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農家は大規模経営という

推移を見ると︑北海道の

の経営規模別農家比率の

での現状だが︑畑作農家

小豆の主産地︑北海道

た︒また︑オホーツクで

本年産は作付けが増え

円支援する︒その結果︑

ａあたり４２００

技術を導入した農家に

が減り︑どんどん農地が

っている︒農業を担う方

あたりの規模が大きくな

前にもまして︑一経営体

イメージだが︑近年は以

栽培や長期契約の定着

事前に価格を決めた契約

作付けに選択されない︒

く状況・環境にしないと

が見込めて︑長期的に続

うためには︑一定の収入

るわけではなく︑効率化

るので︑作物を生産でき

も︑労働力は限られてい

ただ︑面積だけ増やして

安定した収入が見込め

調達できて︑農家の方も

価格で安定的に複数年間

く︒実需者の方は一定の

長期間︑取引を進めてい

方は︑納得する価格帯で

に︑実需の方と生産地の

上の時間になる︒同じ豆

さらに小豆は大豆の倍以

上の労働時間がかかる︒

ょ︑てん菜は小麦の倍以

年前は ・７％だった︒ る︒逆に大豆やばれいし

小麦の作付けが増えてい

に従い︑労働時間の低い

だ︒農家が規模拡大する

培体系が進んでいるから

能なので︑機械化への栽

比較的粗放的な管理が可

くなっているが︑これは

働時間を見ると小麦が低

い︒そこで畑作品目の労

を図らなくてはならな

新しい作物を作付けして

いので︑畑地に転換し︑

ただ︑水田のまま作れな

では小豆も上げられる︒

う︒先ず野菜だが︑地域

益な作物を作ってもら

であろう水田では︑高収

また︑今後も余っていく

４分の１ずつで︑輪作体

想では︑前述の４品目を

発生リスクを考えると理

が増えている︒病害虫の

の作付けは︑小麦の割合

とオホーツクの畑作品目

時間の実体があり︑十勝

規模拡大と各品目の労働

かかる︒こういう農家の

が主流なので労働時間が

取る︑２段階の収穫作業

からカットした後に豆を

る︒このため︑１回根本

取れずにロスが大きくな

で︑コンバインで刈ると

が根本のほうに付くの

で収穫できる︒小豆は鞘

立されており︑短い時間

バインでの収穫体系が確

作業がある︒大豆はコン

草や収穫作業などの管理

で労働時間が違うのは除

運用で海外から必要量を

い部分は関税割当制度の

を進め︑需要を満たせな

で︑国内生産の維持拡大

以上のような取り組み

きる形にしたい︒

げ︑コンバインで収穫で

くい︒このため位置を上

でコンバイン収穫がしに

てくる︒

定供給するメリットが出

生産拡大していけば︑安

散のため︑オホーツクで

できなくなる︒リスク分

は︑何かあった時︑供給

豆の生産が十勝一辺倒で

も図りたい︒北海道で小

で豆の作付け割合の拡大

たい︒また︑オホーツク

適正な輪作体系を構築し

の品目への転換を図り︑

進めており︑小麦から他

この作付け割合の是正を

ので︑選択されている︒

り︑一定収入が見込める

固定払いの補助金もあ

働時間が多く︑大豆には

いる︒豆類では小豆の労

が︑小麦が多作になって

系を構築するのが適切だ

のた

〇小豆の生産拡大の推進

豆の量を増やして欲しい

で︑生産・価格を安定さ

る︒両者がいい形で結び

も ら う︒ 補 助 の 内 容 は

調達し︑安定的に小豆を
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全菓連では９月

日︑浜松町東京會舘で令和元年度事務局連絡報告会を

千

百円／

西村係長が出席︑小豆及び加工用米など原材料につ

いて説明した︒特に︑昨年不足した小豆の生産拡大のため︑

農家の方が

のデータでは
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以上の

集まってきている︒

ａを支援を行うなどが報告された︒
︵２︑３面に関連記事︶

は︑

・６％で︑
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ha

定的に農家に

る︒小豆を安

きも強化させ

者との結びつ

産地と実需

小豆を使っていくため

と聞いている︒安定的に

状態だと作付けしやすい

込め︑これが長期間続く

り︑安定的な手取りが見

乱高下に一喜一憂するよ

する農家もいた︒今は︑

図る政策を進めている︒

ることで︑水田の維持を

豆など他の作物に転換す

作物の飼料用米や麦︑大

のため主食用米から戦略

田が余ってきている︒こ

米の消費量が減り︑水

豆は根の方に鞘が付くの

種の開発をしている︒小

コンバイン収穫に向く品

試験研究を進めている︒

間がかかるので︑減らす

特に大豆に比べて労働時

産に影響を与える内容に

合意内容なので︑国内生

新品種︑病気に強い品種︑ た︒小豆はＴＰＰと同じ

実需者に使ってもらえる

なってない︒

内でアメリカとも合意し

定で合意した内容の範囲

が最終妥結し︑ＴＰＰ協

他には︑日米貿易協定
める︒

生産してもら

﹁豆類をめぐる事情について﹂
萱野穀物課萱野雑豆係

小麦から他の作物に作

4
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同組合連合会農産課

田調査役︑株式会社神明アグリ農産部田代サブリーダー︑ホクレン農業協

画課米穀需給班上松指導官︑同穀物課萱野雑豆係︑全農米穀部原材料課黒

開催した︒同会には各県組合の事務局員︑農林水産省政策統括官付農産企
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ａを 支 援

付けを転換していくた

ため︑豆の調整施設が整

せたい︒先が不安定だと

付くと小豆の生産拡大に

年々充実している︒

百 円／

め︑畑作構造転換事業で

備された︒今

補助金のある大豆に流れ

つながる︒

千

各種支援をしている︒小

後はそこを拠

てしまう︒小豆は相場物

〇水田での高収益作物導

小豆 生産拡大

豆の作付けは進まない状

点に︑高品質

で価格の乱高下があるか

入の推進

め

況なので︑省力化栽培の

な豆の供給の

ら︑少し前までは作付け

小豆

また︑小豆は他の品目︑ 使ってもらう環境を作る︒
取り組みを進

更別
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日現

年の７３４万㌧として計

を仮置きし、需要量を昨

は、７１８～７２６万㌧

年産の主食用米の生産量

だと考えている。令和元

買い入れ枠に対し、落札

る。備蓄米

幅に変わらないと思われ

る。戦略作物全体は、大

工用米は、減少傾向にあ

向にあり、飼料用米・加

本年、小豆は㎡当たり

算すると、令和２年６月

数量が

年産から、令和元年産

末の民間在庫量は１８０

年に比べて６万２千㌧増

万５千㌧で、昨

万９千㌧の

～１８８万㌧になると７

加し、水田活用米穀で最
も数字が増えたのは備蓄
米で、減少したのが加工

日、上川は遅１日、 外の莢の殻と中が密着し

面積は概ね

年と同水準

で、戦

年産では特定米

から微減、飼料用米・加

工用米は対前年で減少傾

平成

穀の発生量が多かったこ

とや、平成

なっている。主食用米の

の１３８・６万

略作物の飼料用米と備蓄

が潤沢にあり、価格が下

作付面積が微減、備蓄米

ているので、腐って減収

日、十勝は遅３日。 につながる。生育が若干

米の作付面積が減少する

落し、加工原材料用とし

の作付面積が大幅な増加

向、備蓄米は増加傾向に

遅れているので心配だ

一方、新市場開拓米いわ

ての使用量が増加してい

年産の在庫

が、霜が降りなければ豊

ゆる輸出用米が増加して

れている。エリモ

でも畑は青く、遅

日

たろまんの圃場に

の段階で１千～２千俵収

く収穫がはじまり、今朝

ている。十勝でもようや

落ちも進み、ほぼ完熟し

きたろまんはだいぶ葉

〇相対取引価格の推移

が若干増加している。

が若干減少し、主食用米

る。戦略作物等作付面積

は前年並みになってい

いる。その他の戦略作物

〇令和元年７月から令和

る。

が下がっている状況であ

かで、ふるい下米の価格

の価格が若干上昇するな

る模様である。主食用米

概要

〇令和元年産水稲の作柄

は、９月

工用米が減少傾向なの

する一方、飼料用米・加

日、

十勝の更別町のエ

作基調になる。

は若干、葉の黄変

穫だ。十勝より生育の早

令和元年８月の相対取

行った。９月

が進んでいるが緑

い、上川や石狩などの地

引価格は、全銘柄平均で

日現在の状況

っていないと聞いている。

８月

令和元年６月末民間在庫

７月の基本指針として

平年並みの見込みとなっ

や良、そのほかの地域は

北海道・東北・北陸はや

は、早場地帯の作柄は、

量を１８９万トン、令和

等の需要見通し

日現在も変わ

の莢が多く、茎の

区でも収穫ははじまって

１５、７０６円／

２年６月までの主食用米
部分がまだ青い。

いるが、台風や断続的な

なり、年間平均価格は前

年

、

ている。８月

円で、

元年７月から令和２年６

日照不足の天候要因で良

年産＋

産と価格は安定してい

月までの主食用米の需要

㎏に
莢も下の方は茶色

降雨で遅れている。
度向かっている

る。元年産については、

量を７２６万トン示した。 くなかったところが結構

日以降の

概算金が生じて横ばいま

〇令和元年産米の作付意

あると聞いており、昨年

の作況に対し、今年は

推移

いたい。

は、主食用米は前年実績

候の日照次第で、水稲の

関東特に佐賀の水害、天

向

たは若干の上昇と聞いて

いる。

の検査実績が示す通り

・令和元年産もち米生育

もっと増えないか気にし
が、青いと水分値が高く、

より４万㌧減少すると、

で、提示数字に伴い申込

状況

令和元年６月末時点で
道南は平年通りか早１

向けに加工用米の購入希

需給は締まる。加工用米

も頂き、成約率が高かっ

〇特定米穀の販売価格の

は数字が落ちると思われ

望調査を行い、令和２年

の実績は、認定数量は５

年産は４万６千㌧が契約

を売っていないので、例

年間契約は年２回、

月

良が多かったが、九州や

「株式会社神明
よりの説明」株
式会社神明アグ
リ農産部田代サ
ブリーダー

〇主食用米・国による

年産から２年における産

需給見通し

年産は全国作況

で、東北と北海道の主産

（３面に続く）

７２６万㌧の試算である。

で、需要量は８万㌧減り、

は７１８～７２６万㌧

元年産の生産量の試算で

元年から２年に向けて、

むね均衡している。令和

であり、需給的にはおお

が、需要量が７３４万㌧

ことから不作であった

地の作柄が良くなかった

でるかを注目している。

生育や収量の影響がどう

ている。

る。弊社の取扱い数量も

産を中心に３年産、４年

全国の主食用米の作付

前年を下回る見込みであ

た。提示の他、現時点で

産までは右肩上がりで上

済みである。今後は全量

減少した。元年産も横ば

年通り、年間契約やスポ

もち米を安定供給する

日現在ではやや

万５千㌧で、前年比９千

年産で

いか減少とみている。

がっていたが、

万３

ット契約で集荷に対して

生産抑制を図ったが、

月にする。昨年は北

海道の不作があり年間契

と

るが、本年６月中旬に元

約が出来なかったが、今

ために契約栽培をしてい

余剰分を販売していく。

・令和元年産契約栽培実

安定生産の為には、複

年産は作付けが減った上

年産から３年産の契約栽

年は

月中旬に提示を行

培の提示をした。もち米

８月
産の加工用米も合わせて

る。

元年産の契約が５万８千

万３千㌧が

年産米生産動向
年産は

年度産は

年産は同時期に
千㌧、

数年契約を行い、生産者

に北海道、新潟の作柄が

施状況

万９

もち米検査実績である。

・

〇もち米

推進していく。

㌧以上の減産となってい

・需要動向
主食用米が高値維持し
ているため、冷凍食品市
場は原料安定供給のた
め、加工用米の需要があ
り、 関 心 が 高 ま っ て い
る。

へ必要な加工用米の数量

悪かった等があり、検査

年度産は過剰で

を示していきたいと考え

実績が少なかった。昨年

千㌧。

る。加工用もち米は

㌧、２年産が５万㌧、３

「加工用米等をめ
ぐる事情につい
て」農林水産省
政策統括官付農
産企画課米穀需
給班上松指導官

く、成熟にある程

また、９月

リモと芽室町のき

オホーツクは早３

29

年

作業の遅速は石狩、道東、 ば霜が降りても大丈夫だ

日でもまだ青

が、中段から上はまだ青

1,050
4.1

３３０本の着莢着きで、

4.3
26,200

増えている

24,400
25年産

は２０００

24年産

んど十勝やオホーツク地

433

い。９月

890

平年から比べると少な

1,323

ので、このままの作柄な

419

区なので、小豆類全体の

904

月の需給見通しが出され
ている。
〇水田活用米穀

29

（１面より続く）

北海道産豆 類 の 需 給 環 境 に つ い て

月から使う

次期繰り越し数量、すな

ホクレン農業協同組合連合会農産課 西村係長
〇小豆類暦年消費実績

旧穀の数量は

わち今年の

普通小豆と大納言小豆
になり、過去

（見込）小豆類

年
本当に少ない量だ。令和
区や道南、函館地区が多

の合算値を見ると、
産は北海道全体で小豆類
元年産は、ホクレンの推
算値だが２１１６２

繰越と合わせて供給量は

く作っている。小豆類全

の作付面

積、反収は３・４俵で、
で、昨年産から比べると

と少ない。供給量は１０
１２０万俵程度で、年間

900

い畑が多く残っている。

3.8

い。生育は成熟期で平年

23,800

ら、安心であろう。

419
23年産

面積が増えたが、大納言

897

用米である状況と考える。 ・複数年契約
〇加工用米

令和元年産の主食用米
は前年並みの県数が多

・生産動向

15

15

１万９千１

平年４・２俵ぐらいで推
約２０００

平年４・２俵と比べると

る。反収も４・６俵で、

増えてい

移しているので、不作だ
万

８千俵と過去を見ても少
豊作になる。結果、前期

６万９千俵で、供給力が
消費が昨年同等の７７０

1,316

昨日、旭川で初霜が降り

438

比遅２とやや遅れてい

878

〇北海道農政局の農作物

812

は令和２年産以降、作付

3.5

た。茶色い完熟莢であれ

23,200

る。北海道各地の生育・

438
22年産

の生育状況（９月

605
939

け拡大推進が必要と考え

963
1,376

在）

1,567
605

ている。普通小豆は平成

595
772

年産加工用のもち米

く、全体として昨年から
微減と推測している。戦

30

った。商品化数量は

万

絞られた結果、製品が休
万俵程度と考えると繰り

なく、繰越数量も約

場になったり、輸入小豆
越しは約

が干ばつによる不作があ

年産の作付け面積１９０

本年産の大納言だが

万俵増える。

に代えたことも多く聞い

万９千俵程度で

ている。その結果、年間
消費は

〇ＭＡ米の販売状況
り、ＦＯＢが高騰した影

972
778

万

30

15

ＭＡ米は、加工用、飼
年４月以降

万４千円程度の高値

で推移している状況であ

は

料用、
食料援助用がある。 響により、
最近は飼料用と加工用を
万㌧を
る。

「原材料米穀を
とりまく動向」
全農米穀部原材
料課黒田調査役
〇主食用米

1,022
3.3

とうるち米を含めて

ha

29

単位：ha､千俵（反収は俵）

略作物等では、備蓄米と

30

中心として毎年
輸入しているが、輸入さ
れた程度を販売している。
○政府所有のミニマムア
クセス米の成約価格（加
重平均）の推移
ここ１年間うるち米は
右肩上がりで推移してい

今年６月末の在庫量は
１８９万㌧で、在庫が２

年１月～３月期の

次の期は、前期並みに推

００～２１０万㌧を越え

る。

万２５０

ると米価が下がる傾向が

4.4
23,500

ている。今後、各需要者

30

98

30

次期
繰越
年間
消費
供給量
繰越
生産量

17
23 21

小豆類暦年消費実績（見込）
４千㌧あった。元年産で

15

91

60

10

17

ha

新市場開拓用米は増加傾

30

11

10

移しており、

０円程度と聞いている。

あるので、適正な在庫量

27
28 28

28

17
30

30 30

ha

もち米は、タイ産もち米

98

23,400
21年産

15

※20 年産～30 年産面積・反収・生産量は農林水産省統計部発表値、
その他はホクレン推算。

29

ha

反収
年産

ha

10

10 30

ha
30

15

20年産

27

12

商品化
数量

20

30
65

40

作付
面積

18

ha
30

ha
11

ホクレン東京支店推算

30

77

31

76
31
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〇令和元年６月末現在・

る。

少傾向になると考えてい

飼料用米は、どちらも減

当初考えたより低く推移

制度米への取組意欲は、

の価格の期待感からか、

の流れの中で、生産者側

４年連続、主食米価高騰

ると感じる。

産年以降

至らなかった。
加工用米、 けて２割ほど減少してい

乱高下を過去５年位繰り

じている。原材料価格の

体的に高まるのではと感

用米穀に取組む機運が全

作付抑制の為に、水田活

産に向けて、主食用米の

にそうなれば、令和２年

のではと感じている。仮

中長期的には需給が緩む

収益に注目するようにな

生産者ほど一反あたりの

はなく、経営感覚のある

は一俵の単価をみるので

と感じる。一方、最近で

れば、面積が増えてくる

今まで流れをみるのであ

令和２年産の作付けは、

の予想は高騰している。

もち米については、市場

て増えてきている。

数年契約を取組事例とし

も近年は、価格固定の複

求める声が大きく当社で

かないので、量的安定を

れる。もち米は代替が利

は減少傾向にあると思わ

益面を考慮し、取組数量

るち米の高騰を受けて収

作ると生産に無駄な面が

農水省・あることはある

の小豆生産はあるが。

質問・統計を見ると水田

拡大を進めたい。

の収入が見込める作物の

し、補助金無しでも農家

る高収益の作物を拡大

定の価格で取引されてい

る。このため安定的な一

るほど財政負担が増え

の兼ね合いのなかで、需

質問・ＭＡ米と国産米と

今の経営者は広くなった

きで高く売る人もいた。

生産者はそういうのが好

場品の側面もある。昔の

などもあるが、昔から相

れている。小豆は草取り

果、麦や大豆などが作ら

積が増えている。その結

が減り、１戸あたりの面

ホクレン・生産者の個数

せるのかの中で、加工用

つ、手取りをどう拡大さ

者の水田面積を維持しつ

作物は敬遠されてきてい

しても赤字になるような

が、平年作以上採れたと

その際、作ったのはいい

いう計画を立てている。

入がこれぐらいになると

を植えたら、一年間の収

るかになっている。これ

を配分し、農作業を終え

面積にどう自分の労働力

らすれば、面積が増える

が増えている。生産者か

産法人が毎年取組の面積

を考えたい。

てあげられる仕組み作り

も北海道の小豆を応援し

く、毎年、５年、

で買うというのではな

どを進め、実需者は底値

聞いている。契約栽培な

した商売をして欲しいと

ではなくていいから安定

る。生産者の方は、高値

が 県、
減少傾向が
増加県はゼロで、概ね前

年から元年産にか

各都道府県の作付意向

〇元年産の水田活用米穀

したと考える。６月末ま
返したが、それを避ける
っているので、もち米は

質問・水田の他の作物の

ある。１回畑に変換すれ

要対応に臨んでいるの

が、

食用米の作付面積がどの
の取り組み状況及び考察

での取りまとめ期間であ
ために、産地とユーザー

総じて反当りの収量が、

転換で、大豆は戦略作物

ば、収量的に安定してい

札で１００％の達成には

ように推移したのかがポ
備蓄米は、買い入れ価

るが、今年は９月２日ま
の間で歩み寄る形での安

うるち米では多収穫米が

だが、小豆は検討してく

（２面より続く）

イントになる。元年産の
格の大幅増により、昨年

で期間を延長したこと
定価格で、複数年契約へ

浸透しているが、一反あ

元年産の生産量は、主

水田活用米穀は、６月末
より取組数量は増えた

は、主食用米の作付面積
良いタイミングになると

大手酒造を中心に在庫量
産は主食作付面積減少率

かで需給が均衡し、元年

米の米価高騰を受け、生

価が上昇したが、うるち

年産で作付けが減り、単

み状況

いで開催されて明るい未

阪万博と大型行事が相次

カップ、２０２５年の大

税率やＨＡＣＣＰの説明

と、総会に合わせて軽減

の減少が止まらないこ

和歌山県からは組合員

菓連からの報告があり、

後に議事に入り、先ず全

率、食品衛生、表示、栄

京都府からは、軽減税

明会を予定していること

各支部でＨＡＣＣＰの説

各県より
得て開催された。
会議は、開催県兵庫県

年後

県、 が、全量落札に至らなか

時点で食用米は前年並み

加工用米は、備蓄米の
の減少が限定的になった

があり、買いが限定的に
が限定的であること、西

産者からすれば１反当り

年度産から元年産ま

近畿ブロック会議を開催

来が見えてきたことの紹

次に各県から前年度の活

養成分表示等の講習会を

が報告された。

組合員数の減少対策や全菓博等を議論
全菓連近畿ブロック会

動実績と今後の予定・課

開催したほか今年７月に

滋賀県からは、ＨＡＣ

会を開催したこと、今年

日（水）に神

題等の報告が行われた。

は卒業生を対象とした菓

ＣＰや原産地、栄養計算

介があった。

戸市においてブロック内

周年

子関連企業の説明会を開

ソフトのほか軽減税率や

月にかけて

名の参加者を

記念誌を作成し、ホーム

催したことが紹介され、

ポイント還元等の研修も

の 月から

菓子工業組合井上理事長

ページも完成したこと、

奈良県からは事務所を移

議が９月

の歓迎の挨拶、全菓連野

食品表示や働き方改革の

行っていること「湖の餅

大阪府からは、

村副理事長（近畿ブロッ

転したことの報告があっ

われる。

増えないこともあると思

り、米価が高くなっても

だけ浸透しているかによ

そのあたりの考えがどれ

増えるかもしれないが、

ある。今までであれば、

こまで定着しているかで

見劣りする考えた方がど

あたりの単価が高くても

たりの収益によると一俵

豆、麦は作付け拡大が必

作って欲しい。ただ、大

花生など高収益の作物を

地にし、野菜や小豆、落

っている水田は、先ず畑

件から小豆は難しい。余

成する考え方だ。この要

向上に寄与する作物に助

で作付けできて、自給率

農水省・戦略作物は水田

れるのか。

るか。

ん作れるという助言はあ

いうことをすればたくさ

て、生産地の方からこう

質問・需要側の方に対し

開発をお願いしたい。

小豆が作れるような技術

じように水田のままでも

ると難しいので大豆と同

大変で、それを条件にす

質問・畑地転換は農家も

を願っているが、特別に

昇が続くことがないこと

いている。今後価格の上

価格を考慮していると聞

る時には、他の米の市場

買い入れ価格を決め、売

と為替レートを考慮して

現地のＦＯＢ価格の振れ

考え方について、教えて

く形で小豆生産ができる。 か。マークアップ設定の

って需要が増えれば米価

神明・需給バランスによ

まれるのか。

から、どういうことを望

質問・需要量主体の観点

複数年で需要に応じた生

るところで言えば、多収

の手取り維持を図ってい

米の需要がある。生産者

組みをする。コストをか

収量性が上がるような仕

を図り、コストカットや

って生産者に対し省力化

ンサー等、先端技術を使

対し、ドローンや水田セ

産を徹底させていきたい。 性が落ちる。この現状に

農水省・ＭＡ米の価格は、 を拡大させていく点と、

ほしい。

が上がり、供給が増えれ

なり、収量が落ちて収益

には手間がかけられなく

れば理想的だが、現実的

る。増えた分収益が増え

と手間がかけられなくな

兵庫県からは、会員減

ることの報告があった。

ら会員の減少が進んでい

と、高齢化と後継者難か

確立に取り組んでいるこ

き「ｔａｅ」ブランドの

に使えないか、和菓子甲

甲子園をもっとＰＲの場

てくべきと思うが和菓子

の中で業界のＰＲをやっ

が議論され、後継者不足

は、全菓連への要望事項

各県からの報告の後

といった意見交換が行わ

ントにはプロの力も必要

て助かったが大きなイベ

は熊本にいろいろ教わっ

ろうか、姫路の全菓博で

で関連付けてできないだ

０２５年の大阪万博の中

菓子大博覧会について２

る。その中で、需要者の

生産者の手取り第一があ

な取組をされているのか。 これだけの販売単価が実

制ではなく、生産拡大し

質問・加工用米の生産抑

るのは難しい。

今までの算定方法をやめ

ユーザー側が合意したな

全農・生産者団体として、 現できてそれを生産者と

ていける方向でどのよう

かで、当社も契約栽培を

が見込めるのであれば、

一反あたりいくらの収益

なく、多収の米を使い、

り返した。相場の中では

ば米価が下がることを繰

すい価格での原料供給に

メの価格を抑え、使いや

る。まだ試験中だが、コ

いながらも取組んでい

けて、福島の補助金を使

ャッシュレス対策の講習

きるのではないか、全菓

象を広げることも検討で

ク会開催県については滋

れた。また、次期ブロッ

で、同じ面積の中で多収

低価格米の要望があるの

また、デジタルアグリ

月

号による被害

号に

日現在、次の通りと

よる組合員の被害は、

９月９日の台風

台風

速 報

つながる。

少が続いていること、Ｈ

子園を和菓子に限らず対

会開催、姫路開始まつり

という取組を行ってい

なっています。

ができる米に取組んでい

る。生産者は平均年齢が

賀県と決定された。

る。ただし数字的には小

連として考えてもらえな

会議終了後、会場を別

〇東京都・

いか、のれんを引き継い

いる。大型の生産者に田

〇千葉県・

報告があり、今年度は、

〇神奈川県・６件

て行きたい。また、水田

が預けられて、大型の生

件

歳を超え、年々減って

れ、ブロック会議は終了

の維持があり、当該生産

さいので、今後拡大をし
いのだが全菓連で手助け

した。

室に移して懇親会が行わ
つりの開催も計画してい

してもらえないか、全国

でくれる職人が居ると良

るとの報告があった。

これに加えて神戸菓子ま

の開催等を行ったことの

取組む。

ＡＣＣＰ、軽減税率やキ

加工用米は、主食用う

要だが、それをすると作

が、水田のままで小豆を

年並みか微減傾向であ
買い入れ価格の上昇によ
ことの現れと考えている。 感じている。

米が

なったのを主因に取組数
日本の作柄が良くない話

の収益性が見劣りする部

での取り組み実績では、

が、結果は
万５千㌧の落

30

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

枠に対し

質疑応答

る。戦略作物では、備蓄
り、大幅な変更、不足感
〇今後の見通し

量は減ったが不足感は無
は聞いているが、新潟か

分があると感じている結

年から

かった結果になった。
ら福島以北の作柄は、品

果と思う。元年産の作付

主食用米は

飼料用米は、備蓄米が
質は別にして、量的には

も減少傾向となっている

年産が不作だったな

備蓄米は国による買い入
増えたことに対し一番影

豊作基調が聞こえてく

ったが、数量を多く扱う

った。

県増に対し、加工
が出ると考えた時期もあ

県で

〇もち米について

県、飼

用米は減少傾向

料用米は減少傾向

れ価格の大幅上昇もある
響を受けた。
私見だが、
飼

る。
それらを加味すると、 と思っている。元年産の

〇水田活用米穀の取り組

万９千㌧の
料メーカーに対する販売

推移している。

27

講習会を実施ており、Ｇ

12

ｔａｅ」の共同販売に続

10

10

10

15

15

15

ク長）と全菓連齊藤理事

た。

件
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、ラクビーのワールド
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（３） 令和元年10月15日

家族の愛を感じる和菓子屋さん
る店を任され大いに繁盛

様と川崎大師の参道にあ

婦へと社長が変わり︑そ

から︑２代目は長兄ご夫

やがて初代社長ご夫婦

車工場がなくなり︑働い

近くにあったいすゞ自動

だくような気配りもして

ての和菓子を食していた

毎年︑川崎市民祭りが

していますがいつも人気

４個載せ３００円で提供

・安倍川餅を作り１皿に

炊く人︑これを運ぶ人︑

ければならず︑もち米を

崎競輪場まで餅を運ばな

ような和菓子です︒

月

います︒ご夫婦が作る大

催されます︒

２日〜４日まで盛大に開

行われており今年も

ていた人たちが店に立ち

福は手ざわりもふんわり

得なくなりました︒また︑ ように︑いつでも作りた

そこにある﹃大黒屋北
していました︒年の暮れ

そうなところです︒

川商店﹄は現社長のお父
の後２代目ご夫婦も亡く
寄ってくれる姿も少なく

大忙しです︒今年も川崎

売る人と支部員は朝から

から新年になると和菓子
なり︑２代目の弟である

この時には︑もち米

があります︒

様が創業者で駄菓子屋の
を作り続けたり︑本店で

大黒屋北川商店
卸をやっていました︒や

支部の良きチームワーク

川土手が近くに見え︑殿

本を炊き上げており︑１

川崎大師の近くに産業

神奈川県菓子工業組合

なって寂しくなりました︒ して口に入れると心和み

が見られそうです︒

現社長夫婦が３代目とし

店舗では炊けない為持ち

作った和菓子を２支店に

川崎支部では︑毎年祭り

回りで３店舗で炊いてい

がて和菓子屋に代わり︑

気持ちをほぐしてくれる

に参加して餅つきを行い

町という名前の由来も

生の和菓子は一度に作

ような和菓子です︒お二

道路が通り︑その通りに

らず︑お客様にお買い上

ます︒出来たら会場の川

て後を守っています︒し
かし︑現社長夫婦が３店

ます︒餡こ餅・きなこ餅

運んだりと３日間位通し
て寝る暇も無かったそう

人の暖かい人柄が伝わる

事務・中山尚子

神奈川県菓子工業組合

憩するのに座った町﹂
と︑ ２人とその奥様方で支え

げいただき数が少なくな

途中支店を２店出し息子

分ほど歩くと閑静な
舗を担うことは不可能に

﹁昔︑どこかの殿様が休

ら
です︒

どの抜き型で抜いた後︑

魚︑青もみじ︑ハートな

め伊那食品工業㈱も協

分かりやすく紹介するた

今回の教室には寒天を

ルタントより買い手の立

バイヤーを務めたコンサ

合及び長年大手百貨店で

がたり

潟雪室そだち

粉雪もの

を漂わせ︑その名も﹁新

ネージュ︒少し︑高級感



顔がこぼれた︒その後和

各々出来上がった時に笑

剣 そ の も の だ っ た が︑

いる子ども達の表情は真

成させた︒夢中で作って

羹を浮かべた錦玉羹を完

ションに色とりどりの羊

感する︒

も学ぶものは大きいと実

う心掛けているが︑私達

も達の良い体験になるよ

た︒菓子教室は毎回子ど

できる子を育ててきた

場から売れる商品作りの

雪室抹茶﹂と雪国にいが

り販売を開始しました︒

が誕生！

﹁新潟雪室育 ち 粉 雪 も の が た り ﹂

組合間連携による新商品

アドバイスを頂きなが

たのイメージにピッタ

新潟県菓子工業組合で

部開発商品﹁にいがた黒

を進めていたところ︑中

進事業﹂への参加を呼び

使用のクッキーに練り込

茶を使い︑新潟県産米粉

や旨味の引き出された抹

かせた芳醇な香りの珈琲

洋菓子職人が︑雪室で寝

新潟市支部のベテラン

大に繋がることを願って

深め︑それぞれの販路拡

指し︑双方組合の連携を

や土産物店での販売を目

支部組合員店舗︑百貨店

の商品を今後は︑多くの

ストーリー性のあるこ

り︑今や全国︑海外への

新潟県菓子工業組合専

務理事・蒲沢百合子

部広報・細井由美子

京都府菓子工業組青年

ら︑商品は勿論︑パッケ

リ！価格は︑１箱９個入

ランド﹁越後雪室屋﹂を

雪室組合は︑雪を使っ

性化︑新潟の魅力や新潟

確立し︑冬に積もった雪

は︑新潟県中小企業団体

らしさを伝える﹁新潟ブ

を﹁雪室﹂に貯め︑一年

雪 室 珈 琲 ﹂﹁ 同

ージやキャッチコピー︑

り︑８００円︵税別︶で

ランド﹂の発信を重点事

中溶けない冷蔵庫として

た食品保蔵庫である雪室

業とした﹁組合間連携に

活用し︑
低温・高湿度︵ほ

中央会が組合同士の連携

よる新商品開発﹂を推し

ぼ︑室温０℃︑湿度１０

を利用した食材の統一ブ

進め︑当組合と﹁にいが

０％︶により︑米や野菜

ほろ苦い大人のブールド

な淡い口どけが印象的な

います︒

１年半に亘り︑双方組

んで作った︑粉雪のよう

に代わる商品開発の検討

大を図る﹁組合間連携推

かけられ︑実現したもの

雪室抹茶
央会より新潟らしさの溢

粉雪ものがたり
埼茶豆パイ﹂の販売を平

新潟雪室そだち
展開も進めています︒

雪室珈琲

です︒

粉雪ものがたり
れる商品で販路開拓・拡

新潟雪室そだち
成 年末で終了し︑それ

一方︑当組合新潟市支
部は︑８年余り続いた支

室町子どもクッキング

支援による地域経済の活

た雪室ブランド事業協同

熟成肉になるなど味の変
化は研究で立証されてお

29

組合﹂
︵以下︑雪室組合︶ は甘くなり︑肉は良質な

月９日よ

の連携による新商品の開
発に成功し︑

10

うやく完成しました︒

ネーミングなどの検討を

てきました︒現社長は奥

作った寒天液をカップに

力︑原材料の天草を実際

室に移動し︑錦玉羹を自

理教室︒昨年に続き﹁和

流し入れ︑型抜きした羊

に見て︑触って︑匂いを

子ども達はまずピン

菓子職人に学ぶ＆お茶

羹やぬれ納豆をその中に

嗅いで︑子ども達は初め

分たちで点てたお抹茶と

﹁和の食材が子どもの

会﹂という題で私達︑京

配置していった︒その後

て見る天草から錦玉羹へ

ク︑黄︑緑︑青︑紫の５

五感を育てる﹂をモット

都菓子工業組合青年部に

色づけされた寒天液を再

の変化にとても驚いてい

14

す︒

何か昔からの物語があり

ると追加で作るといった

子供たちに寒天菓子の美味しさを

﹁室町子どもクッキング﹂ 依頼を頂いた︒製作菓子

年︑料理が

は見た目も涼しげで後味

度投入︑綺麗なグラデー

一緒に頂いた︒

は京都市室町社会福祉協

もさっぱりとしたレモン

和菓子職人に学ぶ＆お茶会

議会と京都市立室町小学

風味の錦玉羹︒

ーに京都で

校のコラボで誕生した料

色の羊羹をなでしこ︑金


都
京

重ね︑試行錯誤の末︑よ

住宅街になります︒多摩
なり支店は閉店せざるを

10

11

面した﹁産業道路駅﹂か

神奈川
10

潟
新

令和元年10月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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業
工
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第967号

山と海に囲まれた自然

んべい、バースデーケー

モンドのチュイールおせ

をネーミングにしたアー

「ねむの花」という町花

どら（鱈しょっつる風味

っつるを活かした「たら

①にかほ市特産の鱈しょ

させていただきます。

ュークリーム）
を筆頭に、 だわった商品からご紹介

今回は、地元素材にこ

甘じょっぱいどら焼きに

と旨味のバランスが良い

く生地に練りこみ、香り

す。たらのエキスを程よ

に着目し生まれた商品で

がなく、加工向きの材料

醤のひとつですが、クセ

朝に摘みとるいちじく

②「北限の朝摘みいちじ

ります。

しい仕上がりとなってお

らのぞかせる顔が可愛ら

小窓付きのパッケージか

付けておりまして、丸い

とつ魚の表情も手焼きで

菓子の加工原材料として

レーヌもございます。お

な甘さを楽しめる一品で

で生のいちじくの爽やか

用）こちらは、期間限定

いちじくタルト（生を使

にしております。他にも、

ならではの味わいを大切

甘さを活かしたいちじく

頂いております。

豊かな地域、暮らしやす

キ、
ウェディングケーキ、 どら焼き）
」
しっとりとした生地の食

にこだわり、自社で煮込

に し た「 山 シ ュ ー」
（注

１３０余年余りを迎える
い安心感があり、その地

真冬に獲れる大きなタ
感も特徴です。ひとつひ

当初は和菓子のスター

き上げました。甘露煮の

リーム）と一緒に包み焼

心でしたが、これからは

今までは県内販売が中

活用しております。

年創業、今年で

市区）北海道・東北ブロ
トでしたが、現在は４代

イメージがある果肉を洋

明治

文を受けてから詰めるシ

洋和菓子製造販売店で
域食材の恩恵を受けなが
焼き菓子、ご法要菓子ギ
ラの魚を原料とする、魚

地域の皆様と共に歩む

す。私達の住むにかほ市
ら、お菓子を通して少し
フトなど、ご用意させて

は非常に扱いやすいた

パティスリー白川

は「住みよさランキング
でもこの街を知って頂け

んだいちじくをクレーム

め、焼き菓子に積極的に

にかほ市

２０１９」
（東洋経済「都
る様、日々奮闘しており

ダマンド（アーモンドク

ックでにかほ市が第１位
目が洋菓子主体で、そび

県外へも販路を拡大して

す。また、イチジクマド

市データパック」編集部
ます。

位）となりま

風に食べやすく加工、い

少しでも知って頂ける可

した。

（全国第
え立つ鳥海山をモチーフ

ちじくのプチプチとした

能性を広げたく、スタッ

ら多くの記入例が出され

しています。各種団体か

言をお願いし現在も継続

に提出し確認、指導、助

イルを回収し福島保健所

悪いことがあった場合正

た。必ず、ボールペンな

ースを大きくとりまし

状況、対処など書くスペ

必要がある場合は時間、

ェックだけ記入し記録の

ないことがなければ、チ

目が多く記載されていま

し衛生管理上、いいこと、 リストにも衛生管理の項

どの消せないもので記入

す。毎日チェックリスト

た。ですから、チェック

ということがわかりまし

理の重点管理が特に必要

模店の場合一般的衛生管

ないなどの理由から小規

あった場合は商品になら

必要】工程上の不都合が

ます。特に、福島市は東

継続していきたいと思い

の指導をいただきながら

の向上を目指し関係機関

理の意識や一層の生産性

をとることにより衛生管

組合員共々も毎日記録

す。

はないかと感じておりま

く意識改革とその実行で

に○をつけることではな

秋田県菓子工業組合

ていますが、各店舗、工

確の記録をお願いしまし

による記録をしていると

京五輪、パラリンピック

好評頂いている一品で

場では設備、作る製品、

た。毎週、記録用紙をフ

衛生に対する意識が変わ

の野球、ソフトボールの

高まりました。小規模店

作業の流れ、仕入れ、保

ァイルする時に１週間の

り疑問がでて調べたり、

会場となることから県は

経験上安全性が確認され

管条件、危害要因などが

反省ができるメリットも

解決の方法を探ると知ら

来年までの導入を呼びか

り、チェックリストを確

違い各店独自の重点管理

あります。小規模店の場

なかったことがわかった

けています。

仁賀保支部・パティスリ

項目があるということが

合ほぼ、同じ人がほぼ同

りと仕入れから、販売に

す。果実は地元契約農家

わかりました。

じ作業をすることが多

至るまで相当、意識が変

の場合大切なことは、表

記録用紙も冷蔵庫など

く、異変、異常に気づき

わったことに気がつきま

ている【科学的な検証も

に貼っておける様にＡ４

易いことや商品として長

す。結果として生産性も

認し記録しなければいけ
生の状態から加工。その

の用紙で１週間１枚とし

年販売されている製品は

ー白川・髙橋徹

食感も楽しめる食べやす

始業時

就業中

終業時

８

実証事業に参加しこの結

したものは実証事業でま

食品衛生指導員が先行し

：

：

就業中

就業中

年

：

：

：

終業時

終業時

終業時

：

：

：

月の衛生巡回の際

- 1 -

記録用紙

に、直接出向き、記入方

：

就業中

て取り組み原材料の仕入

：

とめられた、点検確認事

就業中

果に基づき導入方法を検

：

就業中

法などを説明し組合員全

：

就業中

れ、製造の手順、保管状

７ :０ ０

項のチェックリスト、記

日

討し組合員全員が毎日の

始業時

日
日
日

作業終了後アリ用の駆除剤を設置
お湯を掛け駆除
始業時にアリを発見
①７時

始業時
始業時
始業時

始業時

員に記録を開始してもら

- 1 -

況の確認、など安全性を
気づいた点やクレームの有無など 異状や気づいたこと
その他 特記事項 があれば 時刻 状況 対処方法を
記録する

録用紙、記録用紙を保管

その他

記録をはじめました。

食品に接する部分は清潔になっているか
整理整頓されているか
９ 洗剤などの化学物質は指定の場所に保管されているか
１０ タオルの洗濯 使用する道具の殺菌 消毒は行ったか

：

：

：

終業時

終業時

終業時

：

：

年に実施され

①
始業時
☑

日
日

日
日より 月
月
年
HACCP 記 録 表

は、平成

４
５

11

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
た地域連携ハサップ導入
今回組合員向けに準備 するためのファイルで、 確かめる方法を探り、
い、 年３月に一時ファ

東京おしょうゆ
麦粉菓子 製造中

点検確認項目

県文化祭にて和菓子づくり教室開催

３

30

交差汚染 手の洗い方 手袋の着用 使い方は適切か
食品不適にする物質からの保護
跳ね水ゆ結露が食品にかかっていないか
６
７

福島菓子協同組合で
使用水に濁り 臭い 色に異状はないか
従業員本人と家族などに体調不良者はいないか
手指に傷はないか
トイレ設備の維持 手洗い場 トイレの備品はあるか
汚れていないか
施設内に虫はいないか ネズミの痕跡はないか
作業台 冷蔵庫の取っ手 解凍用番重の消毒
（次亜塩素酸６％液を水５キロに３０CC）
１
２

理事・菅野嘉春

福島菓子協同組合代表

記入時刻の記入場所を作

31

から旬の時期に仕入れ、

フ共々邁進してまいりた

21

和菓子づくりも文化づくり

たらどらカタログ制作

いパイに仕上がっており

令和 マッチング商談会

30

いと思います。

20

特に女性のお客様からご

山シュー

仕上げました。柔らかく、 くパイ」

調べ）対象・全国８１２

田
秋
島
福

点検確認項目

第967号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
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工
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（５） 令和元年10月15日

名物「くずまんじゅう」

伊勢屋

す。

御菓子処

私の店は福井県小浜市

年には伝統和菓子職の認

物があり１５０年ほどの

東宮、６代目である私は
定を受けました。このお

代目は東京製菓学校、５

千葉の京山、佐々木勝氏
菓子は平成名水百選「雲

歴史があります。平成

のもとで修業をさせて頂
城水」を使って造られて

代目は京都鼓月と東京の

きました。
おり、４月中頃から９月

当店は上田與三郎によ
私の店には「くずまん
いっぱいまで販売してい

一番町にあります。創業
は天保元年
（１８３０年） って創業されました。３
じゅう」という地元の名

冷やして販売し、道行く

んじゅうやところてんを

では店先の水槽にくずま

夏になると一番町商店街

造販売されていました。

一番町の様々な商店で製

く八百屋、萬屋、魚屋、

ゅうは和菓子屋のみでな

られました。くずまんじ

い、くずまんじゅうが造

であった若狭の葛を使

そして近在の日本三大葛

して知られていました。

れいな水に恵まれた町と

町一番町では古くからき

旧若狭藩小浜城の城下

ます。

代目は京都の長久堂、４

今年で１８９年になりま

水槽で冷やされるくずまんじゅう

29

「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた
菓 子 製 造 業における衛 生 管 理

ＡＣＣＰが施行され、全

２０２０年６月からＨ

安全推進班より講師をお

健福祉部生活衛生課食の

た？との声から岡山県保

計画作成講習会」開催

組合員が取り組まなけれ

でも講習会を開催しまし

迎えして９月４日に組合

全菓連からは菓子工業新

た。

ばならなくなりました。

聞４月号に同封して、菓

の場合は組合事務所で行

らの参加もあり、参加者

を移して行いました。県

図書館内の会議室に会場

人未満

受けた手引書を送ってい

う予定でしたが、今回は

名になり近くの幸町

当初受講者が

ただきましたが、どこに

必要性もあり組合員とそ

が

子業界で厚労省の認可を

あるか分からない、読ん

の家族や従業員、県北か

10

でもよく分からなかっ

講習会風景
24

た商店街も、今では販売

じゅう通りと呼ばれてい

うです。古くはくずまん

場として賑わっていたよ

涼を求め喉を潤し憩いの

人はその涼しげな風景に

ばかりお菓子を作れるよ

きました。今自分が少し

成長できていると実感で

死で緊張感があり、日々

が真剣で皆切磋琢磨で必

ていただきました。毎日

も貴重な時間を過ごさせ

さんのおかげであり、一

しているのは当店のみと

私が千葉での修行を終

緒に修行した先輩方、仲

うになったのは師匠や奥

え実家に帰ってから今年

間のおかげだと思ってい

なりました。

年が経ちま

え方、菓子作りの基本を

に仕事に対する姿勢、考

である京山・佐々木勝氏

感じています。私は師匠

ればならないという事も

た日々向上していかなけ

変さというのを感じ、ま

代々受け継がれていく大

ま し た が、 今 で は 店 が

りが見えず仕事をしてい

す。当時は勢いに任せ周

頑張りたいと思います。

少しでも貢献できるよう

れず、店の発展と業界に

色々な方々への感謝を忘

自分の力だけではなく

あると思います。決して

業員の皆さんのおかげで

いできた先祖の方々、従

そして家族、代々受け継

来ていただけるお客様、

続けられているのも店に

ます。また地元で商売が

でちょうど

学びました。そこでの５

福井県菓子工業組合・
上田浩人

年間は何事にも代えがた
い、今思い起こすととて

連より送付いただいた手

例が示され、これと全菓

き、衛生管理記録の記載

計画例示を用意いただ

ま使えるように衛生管理

ない項目を削ってこのま

だまだ、分からないこと

度か開催しましたが、ま

た。組合でも講習会を何

らないことが山積みでし

など取り組まなければな

示、消費税軽減税率制度

今年度は栄養成分表

本来のＨＡＣＣＰを導入

引書を組み合わせて、プ

が出てくると思います。

より（小規模な菓子製造

ロジェクターで確認しな

そんな時はまた集まって

する企業のＤＶＤを見て

がら説明いただきまし

情報交換しながら勉強し

事業者向け）とした手引

た。後は自店の商品を製

ていきたいと思います。

終了しました。

法分類区分して、日々衛

岡山県菓子工業組合事
ど学びました。その上で、 務局・谷野美香

生管理記録をとることな

書が配られ自店に必要の

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

くずまんじゅう
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第十回

受賞作品一覧

※順不同

優

勝

宮城県

準優勝

学校法人古川学園

古川学園高等学校

岡山県

令和の円窓

全国菓子工業組合連合会理事長賞

群馬県立藤岡北高等学校

鹿児島県

希咲花輪

奨励賞

おかやま山陽高等学校

神村学園高等部

しっとりザクッとらんらん蘭

奨励賞

埼玉県

埼玉県立越谷総合技術高等学校

奈良女子高等学校

月光瓦

彩夏

奨励賞

秋田県

秋田市立秋田商業高等学校

Ｄｏｎ !! Ｎｕｔｓ 〜和と洋の融合 新時代へ〜

石井学園

城南高等学校

三重県

梅花の歌三十二首

奨励賞

奈良県

大阪緑涼高等学校

奨励賞

岐阜県

かいか

奨励賞

大阪府

令和に輝く大和撫子

全国菓子研究団体連合会会長賞

群馬県

準優勝

三重県立相可高等学校

初春の令月

奨励賞

島根県

島根県立出雲農林高等学校

梅茶どら

沖縄県

沖縄県立南部農林高等学校

ミカジチ〜僕らが作り上げてゆく世界〜

全菓連斡旋図書
■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。

製菓衛生師全書
～和洋菓子・パンのすべて～
定価：3,250円（税別）

製菓衛生師・菓子製造技能検定
受験練習問題と解答
定価：1,429円（税別）

洋菓子教本
～ Les Bases de la Pâtisserie ～
定価：3,050円（税別）

決定版 和菓子教本
定価：3,500円（税別）

お申込みは
各県菓子工業組合へ

街市で見つけた老舗

う！という宮崎商工会議

ブ

メイドアクセサリー、そ

はちみつ、パン、ハンド

「ちりめんじゃこ」と隣

羹、佐土原美人などなど

佐土原だんご、くじら羊

色んなお店での

年の修

たのがきっかけとなり、

人になりたいと強く思っ

以前のような

るそうです。

のお客様もあ

所の協力による街市実行
の他なんでもありの

御菓子処光仙

委員会主催のイベントで

残暑厳しい街市の通路
土原町生姜倶楽部の和菓

賑いです。浜砂さんは佐

ースでの街市で、すごい

しみに爆買いする方もい

の為、お得意様も増え楽

す。開催当初からの出店

合わせに並べてありま

憊しているにもかかわら

早朝からの作業で疲労困

た。笑い話のようですが、

行があったと伺いまし

など作りなが

「伝統和菓子

少しましたが

祝い菓子は減

す。
浜砂盛光さんを見つけま
には、いくつもの特大氷
子担当として出店し、佐

光仙

宮崎市中心街の一番街
した。街市とは「宮崎の
も設置されており、野菜

御菓子処

と若草通りにて、毎月第
佳い食」で街を、そして

ら、お菓子を

よ

４土曜日に開催される街

ず、夜、店主のお金を数

通じて社会貢

ると嬉しそうでした。

えてる姿を見て、早くお

土原いっぱい生姜パイ、
「御菓子処光仙」は佐

献できればい

年に念願叶い奥

まだ目標があ

いな」とまだ

店を持ちたいとさらに頑

土原町にあり創業
老舗です。店主の浜砂さ

昭和

る浜砂さんで

宮崎県菓子

様と二人での和菓子洋菓

輩の
「いらっしゃいませ、 オリジナル商品の焼菓子

工業組合事務

をつけたほうが良い」と

「里ごころ」流し物「イ

した。

またどうぞ」などと元気

局・大西みつ子
ロハ口説」季節物「苺大

子のお店ができました。

んは学生時代に「手に職

張れたそうです。

年の

やフルーツ、牛串焼き、

福」は超人気で遠方から
に働く姿を目にして商売

最近では、梅沢富美男

が、記録で分かっている

分からないとのことです

報が伝えられてないため

んとの三人で切盛りをさ

戻られた四代目の慶太さ

京での洋菓子の修行から

様、そして息子さんで東

自動包餡機や自動どら焼

来の製造方法を一新し、

後、ご実家に戻られ、従

様を修行で渡り歩いた

かった経営方法で、地元

個人店では取り入れてな

けるという当時の地域の

様に美味しいお菓子を届

数々の賞を受賞してお

ツ部門などで優勝を含む

開発し、８年連続スイー

数々のユニークな商品を

もあります。

さんの母親の出身地とし

年以上ではあ

祭りの名称は「ねぷた祭

のは創業

るものに作りあげている

ても取り上げられ知名度

に第一回目（２０１２年）

日、令和元年

行事予定

月

製菓講習会、講師・

溢れる商品を開発し、少 『めちゃウマ

月２日、高崎菓子

月６日、製菓技術

場、高崎市

まつり、もてなし広

11

きくち覚誠堂

り」と言い「扇ねぷた」

き機、冷凍設備などの導

毎日で、これからの更な

れています。以前、現社長

大量注文もこなし、億単

り、自他共に認めるヒッ

るということでした。お

入、店舗施設のリニュー

の冠婚葬祭や企業からの

や春の桜まつりや夏の

から珍しい屋号の由来に

きくち覚誠堂

も上がりました。

青森県の津軽平野のち

店は本店のみで、旧国道

現在は四代目の慶太氏

「組ねぷた」が運行され

今回は、その藤崎町で

位の借金を返しきったそ

る新商品の登場が楽しみ

「 ね ぷ た 祭 り（ ※ ）
」で

アルをし、多額の借金を

トメーカーであります。

ょうど中央に位置する南

ついてお聞きしたことが

ます。

３３９号線に面した立地

であります。

四代に渡って盛業されて

青森県菓子工業組合副

有名な弘前市に隣接し、

※青森市の「ねぶた祭り」

理 事 長（ 中 弘 支 部 長 兼

津軽郡藤崎町は、人口約

と共に洋菓子部門の強化

は立体的な物ばかりの運

務）
・川嶋将晃

うです。

に取り組み、地域での人

行ですが、弘前市開催の

しての代変わりだったそ

近年では、お店を構え

気店という地位を確固た

に店舗を構えております。 あるのですが、代々のお

る藤崎町主催の、お店が

います
『きくち覚誠堂』
さ

名前で初代が覚次郎氏、

しかし、義人氏の老舗

町の食を提供する町特産

農業や商工業が栄える人

二代目が誠一氏というこ

和洋菓子店を渡り歩いて

の農産物を使った新作グ

１５，０００人で、ふじ

とから、それぞれ頭文字

身に着けた確かな技術

59

うです。

現在は三代目社長の菊

をとって『覚誠堂』と名

と、その時代で流行って

票で競う『ふじワングラ

んをご紹介したいと思い

付けたとのことで、三代

いる商品を常に意識し、

ンプリ（毎年６月開催）』

宏氏（東京製菓学校和菓

まつり、宮交シティ、宮

口約１７０，０００人の

目が義人だから自分の代

持ち前のユーモアのある

伊那食品工業㈱研究員、

子 課 教 師 ）、 柴 田 原 料 ㈱

林檎の発祥の地であり、

）
と社長の奥

で『きくち覚誠義堂』に

アイデアとセンスで次々

から積極的にエントリー

伊那食品工業㈱Ｒ＆Ｄセ

崎市

池義人氏
（

改名しないとダメだな！

と美味しく、且つ人目を

し、『 ふ じ の 国 か す た ぁ

研修ホール、山形市

ます。創業年は正確な情

とユーモアを交えてお話

惹くネーミングやパッケ

～』『トキワ卵のぷりん』 ンター、伊那市

『藤崎りんごのクラフテ

講師・レオン自動機㈱名

群馬

講習会、講師・森崎

月７日、かるかん

奉納祭、鶴嶺神社、

鹿児島市

月９日、東京文化

財ウィーク２０１９

目黒区

月

日、第

日、和菓子講

香梅六条工場、岐阜市

一 氏（ ㈱ 松 葉 屋 社 長 ）、

習会、講師・松下雄

月

回みやざきお菓子

日～

員、旧前田家本邸洋館、

師・石川県菓子工業組合

「和菓子作り体験」
、講

•••••••••••••••••••••••••••••

ししてくださいました。

ージでオリジナリティー

日、レオン機
誠堂さんですが、三代目

数家族経営ながら地域で

ィ ー』『 黒 み つ き な 粉 ぷ

古屋営業所員、富山食品

月
の義人氏が、弘前市の名

も買いやすいお値段で、

り ん 』『 り ん ご と チ ～ ズ

ブリュレ』

店『開雲堂』様と『双味

大量生産、高性能冷凍庫

研究所、富山市

最新機種の実演会、

庵』様そして、仙台市の

のおまんじゅう』など

17

ルメやスイーツの人気投

さて、そんなきくち覚

弘前市のベッドタウンで

きくち覚誠堂の商品

県庁所在地である青森市

85

遊び心にあふれる和洋菓子店

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

佐土原いっぱい生姜パイ

宮崎を元気にしましょ

17

教わり、またある時、先

49

45

名店
『寿の三色最中本舗』 の活用による、常にお客

16

20

23

29

14 11

11

10

10

宮崎

岐阜

長野

富山

11

11

11
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山形

鹿児島

石川

浜砂盛光さん

市に御菓子処光仙の店主
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な事業計画を作成すれば

企業にとってもどのよう

金融機関のみならず一般

えばそれまでであるが︑

国策であると言ってしま

れば︑お金が沢山ある会

人口︑企業数が少なくな

少子高齢化を迎えて︑

〝ゾンビ企業〟である︒

れば明らかだ︒いわゆる

繰り返している状況を見

状況を整理してみる
だ︒つまり︑お金のない

は火を見るよりも明らか

その②
の下︑徐々にではあるが

の銀行がこの政府の戦略
の借入れ総額を

年以内

務超過でない︒銀行から
ことならば︑他の銀行か

それでも駄目だという

ら不動産担保が外れるの

では︑どのようにした

方向に傾いている︒銀行

の下に積極的融資という

〝事業性評価〟という名

ね

ないこと︒社長が高齢︵概

社会保険料等の未払金が
貴方の会社を重視してい

きだ︒理由は今の銀行は

に完済できること︒税金︑ らの借り換えを考えるべ

の〟によって異なる︒そ

は〝 そ の 会 社 の そ の 時

かということだが︑これ

お金を貸して利息をしっ

っと多くの地元の企業に

ということ︒つまり︑も

ても儲かる時代は終った

ば︑ほぼ間違いなく金利

も黒字が見込めるのなら

益が出ていて︑これから

に加えて︑過去３年間利

継者がいること等︒これ

資慣行を作りなさいと指

保︑保証人に頼らない融

現在︑金融庁は銀行に担

次に不動産担保だが︑

はない︒

銀行と付き合っても意味

ないということ︒そんな

ら

りている借入金を５年か

は︑①現在︑銀行から借

信用力が高い会社と

足を補完する制度である︒

りる会社や人の信用力不

もそも不動産担保とは借

歳 以 上 ︶な ら ば︑ 後

は今までの様に黙ってい

かり取るという銀行の本

削減交渉は可能である︒

年以内に充分に返済

来の姿に戻りなさいとい

今は昔と違って︑不動

に長く︑過去にその銀行

いる︒②社歴もそれなり

できるだけの利益が出て

銀は０・５％〜１％︑地

産担保があっても利益を

に大きな約束違反がな

導し始めた︒

さて︑金利は下げられ

方銀行は１％前後︑信用

出せず︑返済する原資が

現在の金利相場は︑都

るのか？答は〝今が金利

金庫は１％〜２％︑信用

う指導である︒

を下げてもらう交渉の一

さて︑不動産担保には

は︑多くの中小企業が銀

が上がっていない︒それ

を外したい時は︑借入金

る︒その不動産から担保

る︒ならば︑銀行が企業

政府として︑これは困

に現在ある残金だけ返し

よっては普通抵当のよう

ている︒それは︑状況に

現在︑都銀を除く多く

明する︒例えば︑極度額

ので︑もう少し詳しく説

少し難解であると思う

ること︒正常先とは︑債

者区分〟
が
〝正常先〟であ

円を返済しないと不動産

度額一杯の５︐０００万

０００万円あるので︑極

でも借入総額の残が９︐

返済すれば良い︒

で受けて︑現在の融資を

り︑どちらが良いとは一

使い方には一長一短があ

り︑普通抵当と根抵当の

と担保は同じ意味であ

するべきである︒

元で外す交渉を経営者は

先ずは︑〝事業計画書〟

かりと勉強して下さい︒

〝大罪〟に当たる︒しっ

まうのが現状である︒

られたらそれに応じてし

ーンのように一度︑担保

普通抵当とは︑住宅ロ

の範囲内であれば追加の

に借入金の枠を決めてそ

一方︑根抵当とは始め

を付けた時に借りた借入

例えば︑不動産に担保

０００万円の場合︑その

別の借入金の残額が８︐

同じ銀行から借りている

０００万円であっても時

却額の相場︶の範囲内と

の残額が１︐
０００万円︑ 不動産の時価︵実際の売

但し︑この場合はその

実務になると種々な条

る︒つまり︑極度額が５︐ 的と考える︒

いう別の条件も付いてく

件が付くので︑その道の

当〟という使い方は合理

方がない不動産は〝根抵

〝普通抵当〟︑失っても仕

てはならない不動産は

定の当期をする必要があ

「全国菓子工業組合連合会PL保険制度」のご案内

◇大切な商品にPL保険をご契約頂くことで『大切なお客様』を守ります◇

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

☎03-5781-6577

先月号より続く︒

行に返済条件を緩和して

３．銀行金利は下げられないのか？
不動産担保は外せないのか？
金利は未だに低い水

良いのかが悩むところで
社のみが最後に残ること

準︑
未曾有の世界である︒ もらっていて︑リスケを

ある︒

と︑そもそも〝何故この
中小零細企業は倒産や廃

合は後継者がいる︒これ

様な低金利〟になったの

い︒逆に不動産担保がな

らの条件が揃っている場

い︒③社長が高齢者の場
現在︑貴方の会社が良

くても十分な返済原資と

見えなければ借りられな

うこと︒では︑どのよう

好で︑これ以上の金利な

組合は２％〜３％︒

な企業ならば金利を下げ

合には︑基本的には不動

番良い時期〟であるとい

にもっと融資するように

なる利益が見込まれれ

業に向かう確率が高くな

業の絶対数が減るという

らば交渉してみるべきで

かである︒世の中は景気

パリ解らない︒経済学者

てくれるのか？当然では

し︑借りる側に知識がな

仕向ければ良い︒どうし

まり︑担保は昔ほど重視

ければ︑銀行から当然の

ことは︑資本主義経済に

社〟
である︒具体的には︑ が仕組み上︑下げられな

されなくなったというこ

や評論家の言い方もマチ

いということならば︑新

産担保はいらない︒しか

銀行が企業に融資する時

ように不動産担保を求め

ば︑融資が行われる︒つ

くなるのか？その答が政

と︒保証人も担保も駄目

ある︒現在の融資の金利

世の中の社会不安が増大

たに同額の融資を低金利

あ る が〝 業 績 の 良 い 会

年間の成績は良い

の評価基準である〝債務

たら︑銀行は企業にもっ

この
府主導で行ったマイナス

普通抵当と根抵当の２つ
の残額のみを返済すれば

︵始めに設定した借入限

が︑中小企業全体は利益

がある︒この違いはその

ても担保が外れないとい

を設定したらそれ以上に

借入や返済がいつでも自

金が減っていても︑同じ

銀行からの借入総額の残

価が３︐０００万円しか

を作りましょう

担保は外れる︒

増えることがなく減る一

由にできるという制度︒

銀行に別の借入金がある

は９︐０００万円という

専門家に良く相談するこ

次号に続く︒

方という担保︒以後︑更

この場合は︑追加借入毎

場合には︑始めに設定し

ことになる︒
この場合は︑ なければ︑３︐０００万

とが賢明である︒経営者

度額︶が５︐
０００万円︑ 担保は外れないのである︒ 概には言えないが︑失っ

に追加の資金が必要な時

に新たな登記はいらない

た〝極度額〟という枠内

円を返せば担保は外れる

ある︒しかし︑良いこと

ある︒

担保設定した時に借入金

は︑その不動産に担保余

ので費用も時間もかから

までは全額返済しなくて

担保設定した時の借入金

る︒一回毎に登記と費用

の裏には落とし穴が隠れ

るということ︒

力があれば新たに担保設

ないという便利な制度で

はならないということで

ということになる︒抵当

と時間がかかることにな

にとって知識の無さは

の残額が１︐０００万円

うことが起こる場合があ

使い方の違いにある︒

金利である︒

することにもなる︒

おいては優勝劣敗の原理

るということである︒企
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マチである︒一つ言える

松本 光輝 氏（株式会社事業パートナー代表取締役）

だから仕方ない︒
しかし︑ と融資をせずにいられな

経営の玉手箱

ことは︑概して大企業の

が良いのか悪いのかサッ

65
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平成31年2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。

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。

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。

－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）

（生産物回収費用保険）

（オプション）

（オプション）

（オプション）

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。

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

＋

2. 初期対応費用担保特約

‼

菓子工業新聞送付先の住
所・宛名等が、現在の表記
と異なりましたら、都道府
県菓子工業組合へお知らせ
ください。

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）

10

宛名・住所のご確認を
お願いします。

● 更新申込締切日：2019年3月29日
（金）

● 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

10

第967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）

（９） 令和元年10月15日

第

回西日本食品産業創造展では山﨑穣氏

︵福岡市経済観光文化局観光コンベンション
部観光ブランドクルーズ課︶
を講師に迎え
﹁食
の 未 来 を 考 え る︵ 食 と 物 産・ 福 岡 県 ︶
﹂をテ
ーマに講演を行いました︒

先月号より続く︒
ベジタリアンやビーガン
だ︒日本ではベジタリア

欧米系だけかと思いき

ンは少ないが︑海外では

フードダイバーシティ
や︑意外と多いのは台湾

フードダイバー
シティ

は︑日本語では食の多様
の方で︑

％と言われて

性になる︒世界には食に

その②

う話だ︒

調で︑関西版も作るとい

を売っている︒これが好

で東京エリアの素食の本

が遅い︒
日本の飲食店は︑ える︒ベトナムの方はウ

を楽しんでいるから︑夜

らはそういう文化で食事

来ると言われている︒彼

アの状態が一番いいと考

は︑火を入れ過ぎないレ

する時︑日本人の感覚で

って食べるが︑それ以上

れ︑２切れはおもしろが

台湾の方も同じで１切

ということはまずない︒

欧米の方︑フランスや
でも﹁日本は店が閉まる

句を言われるだろう︒今

まるのが早いんだ﹂と文

時で閉まるので﹁何で閉

るが︑デパートなどは８

結構︑遅くまで開いてい

の？﹂と聞かれ﹁クオリ

でもっと焼いてくれない

言って食べない︒逆に﹁何

と も し な い︒﹁ 怖 い ﹂ と

ーが強く︑手をつけよう

生ものに対するアレルギ

エルダンしか食べない︒

いわれる

２割がミレニアル世代と

では︑世界の旅行者の約

民間事業者のレポート

は手をつけようとしない︒

スペインの方は食事を取
のが早いから︑買い物が

ティのいい肉だから︑火

歳くらい

で一般的なのは早くて８

８時だろう︒あちらの国

ランはせめてラグビーの

ことは承知だが︑レスト

れる︒飲食業界が大変な

と説明をすると﹁じゃあ

しい食べ方なんですよ﹂

を通さないのが一番おい

ータがある︒この方たち

は︑イスラム教というデ

で最も平均年齢が若いの

の方だ︒また︑主要宗教

〜

ムスリムがメジ
ャーに

る時間が遅い︒日本では

できなくて不便﹂と言わ

欧米の方は食事
を取る時間が遅
い

予約をすると遅くても夜

時半︑９時︑９時半スタ

試しに食べてみよう﹂と

いる︒ムスリム対応は日

期間中だけでも︑欧米の

いる︒日本に来てあまり

説明が無いと彼らは︑手

本では︑まだ関係ないと

ートで予約を受け付け︑

関して規制を持っている

をつけない︒ベトナム人

思われているかもしれな

が世界の旅行者のマジョ

主張されないが︑台湾の

もせっかく海外旅行をし

いが︑その人たちがすぐ

なる︒食べると﹁おいし

方が結構いる︒日本人は
方は中国語で﹁素食︵そ

ているのだから挑戦して

先にメジャーになる状況

方に対応する営業時間を

何でも食べるが︑世界中
しょく︶
﹂という本当の

ベトナムは文化が特殊

みようという気持ち︑例

がある︒

終わるのは日にちをまた

にはグルテンフリーの
ベジタリアンで仏教の教

は︑九州でフランスの試

で︑食に対して保守的な

えば﹁刺身を食べよう﹂

界的なレストランランキ

リティを取ると言われて

〝小麦粉のものは食べら
えに基づき︑肉を食べな
少ない︒この食文化に対

合が３試合行われるの

印象がある︒和牛を提供

う意味では︑福岡とイメ

ングベスト

いですね﹂と言われる︒

れません〟やムスリムの
い方がいる︒台湾の方が
応すると喜ばれるだろ

で︑多くのフランス人が

えられるかは︑食が大き

ージが近い︒東京の方が

店舗近くがペルーのリマ

考えなければならない︒

方は豚肉やアルコールも
これだけ来ているのに︑
う︒東京の出版社が台湾

フェなどが多いが︑これ

な部分を占める︒これか

福岡出張や札幌出張を喜

の対応では︑料理の材料

めている︒この方たちへ

り︑人口の３分の１を占

億人お

だがベジタリアン︑ビー

今後の食への取り組み

﹁これなら食べられる﹂

メニューに提示すれば

が含まれていますよ﹂と

夫 す る︒
﹁こういう材料

からないなら︑もう一工

身に何が入っているかわ

理を食べてみたいが︑中

る︒せっかくおいしい料

る︒だから︑大豆由来の

アンをしている人もい

愛護の考えからベジタリ

志向だけではなく︑動物

っている人もいる︒健康

のベジタリアンには︑太

間違いである︒アメリカ

もしれない︒その認識は

くる画像はガッツリした

ー﹂と検索すると︑出て

ジタリアン

ハンバーガ

にある︒グーグルで﹁ベ

発をしたい︒需要は確実

の力を借りながら商品開

たので︑これから皆さん

対し︑認識が足りなかっ

は食べることを目的にし

の有名な街で︑訪れる方

やフランスのリヨンは食

インのサンセバスチャン

将来の展望だが︑スペ

裕層は︑自分の行きたい

者の方もいる︒最近の富

わざわざ旅行する高所得

ランに行きたいがため︑

く︑その街にあるレスト

街に行きたいからではな

リヨンやサンセバスチャ

という状況なので︑ぜひ

ない︒福岡ならラーメン

うイメージは持たれてい

海外ではまだ食の街とい

評価は得ているものの︑

福岡の食は国内で高い

グビーのワールドカップ

ることは当たり前だ︒ラ

くらいの子供が遊んでい

いでいる︒それでも

不可などである︒最近︑
日本で対応している店は

い人というイメージがあ

では欧米系のベジタリア

ら皆さんの力をお借りす

にある︒ペルー？と思わ

に何が含まれているのか

と判断するだろう︒イン

ソイベーコンを使うな

ジャンクフードである︒

レストランがあるから旅

生ものに対する
アレルギー

欧米系の方に多いのは︑

ニでおにぎりを買って終

って︑サラダを食べさせ

ンに対応できない可能性

ぶのは︑食べ物がおいし

れるかもしれないが︑リ

の中で︑

わる︑という方が結構い

ればいいだろうと思うか

る状況が︑すぐそこに来

いからだ︒そのワールド

を表示するのが効果的で

バウンドに取り組んでい

ど︑ソイビーフを使った

ている︒
会議を行う時︑ヨ

かわからない︒わからな

マラソンをして︑少しや

ベジタリアンといえば

いるのは︑優しい味のカ

のマップなどで紹介して

べたがる︒ベジタリアン

人にどれだけ満足感を与

る︒せっかく旅行に来た

とって重要な要因であ

スチャンである︒そうい

気があるのは︑サンセバ

ーロッパの都市で一番人

ションを占めている︒世

の力は観光の強力なポジ

行する方もいるので︑食

たいと思う︒

ンのような街に追いつき

ガンは世界中に

ある︒メニューを見て何

くにあたり︑メニュー表

食というのは旅行者に

いと怖いから食べられな

せており︑健康志向の強

美食都市・福岡
を目指して

とかラーメンと書いてあ

ハンバーガーもどきを食

10

示は工夫できる︒

50

10

っても︑何が入っている

ベジタリアンに
対する認識

がある︒こういう状況に

ている︒

歳

40

マはアメリカでも注目さ

山﨑 穣 氏（福岡市経済観光文化局観光コンベンション部観光ブランドクルーズ課）

ワイド版がスペインのサ

（食と物産・福岡県）

れる街となっている︒

食の未来を考える

ンセバスチャンである︒

13

30

29

い︒仕方ないからコンビ

25

令和元年10月15日 （10）
（毎月 15 日発行）
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全菓連では︑全国組合幹部研修会で原正紀

いい﹂と引き留めるケー
スもある︒
フリーランスは従来︑
クリエイターが多く︑デ
ザイナーやフォトグラフ
ァー︑コピーライター︑
アーティストなどであ
る︒増えているのはビジ

その⑤

約や業務委託契約を結

雇用契約ではない顧問契

果的に成し遂げている︒

は︑企業の課題解決を効

いるが︑外部の専門人材

ル﹂という事業を行って

しようと思ったらスポッ

い企業はないので︑解決

題の塊である︒課題のな

ろいろあった︒企業は課

経理財務︑ＩＴ化などい

ら生産管理や海外展開︑

をしていた人がおり︑商

のブランドマネージャー

いとなった︒大手で食品

って専門家の力を借りた

としたが︑売れない︒困

できたし︑売っていこう

に入った︒この仕事を自

全国チェーンの定番商品

百貨店に行った︒結果︑

ましょう﹂とスーパーや

いがいるから一緒に行き

い︑﹁ 流 通 関 係 に 知 り 合

なことくらいは自分で行

の力を借りたら︑一気に

品のコスト管理からマー

﹁おいしかったけれどこ

できた︒まさに外部の専

トで外部の力を借りるこ

れは売れないだろう︒３

門人材の活用方法だ︒そ

ぶ︒当社では月１回来て

つ変えれば何とかなる﹂

の人に社員になってもら

社単独でできただろう

とのことだった︒ネーミ

う必要はない︒商品のア

ケットの売り上げ関係ま

ング︑値段設定︑パッケ

ドバイスと販路の助けが

とは合理的である︒コス

ろいろな会社と契約して

事例を紹介すると︑従

ージデザインである︒実

あれば︑自社の商品開発

くれるＰＲの専門人材と

る︒兼業副業の人を外か
自分の専門性を生かして

業員数名の食品会社が独

績あるプロなのでパッケ

でいける︒

か︒できたかもしれない

ら招き入れ︑一定の仕事
いる︒ウェブのエンジニ

自のスープを開発したケ

ージデザインなども簡単

わせ︑集団の強さを築こ

で全部できる︑まさに商

をしてもらうケースと︑
アやマーケティング︑生

ースがある︒いいものが

フレットは安くできる

トは多少かかるが︑その

自社にいる優秀な若手が
産技術︑
管理部門の採用︑

管理︑人材育成︒それか

小企業診断士や社会保険

うとする組織である︒欧

も業務委託契約を結んで

﹁辞めてもっと成長企業
人材育成などで︑幾つか

２番目は経営企画で︑社

加えて︑契約社員︑パー

し︑競争するから一番い

米を契約型
︵ジョブ型︶社

ネスフリーランスで︑い

に行きたい﹂と言った時
の企業と契約している人

長の右腕もしくはブレー

目は人事で︑採用や労務

ト・アルバイト︑実習生︑ 労務士など︒最近︑増え

いものが選べる︒それか

会で︑日本はメンバーシ

が時間も相当かかるし︑

社外活動では︑他社を

﹁君の専門性の高い仕事
が増えている︒

ンとして経営企画を一緒

用だけではない︒社員も

てきたのはクラウドワー

ら他社とのアライアン

ップ型社会といわれる︒

品開発のプロである︒こ

活用するケースと︑社外

を週３日してくれればい
前述のように私たちは

正社員︑限定社員という

インターンもある︒海外

カーでコンピュータだけ

ス︑最後は人間ではなく

家族型経営という言い方

分会社が前進するならい

の人材を活用するケース

い︒２日はほかで働いて

花手組という人々が豆の

パターンで時間や日に

から来た技能実習の優秀

でやりとりする人だ︒例

非・人間︵ロボット︶の

いる︒企業に聞いたら︑

がある︒これから兼業副

朱色の羊羹であるという

栽培を行ったのがルーツ

は︑丸い筒から押し出し

ち︑場所︑仕事︑などを

な人材は︑ぜひ日本のメ

えばパンフレットを作り

コストもかかる︒専門家

業をしていく人は増え

ことと︑その独特な風味
だそうです︒道央や道東

て糸で切るパッケージで

限定することもある︒ま

ーカーでどんどん受け入

もあるように﹁我が社の

の人が行って試食した︒

北海道の銘菓と聞くと
にあります︒羊羹といえ
などとは異なる文化形成

す︒同じようなパッケー
これからの企業の戦力

た︑兼業・副業・複業に

活用もある︒これらがこ

い投資である︒

多くの方はミルクやバタ
ば︑ほとんどが小豆を使
の過程で和菓子の技術も

ジは帯広の六花亭さんで

活用は︑従来型の長期雇

たい時︑クラウドでコン

メンバーになってくださ

一番多かったニーズは

ーなどを使った洋菓子系
ったもので色は黒くしっ

研ぎ澄まされ︑北前船が

も取り扱っていらっしゃ

れてほしい︒それにより

れからの企業の戦力活用

か︒



販路開拓したい︑商品開
発をしたい︑マーケティ
ングをしたい﹂だった︒

に考えてくれる人︒３番

をして︑値段が安かった

になっていく︒

い﹂という︒だから︑社員

これからの企業
の戦力

が現地に進出している日

人に頼む︒チラシやパン

ちなみに同店の羊羹

﹁売り上げを上げたい︑

統のものを思い浮かべる
かりとした味わいが特徴

もたらす寒天や砂糖をも

いますが︑密封したパッ

ペに出し︑一番いい提案
化されて︑自然に蓋がさ

本企業に就職し︑重要な

事例・食品製造
業×販路開拓

と思いますが︑それらの
ですが︑同店のものはそ

とに︑羊羹を始めとする

技術を身に付けた人たち

﹁生涯プロフェッショナ

開発よりはるか前に全国
れとは一線を画す味わい

ケージとは違い表面が糖

いったことはあまり知ら

れるという独特な特徴が

ていきました︒今でも江

め︑当時の姿では販売し

質劣化の懸念があるた

ら︑密封包装しないと品

り気が多くなったことか

暖化で北海道が暖かく湿

って個別に契約をする

ントコントラター︶とい

やＩＣ︵インディペンデ

らいだが︑フリーランス

今のところ派遣労働者く

もう１つは社外人材︒

原・欧米での信用とは契

質問・日本では信用や信

な人でも受け入れ︑仕事

が︑欧米はどうだろうか︒ 面︑契約さえあればどん

頼度という見方がある

をするオープンな社会で

と信頼ができづらい︒反

がいるため︑契約がない

民族で︑いろいろな人種

り立ちである︒欧米は多

ことで信用できるのが成

していけない︒そのバラ

の呼吸だけでは︑仕事を

からは村社会的なあうん

いとも思わないが︑これ

の契約型社会になればい

の日本は過渡期で︑欧米

けでは不安がられる︒今

が社の仲間になって﹂だ

ら契約の概念を持つ︒﹁我

外国人を雇おうと思った

旅行などを大事にする︒

れていません︒

戦力になっている︒

その中の筆頭格が五勝

差の海岸には︑その頃の

ておりませんが︑このよ

人︑業務委託やフェロー

約することである︒この

ある︒日本は村社会と言

ンスを変えていかなけれ

手屋羊羹です︒丸い筒に

歴史的にも江差は北前

風情感じる佇まいがあり

うなパッケージが合う気

といって１回辞めた人を

仕事をこの条件でこうい

われるが︑人間関係やお

質疑応答

観光地函館で多く販売さ

船で知られるようにとて

ます︒港に浮かぶ幕末の

候である北海道ならでは

もう１回ＯＢで使う会社

う形でする︑という雇用

ばならない時だと思う︒

のパッケージの特徴もあ

羹がこれほどまでに有名

うで︑その後南部藩の杣

に移り住んで来られたよ

世紀にかけて江差

されてはいかがでしょう

ら︑羊羹を楽しみに訪問

れる旧家などを巡りなが

う︒

︱

りますが︑北海道でとれ

人︵そまびと︶である五

になったかといえば︑そ

る金時豆を使った明るい

差︑並びに隣接する一大

が特徴で北海道南部の江

赤いレトロなパッケージ

れています︒なぜこの羊

も奥深く︑同店の祖先は

軍艦開陽丸や漁業で知ら

の羊羹ともいえるでしょ

も増えている︒あとは専

互いの考え方を照らし合

尾関 勇

契約を結び︑それに沿う

【42】

門家︑士業といわれる中

れているのです︒

あります︒今では地球温

︻五勝手屋本舗︼

でも珍しい羊羹がたくさ

美味しいお菓子が誕生し

原 正紀 氏（株式会社クオリティオブライフ代表取締役）

として地元の方に支持さ

中小菓子製造業における
働き方改革について

ん作られ︑銘菓となって

自社外人材活用
戦略

先月号より続く︒

ました︒

働き方改革について﹂をテーマに講演を行い

役︶を講師に迎え﹁中小菓子製造業における

氏︵株式会社クオリティオブライフ代表取締
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（11） 令和元年10月15日

てきました。それは使い

て日本では長年親しまれ

も」は、季節の甘味とし

時期を迎える「さつまい

秋から冬にかけて旬の

しょう。ここでは芋餡を

のは避けたほうが良いで

傷やシミ、シワがあるも

高いと言われています。

まっているものは糖度が

れ、表面に蜜が浮いて固

教師

方によって和菓子にも洋
使った浮島風生地をカッ

福本 圭祐

菓子にも仕上がる素材の
プに絞って焼き上げまし

※芋ペースト…皮を剥き

❼キャラメルチップを振

★約

～

分で焼成

チップ【仙波糖化工業㈱

扱い】

❻カップに底になる部分

❽焼成後、みりんをハケ

❹②に③の約半量を加え

りかけオーブンで焼成す

約５ｇを絞り中餡９ｇを

混ぜ合わせ薄力粉、味甚

☆起泡性粉末油脂…マジ

約 分蒸して、裏ごした

塗りして仕上げる。

カルケーキ【ミヨシ油脂

る。

☆キャラメルチップ…キ

㈱扱い】

粉、Ｂ．Ｐを加え混ぜる。 置いて、その上から餡が

★焼成温度２２０／１７

ャラメル味のキャンディ

さつま芋の目方の３割の

かくれるように生地約

ｇを絞る。※星口金８番

０℃

❺最後に残りのメレンゲ
を加え混ぜ合わせる。

砂糖を加えて練り上げた
もの。

夜、清流長良川で行われ

岐阜市の観光に夏の

菓子屋が一堂に出店する

す。岐阜市内や近郊の和

ですがおこなっていま

教え伝える技

だいております。岐阜市

回ほど授業をさせていた

和菓子の講師として月２

たな試みとして高校での

えると思います。私も新

して和洋菓子を教えてみ

ゆる場所に於いて講師と

この業界の方々もあら

ませんでした。

んでもないと自身があり

を通しての授業なんてと

教えてはおりますが年間

は１、２日の仕事体験で

で２～３名ほどの生徒に

いました。職場体験など

間ほど返事をまってもら

ます」とはいえず、一週

分の好きなことで目標を

家が菓子屋でなくとも自

勉強して店を開きたいと

きだからもっと和菓子を

ますが、僕は和菓子が好

好きと多くの生徒が言い

徒の声を聴くと洋菓子が

包餡をしていきます。生

ますが半年経てば綺麗に

頭の廻し方を見て指導し

※蜜漬けさつま芋…サイ

❶芋ペーストと白並餡を

る鵜飼があります。篝火

イベントです。鮎菓子は

には高校から製菓と調理

毎日一人で面台に向い

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

混ぜ、溶かしバターを加

の灯す水面で鵜がとる鮎

年中通して販売している

を学ぶ高校があります。

しっかりと持っている生

の目（約１㎝角）にカッ

える。

は幻想的な光景です。岐

店と鵜飼のシーズンのみ

仕事をしている私にとっ

徒もいます。

鮎菓子食べよー博

❷卵を卵黄と卵白に分

阜銘菓と言えば鮎菓子。

製菓科は洋菓子と和菓子

て新たな挑戦ではありま

全国和菓子甲子園・貝

トレハ………………
ｇ

ｇ
ハローデックス……

トレハ………………

………６２４ｇ
薄力粉………………

ｇ

バター………………

起泡性粉末油脂……

れ、食物繊維が非常に多

【工程】

込んだもの。

げ、Ｂｒｉｘ

の蜜に漬

トしたさつま芋を蒸し上

け、裏ごしした卵黄を①

販売している店とありま

を学びますが、和菓子専

すが引き受ける返事をし

グラニュー糖…３００ｇ

鮎菓子の美味しさをもっ

す。このイベントは定番

門の教師は定席していな

印スイーツ甲子園出場な

グラニュー糖…１０６ｇ

に加え混ぜ合わせる。

と知っていただこうと岐

の鮎菓子に限らず各店が

て早５年近く教えており

ど生徒は積極的に頑張っ

蜜漬けさつま芋

阜

日本菓子専門学校

一つ。そんなホクホクと
た。
ｇ

❸卵白を軽く泡立て、グ

阜商工会議所主催、岐阜

いため３名の和菓子屋の

ます。毎回黒板に今日の

ｇ

40

薩摩芋の里 （仮称）

甘くて美味しいさつま
【配合】 約

個分

芋、その主成分はでん粉
ｇ

ラニュー糖、トレハ、起

この日のために考えたオ

店主が週替わりで授業を

味甚粉………………

（生地）

生卵黄………………１個

菓子工業会共催で２０１

リジナルの鮎菓子や自慢

ている学校です。

白並餡
（硬め）
…２９０ｇ

だが、各種ビタミンやミ
Ｂ．Ｐ………………７ｇ

泡性粉末油脂を加えメレ

５年から始まり、今年で

作る製品名とレシピが書

いのが特徴です。皮に張

％）

ｇ

ンゲを作る。※イタリア

行っています。その一人

今後も次の世代に教え

の菓子が一堂に並び販売

伝えていきたいと思って

４回目となった「鮎菓子
………２５０ｇ

どんなお菓子だろ？なん

います。

ンメレンゲのような状態

バター………………
（さつま芋黄味餡）

りがあり、均一な色をし

本、包餡の仕方、ヘラ包

て読むのだろ？食べたこ

いてありますが生徒から

販売から、職人がホット

の仕方、蒸しもの、流し

として私も和菓子の基
※Ｂｒｉｘ °

プレートを使い教える鮎

豊

豊寿庵・後藤

高校での授業風景

事・菓匠

岐阜県菓子工業組合理

とある？と生徒同士の声

ルの一人一人の饅頭の包

もの、焼き菓子、材料の

初めて講師を頼まれた

鮎菓子食べよー博会場

餡する指の動かし方、饅

菓子教室、店ごとの鮎菓

年々お客さんの数も増え

つつ賑わう一日です。

鮎菓子食べよー博

ときは即答で「やってみ

説明など教えております。 が聞こえます。各テーブ

をします。鮎菓子の実演

白生餡…………５００ｇ

話 ０３－３４００－８９０１
電

子を食べ比べするなど

食べよー博」を１日限り

全卵（Ｌ）…………４個

芋ペースト（

17

になるまで泡立てる。

ているのが良いと言わ

ネラル類が豊富に含ま

16

岐

30

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