になっ
て二年目となります。和菓
何か動き出さなければな

小さなお店でも、何人も

りません。

集まれば、市や商工会と協

子製造販売）最年長者「増

当組合に個人営業（和菓

う場としました。

田屋」の増田君江さん

乱筆乱文失礼いたしまし

た。読んでいただきありが
とうございました。

代わりに羊羹を流したかぼ

寧に炊き蜜漬けにし、実の

り除いた丸いままの皮を丁

名産のかぼすの中の実を取

がおります。総会等にも出

修業をしながら、消費者ニ

うになるため義信氏の下で

商品を全て完璧に作れるよ

前のこと。現在では定番の

めに大分に来たのが約８年

の宮崎県から菓子を学ぶた

組合長・片桐義夫

群馬県菓子工業組合館林

りんは、そのままカットし

ーズの変化に対応できるオ

才

「種まき」「芽出し」のは

会合を設け、意見を出し合

組合として、月に一度は

ん。

小麦（館林市商標登録）を

「地域を活かし、地域に生

昨年度は、館林ブランド

利用した商品を推進してい

かしていただく」そんな取

支援補助を市より受けて、

ます。当組合としては、館

まち」と組合からのメッセ

組合としてサービス袋十二

ージを記してあります。

子松原の片桐の片桐です。

万枚を制作し組合員各店で

最年長は 歳 増 田 屋 の 君 江 さ ん

館林では花々が美しく咲

林のにぎわいを応援したい

るほど・・・

き始めました。今春は梅の
利用しています。デザイン

皮ごと食べられるのが特徴

リジナルの新商品を開発し

たらきを組合としてできれ

災し地元に戻り、改めて開

で、ねっとりとした食感の

たいと意欲を燃やしている。

力し合って、意見を交換し

業したのが現在の松村万珠

皮にかぼす特有の香りと羊

という思いから、群馬県産

大分県の「空の玄関口」

堂で、当初は和菓子を中心

羹の程よい甘さがマッチし

小麦使用商品を推し進めた

大分空港がある国東半島の

に地域に密着した商売を行

は市の花々と市のキャラク

国東市安岐町で三代続く菓

い、しっかりと地盤を築い

ター「ポンちゃん（茂林寺

海 な し 県 群 馬 で す が、

子店「松村万珠堂」を受け

万珠堂のある国東半島に

つきでした。これからは桜、

山々からの風になびく小麦

継ぐため現在修業中の御手

てお茶請けに人気の商品で

そしてつつじが岡公園の世

畑は、まさに豊饒の海、坂

ていった。２代目の潔氏も

ある。

群馬県産の小麦、つまり
国産の食材です。小麦粉の
国内自給率は近年上昇した

先人の想いを後世へ繋ぐ

子店を営んでいた初代

松

はじまりは、東京都で菓

信氏は時代の変化に対応す

いった。３代目で当代の義

等、精力的に販路を広げて

ンディーを販売して回る

夏場は自転車でアイスキャ

ことで歴史が途絶える危機

子屋を継がないと決断した

珠堂も、当代の娘２人が菓

かりと受け継がれている万

と努力もあって後世にしっ

長し代々の店主の創意工夫

このように時代と共に成

開山１３００年という大き

としても有名だが、昨年、

さんあり史跡めぐりの名所

満山」の寺院や神社がたく

して開いた山岳宗教「六郷

聞菩薩が神仏習合の原点と

れ変わり）と伝えられる仁

松村万珠堂

風味が豊か、それを組合各

村喜六氏が関東大震災で被

べく洋菓子を学び商品バラ

くにさき

店の技術によって更に魅力

日本が誇る名品といって過

エティを豊かにし、アイテ

％です。

菓子の歴史や日本のパッケ

言ではないでしょう。

といえ

ージ史上で特筆すべきもの

は宇佐八幡神の化身（生ま

です。これを発明したのが、

として、今にも語り継がれ

も、高い技術を持って多く

さて、同店ではその他に

ム数を増やしていった。

長女の悠美さんと結婚をす

冒頭で紹介した御手洗氏が

が訪れたこともあったが、

のは記憶に新しいが、御手

盛大な記念祭を行っていた

な節目を迎え地元を中心に

ろくごう

柿で有名な地域である岐阜

ています。日本の風情を表

現在空港等で販売され万

まんざん

県大垣市の槌谷さんになり

す。柿の美味しさは、甘柿
を生で食べることから干し
柿に至るまで、どの加工さ
れた菓子も適わないほどバ
ランスに優れたものといわ
れています。

美しい菓子です。予約のみ
で発送不可、お店でしか購
入できませんが、某全国紙

歳という大

珠堂の看板商品となってい

の全国お菓子ランキングで

の銘菓を生み出していま

大垣市がある西美濃一帯

３位にもなった魅力的な逸

す。１７５５年御創業以来

は堂上蜂屋柿の名産地であ

ん。柿羊羹はゼリーのよう

品です。京都や大阪、名古

した一品としてこれ以上の

の語源は、漢語の「果物」

に爽やかな口あたりゆえ

屋そして東京などとも違

ものはあまり見当たりませ

であり、基準となる果物は

り、日本の渋柿で最高品質

に、小豆の餡による羊羹が

う、独特の菓子文化を発信

洗氏も昨年男

といわれています。その材

苦手な海外の方にもとても

されている同店に足を運ば

るにあたり、自分に出来る

料を贅沢に使い、さらには

好まれる菓子で、ある意味

れてみてはどうでしょうか。

る「かぼりん」を開発した

柿は秋にしか収穫が難し

明治になって、竹を半分に

本当にユニバーサルなもの

２６０余年、９代目にあた

いため、年中その柿の風味

割って流し込んだ容器が完

であると思います。まさに

柿というのが有力な説で

を 味 わ え る よ う に と、「 干

成し、地域の名産品となり

ことならと一念発起し故郷

し柿」が編み出されました

ました。このアイデアは和

のも当代とのことで、大分

が、さらに工夫を重ねてで

菓「みずのいろ」もとても

きたのが日本独特の柿羊羹

御手洗和史氏

る現ご当主が創作された銘

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

業界の皆様はご存知かと

群馬県産小麦は香り高く

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

東太郎利根川の水に育まれ

洗和史氏に店の歴史や現況

和菓子中心で卸売を始め、

い、と思っています。

た広大な関東平野ならでは

などを聞いた。

84

の黄金色の海の波です。

分

思いますが、私たちが普段

12

大

84

ます。

槌谷様

余滴

花が何年にもまして良い花

馬
群
使っている菓子という言葉

増田君江さん

【37】

尾関 勇

局長・早瀬大雄

大分県菓子工業組合事務

待したい。

継者として更なる飛躍に期

町で守ってきた菓子店の後

前に控え、先人たちが安岐

珠堂の創業１００周年を目

く益々奮闘中だが、松村万

家長としての重責を担うべ

月には次女が誕生するなど

きな節目を迎え、今年の３

40
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が出席して行われており︑

正副組合長等主な役員のみ

るものです︒以前は支部の

した︒これは新年会に替わ

﹁春季例会﹂が開催されま

続いておりました︒後継者

桁の勢いで組合の退会者が

した︒ここ数十年の間に３

えられるようになってきま

組合のあり方も進歩的に考

改選で平均年齢も若がえり

義もありましたが︑役員の

した︒これもそれなりの意

というと業者や役員からご

の３Ｋです︒新年会や総会

②コンパニオン③カラオケ

ました︒①寄付金︵ご祝儀︶

事長は３Ｋの廃止を提案し

責任があります︒若い新理

その機会と場所を提供する

ものと言われますが組合は

メリットは自分でつくる

ていました︒

会が続き大きな課題となっ

力がないと支部単位での退

りましたが︑特に組合に魅

名な講師をお招きして貴重

年度毎にテーマを設け著

る﹁春季例会﹂としました︒

組合員なら誰でも参加でき

り行われますが︑新年会は

すから各支部総代により執

は組合運営の重要な会議で

に踏み切ったのです︒総会

てこれでは勿体ないと廃止

した︒折角︑組合員が揃っ

がらカラオケに興じてきま

ンパニオンに接待を受けな

もあります︑懇親会ではコ

藤様には震災からの復興に

まり江戸の粋について︑齊

細田様には会社の歴史に始

勢菓子博の開催について︑

には赤福の歴史と同時に伊

招きしてきました︒濱田様

う製菓﹂齊藤俊明様等をお

の玉子﹂で有名な﹁さいと

現全菓連理事長で﹁かもめ

﹁榮太樓本舗﹂の細田治様︑

福﹂の濱田典保様︑同じく

００年以上続く老舗の﹁赤

んでいます︒これまで︑３

菓連の指導・支援のもと︑

や情報交換の場の提供と全

習会や部会の開催など学習

菓子協会とも合同で製菓講

この他︑組合に併設の和

ます︒

会話を楽しむ場となってい

ました︒懇親会はすっかり

言葉も聞かれるようになり

い勉強ができた﹂と感謝の

り﹁参加して良かった︒良

回を追うごとに理解も深ま

に情報交換ができることで

誰でも参加できる
﹁春季例会﹂

親睦会が主でコンパニオン

が無く廃業する方も多くあ

本年１月

日︑当組合の

お菓子持ち寄り情報交換も

の接待でカラオケなど楽し

対応する活動を続けており

やＨＡＣＣＰ等の課題にも

消費税増税対策︑成分表示

講師の皆様のそれぞれ豊富

ついてお話を頂きました︒

な知識と経験のある巧みな

ます︒業界を取り巻く環境

なお話を拝聴して研鑽を積

話術に真剣に聴き入り必死

は大変厳しいものがありま

例会﹂の参加者も若い方が

すが︑その中で支部毎の退

増加するなど組合活動に前

にメモをとる者もおりま

また︑この例会では参加

向きな動向が感じられま

す︒本年は地元のコンサル

者全員が自店の自慢のお菓

す︒特に若い方が増えてき

会者がなくなり︑逆に個人

子を持ち寄り展示︑試食説

タントを招き販売について

明会を行います︒青年部の

たことは嬉しいことです︒

で復帰する組合員や﹁春季

会合では早くから実施され

事長・森田紀

静岡県菓子工業組合副理

もあったようですがお互い

は初の試みで当初は戸惑い

ていましたが︑組合として

勉強しました︒

祝儀や寄付金を頂いたこと

みながら懇親を深めてきま

熱戦からの親睦と共有
青年部親睦ソフトボール大会

に引けを取ることなく好プ

ーの参加者も増え︑男性陣

す︒近年では女性プレーヤ

産地消﹂をテーマにした講

会社さんによる合同の﹁地

さん︑アデカ食品販売株式

ん︑理研ビタミン株式会社

くれていた株式会社林原さ

す︒

部員の参加を期待したいで

びとなり︑多くの参加をい

今回は４チームのトーナ

ただき︑県産のサツマイモ

ました︒

ムが優勝しました︒当大会

当青年部の親睦を目的

この大会は︑勝負だけで

は︑県内各地区による持ち

月に開催するはこ

はなく︑親睦とチームワー

暑にもかかわらず︑たくさ

れました︒今回は特に大猛

運動公園にて盛大に開催さ

営業を兼ねて参加していた

くの菓子原料メーカー様に

っており︑部員以外にも多

がプレーできるルールとな

に重点を置き︑参加者全員

大いに盛り上がりました︒

ベキューで乾杯！こちらも

後には場所を移動してバー

区ということもあり︑試合

大会は私の所属する鹿島地

回り開催となっており︑今

る組合運営に貢献できるよ

の声もあり︑今後もさらな

一 日 で し た︒﹂ と い う 喜 び

睦が深まり︑大変充実した

参加者からは﹁ますます親

有することができました︒

加者全員で貴重な情報を共

をどのように使うかなど参

習会も

に︑毎年実施している地区

クを主に試合を楽しむこと

んの部員が参加してくれま

だ き︑﹁ メ ー カ ー﹂ と﹁ ユ

その席で﹁原材料の講習会

う︑次回大会もより多くの

メント戦で行い︑水戸チー

日に神栖市の石塚

開会式に先立ち︑面澤理

ーザー﹂の親睦にも繋がり︑

をひらいてほしい！﹂とい

した︒

事長より激励の挨拶をいた

う話しから︑今回参加して

年７月

対抗ソフトボール大会が昨

レーを見せてくれました︒

部部長・木内政和

茨城県菓子工業組合青年



自慢のお菓子の展示試食会

情報を共有できることから

10

毎年大好評となっていま

文字通りの熱戦を繰り広げ

青年部親睦ソフトボール大会

講演会でプロジェクターを使ってお話をする齊藤俊明様

30

岡
静
城
茨
だき︑ 度近い炎天下の中︑

18
40
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妻沼聖天山お開帳
海運で栄えた場所です。実

たが元々は利根川に沿った

大合併で熊谷市となりまし

は第

回全菓博名誉会長賞

いもサブレ』です。こちら

が山芋を練りこんだ『やま

ています。その時イベント

活イベントを定期的に開い

聖天様は縁結びの神様で婚

『縁結び最中』があります。

・ほうれん草等を材料にし

妻沼には山芋・にんじん

だきたい。」との事です。

休み処として楽しんでいた

っては珍しい平氏の地であ

られるそうです。関東にあ

けの菓子のほうが買い求め

は癖が強い菓子より万人向

盛は平家物語の英雄で武士

をいただきました。もう一
用に聖天様に最中をご利用

た『野菜ようかん』という

り、また妻沼にはグライダ

梅月堂
つは同じく山芋を主原料に

す。野菜ようかん共々また

の鑑とされるダンディで有

の機会に紹介したいと思い

帳を行います。大変な賑わ

は梅月堂さんも看板商品で

ます。

ーのメッカ妻沼滑空場が有

したが現在は製造を休んで

ったりと個性の強い場所で

の偉人荻野吟子さんのイメ

います。町の鎮守さま妻沼

特徴の濃い地元周辺では有

回全菓
ージで『花埋め』と名付け

名な菓子があります。以前

です。こちらは第

てみました。妻沼のお土産

いただけています。また黄

博大賞をいただきました。

味餡の焼き菓子に地元出身

舞伎実盛物語や戦前の尋常

当店は地産地消を推進し山

聖天山が平成

柔らかく焼き上げ餡バター

妻沼聖天山は妻沼を本拠

小学校唱歌で歌われたりさ

定されてから客筋と客数が

をサンドしだ『聖天太鼓』

地とする平氏の別当斎藤実

れています。年配のかたに
に い か が で し ょ う か 」。 息

ガラリと変わり、観光客に

名な武将です。後々まで松

盛が妻沼の総鎮守として創

子の阿藤正則さんからは

尾芭蕉の句に詠まれたり歌

建しました。妻沼は平成の
芋・鶏卵・地粉は地場の熊

「参拝後に気軽に入れるお

いが予想されます。

熊谷市

今回は熊谷市の妻沼聖天
山門前で開業されている梅
月堂さんを紹介します。妻
日から

年ぶり、国宝指定

沼聖天山は４月
日まで

谷産を使用しています。定

事長兼専務・中島祥夫

埼玉県菓子工業組合副理

は懐かしいロカビリー全盛

番商品に小倉餡を使った

年に国宝指

期の整髪料メヌマポマード

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

原材料は欠かせません。揚

と北海道十勝産小豆の国産

名人からもたくさんのお祝

た。知事をはじめ多くの著

章受章祝賀会が行われまし

の家の不老光正氏の黄綬褒

力を尽くされました。

を国内外に認知・定着に尽

演販売を実施。「梅ヶ枝餅」

ジア・アメリカなどでも実

物産展だけでなく、東南ア

動を継続して実施。国内の

ントの企画や広報・販促活

たのではないでしょうか。

に根差した活動が評価され

組合員と一体となり、地域

設立し、組合長に就任し、

成

福岡県県知事賞、優秀技

年北九州市菓子組合を

取り組んでおられます。平

や後進の育成にも積極的に

参画するなど、組織の強化

菓子技能検定準備講習会に

試験・試験準備講習会や和

と一体となり、製菓衛生師

業組合理事長として組合員

県菓子工業組合理事、福岡

委員などの公職を歴任し、

衛生師試験委員、技能検定

子大博覧会の審査員、製菓

は絶品です。また、全国菓

「なし羊羹」「イチジク羊羹」

くしたものを使って作る

ーツを独特な製法で柔らか

伝承しており、ドライフル

子の「有平細工」の製造を

んど作られていない工芸菓

子をはじめ、現在ではほと

茶席には欠かせない上生菓

能は特に秀でています。お

にも細かく気配り、常に顧

選択。出来上がりの見た目

りの産地や無添加のものを

材料を自ら吟味し、こだわ

西守さんは福岡市技能職団

最後に福岡市の一柳の今

念がありません。

若い菓子職人の指導にも余

さいました。平成２年、天

功績に大いに貢献してくだ

上手作りで製造し、会社の

段重ね引き菓子を５万箱以

年度受賞報告

げ油にも米油を使って油臭

いの言葉をいただきまし

能者として、福岡市・花月

平成

さを出さないようにしてい

た。昭和

くさんの職人さんが様々な

いる商品は『あげまんじゅ
う』です。落ち着いた甘味
を特徴付ける沖縄県産黒糖

平成

日、かさ

年にはこの他、た

多くの職人が様々な賞を受賞
年３月

年「かさの家」

平成

した。後進の指導育成にも

際、和菓子を献上いたしま

皇皇后両陛下がご来福の

年の永き

表彰を受けられました。昭

体において、技能奨励賞の

和

客の声を聴き、菓子作りに

生かしておられます。看板

市和菓子組合理事長とし

商品の蜂蜜入丸芳露は季節

堂寿永の五島郁太朗氏が表

て、後進技能者の育成に貢

久留米市技能・技術功労

しています。柔らかさを保

ので毎日生地を確かめ製造

によって生地の発酵が違う

おられます。様々な和洋折

活躍、今も現役で頑張って

に亘り、和菓子職人として

ます。

九州各地で独立開業してい

熱心で、その愛弟子たちは

年以来、約

献してこられました。

士表彰には久留米の和菓子

年以上和菓子の製造に

彰されました。

北九州の技の達人に選ば
れたのは、北九州市の西洋

従事。菓子製造において、

処とらやの財津勢津子さん

菓子チムチムの丸山道和
氏。当組合の理事長です。

季節を色で感じる日本人の

昭和

ム」を開店。お客様に笑顔
をお届けすることを目的に
日々お菓子作りに取り組ん
でおられます。また、福岡
県産ブランドのいちじく
「とよみつひめ」の約３割
が傷んだり、破損したりし
て廃棄されることを耳に
し、その有効利用として、
県菓子工業組合有志ととも
に、福岡県を代表するお菓
子として『とよみつ姫』を

このように福岡県菓子工

考案、開発されました。

局・村上豊美

福岡県菓子工業組合事務

ございました。

うに。この度はおめでとう

を伝え後継者が育ちますよ

面で菓子作りのすばらしさ

か。これからもあらゆる方

がったのではないでしょう

て結果が今回の受賞につな

でもらえることを喜びとし

技術に情熱を燃やし、喜ん

それぞれが菓子製造への

感覚を和菓子に表現する技

60
年「西洋菓子チムチ

30

た。「 お 土 産 で 一 番 売 れ て

ます。１個１１０円ですが

の代表に就任以来、太宰府

章（賞）を受賞されました。

の事で閉会した。

年間二

繰り返し買われるお客様も

の「梅ヶ枝餅」を知名度ア

く説明をして欲しいと要望

和歌山県菓子工業組合事

29

21

22

務局長・高橋義明

衷菓子を考案し、

多く数十個単位で買ってい

ップのため、積極的にイベ

があり県食品生活衛生課と

つため蜂蜜たっぷりです。

かれるお客様もいます。ギ

を開催、次回にはＨＡＣＣ

連絡を取り合い対処すると

が表彰されました。菓子の

フト用にお勧めしているの

阿藤重信店主に聞きまし

ージした商品です。

は実盛のダンディさをイメ

使 用
説明会

24

20

30
栄養成分計算ソフト使用説明会

30

52

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

栄養成分計算ソフト

り、栄養成分表示が２０２

食品表示法の改正によ

食品表示の変更点を説明
日に和

Ｐの説明会をお菓子に関す

五島氏
（左）
・財津氏
（右上）
・今西氏
（右下）

和歌山県菓子工業組合で
年１月

０年３月末日まで義務化さ

は、平成
歌山市ルミエール華月殿に

れるとの事で、プロジェク

るマニュアルに基づき詳し

習会でした。終了後役員会

質問が相次ぎ意義のある講

り、質疑応答でも数多くの

参加者は熱心に聴き入

た。

し詳しく使い方を説明頂い

ターでスクリーンに映し出

おいて、新春役員会を開催、
役員会の前に栄養成分計算
ソフトＣＤを購入頂いた組
合員も交えて全国菓子工業
組合連合会の支援を頂きこ
のソフトを開発した株式会
社デリコの武田正貴氏をお
招きして、最近の食品表示
や栄養成分表示についての
細かい変更点を説明されま
した。

不老氏（左）
・丸山氏（右）

されてからは初の本尊お開

21
31

岡
福

16

22

50

梅月堂の菓子

23

31

47

22

玉
埼
和歌山

平成31年４月15日 （６）
（毎月 15 日発行）
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くことが出来︑会場費は無

県の助成対象としていただ

場は教育事業という事で︑

市 ︶﹂ で 行 い ま し た︒ 同 会

合社会教育センター︵青森

ウとなってしまいました︒

うな状態で更にギュウギュ

元々広くない会場がそのよ

って受講して頂きました︒

み設置している仮の席に座

れから組合員各自店での商

感じられました︒今後︑こ

すく身になっていたように

ってみることで︑分かりや

きながら自分で操作してや

沢山いましたが︑実際に聞

をつけていないという方が

店ほど︑分からな過ぎて︑

応していますが︑小さなお

で︑大きなお店は順々に対

れる事が決定している中

に関連しての法令が施行さ

品 表 示 法 ﹂﹁ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ ﹂

﹁ 消 費 税 の 軽 減 税 率 ﹂﹁ 食

催していく予定となってお

組合では各種セミナーを開

令です︒今後も出来る限り

営者の方に携わってくる法

に関しては︑殆ど全ての経

品 表 示 法 ﹂﹁ Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ ﹂

﹁消費税の軽減税率﹂﹁食

し︑組合員の皆様の声がと

つよう参考にもなります

活動が組合員の皆様に役立

ていただければ今後の組合

にどのような事でもお話し

ナーにお越し頂き︑その際

いる事が殆どですが︑セミ

電話口でのみお話を伺って

ソフトを購入し︑説明書
いくうちに実用していただ

な い の で は︒﹂ と 参 加 さ れ

く率先して参加していただ

参加ご協力お願いします︒

机︒講習者定数

を見ながら自分で操作して

クが全

青森県菓子工業組合事務

局・木村文子

ければと願います︒また︑

栄堂が培ってきた郷土の農

普段は組合員の方とは︑お

産物をお菓子に生かす〝地

ない方もいらっしゃるよう

まれ変わりました︒そして

でした︒

今後菓子業界にとって︑

今年おかげさまで﹁ごろっ

ければと思います︒

他県と比べ開花から収穫ま

産地消〟の伝統と道のりは

も分かり難かった方︑ソフ

での日数が︑寒い地方に比

とじゅれ﹂が︑農林水産省

ごろっとじゅれ



べて１ヶ月ほど長いのが特

間違っていなかったと感じ

トを購入はしたが︑まだ手

ー部分にも椅子を設置し︑
３人座っていただき︑それ

自社加工が叶えた夢のコラボ

という形での講習会となり

た椅子に座って説明を聞く

は︑地元﹁入善ジャンボ西

吉が考案した﹁西瓜もなか﹂

年を迎えます︒初代松田昭

本店をかまえ今年で創業

焼く︑乾燥など様々な製法

産物を自社で煮る︑蒸す︑

く︑今は年間

種類もの農

工する伝統は変わることな

この郷土の素材を自社加

様に喜ばれている商品です︒

現在も郷土銘菓としてお客

ぷり吸収し︑味が濃く︑甘

め地中からの栄養分をたっ

てから収穫します︒そのた

じ﹂は限界まで完熟を待っ

いところを︑加積りんご﹁ふ

的早めに収穫せざるを得な

の凍結を避けるため︑比較

と︑﹃ 無 添 加︑ 無 着 色︑ 無

員の方に受賞理由を聞く

京での授賞式の際に︑審査

することが出来ました︒東

水産省食料産業局長を受賞

製品開発部門において農林

と食品中央コンクールの新

これからも邁進していきま

だけるか︑それだけを考え

しい﹂といかに言っていた

術を生かしお客様に﹁おい

事に︑そして自社の加工技

る時はまずは素材の声を大

今後も様々なお菓子を作

名もいた︒練り切りという

食べたことがある生徒も何

共同開催は３年前から行っ

みならず様々な形で食育事

でもある﹁加積りんご﹂で

する魚津市の地域ブランド

力を入れているのが︑隣接

でも当社が３年前から特に

だんに入ったゼリー﹁ごろ

リンゴパイ﹂と果肉がふん

し︑現在はパイ饅頭﹁加積

す︒これを独自製法で加工

ューシーなりんごになりま

た﹄と言っていただき︑昌

価ポイントとして大きかっ

そのままに仕上げたのが評

ごがシャキシャキの食感も

す︒

務・工場長・松田賢悟

㈱昌栄堂三代目取締役専

す︒魚津市は日本最南端の

っとじゅれ﹂の２商品に生

か ずみ

りんご産地で︑気候が温暖︑

させていただきました︒

ました︒ご自身で普段使用

瓜﹂を独自製法で加工し︑

香料にこだわり︑中のりん

始めに京都市歯科医師会

名前︑材料︑作り方など和

業を行っていきたい︒

部広報・武中俊樹

■日本菓子教育センター編集・発行

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

操 作
講習会

より挨拶︒生徒へ﹁練り切

副会長︑金谷先生より味覚

菓子の基本を伝達できたと

ており︑今後も継続予定︒
キシリトールを含んだ和菓

全菓連斡旋図書

栄養成分計算ソフト
㈱デリコの武田氏

講 師
開発者

りを食べたことがある人は

年優良ふるさ

名︵役職員含む︶となり︑

のみ設置の２人がけのデス

ＰＣとＰＣの間にモニター

実技稼動ＰＣ２台︑その

ついて︑購入した組合員か
講師の武田氏からの食品

ても励みになっておりま

栄養成分の表示が２０２

表示に関する説明があった

ります︒中々お店を空けら

す︒今後も組合の活動にご

料で借りることが出来まし

れずに参加できない方も多

た︒

戸惑い︑不安になっている

いとは思いますが︑なるべ

らの希望もあり︑開発者の

も の の︑﹁ 分 か ら な い ま ま

㈱デリコの武田氏を講師に
品に対応していくまで︑何

セミナーに行っても分から

０年４月から義務化となる

度も操作して慣れが必要か

ことから︑昨年秋︑菓子関
後︑ソフトの実技説明に入

と思いましたが︑操作して

招いての操作講習会を３月
りました︒

連団体監修の基に開発販売

が充実している﹁青森県総

会場はパソコン等の設備

５日に開催しました︒

社が購

された栄養成分計算ソフト
ですが︑当県では
入しました︒そのソフトに

茂小学校にて菓子教室を行

りのデモンストレーション

主催の平成

しているノートＰＣをご持

白あんに練りこんだラグビ

味やうま味が凝縮されたジ

昌栄堂は富山県黒部市に

参し︑購入頂いたソフトで

で加工しています︒その中

でも足りなく︑講師の方の

そのまま受講させる組合員

ーボールの形状の最中で︑

隣の席︑また補助用にかり

の方には︑本来モニターの



京菓工組青年部 京都市北歯科医師会

コラボ菓子教室

った︒今回は京都市北歯科
いますか？﹂の質問に手を

された︒その後︑島田部長

医師会様との共同開催︒菓

挙げたのは２〜３名だった

日︑京都市立上賀

子文化と食育の新しい組み

が︑青年部員による練り切

１月

名︑青年部

員９名の参加︒菓子教室で

で 生 地 か ら﹁ 桜 ﹂﹁ 菊 ﹂ の

合わせ︒生徒

は 練 り 切 り﹁ 桜 ﹂﹁ 菊 ﹂ の

のお話︒舌だけで味わうの

名全員が２品

形になる様子を見て︑実は

ではなく︑見た目︑食感︑

思う︒生徒

子の創作など︑菓子教室の

京都府菓子工業組合青年

食べる前の香りと口に含ん

２品を作る︒

徴です︒東北の産地では実

名のところ︑参加希望者は

20

て︑２人がけの間のモニタ

会場から椅子をお借りし

10

京都市歯科医師会様との

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,429円（税別）

定価：3,250円（税別）

15

64
上賀茂小学校で菓子教室

決定版 和菓子教本

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答

34
を作り上げ︑その場で完食︒

加積りんごパイ

操作講習会

57

でからの香りなど五感を使

96

お申込みは
各県菓子工業組合へ

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～

96

って食べる楽しさの提案を

ごろっとじゅれ

25

30
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森
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京

第961号
聞 （平成元年２月９日
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（７） 平成31年４月15日

ます︒毎年３月に開催され
糖尿病のリスクを減らし︑

ることです︒低ＧＩ食品は

なく︑従来の甘味料との併

けます︒全量置き換えでは

味をより強く感じていただ

の相性が良く︑素材本来の

香川県内では︑香川県菓

ております︒

においてイベントを開催し

制定し︑香川県内及び県外

商品を作ってみませんか？

あなたにしか表現できない

ュガースウィート﹂を使い︑

少糖含有シロップ﹁レアシ

﹁希少糖﹂という言葉を
ているアジア最大級の食品
メタボリックシンドローム

聞いたことがありますか？

の予防に有効な食材である

・飲料展﹁ＦＯＯＤＥＸ﹂

レアシュガースウィート

では︑香川県が希少糖ブー
子工業組合青年部との共催

和三盆で有名な香川県で

用で十分に味や生地の違い

ここ数年注目されている新
と言われています︒

スを展示しており︑多くの

の販売会社である株式会社

しい糖です︒希少糖とは︑

日

日は県内の和菓子店にご協

商店街で実施しました︒当

に希少糖関連のイベントを

イズも販売しております︒

び一斗缶といった業務用サ

５㎏ボトル︵６本入り︶及

レアスウィートでは︑２・

月

企画として︑昨年

ここでレアシュガースウ

力をいただき︑商品の販売

次に︑レアシュガースウ

の上昇を穏やかにする働き

きを阻害するため︑血糖値

糖やでん粉の消化酵素の働

ートをご採用いただいてお

子店でレアシュガースウィ

では︑多くの和菓子・洋菓

希少糖が生まれた香川県

ご紹介します︵別項参照︶︒

と抹茶餡のレシピを左記に

言葉は聞いたことがあるが

ております︒希少糖という

した取組みを積極的に行っ

希少糖の認知度向上を目指

協会では︑香川県内外での

このように︑希少糖普及

いただくことができました︒

い︑多くの方々にお楽しみ

や和菓子作り体験などを行

㈱レアスウィート 内山

︻お問い合わせ︼

ます︒

会までご連絡をお願い致し

きましては︑希少糖普及協

強会︑イベントの開催につ

希少糖に関する講演や勉

すので︑遠慮なくご連絡を

にはサンプル提供も可能で

試作をご希望のオーナー様

試し下さい︒

ィート︵略称ＲＳＳ︶を使

には︑ぶどう糖と果糖が含
まれているためゼロカロリ

用した苺のシフォンケーキ

レアシュガースウィート

が生まれますので︑是非お

来場者に希少糖を知ってい

％含まれた希少糖が砂

ィートが持つ生理機能以外

り︑香川の特産品として多

詳しく知らない︑希少糖に

電話番号

糖や水飴の代わりに菓子作

％含んだシロップで︑砂

りに使用することができま
す︒甘味は砂糖の約９割あ

野だけでなく︑医療や農業

います︒

分野での活用に注目されて

分かってきており︑食品分

ウィート﹂として販売され

の効果として︑高い保水性

県内外での希少糖の認知

くの方に認知されています︒

ついて知りたいといったご

・１６８９

これまで希少糖の研究に

やフレーバーリリースの向

度アップを目指した取り組

相談がございましたら︑希

︵一社︶ 希少糖普及協会

ています︒レアシュガース

上といった働きが挙げられ

みとして︑一般社団法人希

少糖に関する講演や勉強会

近藤

ウィートは︑トウモロコシ

ます︒シフォンケーキにご

少糖普及協会を設立し︑希

等への講師の派遣も可能で

おいて世界を牽引し︑最先

使用いただいた場合︑通常

少糖の普及に繋がる活動を

す︒お気軽にお問い合わせ

端の研究を行ってきたのが

のグラニュー糖よりも生地

日を﹁いい

行っております︒２０１７

０８７・８２３

０８７・８１４
・３３３３

電話番号

お願い致します︒

がしっとり仕上がります︒

年より︑

があります︒

また︑砂糖よりもキレのい

やジャガイモのでん粉から

り︑すっきりした甘さが特

ここでレアシュガースウ

い甘さのため︑他の素材の

香川大学です︒これまでの

徴です︒これまでの研究で︑

ィートの魅力をご紹介しま

作られており︑ぶどう糖︑

香川大学の研究から生ま

レアシュガースウィートを

す︒まず︑第一に︑血糖値

果糖を主成分に希少糖を約

れた希少糖は︑現在︑香川

３カ月摂取することで平均

糖﹂と読めることから﹁希

研 究 に よ り︑ 希 少 糖 に は

県が策定した香川県産業成

として体重が約２㎏︑体脂

味が引き立つ効果がありま

様々な機能性があることが

長戦略において﹁かがわ希

の上昇を緩やかにする効果

従来の甘味料に代えて希

【作り方】
❶鍋にグラニュー
糖、ファリネッ
ク ス VA70X、
水を入れ、火に
かけて沸騰させ
る。
❷半量の白生餡を
入れ、５分間、
練る。
❸半量の白生餡を入れ、練る。
❹抹茶と予め温めておいたＲＳＳを入れ、設定糖度まで炊き
上げる。※設定糖度 60。

10

白生餡…………………………………………100 ｇ
グラニュー糖………………………………… 45 ｇ
ＲＳＳ（レアシュガースウィート）……… 60 ｇ
水……………………………………………… 15 ｇ
ファリネックスVA70X（加工でんぷん）… 3 ｇ
抹茶…………………………………………… 3 ｇ

11

抹茶餡

月

少糖ホワイトバレー﹂プロ
肪が約２％減少したことが

【作り方】
❶卵黄、サラダ油
を乳化させ、牛
乳、苺ピューレ、
リキュール、レ
モン汁を加える。
❷薄力粉とＢ . Ｐ
を合わせ、篩っ
たものを①に加
える。
❸卵白にＲＳＳを入れ泡立てる。角が立つ状態になればグラ
ニュー糖を２回に分け、加える。
❹作っておいた②に③を一度に加え、丁寧に合わせる。シフ
ォン型に流し入れる。
❺上段・下段共に 175℃のオーブンで約 30 分間焼成する。

15

（直径 12㎝シフォン型 ２台分）
卵白……………………………………………120 ｇ
グラニュー糖………………………………… 49 ｇ
ＲＳＳ（レアシュガースウィート）……… 21 ｇ
卵黄…………………………………………… 60 ｇ
サラダ油……………………………………… 50 ｇ
牛乳…………………………………………… 35 ｇ
苺ピューレ……………………………………100 ｇ
レモン汁……………………………………… 3 ｇ
薄力粉………………………………………… 78 ｇ
Ｂ . Ｐ ………………………………………… 5 ｇ
リキュール…………………………………… 10 ｇ

下さい︒

ジェクトとして重点プロジ

約

ーではありません︒しかし︑

10

少糖の日﹂として記念日を

ロップは﹁レアシュガース

現在︑希少糖を含んだシ

す︒

ただける機会となっていま

その名の通り︑自然界に微

種類を超え

量にしか存在しない糖のこ
と︒その数は
るほどあることが分かって

11

す︒特に︑柑橘系の果物と

レアシュガースウィートの紹介

があり︑低ＧＩ甘味料であ

います︒

希少糖

香川の夢の糖

報告されています︒

15

50

ェクトに位置付けられてい

苺のシフォンケーキ

平成31年４月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
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第961号

全菓連では、全国組合幹部研修会で山本昌仁氏

（たねやグループＣＥＯ）を講師に迎え「お菓子

屋の経営改善」をテーマに講演を行いました。

先月号より続く。

のですが、何と言ってもラ
ムサール条約にも登録され
ている風光明媚な西の湖を
控えているものですから、
下手に工場みたいな建物や
施設を持ち込みたくないと
決めていました。試行錯誤
を重ね、たっぷりとふるさ
と感のある余裕のある空間
づくりをしようと思いまし
た。自然です。自然から学

コリーナ近江八幡
にして思えば実にタイミン

ラ
甲子園球場が三つ程、約
び、自然と共に心癒される

その②

語っているものですから、

いうものは結果が何かを物

い事ですが、やはり商いと

ませんでしたから、うれし

ほどまでとは予想もしてい

最初一反（

アール）の田

す。もちろん有機栽培です。

モギ栽培をはじめたので

の地に菓子職人を中心にヨ

麓、永源寺という山紫水明

ってきたりするのです。菓

る様々な課題が浮かび上が

ていくと現代の農業におけ

ように農家との関係を深め

ているにちがいない。この

げるのと同じことではない

とは一つの芸術作品を仕上

です。作物を作るというこ

に芸術的なところがあるの

すが、農というものは本当

本の農ということが非常に

ということはとりあえず日

が農産物によっています。

菓子の素材はそのほとんど

先にも述べましたが、お

というものと深く関わり、

子づくりには絶対的に「農」

た。それはこれからのお菓

穫物を得ることが出来まし

を収穫する以上の大きな収

様々な意味で実際のヨモギ

した。このプロジェクトは

んぼを借り受け、植栽しま

叩けばいいというものでは

材の農産物をただ安く買い

とを考えると、お菓子の素

るわけです。このようなこ

きな問題も深刻な状況にあ

いなくなっていくという大

んが、とにかく、後継者が

子舗でもそうかも知れませ

たどりつくはずです。

はやはり「農」という源に

はないか。ならばその筆頭

で見直す必要性があるので

り、すべてを芸術的な視点

た。お菓子づくりはもとよ

農藝という名称を用いまし

だろうかという意味でも、

大切にしたいものです。

年

大切になってくるわけで

というものを惹きつけてこ

た。お菓子づくりに「農」

ほど前から気付いていまし

て考えられないからです。

の素材は「農」を抜きにし

です。何と言ってもお菓子

ない課題があるということ

追求していかなければなら

「ラ

るのです。

づくりに活かすべきと感じ

れ、想像性の豊かなお菓子

どは多少値が張っても仕入

っぷりと持っている素材な

ない。むしろ、物語性をた

最も多い観光客が訪れる所

が来られます。滋賀県でも

るのです。

の生き方のふるさとでもあ

さとでもあり、企業として

ねやグループの自然のふる

はこのような意味でも、た

「ラ

す。この現状はすでに

れからは考えていかなけれ

極端にいうならば、お菓子

には〈たねや農藝〉という

になりました。訪れるお客

空間を創出しようと思った

グがよく、最近ではイタリ

ばいけないということで

づくりは土づくりからはじ

部門があります。あえて農

さまのいつまでも心にのこ

アのシチリア島の世界のブ

コリー

３万５千坪の「ラ

す。たねやが都会で創業し

めなければいけない。その

藝 と 名 付 け ま し た。〈 愛 四

るふるさとにしていきたい

ナ近江八幡」は以前厚生年

ていたならこのようなこと

源は土にあるということで

季 苑（ は し き え ん ）〉 と 呼

ものです。

うな時代に上生菓子が飛ぶ

と、まず皆無です。そのよ

文化的な日本酒としての良

売れたのです。歴史、伝統、

勝負してみたら、爆発的に

といって、ニューヨークで

だいたのも大ヒットにつな

たものでまず味をみていた

すく手頃な価格でカットし

ヘンの販売方法も、食べや

クラブハリエのバームクー

す。繰り返すようですが、

し、売り手、買い手、世間

思うのか、常に考えて行動

いのではなく、相手がどう

は、自分だけが良ければい

とが大切。手塩にかけると

ど、スキンシップをするこ

泥んこ遊びしたあとの手な

す。手の冷たさ、温もり、

年間３００万人近くの方

コリーナ近江八幡」

に気付かなかったでしょう

す。収穫したヨモギに多く

ぶ園芸部門や造園、菜園を

「おにぎり保育園」という

てやる時の塩加減のことで

ように売れる訳がない。そ

さは一切変えることなく、

がった要因の一つではない

のどこが欠けてもダメなこ

のです。着手するに当たっ

もちろん世界に向かって

が、幸いにも近江八幡とい

の物語があったように、お

設けている故でもあるので

名をつけました。余談です

す。塩加減ひとつでおにぎ

ういう時代にも拘わらず頑

ただ、飲み方を変えただけ

かと考えています。相手の

ランドと言われているピス

コリーナ近

も様々な情報を発信してい

う一地方に生まれた菓子舗

菓子のそれぞれの素材にも

それを、次の女性に渡した

が、子供を育てる一番大切

りの味も違ってきます。商

固に昔通りのお菓子を作

なのです。枡酒とかお猪口

立場になりきる。このこと

とをわきまえ、商いをしな

金会館の施設があったとこ

どこかお客さまの琴線に触

き ま す。「 ラ

ならではの気付きがありま

きっと様々な物語が詰まっ

としても女性からは嫌われ

な事は手をつなぐというこ

いで最も大切な事は相手の

り、昔通りに販売していて

で飲むのではなく、女性で

を一番心得ているのは思い

ければいけない。

て大切な事は決して一過性

れるふるさと感のようなも

江八幡」を訪れる観光客は

した。食品の安全・安心と

いう時間的なものばかりで

るだけ。ですが、ワイング

私どもには学ぶべき良き先

立場から物事を視るという

もまともに商いになるはず

も飲みやすいワイングラス

返せばおそらく母親ではな

のものではなく、永遠性を

のを、そのような空間を作

３００万人近くに達しまし

いわれる以前に鈴鹿山脈の

はない。例えば私の知り合

ラスならすんなりと日本酒

達を持っているということ

商いという言葉は、当然

ことです。これは言うは易

もない。椅子に腰かけ、紅

に変えてみただけだったの

いかと思う。母親は子供の

相手の立場に立てる努力を

タチオを輸入し、和菓子に

に間近に感じて頂けるよう

る こ と に し ま し た。「 ラ

た。これは滋賀県でも一番

学生を相手に講演を依頼さ

いが、茨城県の水戸で酒造

天秤棒のことで、遠く他国

でしょうか。このような先

のことながら貨幣経済のも

し、行うは難しの典型的な

茶やワインなどと一緒に

です。私は十一月の下旬あ

ために、手塩の具合を加減

することではないだろうか。

も使うなど、御縁というも

ということです。それには

な空間を作ろうと。これは

コリーナ近江八幡」はたね

多いという結果です。これ

れ、出向いたことがありま

りをしており「日本酒はも

で商いする時、売り手も買

達の商人たちは決して利益

とでの商行為を示していま

事柄です。柔軟な目で時代

色々なものとの組み合わせ

たりから毎日のように忘年

しながらおにぎりを握る。

ろを購入したものです。広

はるか行く末には大きな森

日本橋三越に出店した当時

やグループの考え方、生き

作ったものだったはずで

す。そこで「普段、畳に坐

い手も上手くいき、それだ

のみを求めたのではなかっ

す。しかし、貨幣経済でな

を見つめ、柔軟な発想のも

で「この和菓子が合う」と

会に出席しますが、男の人

だから、我が社の保育園は

大な土地ですから、どのよ

「ラ

になっていくような、里山

の忙しさが教えてくれたも

方の拠点なのです。

す。それを交換という行為

って着物を着て生活されて

けで喜んでいてはいけな

たのです。たとえば、たね

い太古では基本的に物々交

とにお菓子づくりも販売方

いう提供の仕方をしていか

からお猪口を渡され契みた

持つ空間にしたいと。自然

の地は、琵琶湖で唯一とい

的な空間にしようと思いま

のです。お菓子の美味しさ

なります。江戸時代の近江

でお互いを助け合い表現す

い。同時に世間にもよろこ

やが百貨店に出店したから

換でした。お互いに必要と

法も考えていかなければな

なければならないのではな

いな感じで一応飲み干す。

のは大切にしなければいけ

っていいほどの内湖、西の

した。光、風、そして現代

はもちろんのことですが、

の商人たちは必死だったで

る。手塩にかけるとは、母

んでいただかなければいけ

といって、お客さまが来ら

するものを交換する。ここ

らない。今、私は裏千家の

いか。柔軟に対応していく

うな夢を描こうかと思案し

湖のほとりにあり、背後に

に生きる私たちが忘れがち

はごくごく当たり前のこと

しょうね。その必死さこそ

ない、即ち「三方よし」と

れたら、

に商いの原点があったはず

方の鞄持ちをさせて頂きな

ということは、何も時代と

の最大の特徴は四季折々繰

れは丘だなあ」すなわち「ラ

は丘、すなわち八幡山があ

な土というものをお客さま

で、しかし、この当たり前

学ぶべきものではないでし

いうことを大切にするとい

「いらっしゃいませ」一

です。実りの秋。収穫物を

がら、茶の湯の勉強をして

り返しながら成長していく

コリーナ」だと言われたこ

ります。位置的には近江八

の場合は、かつて全国に渡

のことがなかなか出来ない

とではないかと思っていま

う仕儀です。近江八幡出身

辺倒ではどうも、と思うと

互いに交換する季節でもあ

います。以前、ある大学の

ないとつくづく感じていま

とに同意し、これからはグ

幡の郊外のようなところな

り大きな商いをしていた、

のを戒めたものと受け止め

も受け入れられるはずで

の多くの商人は江戸の日本

き が あ る。「 お は よ う ご ざ

ります。そして、その交換

す。

ローバルな世の中に向かっ

行（あきない）」「商魂（し

いわゆる近江の商人（あき

はや売れない、もうダメだ」

橋に大店を構えたもので

います、山本様」などと言

する収穫物は手塩にかけて

ていたのですが、偶然イタ

ていくのは確実なことなの

ょ う こ ん ）」 と い う の が あ

ん ど ）、 近 江 商 人 に 範 を 採

いる方」と問い掛けてみる

す。現在でもローズ布団で

われたら「いらっしゃいま

コリーナ近江八幡」

で、あえてイタリア語で表

ります。いずれの企業もそ

親が子供におにぎりを握っ

コリーナ近江八幡」

現してみました。これも今

の独自の企業理念を掲げて

ょうか。

天平道
たねや経営理念に「天平

ています。いずれにしても、

有名な西川邸も遺されてい

せ」とは違う反応をしたく

黄熟行

ます。商いをやっていれば

次号に続く。

商いとは頭を下げて先ず

この「三方よし」というの

リアの著名な建築家が「こ

10

ったものです。天平道とは

山本 昌仁 氏 （たねやグループＣＥＯ）

いると思いますが、私ども

お 菓 子 屋 の 経営改 善

道（てんびんどう）」「黄熟

20
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工
子
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（９） 平成31年４月15日

先月号より続く。

の軌跡～」をテーマに講演を行いました。

師に迎え「社員の可能性を信じる～コロンバン挑戦

俊文氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）を講

東京商工会議所では工業部会講演会において小澤

えたことは、大学には入学

のではないか。もう１つ考

ルセックを置いたら売れる

購買部がある。そこにフー

をつけた。大学には生協や

次に目をつけたのが新ビ
う絶滅危惧種である。それ

なのに４，４００万円。も

ンを代表する有名なお菓子

売り上げだった。コロンバ

クは年間４，４００万円の

る。大学に行って話を聞く

い。もう１つはＯＢ会もあ

カレッジなどイベントが多

ムカミングデーやオープン

式、卒業式のほかにもホー

大学のクッキー
を作る

ジネスモデルである。当社

その③

大ヒット商品になったもの

とひねり、ふたひねりして

のを再発見し、ちょっとひ

らは全て自分たちにあるも

に右肩上がりである。これ

上げが６億円を超え、さら

状態になったら、みんなで

長期的に会社が成長できる

できて、新しい利益が出て、

て く れ た。「 新 し い 工 場 が

結ばれていたので、協力し

の労働争議の時に固い絆で

俵」をお願いしたら、組合

億円で、新工場にかけた

当社の当時の売り上げは

利益を分けよう」と言った。

だ。

億円で新工場

これらのことから、どん

投下資金は

るくらいで４兆円も売り上

依存比率が

億円である。

底から返り咲き、増収増益

と、入学式や卒業式のお菓

頭がおかしい話だろう。銀

から、当社の抱えている問

行にお金を借りるために

の代表商品、フールセック

を果たせた。しかし、私は

子は、ほとんどが紅白饅頭

利益を組合や従業員には配

が使われている。担当者は

は、エビデンス、説明資料

題は中高年層にしかコロン

が必要で、この

バンの知名度がなく、若年

らなかった。申しわけない

収できると思わせなければ

というクッキーは百貨店で

が、出た利益は分けず、そ

ならない。そこに銀行員の

販売している。私が来た当

れで工場を作った。当社の

知恵が生きたのは事実だ。

「毎年同じだから飽きてし

工場は危機的だったので、

当社は４期連続増収増益を

層には全くないことだっ

現在、日本の有名な大学

皆が幸せに暮らすためには

続けており、この新工場が

時の百貨店の依存比率は

のほとんどを作っている。

長いこと事業を続け、長い

できたことは、今の成長の

焼きショコラ

億円を回

これが大成功になった。新

こと利益を出さなければ生

原動力になっている。

た。１，０００円と１，５

かる。

所に配るそうだ。自分の子

しい機械も何も入れない。

活の保障ができない。その

レッド・オーシャン戦略で、

００を取る予定だ。これに

箱ごと買って行かれた。何

供が「東京の大学に行きま

同じ製造設備の中、デザイ

た め に 今 我 慢 す る。「 米 百

我々はブルー・オーシャン

００円がある。お客様はコ

よって、海外に出ていくこ

年２月ＦＳＳＣの２２０

競争しないで済むマーケッ

コンビニで買うことができ

とができる。次の挑戦にな

人に１人といわれている。

うになった。どうしても価

小麦粉のおいしいお菓子を

も日本で作れる職人が少な

私どもの社是に社会貢献

食べられない方のため、米

パイと紅茶を召し上がっ

がある。コロンバンの一番

粉の専用工場を名古屋に造

生菓子を広告塔にして焼き

の社会貢献は、おいしいお

り、コンタミネーションを

当社は、これらの商品のお

に使われるか聞いたら、近

した、入学式に行ってきま

ンを変えただけで売れた。

他社に無く、競争しない

ロンバンの人気の高いクッ

まう」というので、大学の

し た 」 と 配 る。「 東 京 大 学

４，４００万円だった売り

で済む商品を１つ１つ作っ

戦略をとっている。要は人、

キーであるビスキュイを、

クッキーを作った。フール

に入りました」と言う必要

いている。これが本当のア

物、金がない、機械もない、

た。若い人たちが集まり、

功した。入学式の時に親御

はない。お菓子を見ればわ

ップルパイだ。リンゴは青

ていくことにより、単価の

広告宣伝費も使えない中、

なおかつこういう物を買っ

さんが風呂敷を何枚も持

のアップルパイという。天

高い商品を価格競争の無い

％で、ほとんどだった。と

ビジネスでは、上から攻

ち、缶を両手に、あるいは

皇陛下が学習院３年生の

森県産の紅玉を指定し、変

中で、売ることができるよ

ころが、百貨店はピークの

トを考えた。幼稚園生では

めるのが一番なので、最初

の生活は保障できない。お

時、銀ブラ事件を起こした。

＂ロワイヤルボンボン＂

えない。

セックの缶にデザインを入

先が長い。小学校、中学校、

に東京大学から始めたら成

菓子屋は焼き菓子と生菓子

銀座のコロンバンの店に遊

て、近い将来ファンになっ

高校、大学の中で、人が集

来た人間は、基本的に常識

の比率が大事である。では、

びに来られ、このアップル

兆円から今は６兆円を切

げが下がっている。我々の

まるところとして大学に目

がないから「必要なものを

生菓子が無くて売れるかと

れて、オリジナル化を図っ

％ならパラレ

てきたが、この焼きショコ

作ればいい」となるので、

いえば、これも売れない。

円を売る当社の主力商品に

菓子を作って世の中の人を

防いだ純粋な米粉のクッキ

るが、今は小麦粉アレルギ

幸せにすることだ。そのた

ーを作った。この商品を持

ーがあり、欧米では３～４

コンビニでは、コロンバ

めに販路を作らなければな

る。こういう状況を作るこ

ンビスキュイを売ってい

らない。その販路の１つと

とも、私どもの仕事だ。

になるが、それは先のない

る。フールセックはクッキ

コンビニで贈答
菓子

ーで、こちらはクッキー、

って海外に打って出て、マ

トに出て、自分たちの強さ

山徳蔵さんは門倉國輝の３

してコンビニは大きい。し

で作って磨いた商品でした。

当社には再発見商品があ

歳上だった。徳蔵さんは料

パイ、マカロン等の詰め合

ーケットを確保するという

格競争に巻き込まれて、よ

した。

る。昔はバームクーヘンや

理、國輝はお菓子で、今上

次の戦略を練っている。特

り安く、より多くという話
プルパイ＂と呼んでいる。

くら５００円、６００円、

アップルパイ、ロワイヤル

天皇にお菓子を提供してい

かし、一般の平棚に置くの

い。これも失っていたが、

なぜ天皇陛下が来られたか

１，０００円で売っても利

ボンボンなどを作っていた

た経緯があり、私どもの店

ではなく、レジ上商品とい

今、作れる職人を７人育成
た。このため、はちみつプ

というと、創業者の門倉國

益は出ない。お菓子屋の利

が、一時、ショートケーキ

に来られた。

平成

り、平成

年４月にＨＡＣ

年に新工場を作

次号に続く。

発もする。

った工場も造るし、商品開

準が厳しいので、それにあ

わせである。世の中でコン

た。このため、当時からア

リンとマーブルケーキとい

益が出るのは焼き菓子であ

とサバランとモンブランし

かないと買えないので、こ

わざわざ都会の百貨店に行

ビニは、インフラ化してい

ップルパイを＂殿下のアッ

う生菓子の比率を上げた。

る。賞味期限が生菓子は１

か置かなくなっていた。

徴がある。どこにでも売っ

れをカバーするため、セブ

ンイレブンと組んでビスキ

ュイというお菓子を作っ

海外に打って出
るために

ってレジの上に置いてある。 にアメリカマーケットは基

菓子を売る。こういうビジ

焼き菓子と生菓
子の比率が大事
お菓子屋は、利益率が悪

輝は宮内省の大膳にいた。

日だが、焼き菓子は１２０

年以上作っていなかったも

ているものだが、底にカス

る。地方だと贈答菓子は、

ネスモデルだと私は理解し

30

かげで競争力ができた。

た。

ルで下がっていくのも仕方

ラを提案した時も「そんな

そういうものを前面に出

ていただくというコンセプ

がない。当時のフールセッ

ものできるわけない」と反

し、皆を強引に説得した。

にない商品をと思い、今度
成長した。
業界に詳しい人は、詳し

は＂焼きショコラ＂を作っ

過ぎて常識にとらわれてし

た。それまである程度、商
品を作り、売り上げを出し、

31

30

85
まうが、私のように外から

い構造がある。生のお菓子

日くらいあるので、歩留ま

のを、もう一度復活させた。

タードクリームを敷かず、

天皇の料理番と呼ばれた秋

りが１２０倍違う。そうい

それがアップルパイであ

パイの上に丸々リンゴを置

再発見商品

う焼き菓子を作っていかな

る。コロンバンでは、殿下

を作っても儲からない。い

いと、お菓子屋は儲からな

25

30

このアップルパイには特

い。利益が出ないので、皆

殿下のアップルパイ

85

利益も出して、実績を上げ

焼きショコラ

ＣＰの認証を取って、平成

会社にもそこそこ体力が

億

30

30

対された。それでも３年間

フールセック

かけて作ったら、年間

コロンバン挑戦の軌跡

付き、新工場ができて、新

社員の可能性を信じる

設備も入れたので、世の中

小澤 俊文 氏（株式会社コロンバン代表取締役社長）
25

10

10

平成31年４月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第961号

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
マに講演会を行いました。

先月号より続く。

を確保できた企業だけが生

い。経営戦略の中で働く人

からしているわけではな

働き方改革は、ブームだ

きなテーマになっていく。

かに効率化していくかが大

に影響を与えない形で、い

しなければいけない。分子

の同時性があるので、注意

生産性向上と働き方改革

き残る時代になるから、必
一番難しいのは付加価値
の向上である。デフレが

要なのである。ブームにし
てはいけない。生産性向上

その④

年もデフレが

の中に入っていたのだろ

なか言えない。本来は価格

サービスが対価とは、なか

は奥ゆかしい民族だから、

も削られない。日本の場合

くなるほど実現しにくくな

キーワードは、規模が大き

サンプルで挙げた２つの

対価はあまり払いたくない。

ュアル通りのサービスに、

スピタリティである。マニ

る。回復するためには時間

しまったことに問題があ

ービスの価格がなくなって

とだ。ただ、あわせて、サ

物を安くすることはいいこ

ションが起きている限り、

りはよくないが、イノベー

な問題になっている。安売

ービス産業の生産性が大き

られた。だからこそ今はサ

続いたことで、どんどん削

は規模を縮小してでも付加

右上は規模の拡大で、左下

る。先ほどの４つの象限の

すくなることも示唆してい

とにより、付加価値を得や

い。逆に規模を縮小するこ

制していかなければならな

マニュアルでサービスを統

い。規模が大きくなるほど、

り、輸入に頼らざるを得な

国産の食材は使えなくな

る。規模が大きくなるほど

う。それが

年かけて無く

であれば効率性の向上だ。

新規市場の開拓で、従業員

意味では付加価値の向上、

具体的に、分子を増やす

高い国で、なぜ１人当たり

い。日本のようにコストの

言っている。これはおかし

て「日本の外食は安い」と

アジアの国の方が日本に来

日本よりＧＤＰが低い東南

プやサービス料などサービ

も起こらない。理由はチッ

年デフレが続いたとして

で同じことは起こらない。

たと私は思っている。欧米

ービスの対価も縮減してき

が下がっただけでなく、サ

いたことにより、物の価格

が上がっていく。ただ、デ

ただくことで初めて生産性

合った対価をお客様からい

だけではだめだ。それに見

は、付加価値を上げていく

左下の質の成長のところ

充実させていく。

たことを反省し、もう一度

はずのサービスを削ってき

るため、対価をいただける

我々自身もデフレに対応す

て、外食産業の健全な発展

んなイメージである。従っ

円高くてもいいか」と、こ

産があったら「国産なら

同じピーマンで国産と外国

多少高くてもいい。例えば

価値である。国産だったら

高くてもいい。これが付加

健康のためだったら、多少

と付けるとわかりやすい。

ったら多少高くてもいい」

がある。この言葉の後に「だ

独創性、手作り、国産など

欲を持ってくれるサービス

客様が多少高くても購買意

国産の農産物等である。お

ってくれるもので、これが

多少高くても購買意欲を持

付加価値は、商品であれば

る。お客様に納得感のある

いう反対が出る可能性があ

事業者が勝手に上げるなと

現在の価格が適正であり、

継続し、お客様からすれば

ただ、デフレが長い時間

える。

価をいただけるモデルを考

ューションとして考えるタ

伴う産業化も、１つのソリ

の向上による生産性向上を

る。規模だけではなく、質

いろなひずみが出始めてい

は、人口減少とともにいろ

ーン理論に基づく多店舗化

代に親和性の高かったチェ

考えるべきだ。人口増加時

った中でここをもう一度、

くなる。人口減少社会に入

客様が付加価値を認めやす

規模が小さいからこそ、お

値と規模は必ず相反する。

価値を上げることとは、こ

がかかる。

付加価値の向上は、お客様

ＧＤＰの低い国から来られ

スの対価は外にあるから

フレが続いてしまったので

のためには、付加価値を訴

なったものは、１年で回復

に納得していただいて適切

た方が安いと感じるのか。

％

なかなか難しい。付加価値

の意味である。要は付加価

な対価を払っていただくこ

一方、バブルのころデフレ

だ。今、チップは大体

の源泉には健康、コト消費、

し よ う と し て も 無 理 だ。

と。例えば今まで１，００

が始まる前は、欧米の人た

以上は取る。これはサービ

イミングが来ている。

年続いたことは大きなイン

０円だったものが１，２０

ちが日本に来て「日本の外

スの対価が明示的であり、

は、マニュアルを超えたホ

と働き方改革の両立が重要

０円で買ってもらえれば付

食は高い」と言っていた。

求し、そこに対し適切な対

年間デフレが続

加価値は上がっている。新

物の価格の中に、物の対価

贅沢なひととき、希少性、

いたが、

規市場ではインバウンドが

いかにデフレが起ころうと

パクトを残している。今、

可能性にある。効率性の向
とサービスの対価が入って

になる。

上はサービスの提供と消費

戦略的な規模の圧縮

５００店舗あったら１店舗

だから、４匹配付できた。

イヤルホストが２３０店舗

前にどれくらい売上が減る

業の取り止めをした。する

営業時間の短縮と

時間営

ないが、代わりにランチと

削っただけでは売上は増え

えた。早朝と深夜の時間を

取り組みだ。どうしても店

ある産業化の流れを考える

することにより、持続性の

るが、戦略的に規模を圧縮

く成長しているように見え

責任がある。ただ、答えは

方、産業のあり方を考える

持続性のある社会のあり

り、人口減少社会における

ロントランナーに立ってお

２匹、１０００店舗あった

ディナーに人をきちんと配
ら１店舗に１匹しか配れな

置し、サービスをよくした

８００円で高価であった

か聞いたら、７億円と言わ
が、国産食材の確保は供給

れた。しかし、７億円減っ

ロイヤルホストは２０１

ないので、できることはト

２年から国産食材で「Ｇｏ

の閉店はネガティブになる

ても働き方改革を優先しな

ら、結果としてお客様の対
い。規模が小さくなったか

ｏｄ ＪＡＰＡＮ」フェア

制約があって難しい。確保

ライアンドエラーである。

価が上がった。

やってだめなら、やり直す。

ければならないと考え、ホ

が、こんな産業化している
テルなど調子がいい事業も

国はない。こんなに早く人

らこそ、このフェアでお客

両方に共通しているキー
様に付加価値を訴求するこ

これをいかに続けていくか

ができないから１日１店舗

口が減少している国はな

４匹しか配付できなかっ

ワードは、戦略的な規模の

をしている。最近は高いと

あったので、実施すること

いうお声をいただくことも

とができたという逆説的な

た。冷静に考えるとよく１

だ。

あるが、それに見合った付

い。やはり我々は今、人口

次号に続く。

減少という大きな問題のフ

見方もできる。

圧縮である。外食産業は店
店舗１日４匹でこんなフェ

が増えていくほうが何とな
アをしたと思うが、逆にロ

になった。１年たって結果

加価値を上げていく戦略で

昨年、ロイヤルホストは、

ある。車エビのカレーは１，

18-T09282
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※このご案内は全国菓子工業組合連合会 PL 保険制度の概要を紹介したものです。
保険の内容はパンフレットをご覧ください。
詳細は契約者である団体の代表者に渡してあります保険約款によりますが、
ご不明な点がございましたら代理店にお尋ねください。

事故受付
サービス

※本制度にご加入できる方は、全国菓子工業組合連合会の組合員に限られます。

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

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損壊したこ
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。

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。

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

※この保険は全国菓子工業組合連合会が保険契約者となる団体契約です。

（オプション）

（オプション）

（生産物回収費用保険）

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

☎03-5781-6577

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

資料請求・お問合せ先

補償拡大により
充実した内容に
改定致しました。

（オプション）

20
20

5.リコール保険

4. 施設賠償責任保険

3. 食中毒利益担保特約

（オプション）

30

＋

2. 初期対応費用担保特約

生産性向上策 と 働き方改革
を見たら、７億円売上が増

24

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

1. 生産物賠償責任〈PL〉保険（基本加入）

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）
20

● 更新申込締切日：2019年3月29日
（金）

※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。）

● 保険期間：2019年7月1日午後4時～2020年7月1日午後4時
〈1年間〉

● 新規申込締切日：2019年5月24日
（金）

制度の概要

ロイヤルホールディングスの目指す
20

20

20
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「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』を守ります◇

専修学校 日本菓子専門学校
教 育 局 通 信 教 育 部 小野

礼司
教師

なお、粉の割合を逆にし

餅粉……………………

上新粉……………１２０ｇ

【中餡：小豆こし並餡配合】

硬めに練り上げる。

糖、トレハロースを混ぜ合

て布巾ごともみ混ぜ、生地

１：水１の蜜を加えて調整

❻食ロウを使って種切り、

します。

包餡する。

全体の蒸れ加減を均一にす
る。

わせておいた中に、水を一

❹布巾に均等に広げて再度

【包餡の割合】
度に加えてホイッパーでこ

塩、茹で蓬を加えて布巾ご

❺セイロから取り出し、食

❽きな粉を振り掛けて仕上

レを被せて筋目を付ける。

❼俵型に成形し、三角スダ

絞った布巾を敷き込んで空

分間蒸す。

蒸しをした後に、生地を流

げる。底にもきな粉を付け

❷セイロに蒸し枠を置き、

ねる。

小豆こし生餡……５００ｇ
ｇ

【仕上げ材料】きな粉

ｇ・中餡

水………………約３５０㎖
【工程】

生地

食塩………………１・６ｇ
❶予め上新粉、餅粉、上白

ともみ混ぜる。

分間蒸す。

てからケースにとる。

たり前に商いを続ける事が

できている意味を考えると
いう。

代当主である

イヤーに創業４００年を迎

２０２０年オリンピック

献上御喜納菓『虎焼』の銘

『 と ん ど 饅 頭 』、 天 皇 陛 下

藩御用菓子司として献上

じまりである。以来、福山

ム 』、 全 国 お 土 産 グ ラ ン プ

か見えないシュークリー

し て い る。『 た こ 焼 き に し

カタチの菓子づくりに挑戦

高田信吾の元、全く新しい

て久しい。そのような中、

えるべき経営課題に直面し

齢化という社会課題とも言

り企業が人手不足や職人高

である。日本中のモノづく

の提供である。

商品開発や新たな付加価値

知恵と時代のセンスによる

とベテランの融合＝熟練の

きは、本当の意味での若手

できる。一方で地域コミュ

高齢者活用と技能承継が行

している。自社にとっては

った地方創生活動へと発展

加え、新たな付加価値をも

２０００人を超える実績に

たこ焼きにしか見えないシュークリーム

える和菓子屋がある。穏や

菓を中心に、永く福山の地

積極的に

ニティ活性化と伝統文化教

虎焼

かな瀬戸内の真ん中に位置

リ受賞『てまりすし』など

雇用をはじめ、働きやすい

持続可能な開発目標）とい

育に加え、子供を通した新

現在は第

し、古くは備後と呼ばれた

で商いを続けてきた。時代

は様々なメディアやアワー

う未来に向けた取り組みも

虎屋本舗

広島県「虎屋本舗」である。

ドに取り上げられている。

環境整備と設備投資、新た

評 価 さ れ て い る。「 和 菓 子

にも選出された。しかしな

ダイバーシティ経営１００

和菓子教室を通じて郷土文

や離島をまわり、子供達に

齢者と若手の職人が山間部

キャラバン」と銘打ち、高

受賞という評価を得た。

ジャパンＳＤＧｓアワード

成果は昨年の首相官邸にて

に向けた内容である。その

たな瀬戸内創生という未来

活動（国連が推進する

え、顧客ロイヤリティ向上
の変革期であった、明治維

な雇用機会の創出を推進し

という経営メリットを達成
新、２度の世界大戦による

子供が笑顔になれるお菓子

た。２０１４年には経産省

の

元は廻船問屋を営んでいた

とは「お菓子を通じて社会

また虎屋本舗はＳＤＧｓ
が、福山藩初代藩主水野勝

戦禍をくぐり抜け、広島と

を豊かにしたい」という経

がら、ダイバーシティとは

化や伝統技能を伝える。６

歳以上高齢者の

成公へ築城の折、饅頭を献

いう平和の発信地で今も当

創
業
４００年

子供が笑顔になれるお菓子

•••••••••••••••••••••••••••••

❸一度セイロから取り出し

し入れて

＊生地が硬い場合は、砂糖

10

グラニュー糖……３００ｇ

＊蒸し饅頭の中餡より少し

香る餅

用がしやすい生地です。

て、餅粉を主体にする場合

香る餅
蓬を練り込んだ四分六餅
も あ り ま す。 た だ し、 １：

ことがあるので、食感を新

１にした場合はお互いの特

粉餅系（お団子系）にする

に、香ばしいきな粉をふる

四分六餅は、もち米を製

のか、お餅系にするのかを

い掛けて仕上げた、草餅風

粉した餅粉や白玉粉と、う

選択した方がよいでしょう。

徴を打ち消し合ってしまう

るち米を製粉した上新粉や

【生地配合】（約

の並生菓子です。

上用粉の割合がおよそ４：

餅粉を配合することで、食

上白糖……………１１０ｇ

個分）

６の餅生地です。上新粉に

感が軟らかくなり、硬くな
ｇ

るのも遅くなります。
ｇ

水…………………１８０㎖

トレハロース…………

食塩………………１・５ｇ

20

上したのが菓子匠創業のは

訓に

転じて「いずれかに偏った

年前から始まり、今や年間

営理念である商人道

ユニークな商品開発の裏

もの」になるべきでないと

通ずるものがある。

側にもう一つの特徴が見え

言う。自社が真に目指すべ

部副会長・澤卓哉

広島県菓子工業組合青年

います」。

菓子作りに精進したいと思

し、共感を得られるような

業を通じて地域社会と発展

組み合わせてくれます。本

性溢れる郷土の色を多彩に

ートでもあり、子供達は個

たい。伝統的な和菓子はア

うブランドを発信していき

を得ている〝瀬戸内〟とい

る。「 世 界 か ら も 高 い 評 価

氏は未来の展望をこう語

に承継する次代の高田海道

創業４００年という節目

隠れする。高齢者雇用を軸

虎屋本舗

店内風景

にしたダイバーシティ経営

17

一般的には、砂糖の割合
は粉の量に対して同量（同

ｇ

（水分を軽く絞ったもの）

茹で蓬…………………

割）以下となります。
生地の仕込みや扱いも比
較的容易で、いろいろと応

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

17

島
広

20

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

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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