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11個の円…①和菓子②洋菓子③煎餅④
飴砂糖菓子⑤豆菓子⑥おこし⑦甘納
豆⑧チョコ⑨ビスケット⑩スナック
菓子⑪ガム 菓子11種全部の集まり
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横串の５個の円…団子と団結を表わす
全形…橘の花、中心の金色の円とCは
デザイン
雄しべ雌しべ、周りの白い円は花弁 東京藝術大学池田政治名誉教授
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新
業
工
子
菓
（毎月 15 日発行）

（１） 令和２年５月15日

事業の概要

菓子類販売促進緊急対策

留や売上減少の大きな影

の農林水産物が在庫の滞

野菜・果物︑茶など多く

業は︑以下の販売促進活

子類販売促進緊急対策事

大の対象となった︒同菓

して唯一︑菓子が需要拡

体的な取組を募集し︑事

業タイプ①︶と地域の主

画し︑実施する取組︵事

おり︑事業実施主体が企

ンソーシアム︶とされて

される事業化共同体︵コ

体又は菓子団体等で構成

は︑全国レベルの菓子団

事業実施主体となるの

の企画・参加︑移動販売

ントや街頭での販売活動

る取組内容は︑地域イベ

補助・助成の対象とな

︿助成対象﹀

とができる︒

内の定額︶を受け取るこ

︵計画で認められた範囲

を通じて国からの助成金

て実施し︑事業実施主体

実際の事業実施者となっ

・事業者との連携可︶が

︵観光分野等の関係団体

や３社以上の菓子事業者

各県・地域の菓子団体

と見込まれる︒

組合︑支部等が参加可能

多くの菓子製造事業者や

める団体とされており︑

者又はそれらが大半を占

年同期比８割以下の事業

かの単月で売上高が対前

者は︑２〜４月のいずれ

取組に参加可能な事業

︿参加事業者﹀

る︒

に必要な経費となってい

どの販売機会拡大の取組

体験活動の企画・展開な

進︑スイーツ探訪旅行等

ネットを通じた販売促

以外での販売︑インター

新型コロナウイルス感
響を受けたため︑需要拡
動を対象に実施される

業実施主体が助成する取

車との提携など通常店舗

構成されている︒

染症の世界的な拡大によ
大対策が講じられること
︵イメージ図参照︶
︒

組︵事業タイプ②︶から

地域イベントやインターネット販売促進を助成

り︑インバウンド客の減
となった︒加工品では農
︿事業実施主体﹀

菓子販売促進緊急対策事業を実施

少や輸出の停滞︑イベン
林水産物と同様に大きな

うな販売促進活動が可能

念頭に︑各地域でどのよ

整備︵初期費用を助成︶︒ たっては︑事業実施計画

機会にネット販売環境を

事業者については︑この

︿留意事項﹀

通じた販売促進︑試供品の買上などが補助・助成の対象とされた︒

事業﹂が盛り込まれている︒同事業では地域イベントやインターネットを

度補正予算では︑菓子の需要拡大を図るための﹁菓子類販売促進緊急対策

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費を中心とした令和２年

ト自粛︑外出自粛で落ち
込みから畜産物︑
水産物︑ 影響を受けている品目と

販売促進活動の一

か検討を進めておくこと

◆商工会や商店街が主催

全菓連としても︑

力﹀

︿全菓連としての協

た製品に限られる︒

４月以前に製造され

対象となる在庫品は

となる︒但し︑買上

／２までが助成対象

通常の販売価格の１

供品として配布する

菓を集めた﹁お取り寄せ

◆各地︵特定地域︶の銘

︿取組の参考例﹀

うな取組も補助・助成の

ている︒例えば︑次のよ

店街等も参加可能とされ

各県・地域の商工会︑商

行会社︑イベント会社︑

ることを前提に︑関係団

菓子製造事業者が加わ

助成を受ける︒

等︒開催経費︵同上︶の

まつり︑体験教室を開催

所などと連携して︑菓子

対象となると考えられる︒ ◆百貨店や量販店︑直売

れており︑
この場合︑ 体・事業者としては︑旅

ことも助成対象とさ

袋﹂を制作し︑ネットで

◆全菓連ホームページの

受ける︒

通信運搬費等︶の助成を

借料︑設営費︑広報費︑

で参加︒参加経費︵会場

合又は菓子店数件が共同

する地域のイベントに組

ながら構想を練っていく

目標を置くのかも意識し

においては︑どこに成果

る必要がある︒企画立案

できる成果目標を設定す

要開拓等への貢献を検証

試供品費︑謝金︑交通費︑ 費拡大やインバウンド需

アルバイト賃金︑景品・

必要がある︒

滞留の削減︑菓子類の消

売減少の食い止め︑在庫

て得られる︑菓子類の販

拡大のための取組によっ

める必要があり︑販売網

において︑成果目標を定

︿試供品の買上﹀

環として︑在庫品を

が必要である︒

コンソーシアムの一

販売︒全国的な販売促進

なお︑事業の実施にあ

買い上げて景品や試

員となって本事業に

活動とも連携︒その際︑

５月７日に本事業への
参加する方針︒各都

対象となる﹁事業タ

主体的な取組が助成

においても︑地域の

道府県菓子工業組合

布︒ネット販売未対応の

で買い取って活用︶を配

在庫を通常の１／２価格

で景品︵４月製造までの

集客用に抽選又は先着順

の拡大を目指すなど︒

図るとともにネット販売

携︒各地への誘客促進を

ーツ探訪旅行企画と連

的に拡充し︑全国的なス

る必要がある︒

域での準備を早急に進め

用を図るためには︑各地

意された本事業の有効活

る︒菓子業界のために用

を量的・質 参加者公募が始まってい
Sweet Plaza

イプ②﹂への応募を

果となった。ジャンル別

前年をわずかに上回る結

で、生産金額、小売金は

前年をわずかに下回る結

り支えられたことから、

産や一部輸出の伸長によ

ト 製 品（ Ⅰ ）（ Ⅱ ） が、

牽引してきたチョコレー

ョコレート市場の伸長を

心にパウチタイプのライ

した商品群とコンビニ中

たこと、機能価値を訴求

が

％あるとともに、地

た。前年を下回った企業

金額は前年並みとなっ

スケット加工品の伸長、

系のウェイトの低下とビ

少幅は、ハード、ソフト

もに前年比２・８％の増

活動の効果等により、と

力商品、ＰＢ商品の販促

の価格高騰等の影響があ

材料である北海道産小豆

金額については、主要原

元年の菓子推定生産数

全日本菓子協会は令和

０１８年の１，６３９億

から、菓子の買物代も２

５・７％増となったこと

額ともに前年並みあるい

数量、生産金額、小売金

子」等においては、生産

「スナック菓子」
、
「油菓

加価値の高い商品の増加

に加え、機能性のある付

材料費や物流費等の高騰

金額及び小売金額は、原

の動向でみると「米菓」
、 果となった。一方、生産

を上回っており、回復傾

量、生産金額ともに前年

昨年に引き続き、生産数

が、チョコレート菓子は

若干鈍化した形となった

る水準の前年比

ガム」は市場全体を下回

となっている。一方、「板

とが、市場の下支え要因

ンナップが増えているこ

で売上げが減少した。

特に京都、大阪、九州等

化や自然災害の影響で、

域別には、日韓関係の悪

対前年減少率に比して小

嵩等により、生産数量の

長、物流費等のコスト増

販売単価が高いものの伸

家庭内消費は堅調である

生産数量については、

⑺和生菓子

加となった。

厳しい状況となり、全体

能なのは少数にとどまり

たが、売価への転嫁が可

り、生産コストが増加し

令和元年 菓子の生産数量
・生産金額推定結果

量、生産金額および小売
円より増加しているもの

チョコレート製品
（Ⅰ）

傾向が続いており、生産

ガム市場は、依然縮小

全体としては、９月ま

⑷せんべい（小麦粉）

もに苦戦した。

％となり、と

年好調だった「風船ガム」

イトの低下とサンドもの

に特徴のある商品のウェ

ド、ソフト系という生地

転じた。この中で、ハー

べ全カテゴリーで減少に

生産数量は、前年に比

⑸ビスケット

する「せんべい」は前年

る一方、うるち米を使用

年比１・３％の減少とな

使用する「あられ」は前

生産数量は、もち米を

⑹米菓

さなものとなった。

外国人の和菓子への関心

からず生じたこと、訪日

ードの中での影響が少な

上げによる消費停滞のム

でいること、消費税率引

上が想定以上に冷え込ん

ものの、特に贈答品の売

状況は、規摸の大小を問

ば、会員事業者の売上の

回った。内部調査によれ

需要等を踏まえ前年を下

みとなった。
小売金額は、

少し、生産金額は前年並

としては、生産数量は減

なった。そうした中で、

費増税等の影響で消費が

月の自然災害、消

金額等は生産数量の減少

のの伸長が続いた。生産

といった加工度の高いも

０・１％の増加となった。 には結びついていないこ

全体ではほぼ前年並みの

期限の問題もあって消費

比１・２％の増加となり、 は大きいが、賞味・消費

約９％、横ばいの事業者

わず、売上増の事業者が

⑶チューインガム

構成割合の大きい「粒ガ

落ち込んだことから、生

⑵チョコレート

前年を上回った。 向にあると言える。
は前年を上回った。
一方、 等から、

スケット」
、
「洋生菓子」
は、生産数量は前年を若

数量、生産金額、小売金

では順調に推移していた

と見込まれる。輸出需要

しても様々な取り組みを
は生産数量、生産金額、
干下回ったが、生産金額

％と

コレート製品（Ⅱ）は、

％と市場

も前年比

令和元年の我が国経済
行ったものの、香港問題
小売金額ともに前年を下

額ともに前年比約

「チューインガム」
、
「ビ

は、景気については、雇
や日韓問題等の影響を受
回った。また「飴菓子」
、 は前年を上回った。チョ

については、菓子業界と

用・所得の改善が続く中
け、２４５億円と前年比
「チョコレート」は、生
生産数量は前年を下回っ

ム」が前年比

品（Ⅱ）のダウンにより

産数量はチョコレート製

った。全体としては、生

微減傾向が続く結果とな

をわずかに下回るなど、

小売金額のいずれも前年

生産数量、生産金額、

るが上回る水準で推移し

全体よりもわずかではあ

⑼スナック菓子

による。

な集客減があったこと等

害、天候不順による大幅

おける台風等の自然災

実施、また、一部地域に

を下回るとともに、小売

産数量、生産金額が前年

に転じた。さらに、これ

大から、久しぶりに増加

様々な業態対応商品の拡

メーカーのＰＢ商品や

の場合、生産金額等の減

を反映して減少した。こ

から、全体としては、生

冬にカバーしたことなど

こと、夏場の減少を秋・

Ｂ商品が若干落ち込んだ

大手各社を中心とした主

生産金額や小売金額は、

菓子、チョコレート、和

べ い（ 米 菓 ）、 ス ナ ッ ク

ット、キャンディ、せん

ンル別でみると、ビスケ

回る結果となった。生産

となどにより、前年を下

費支出以外の贈答用・土

は、家計調査が、家計消

ま た、 推 定 と の 差 異

った。

厳しい状況となった。

が約

が約

％となっており、

％、減少の事業者

が、

産数量は前年を下回った
たが、生産単価のアップ

前年を下回ったが、生産

った。これは、消費税率

・３％減となった。

菓子の需要拡大に向
ものの、生産金額、小売

菓子需要については、商

生産数量は、長雨や台

金額は前年を上回る結果

引上げの影響が

引上げ等の影響も受け、 「菓子需要喚起対策事業」 「せんべい」
「和生菓子」 を上回った。チョコレー
に取り組み、消費者に対
差が出た。

は項目によって増減率に

産金額ともに前年を上回

ト菓子は、生産数量、生

月のＧＤＰ（実
し菓子の良さ等に関する

月―

質）は前期比１・８％減

◎ジャンル別動向

訴求などを実施した。
こうした状況の中で、

（年率７・１％減）と５
四半期振りのマイナスと
⑴飴菓子

前年比
半生菓子

以外は総じて限定的であ

ジャンルであるスライス

スナック菓子の最大の

スタイルに合わせた商品

ても、様々な生活・消費

系のスナック菓子につい

以外にも、小麦系や野菜

収益については原材料費

た。そうした中で、企業

額ともに前年並みとなっ

産量、生産金額、小売金

４・２％（アイスクリー

り、全体では前年比１０

ジャンルが前年を上回

生菓子、洋生菓子と、全

えられるが、明確な要因

査方法の違いが要因と考

んでいないことなど、調

産用商品などの需要を含

どがあるが、一方で、働

ち込みはなかったことな

的には前年比で大きな落

分散されたものの、結果

ことで、売上が数日間に

日が平日となった

したこと、クリスマスも

上はほぼ前年並みを確保

ナック全体としては増加

びもあって、ポテト系ス

系新商品の投入による伸

減少したが、他のポテト

かったこともあり、やや

産原料が潤沢とは言えな

上げのほか、そもそも国

ーカーでの一部商品の値

幅な伸びの反動や大手メ

分封・個食商品が好調

⑽油菓子

とができた。

の増加傾向を維持するこ

前年を上回り、ここ数年

産金額、小売金額ともに

としては、生産数量、生

から、スナック菓子全体

大した。このようなこと

より、引き続き生産が拡

極的に市場投入すること

や新たな食感の商品を積

帯当り（２人以上の世帯） 副理事）

となった。

小売金額ともに前年並み

生産数量、生産金額、

⑾その他菓子

況であった。

人件費増により厳しい状

上げ、賃金アップによる

の高止まり、物流費の値

年比１０４・７％

ムを除く菓子類では、前

分析は難しい。

月

令和元年の全国・１世

氏（三重県菓子工業組合

員）

▽瑞宝双光章＝三ツ山一

合理事）

明氏（栃木県菓子工業組

▽旭日双光章＝髙野博道

▽旭日単光章＝長谷川喜

▽旭日双光章＝菊地昭夫

▽黄綬褒章＝浅井茂宏氏

務理事）

（熊本県菓子工業組合専

▽旭日双光章＝竹尾博光

氏（静岡県菓子工業組合

馬県菓子工業組合理事長） 八郎氏（㈱一文字屋和輔）

氏（元全菓連理事、前群

（業界関係受章者、
順不同）

令和２年
春の叙勲褒章
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と
)な

き方改革に伴う労働時間

となった。また、ここ数

に推移した中で、ＮＢ商

の菓子支出金額は、ジャ

デー、ホワイトデーの売

短縮を契機とする生産予

年、減少傾向にあったコ

品は好調だったもののＰ

◎令和元年家計調
査報告の結果

定数量の引下げ、低採算

ーン系スナックは、一部

月単月

ったこと、バレンタイン

系のポテトチップス 非
(
成型 は
) 、前年後半の大

41 50
・不採算部門の整理等の

10

により、生産金額は前年

なり、個人消費も同２・
品ジャンルによって差は

風等により塩飴等の既存

となった。また、小売金
額も前年を上回った。チ

小売金額
億円
522
101.2
生産金額
億円
322
101.9
生産数量
トン
30,665
101.6

が、グミ、清涼菓子の生

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

23

金額は前年を上回った。

８％減となった。インバ
見られるものの、全体と

のキャンディは減少した

飴菓子

⑻洋生菓子

ウンド需要は、訪日外国
しては、生産数量は前年

10

人旅行者による買物代

のの、
緩やかに回復した。
け、菓子業界全体で、引

が見られようになったも

◎全体概要

で、輸出や製造業に弱さ

％、昨

金額を公表した。

80

そうした中で、台風など

94

き続き食育的な観点から

93

の自然災害や消費税率の

96

をわずかに下回る一方

97

1

（菓子を含む）が前年比

【参考】
半生菓子の状況
（推定）（全国半生菓子協会調べ）

12
小売金額
億円
2,780
103.7
8.1
5,630
104.8
16.4
930
95.9
2.7
725
100.0
2.1
3,765
99.1
11.0
3,809
102.8
11.1
4,650
98.4
13.6
4,154
99.0
12.1
4,476
102.6
13.1
506
100.4
1.5
2,873
100.0
8.3
34,298
101.1
100.0
生産金額
億円
2,020
103.6
8.0
3,980
102.6
15.8
630
96.2
2.5
508
99.2
2.0
2,615
99.1
10.4
2,856
102.8
11.3
3,812
100.0
15.1
3,300
99.0
13.1
3,120
102.3
12.4
350
100.0
1.4
2,024
100.0
8.0
25,215
100.9
100.0
生産数量
トン
175,500
99.5
8.7
249,100
97.8
12.4
23,300
95.7
1.2
57,248
98.7
2.8
252,300
97.3
12.5
221,796
100.1
11.0
296,000
98.0
14.7
193,222
99.5
9.6
278,965
101.4
13.8
57,211
100.0
2.8
211,520
100.0
10.5
2,016,162
99.1
100.0

12

10
令和元年 菓子の生産数量・生産金額
及び小売金額（推定）

令和２年５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974号

石川県菓子工業組合青年部

周年記念講演会

永続経営に向けた今とこれから

周年を記

念して︑仙台のコンサル

青年部の発足

現業の強化施策とこれから
目指す菓子屋の在るべき姿

去る令和２年１月
日︑石川県菓子工業組合
食品製造小売業向けのコ

社は︑菓子業界を中心に

株式会社ＳＹワークス

開催致しました︒

地﹁やましろ温泉﹂にて

つ北大路魯山人が愛した

陶芸家︑美食家の顔をも

員の子供達に菓子業の素

今︑何よりも我々現役部

がりの状況にあります︒

員数も残念ながら右肩下

がかからず︑青年部の部

組合員数の減少に歯止め

知られる石川県ですが︑

い︑今回の

周年事業の

に重要なことであると思

和菓子の技術向上と同様

と対策について学ぶ事も

ついて︑それぞれの対応

上の拡大と利益の確保に

として︑集客の仕方や売

した経営コンサルタント

今回の菓子業界に特化

きました︒

を助言・指導していただ

ためには何が必要なのか

て高付加価値商品を生む

品構成を考える事︑そし

会社の講演を聴く機会自

の牧田先生は︑菓子コン ﹁菓子処いしかわ
︵金沢︶
﹂ です︒

後︑この講演で学んだ事

機会に石川県中小企業青

講演会では﹁どうやっ

柄については︑将来を担

晴らしさを伝えていかな

は︑まさに一大事であり

て自店とその商品を知っ

う部員達が少しずつでも

ンサルティング業を行

ます︒

てもらい集客購買につな

実践し大きな成果を上げ

ティング会社

サルティングチームのリ

特に家族経営の小規模

げ る か？﹂﹁ 商 品 構 成 の

体が貴重であり︑特に若

取締役

ーダーとして︑商品開発

菓子屋では︑長時間労働

て行くものと思っており

年中央会からの支援事業

良生氏を講師

・収益改善・ブランド戦

と少ない休業日︑
低賃金︑ あ り 方 ﹂
﹁これからの菓

ます︒そして一人でも多

ければ︑今後益々お菓子

にお招きし︑

略の構築など︑豊富な知

子店に必要な付加価値商

くの後継者が生まれる事

い︑数多くの実績を上げ

﹃永続経営に

識でプロモーションを行
売上の低迷など︑マイナ

品﹂といった三本の柱に

を期待します︒

株式会社ＳＹ

向けた今とこ

っている方であります︒
スイメージがあって︑菓

ついて︑事例を交えて講

石川県菓子工業組合青

い青年部員には大きな刺

れから﹄と題

今回の講演会を企画し

子業界で働くことに二の

義され︑ディスプレイや

年部部長・和乃菓ひろの

を活用して開催した次第

して︑現業の

たのは︑近年の青年部員

足を踏む要因となってい

ＰＯＰの重要性︑お客様

屋の数は減ってしまい

強化施策とこ

の減少と高齢化︵全部員

るようにも感じておりま

られており︑中でも講師

れから目指す

歳以

上︶問題が最大の理由で

る為のアクションの一つ

す︒こうした現状を変え

購入するかを意識した商

がどういう目的で商品を

店主・広野純一

激となったようです︒今

菓子屋の在る
の約四分の三が

マに︑記念講
あります︒菓子処として

牧田

べき姿をテー

ワークス常務

25

25

演会を書家︑

40

25

キ ユーピー㈱との
﹁知的

新潟県菓子工業組合柏
崎 支 部 は︑
﹁お菓子で和

す︒
新潟県菓子工業組合柏

スイーツ﹂の商品化・販
売を目指してさらに研鑽

す︒
具体的内容としては︑

崎支部副支部長・㈲綾子

２０Ｓ﹂と﹁カルホープ﹂

スを形成するチャンスを

することで新たなビジネ

許技術を中小企業が活用

強会となりました︒今後

き︑より分かりやすい勉

ーピー㈱様より解説頂

また試作の随所でキユ

舞本舗タカハシ代表取締
役・髙橋克巳

参加者と試作した菓子

し取り組んでいく所存で

的財産室より講師をお招

を使用したロールケーキ

製品の比較を行いなが
ら︑素材の魅力を追求し

得る機会として︑新潟県

は当組合支部内でこの技
２月の講習会風景

同社の特許素材である

きし︑
２０１９年９月
︵参

など和洋菓子６種類の試

﹁卵黄レシチンＬＰＬ︱

名 ︶︑ ２ ０ ２ ０ 年

加者

催しました︒
この事業の目的は︑大

菓子工業組合の支部とし

術を応用した﹁菓子和咲

ました︒

て初の取り組みとなりま

企業の持つ知的財産＝特

れた製品と入れなかった

作を行い︑それぞれを入

２月︵参加者

12

回︑勉強会と講習会を開

28

み︑笑顔咲く﹂と地元の
地名から﹁菓子和咲スイ
ーツ物語﹂としたテーマ
でこれまで︑スイーツ専
用米の栽培やスイーツバ
イキング事業などを幅広
い活動を行って来ました
が︑
このたび柏崎市の
﹁知
的財産交流支援事業﹂を
通じて︑キユーピー㈱様
の特許素材を活用した技
術勉強会として同社の知

名︶の２

財産マッチング勉強会﹂の開催

新潟県菓子工業
組合柏崎支部



牧田良生講師

28
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（３） 令和２年５月15日

名ありました。

理」については地域の保

ＡＣＣＰに沿った衛生管

「栄養成分表示」と「Ｈ

を持っていない方、苦手

に説明し、またパソコン

ジェクターを用い具体的

ト」の使用方法を、プロ

施することにしたのです。 業 界 栄 養 成 分 計 算 ソ フ

ましたので、研修会に参

っていることを強く感じ

で、多くの方が不安を持

質疑応答や会話の中

依頼が

健所のご協力をいただ

全菓連が推奨する「菓子

で、過日県内５ヶ所で研

き、
「原料・原産地表示」 な方、表示が必要な菓子

考え、同日に研修会を実

今後数年の間に、菓子
修会を実施しました。

の数が少ない方のため

菓子業界研修会を開催

業界に関する制度が実施
「ＨＡＣＣＰに沿った
については、九州農政局
に、組合でソフトを用い

菓子業３団体合同で実施

さ れ ま す。
「栄養成分表
衛生管理」については、
鹿児島県拠点から、講師

事務局長・惠島理子

鹿児島県菓子工業組合

いと思います。

寄り添った組合でありた

これからも、組合員に

び郵送で周知しました。

日に全組合員にＦＡＸ及

修内容をまとめ、２月６

ことの必要性を感じ、研

っかり理解していただく

加できなかった方にもし

加した方だけでなく、参

示」は２０２０年４月か
全菓連から各組合員に手

この研修会以降、組合

ら、
「ＨＡＣＣＰに沿っ

日薩摩川内

名、データ作成の

新規加入者が２名、再加

データ作成の代行してい

名）
・

名）でした。

込が

日霧島市

を派遣していただきまし

２時間という長時間の会

（
（

名 ）・

引書を送付していただい

が深まるであろうこと。
でしたが、実りの多い研

日鹿屋

日鹿児島市

市（

た衛生管理」は２０２０

また「原料・原産地表示」 ジェクターを用い、短い
修会になったと思いま

名）
・

者 数 は、 １ 月
（

入者が３名、ソフトの申

ることを紹介しました。

４月からですので、理解

時間で工夫して丁寧に講

質疑応答も含め、合計

と準備が必要です。
は２年後からですが、「栄
義をしてくださいまし

分ずつで

そこで、鹿児島県菓子
養成分表示」の記載と同
た。研修終了後時間をい

それぞれが

工業組合、鹿児島県洋菓
時に行った方が、包材の
ただき、事務局の方で、

26 23

したが、テキストやプロ

子協会、鹿児島県菓業青
切り替えが１回で済むと

14

20

す。実施した会場と参加

年会の菓子業３団体合同
21

日奄美市

た。

22

ておりますが、改めて言

薩摩川内市会場

年 ６ 月 か ら、
「 原 料・ 原

名）
・

22

葉で説明することで理解

（
24

10 18

30

京 都 府 菓 子
工業組合青年部

して同じ青年部員として

年経った今、こう

部長として立ち上がっ

近 特 に 感 じ る。 ま ず は

る環境は贅沢であると最

るナナメの関係性を持て

世代、ヨコの世代が関わ

の他、京都の菓子業界を

（たじまもりのみこと）

神様である田道間守命

にある菓祖神社は菓子の

行われた。吉田神社境内

ーをして回り、終始和や

いうテーマでインタビュ

年部との思い出は？」と

員長が来賓の方々に「青

余興では北川孝大実行委

よる司会進行で始まり、

合わせて１０６人が出席

始めに武中俊樹部長は

活動していることを不思

各々の仕事に邁進し、個

支えてきた先代たちも祀

かな空気が流れた。

にて青年部創立

周年記

念式典と祝賀会を開催し

た。

「
『あられやさんになる

議に思う。異なる業種、

人、１社では出来ない事

られており、当青年部と

した。

こと』というタイトルで

異なる世代の場合、なか

を青年部全体でサポート

周年記念式典

作文を書いた８歳の時、

なか関わる機会がない、

祝賀会を開催
日

京都府菓子工業組合青
年部は令和２年２月

同じタイミングにこの青

た。

周年に合わせて

も貴重な縁を頂いてい

今回

していけるよう、これか

「菓子部員手帳」という
部のこれまでの

る。今回の式典では青年
見据え今後

謝とこれからの発展を願

年を

も色々な事

い御祈祷の時間を設け

記念誌を製作し部員や関

業に取り組

た。御祈祷の玉串は歴代

がりや理解を深めるため

年の感

んでいきた

部長それぞれが奉納し、

に製作した。各部員と関

名に増え部員同士の繋

これは、部員数が現在

係者に配布した。

い」と話し

最後に武中俊樹部長は出
た。

連業者のプロフィールの

式典では

高野権宮司による記念

を載せた。部員の為の青

青年部に対する印象など

他、各店舗のお勧め商品、
（京都市左

講演が行われ、小尻義人

吉田神社

京区）の高

年部でありたいという思

年部広報・細井由美子

京都府菓子工業組合青

いが詰まっている。

副部長の謝辞で式典は閉

その後の祝賀会は若手

野権宮司と

による、御

部員である植田嘉昭氏に

会した。

祈祷が執り

岸本権禰宜

納した。

席者全員の代表として奉

らの

しかし青年部ではタテの

20

20

高野権宮司の記念講演の様子

20

（火）京都市中京区にあ
る鮒鶴京都鴨川リゾート

玉串奉納の様子

68

20

25

挨拶する武中部長

20

来賓、関連業者、部員、 年部が上田孝博氏を初代

20

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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20

産地表示」は２０２２年

鹿児島
京 都
青年部

令和２年５月15日 （４）
（毎月 15 日発行）
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和菓子技術講習会を開催
多彩な菓子の講習を行う
菓子の技術講習会を実施
しております。

京都府菓子工業組合で
は年２回京都府の補助金
この２月

名の出席の

堀九来堂の会場をお借り

の技術講習会を株式会社

ップ、甘酒饅頭、桜しぐ

ほうじ茶ブッセ、紅茶カ
菓子博でも多くの賞を受

菓子は素晴らしい技術で

して、
限られた時間の中、 にも所属され、特に工芸

プルな饅頭ですが、味が

を入れ、蒸しあげたシン

は、酒饅頭の生地に甘酒

げた、見た目がかわいい

桜の花をあしらい蒸し上

に、こし餡を包んで上に

上げたお菓子でした。

むという逆転の発想で仕

ろで取り出して白餡で包

の商品を多数学ぶことが

えられた、今一番売れ筋

ならではのデザインで考

しい商品の開発も出来る

用して、将来に向けた新

の中、逆にこの時間を利

し、組合員

最後に作って頂いた抹

が、和菓子とはいえ、洋

となってしまいました

２月に行われたものです

最後に、この講習会は

事長・横山長尚

京都府菓子工業組合理

ょう。

と思います、それまで皆

り、女性にも好まれる仕

茶モンブランは、先に抹

菓子のテイストもうまく

出来た、貴重な講習会で

お菓子になります。

まず初めにほうじ茶ブ

上げになっております。

茶のクリーム生地をそば

簡単な各お菓子の紹介

酒饅頭より柔らかくな

ッセは、ブッセ生地にほ

桜しぐれは、ピンクに

が、今のこの大変な状況

さんで頑張っていきまし

うじ茶パウダーを入れて

取り入れ、見た目も女性

した。

賞されておられます。

南向先生は大阪二六会

て頂きました。

多彩な菓子の講習を行っ

れ、抹茶モンブランなど

もと開催致しました。
講師に菓子処喜久春の
南向由美子（なさきゆみ
こ）先生にお越し頂きま

状に絞り、固まったとこ

にしたことがある曲がた

今年のＮＨＫ連続テレビ

作曲しています。また、

など、実に数多くの曲を

たゆず饅頭【現在は残念

限の信夫山のゆずを使っ

と名付けたそうです。北

置する御縁、古関裕而が

子で、記念館のそばに位

リンゴをサンドしたお菓

果物王国福島ならではの

いう想いからの「福々和」 という曲をモチーフに、

た時に古関裕而先生が作

福島市の真ん中にぽっ

くさんあります。例えば

小説『エール』のモデル

ながら原発事故の影響で

佐久間社長の高校の先輩

作れば、皆様がにこやか

ＨＫスポーツ中継テーマ

は紅茶を入れ

かり浮かんでいるような

映画モスラの歌、早稲田

にもなり全国から注目さ

出荷制限により使用でき

に当たることなどの御縁

曲した名曲「福島夜曲」

たカップケー

福島市のシンボル信夫山

大学第一応援歌「紺碧の

れています。この記念館

なくなっています。地球

「スポーツショー行進曲」 になれるのではないかと

キの生地にり

は、福島盆地の中央に位

空 」、 慶 應 義 塾 大 学 応 援

から程近い、国道４号線

を感じ

く 」、 阪 神 タ イ ガ ー ス の

表取締役佐久間功氏）が

株式会社福々和本舗（代

頭、信夫山通り、福々秀

用】主力商品の福々和饅

しまい現在はそれを使

は宮城県柴田町になって

うことを常に考え商品開

菓子に生かせないかとい

や文化・歴史・物語をお

の一つです。地域の特色

売を始め現在も主力商品

日に和菓子

事業として、洋菓子と和

染めた黄味しぐれの生地

福島市出身の作曲家

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ン ピ ッ ク・ マ ー チ 」、 Ｎ 福々で一家団らんの和を 夢二展が福島で開催され

焼き上げた、
柔らかいクッ
キーのような
触感のお菓子
になります。

んご餡とリン

置する周囲約７㎞の四季

歌「 我 ぞ 覇 者 」、 全 国 高

温暖化の影響なのか北限

古関裕而に因んで

ゴの蜜漬けを

折々に美しい山です。昔

沿いに今回お伺いした、

紅茶カップ

入れ焼き上げ

等学校野球選手権大会の

年前から製造販

て仕上げます。 から山岳信仰の地として

対象の神仏が祀（まつ）

球団歌「大阪（阪神）タ

あります。

など多くの製品を製造・

発していることが、あり

年を迎える

られています。

イガースの歌（六甲おろ

少々言いにくい「福々

販売しています。特に今

がちな一過性の商品でな

今年で創業

するボーダレスな菓子と

この山の麓に生涯５０

し）」、読売ジャイアンツ

和本舗」という名前は、

年注目が集まっている製

大 会 歌「 栄 冠 は 君 に 輝

オリティを裏切らない存

して、完全なる洋菓子で

００曲以上作曲したと言

の球団歌「巨人軍の歌（闘

初めの「福」は、福の神

い長く愛されるお菓子を

知られ、各山頂には信仰

在感あるパッケージも、

も和菓子でもなく、独特

われる、福島市出身の作

魂こめて）」、中日ドラゴ

の「福」。２番目の「福」 品 に「 福 島 夜 曲 」（ ふ く

生み出す要因と語ってい

甘酒饅頭

その理念は今も継がれて

老若男女問わず高い支持

の存在感があるからこ

曲家・福島市名誉市民・

ンズの初代球団歌「ドラ

しませれなあで）があり

抹茶モンブラン

ー生地を筒状に巻いたこ

います。特筆すべきは、

を得ています。最近のお

そ、そのような展開がで

故古関裕而先生の記念館

は、幸せの「福」。「和」

桜しぐれ

日本発の洋菓子店、し
とで薄く壊れやすい生地

常識を打ち破り量産化に

土産市場では、中身が二

きているのではないかと

ゴ ン ズ の 歌（ 青 雲 た か

年を費やした

皆さまが想い起こされる
商品が出来上がり、１９

トとしての地位を確立さ

妥協せず

ブランドは何でしょう
６９年、その菓子の完成

な菓子が多い中、ヨック

トを得たもので、クッキ

か。その一つに東京青山

れたところではないでし

ヨックモック様

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

かも絶対的定番品として
が補強され、他にはない

成功するとともに、ギフ

の次のパッケージヘビー

があります。ほとんどの

とともにヨックモックが

理事長・菅野嘉春

福島県菓子工業組合副

たいとのことでした。

子を通してエールを送り

をはじめ多くの人にお菓

気消沈している福島市民

ルの予選が延期になり意

ックの野球・ソフトボー

予定だった東京オリンピ

本来７月に福島市で開催

ルスの影響やその影響で

思います。

に本店を持つヨックモッ

福島夜曲

ました。新型コロナウイ

富に使用した焼菓子の量

福々和本舗・店内

ます。昭和５年に、竹久

地方にある店舗まで、日

今では様々なチャネル

最近では海外展開に向

本の洋菓子を代表する店

モックさんの商品があっ

いているお菓子として、

舗といって良いのではな

に展開し話題に事欠かな

ニュースで話題になって

いでしょうか。

て洋菓子界は落ち着いて

おりましたが、その取組

和菓子がちょっと苦手

い同社ですが、素晴らし

さて、シガールといえ

みは１９８０年代初めか

な海外の方に堂々と日本

いるといっても過言では

百貨店で瞬く間に評判

ば、何と言っても買い求

らすでに始まっており、

のお菓子としてお勧めし

福々和本舗・外観

は一家団らんを意図し、

ク様があると思います。
創業は１９４２年、藤
縄則一氏が始められたと
聞いています。戦後、チ

産は難しいとされていた

となったその商品「シガ

めやすい価格ながら、そ

アメリカを皮切りに主に

てみてもらいたいと思い

ョコレートの生産などを

常識を打ち破り、ラング

ール」ですが、機械化に

の完成度の高さと味の素

アジアで成功を収めて来

ます。

手がけた後、バターを豊

ドシャーを加工した製品

は相当な困難を極めたよ

晴らしさが目を引きま

られました。日本を代表

い青山本店の店構えから

ょうか。

を思いつきます。

うで、人の手と同等のク

す。また、それだけのク

ありません。

誕生しました。

なんでもその着想はフ

オリティを再現するまで

尾関 勇

ランスの有名絵画にヒン

【49】

65

14

く）」、東京五輪の「オリ

技術講習会

島

福

都
京

日本人なら一度は聴き口

20

38

10
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（５） 令和２年５月15日

自慢のお菓子が大集合

年２月

日～

日までの

春を呼ぶ山梨県菓子まつり

暖冬だった季節を過
３日間山梨県地場産業セ

ンターかいてらすにて
せて開催しています。

この地場産まつりに合わ
を集め販売しました。甲

らそれぞれ自慢のお菓子
が増えることを願ってい

ていただき新しいお客様

期のお菓子桜餅を作る

餅つきの合間にこの時

でした。自宅に持ち帰っ

影をしたり楽しい雰囲気

衛生面では手の消毒・マ 「信玄公まつり」
など様々

えることができました。

２回、このかいてらすで

開催しました。春と秋年

場者で賑わう催し物で

山梨県内外から多くの来

この地場産まつりには

ったことと思います。自

菓子が揃い良いＰＲにな

外の各店のいろいろなお

府市のお店はもとより市

た。つきあがったお餅は

１日３回餅つきをしまし

また組合員で３日間、

ます。

でしたので毎回人気のコ

なかできない和菓子作り

きました。家庭ではなか

「子供お菓子教室」を開

か。

けたのではないでしょう

題にお召し上がりいただ

てご家族でこのことを話

何事もなく無事終えるこ

十分に気を付けました。

消毒液の設置などをし、

スクの着用・アルコール

ょう。今は再び元通りの

気を付け感染を防ぎまし

ました。ひとりひとりが

なイベントが中止になり

を誇る武者行列で有名な

「山梨県菓子まつり」を

は地場産まつりを行って
す。今回の菓子まつりで

日常が戻るように願うば

いますが、菓子まつりは

とができ安堵していま

かりです。

事長・内田長久

南市のイメージキャラク

納に続き、お菓子の町海

れ た。「 浦 安 の 舞 」 の 奉

ての業者名が読み上げら

秀行氏のご挨拶を経て最

する会」代表理事の秋山

ＡＳＨＩで世界を笑顔に

神 出 政 巳 市 長、
「ＤＡＧ

祝辞に進み、海南市・

の餅つきを楽しみにして

協同組合井上源造理事

から出席の大阪府生菓子

合駒井良章理事長、大阪

落ち込んでいる。しかし

した業者の売上も大きく

なくなり、土産物中心と

になり饅頭などの注文が

いるお客様もいるようで

人が出席の

長、中島正輝氏（亀屋茂

こんな時だからこそ、神

安曇野や さ い ス イ ー ツ
で、乏水地なのです。水

状地上にある地形ですの

たのです。

かな土地へと変えていっ

下、業界の繁栄を厳粛に

幕を閉じた。

さん笑顔で商いができま

祈願した。

奉上では菓子奉納のすべ

月

年に一度

合理事長・野村泰弘

大阪府菓子工業組

ます。

する予定をしており

祭を同神社にて開催

の田道間守公の式年

日には、

なお、今年の

と述べ、終了した。

でおられるだろう」

お越しをきっと喜ん

た。神様も、皆様の

すようにと祈願し

せず席を離すなど安全対

時から行わ

50

ぎ、梅の花が香る令和２

今回この菓子まつりは

す。この後、コロナウイ

ーナーです。お子様には

新型コロナウイルスの影

ルスの感染が広がり４月

きなこ餅とあんころ餅と

たいへん喜んでいただけ

響で開催が危ぶまれてい

に開催予定のギネス記録

慢のお菓子を召し上がっ

し販売しました。餅がつ

ました。また、ご父兄も

ましたが盛況のうちに終

店舗か

は参加組合員の

きあがる前から長蛇の列

一緒に作ったり、写真撮

山梨県菓子工業組合理

ができるほどで、毎回す

ター「海ニャン」が紹介

後に、前山宮司が「コロ

ぐに売り切れてしまうほ

策を図っての斎行となっ

された。玉串奉奠では、

ナウイルスの影響で、卒

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

菓祖神・田道間守（た

た。恒例の餅投げや直会

橘本神社氏子総代をはじ

業式、入学式などが中止

どです。毎回菓子まつり

す。なお２日目は令和に

じまもり）を祀る和歌山

も中止となる中、全国の

め、和歌山県菓子工業組

橘本神社でコロナ終息を祈願

なって初めての天皇誕生

県海南市下津町・橘本神

メーカー１７９社が菓子

で餅つきをしますが、こ

日でしたので、紅白餅に

社（前山和範宮司）の「春

奉献祭は地元氏子の進

廣）と続き、関係者全員

回全国

（日）午前

行で開式。国旗掲揚、太

が執り行った。祝電披露、 様への感謝を捧げる機会

異業種とタッグを組む

かもしれませんが、当組

を奉納、約

回銘菓奉献祭開催

餡をかけた餅を無料配布

祭・菓子祭・第

れた。今年はコロナウイ

鼓の音に始まり、古式に

を設けてほしいとの声が

第

しお祝いとしました。

も受けながら、必要とさ

ルス感染拡大防止に向

のっとり修祓、宮司一拝、 撤饌、閉扉、宮司一拝で

多かった。元に戻り、皆

組合員で１日３回餅つき

年は「ほうれん草」と「夏

れる菓子屋であり続けた

け、神事の内容が縮小さ

神事を終え、太鼓の音で

店舗のお菓子

プリカ」と「夏秋イチゴ」 いと思っております。安

秋イチゴ」、１９年は「パ

曇野の菓子組合も高齢化

れた。晴天に恵まれ満開

開扉、献饌と進み、祝詞

参加組合員

現在では、日本一の生

というように７年間、晩

の波が押し寄せておりま

の桜の下、テントを使用

山梨県菓子まつり

の紛争が頻繁に起こり、

産量を誇る山葵をはじめ

秋に一カ月間、スイーツ

代となった私も他

その結果、毎年とても

合では、まだまだ若手の

年先、

代のみなさんと意見を
交換しながら、

年先も菓子業界に貢献
できればと思っておりま
す。
安曇野菓子製造組合組

銘菓奉献祭」が４月５日

困った先人たちが、江戸

として稲や麦、トマトな

す。

評判がよく、フェアーの

部類です。それでも、安

業種では、ベテランなの

そこで、２０１３年に

終盤に行われる『新そば

曇野というブランドでし

た。

『安曇野やさいスイーツ

と食の感謝祭』のブース

ょうか、毎年、新規の出

種との交流を大切な事と

合長・大堀秀夫

11

や野菜の産地となってい

プロジェクト』を立ち上

では、４００名以上のお

店がありますので、 代、

１ ５ 年 は「 カ ボ チ ャ」
、

位置付けております。商

10

ます。

げて、地域の農業をあら

客様が行列となって、来

これからの時代、菓子

す。

すべて売り切れとなりま

店され、用意した商品が

ためて見直す機会を作り
ました。
そして、安曇野産の野
菜を使用することを前提
として、１３年は「わさ

１ ６ 年 は「 さ つ ま 芋 」
、

工会や行政のアドバイス

び」
、
１４年は「トマト」
、 組合としても地域の異業

１ ７ 年 は「 人 参 」
、１８

10

20

11
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空気のきれいな場所です。 時代から上流の河川より

フェアーを行ってきまし

56

阪

大

ど長野県の代表的な果物

しかし、もともとは扇

安曇野産の野菜を使用したスイーツ

神事の様子

50

長野県の中部に位置す
る安曇野市は、光と水と

安曇野やさいスイーツプロジェクト

10

30

20

56

18

24

多くの堰を作って水の豊

18

22

梨
山
野
長

令和２年５月15日 （６）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
（第三種郵便物認可）

第974号

時代に合った商売を

そんな海の玄関口港区

ブローニュの森

名古屋市港区のベイエ

店「ブローニュの森」を

年のお

国際展示場、新幹線の殿
訪問し、店長の鬼頭武司

に店を構えて満

堂リニア館、水族館、古
さんにお話をお聞きしま

リアと言えば、名古屋市

くは名古屋競馬場（土古
した。

歳）

年に鬼頭製菓株

下などで営業させてもら

で続くかは分かりませ

しかし、それもいつま

人数で仕事ができるよう

世の中が日進月歩成

う他、催事場での「スイ

ん。あぐらをかいていて

の時とマッチングして、

長？している中、当店も

ーツフェア」に出店する

は生き残れません。まだ

た。訓練校では、和菓子、 不足でよくもまあこんな

昔のままの形態では先細

など店以外で商売をさせ

まだ世の中の動向を見な

になり、生のケーキとは

＆喫茶「ブローニュの森」 りになってしまうので、

て頂いて、売上増にも貢

がら、時代に合った商売

デパートやスーパーから

連休を作ったり夏休み、

献しましたが、ブームも

をしていかなくてはなり

大所帯の店をオープンさ

をオープンさせる運びと

冬休みを確実に取っても

去ってさあ大変…ネット

ま せ ん。
「どこがゴール

洋菓子、パンについて勉

なりました。ケーキ製造

らって休日を増やし、営

の時代となりました。

なんでしょうね？」と聞

違ってロスも少なく、利

のチーフは訓練校で仲良

業日数を減らしてでも会

自分では全然関係がな

かれても返答に困る質問

も出店の依頼を受けて一

くなった友に任せ、喫茶

社が生き残るよう努力し

いと思っていた市場で、

でインタビューを終わら

せたなあ、と思っていま

は武司氏、売場は奥様が

ています。

当店のクッキーが割と売

せていただきました。

強し、今までの卸の仕事

で、先代は会社を休業す

それぞれ担当でやってい

まず第一に、店だけで

れるようになり、専属の

益を生んでいます。

ることを各問屋さんに説

こうと決めてオープンし

は売上は決まってしまう

週間単位で市内のデパ地

と対面してお金がもらえ

明に走り、武司氏は愛知

たのですが「若いという

す」。

業を手伝いましたが、こ

る商売に方向転換しよう

県の菓子職業訓練校の門

とは全然違う世界のお菓

を作って、名古屋市西区
の商売も斜陽化の風が吹

と思い、先代に打ち明け

子作りで、大きな戸惑い

明道町界隈の菓子問屋さ
いていて、先のことを考

歳で今の地に洋菓子

がありました。

んへ配達して、卸専門に

武司氏の子供の頃は、

従業員、専用のオーブン

型ショッピングモールも

ので、外へ売りに出まし

中島康博

愛知県菓子工業組合・

のは怖いもの知らず、世

商売をしていました。

さて、それからが大変

て承諾してもらいました。 を叩き、今の仕事を整理

今で言う「かっぱえびせ
ないと思い、直接お客様

えるとこのままではいけ

できて、大変人で賑わう
ん」のようなフライ菓子

や自動計量器も入れて少

所：〒455－0801
名古屋市港区小碓 2－204
営業時間：９時〜 20 時
定 休 日：水曜日（月１回連休あり）
代表取締役社長：鬼頭武司

た。偶然スイーツブーム

住

間知らずで、しかも経験

鬼頭製菓株式会社・ブローニュの森
しながら一年間学びまし

店舗データ
時代や明治時代創業の店

渡りました。現在も江戸

光羊羹の名も全国に知れ

光客が訪れますので、日

日光は全国各地から、観

詣者が買い求めました。

ます。冷蔵庫が普及して

いとすぐに傷んでしまい

が特徴のため、気温が高

と、とろけるような触感

分量が多く、口に入れる

ます。日光の水羊羹は水

べ物として親しまれてい

では、各店とも年間を通

冷蔵庫が普及した現在

ています。

中水羊羹の製造に追われ

になると各羊羹店は一日

なっています。正月間近

として欠かせない存在に

を楽しみにしているよう

設では毎年菓子が届くの

等に贈呈しています。施

て、県内の児童養護施設

祭の終了後に撤下をし

祈祷していただきます。

前に供え、菓業の繁栄を

しいことです。

は、作り手として大変嬉

に喜んでもらえること

作った菓子が施設の皆様

です。我々が丹精込めて

ス感染症対策特別委員会

知県の新型コロナウイル

が議員会館に出向き、高

日光の水羊羹

専門に製造販売する店が

が数店残っています。そ

して製造しています。観

事・三ツ山一明

議員に直接お会いし菓子

業界の現状について説明

をいたしました。
その際、

刈谷理事長から「組合員

の廃業や倒産を防ぐため

店名に「羊羹」の名が入

て販売していました。日

め、冬季限定の商品とし

宮は

日の秋の大祭

日の弥生祭、日光東照

日光二荒山神社は４月

ロナウイルス感染症＂に

合は、４月上旬＂新型コ

我々高知県菓子工業組

岸・卒園卒業入学シーズ

は＂節旬＂であり、お彼

造業に携る方々にとって

また、３月４月は菓子製

子類を製造されている所

館等に卸している土産菓

調査アンケートをもとに

け、組合幹部が集まって

そういったことを受

に祈るばかりです。一刻

早急に元の姿に戻るよう

が成り立っております。

として栄えてきました。

•••••••••••••••••••

委員長の桑名龍吾県議会

日光は江戸時代から東
何軒もありました。羊羹

れらの屋号は、
「○○屋」 いなかった昔は、室温が

光客にも人気があり、日

っています。現在は羊羹

光は冬の寒さが厳しく、

の期間中、祭りの振神行

ついて組合員に対して緊

ン・お花見等々の一番忙

は、売り上げが軒並み

話し合い、取りまとめた

も早くこの＂感染症＂が

や「○○菓子店」では無

以外の菓子を販売してい

雪も多いので家に閉じこ

事として、献菓祭を斎行

急に影響調査（アンケー

しい時節であるにもかか

％以上もの大幅ダウンに

ものを事務局で＂新型コ

終息するように願って…。

がするため、土産品とし

ても、主力製品が羊羹の

もる事が多くなります。

しています。日光菓子製

ト）を実施しました。そ

わらず大きな打撃をこう

見舞われており、経営が

ロナウイルス感染症に対

高知県菓子工業組合事

にも是非とも力を貸して

ため、
現在でも店名に
「羊

こたつに入って喉が乾い

造業組合では両神社の献

の結果、売り上げ減少や

むっております。他にも

困難な状態に陥ってきつ

する緊急要望書＂として

高知県へ「緊急要望書」
を提出

元では
「○○羊羹屋さん」 たとき、冷たい水羊羹は

羹」を入れています。地

最適なおやつとして好ま

菓祭の飾りつけと撤下の

販売不振等々、中小零細

イベント中止や観光客の

つあると思われ死活問題

門前には、土産物店が軒

日光二荒山神社で献菓祭

照宮、二荒山神社、輪王
は菓子の中でも高級感が

冷蔵庫並みの温度になる

光を代表する土産品とな

木

く、
「○○羊羹本舗」と

という愛称で呼ばれてい

れ、日光地方では、冬の

奉仕作業をしています。

事業者の菓子業界に直接

減少に伴い、観光地や空

月

高

栃

て人気があり、多くの参

ます。

食べ物として定着してき

栃木県内の菓子はもとよ

荒波が打ち寄せているこ

にまで発展しております。 作成。刈谷理事長他３名

務局長・森下広和

流れによって商い
（営業）

我々の業界は、人々の

た。

渡しすることができまし

べ、この要望書を直接お

いただきたい」と熱く述

羊羹にもいろいろ種類

ま し た。 そ の 食 習 慣 が

り、全国各地の菓子が奉

港・キヨスク・ホテル旅

17

りました。

が有り、水羊羹は夏の食

代々受け継がれ、最近で

とを実感した次第です。

80

10

17

菓子業界の現状について説明

べ物というイメージです

納されます。それらを神

桑名龍吾県議会議員に直接提出
はおせちの口取りの一品

知

が、日光地方では冬の食

11

業
を連ね、その中に羊羹を

日光二荒山神社祈菓業祭

栃木県菓子工業組合理

寺（二社一寺）の門前町
あり、煉り羊羹は日持ち

月ごろから製造を始

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

大学を出て２年ほど家

エリアとなっています。

が始まりです。

式会社として創業したの

が昭和

代の鬼頭久典氏
（満

ブローニュの森は、先

競馬場）
、最近ではレゴ
ランドがオープンし、国
内外からファンが来場し

ています。
「ららぽーと名古屋み

91

27

33

知
愛
なとアクルス」という大

44

第974号
聞 （平成元年２月９日
第三種郵便物認可）
工

新
子
菓
（毎月 15 日発行）

（７） 令和２年５月15日

ンターネットでほとんど

規模の大きさの割に︑イ

る︒カステラは実は市場

上回っているＥ社があ

倍も

ら︑国内で最も知名度が

テラを主力商品としなが

市場規模の大きいカス

﹁カステラ﹂と検索する

フト用途に特化させた︒

はそれを逆手にとり︑ギ

されない︒しかしＥ社で

も持たれないし︑検索も

ない︒だから大して興味

りに誰からも０点を取ら

１００点を取らない代わ

地味だ︒ただし誰からも

とするネットショップの

サービスを売る事を目的

的とするＨＰと︑商品や

品などを知らせる事を目

企業の最新情報や取扱商

は違う﹂
という点にある︒

﹁ネットショップとＨＰ

２つ目の落とし穴は︑

る︒

成功へと繋がったのであ

任命しようと考えている

慣れ親しんだ事務職員を

は例に漏れずＰＣ操作に

任者の任命だった︒当初

際︑一番に行った事が責

事業立ち上げ計画を練る

を突破したＭ社がある︒

か８か月で月商１千万円

新規に立ち上げてから僅

ネットショップ事業を

売れるはずがない︒

店﹂が出来上がる︒当然

で販売素人が接客するお

﹁買いまわりにくい環境

の選定などにおける経営

材配置やアウトソース先

の製作も任せたりする人

盲目的にネットショップ

り︑ＨＰ製作の外注先に

で事業責任者に任命した

えるからという理由だけ

ない事務職員をＰＣが使

は実に多い︒販売経験の

８０円のお試しセットを

の購買心理への理解こそ

った自社の強みや消費者

い︒長年の接客対応で培

朝一夕では身につかな

いった販売ノウハウは一

に提案するべきか︒そう

ういった客で︑どのよう

商品を求めているのはど

への販売﹂である︒自社

す る の が︑﹁ 見 え な い 客

かなかコツが掴めず苦労

う時間はかからない︒な

じもので︑慣れるのにそ

車に乗ったりするのと同

作などは︑歩いたり自転

解に起因している︒結果︑ 見られた︒しかしＰＣ操

判断ミスも︑こうした誤

１件売るために︑広告宣

レスを感じている様子が

は遅く︑本人も強いスト

だったので作業スピード

業を進めるといった様子

差し指でなんとか入力作

初めの数か月は両手の人

責任者に就いて貰った︒

し︑ネットショップ事業

をされていた方を推薦

複数の統括マネージャー

に客単価の高い商材であ

なっている︒また原則的

千円〜４千円程が相場と

品は送料込または送料無

さらにネットで売れる商

は当然コストがかかる︒

拓を行うのだが︑これに

打ったりして新規客の開

ったり︑キャンペーンを

はない︒そこで広告を打

を知って貰うのは容易で

ット市場で︑自店の存在

店が軒を連ねる広大なネ

である︒しかし世界中の

は︑確かに非常に魅力的

というネットショップ

１台があれば始められる

で︑在庫も抱えず︑ＰＣ

務所の小さなスペース

ある︒たった１人で︑事

費が小さい﹂という点に

﹁ネットショップは固定

３つ目の落とし穴は︑

たのだ︒

で月商１千万円を突破し

く上がり始め︑８か月目

ＰＣ作業に慣れるより早

際Ｍ社の売上は責任者が

が物を言うのである︒実

ＣＰＯの回収期間が長く

みを回す上で非常に重要

固定費は小さく︑変動費

る事となる︒要するに︑

分も粗利から差し引かれ

め︑１点売れる毎に送料

料の商品が主となるた

るのが難しい︑という方

る︒粗利率が低すぎると︑ っておかなければ勝ち残

になるのが︑粗利率であ

が正しい︒そのためにも︑ が︑この点については後

できる事業の仕組みを作

っていくには︑早期回収

に直結するポイントにも

こなすか︑が事業の成否

り︑変動費をいかに乗り

ップの大きな特徴であ

が大きい事がネットショ

売上のメリットがある

設計を行うことによる販

つ︑粗利率を高めた商品

さらに実はもうひと

状況に陥ってしまう︒

ほど赤字が膨らむという

ていないと︑売れば売る

異なるＰＬ構造を理解し

なる︒こうした実店舗と

１億５千万円の売上を作

検索されていない︒業界
人 は い な い が︑
﹁母の日
違いは大きい︒
ＨＰは
﹁い

いやすいか﹂が重要とな

との事だったが︑実店舗

伝費３千円︒赤字だ︒だ

ればＣＰＯも高くなり︑

なりすぎるのである︒そ

﹁粗利率の設定﹂が重要

ント︶を講師に迎え﹁ＳＮＳやＷＥＢ販売への対
応について﹂をテーマに講演を行いました︒
先月号より続く︒

食品ネットショップを失敗に導
く３つの落とし穴
２ ０ １ ９ 年︑ ネ ッ ト シ ョ ッ プ の
倒産件数は過去最高を記録

市場のカギとなる検索か
らヒントを得て︑今ほど
巨大化していなかったネ
ット上の母の日市場へ
早々に切り込んだ︒しか
も﹁カステラ×ギフト﹂
という市場を作り出す事
で業界最大手との真っ向

チーズケーキやプリンは

しっかりと利益を出すに

品ネットショップ事業で

﹁粗利率の設定﹂だ︒食

１つ目のポイントは

ある︒

％の粗利

のだ︒結果母の日だけで

った時に儲けが出るとい

ム・ バ リ ュ ー︶
﹂が上回

﹁ＬＴＶ︵ライフ・タイ

に大きなコストがかか

たように︑新規客の発掘

を支払っているため︑こ

してもらうために５千円

ト・パー・オーダー︶
﹂を︑ が得られる︒しかし購入

る︒この﹁ＣＰＯ︵コス

の時点で２千円の赤字で

％ならの３千円の粗利益

してくれた時︑粗利率

勝負も避けた事で大きな

華やかだが︑カステラは

率は確保したい︒もちろ

う仕組みだ︒
ＬＴＶとは︑ ある︒同じ客が購入を繰

を中心に年商

億円程売

ある大手ネットモール

サイト運営で気
を 付 け たい２つ
のポイント

り上げていたスイーツ業

ん製造費や包装資材費な

は︑最低でも

界の人気店Ｉ社は︑サイ

高い他社の売上を

その②

では〝謝罪スイーツ〟と
ギフト﹂と検索する人は
かに情報が整理されてい

る︒至極当然の話ではあ

はこの仕組みがうまく回

％は定期

客単価の低い商材であれ

うなると資金繰りに苦し

なのだ︒

っている︒Ｅ社はネット

呼ばれているらしい︒ク
いる︒そうした需要に対
て見やすいか﹂に主眼を

るのだが︑こうした違い

っているのだ︒

購入客に引きあがる︒従

ばＣＰＯも低くなる︒ブ

むか︑回収が追い付かな

全菓連では︑全国組合幹部研修会で吉田圭良氏

レームがあった時やお見
し︑失敗しない贈り物と

置くが︑ネットショップ

を理解していない事業者

入で成功している大阪の

って︑定期購入客を１件

ランド牛など単価が高い

いまま市場環境の変化に

︵リライズコンサルティング株式会社コンサルタ

舞いの時に購入される︒
してカステラをぶつけた

は﹁いかに客にとって買

が初回注文で６千円購入

Ｗ社では︑この必勝パタ

獲得するために１万２千

と６千円〜７千円︑洋菓

晒され︑置いてきぼりを
り返して２回目も６千

次号に続く︒

た︒吉田氏は令和元年秋

に旭日双光章を受章され

ている︒而して告別会は

るのが早い﹂と言われる

菓工組元理事長吉田榮一

全菓連元監事︑富山県

関係者多数が焼香した︒

盛儀にとり行われ︑業界

寺でしめやかなうちにも

ゴールとも言える定期購

食品ネット通販事業の

ーンが確実に出来上がっ

円のＣＰＯをかけたこと

子など単価が低いと２千

大雑把に表現すると﹁顧

円︑３回目も６千円と粗

富山県菓工組元理事長

ＣＰＯの水準は業界や

に話を戻そう︒勘の良い

が︑そもそも環境変化の

氏は５月７日に逝去され

が︑そのうち

ている︒まずは新規客に

になる︒定期購入に入っ

ども込みでの原価計算を

客１人あたりの累計粗利

よく﹁ネットショップ事

述する︒

お試しセットを購入して

ト運営に伴う資金負担が

行う︒さらに送料込とす

利益を積み上げてくれた

敬 弔
て頂くと︑このＣＰＯは

重くのしかかり赤字経営

益額﹂である︒

食らうかのどちらかだ︒
もらい︑その客を定期購

５〜６か月で回収できる︒ ある︒

る場合は送料分も原価に

組みだが︑お試しセット

取扱い商材により大きく

経営者は既にお気づきだ

早いネット業界で生き残

日︑富山市・満浄
１件を買って頂くのに３

異なるが︑食品ネットシ

ろうが︑このような仕組

５月

千円のＣＰＯをかけて良

ョップ業界においては３

吉田榮一 氏逝去

いと決めている︒２︐９

さて︑﹁粗利率の設定﹂ 業は飲食事業よりも儲か

円〜３千円という事例も
入へと引き上げていく仕

が続くなど悪化の一途を

とき︑ようやくＣＰＯを
宣伝費を使って

例えば︑５万円の広告

含める︒その上で

全に儲けを出すことが出

％の

辿った末︑特別清算を行

粗利率を確保しておくこ

規客を獲得すれば︑ＣＰ

回収して儲けに至る︒健

った︒こうした事態に陥

とが重要である︒ネット

来ているネットショップ

人の新

らないために気を付けて

Ｏは５千円︒その新規客

ＳＮＳやＷＥＢ販 売 への
対応について

ショップ事業は先に述べ

10

50

25

吉田 圭良 氏（リライズコンサルティング株式会社・コンサルタント）
50

14

おきたいポイントが２つ

10

50

13

令和２年５月15日 （８）
（毎月 15 日発行）

聞
新
業
工
子
菓
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第974号

になっている︒本日はお

来お菓子の業界のお世話

スのメーカーで︑創業以

スという冷蔵ショーケー

私どもはダイヤ冷ケー

いたが︑ここしばらくは

﹁困ってない﹂と言って

ちはそれほど影響ない﹂
︑

人手不足といっても﹁う

店︑一番店や二番店なら

４年前なら地域の繁盛

その①
たくなる仕事にしなけれ
職業だ︒小学生が一番な
出ると粗利率に影響して

なるし︑最終的にロスが

しまう︒それから︑営業

りたい仕事？︒答えはケ
ーキ屋︑お菓子屋がトッ
時間の短縮︒

ばいけない︒せっかくオ
ーナーをしているのだか
プレベルで君臨してい

７０万円︑年間２０００

いたところを８時間︑場

万円に減っ

万円払っていた従業員の

た︒これにより月２００

がり︑経営効率の効果が

ないが︑実際は経費が下

がると思われるかもしれ

が行われているのか︒１

いるが︑実際どんなこと

れは凄い魅力だが︑プチ

あどうぞ﹂といった︒そ

ーケースの中に並べ﹁さ

というアイテム数をショ

向上が図られている︒

営業時間の短縮

％減とそれほど変わら

ず︑それより残業代のコ

果が高く増益となった︒

ストダウンがはるかに効

時間営業だった

全体的に見ても︑ケーキ

その店は９時から
までの

時

屋は売り上げを上げなく

時から

までと２時間短縮した︒

ていいが︑利益は確保す

ところを︑
商品アイテムの絞り込

営業時間の短縮は勇気が

商品アイテムの
絞り込み

みについては︑ある有名

と予想された︒実際︑２

化していくかがテーマで

る︒
ム作っていたが︑短縮し

ンでどうやって︑手土産

ある︒

が︑収益ラインは保てる

の動きが浸透してきてい

いるだろう︒売り上げは︑ るという減収増益へ転換

％下がるかもしれない

店のオーナーシェフが言
っていた︒ついこの間ま
アイテ

最近はベンダーを担当す

を開拓していくかが重要

でプチガトーを

るメーカーもそういう窯

である︒

手土産では︑東京ばな

ニも力を入れていくだろ

客ができるので︑コンビ

出てきた︒スイーツは集

個人店に近づける動きが

違う設備を入れ︑品質を

れで焼き切れないものは

率を求めたところが︑そ

でバーッと焼いて生産効

る︒これまでトンネル窯

が︑大手は宣伝広告が強

に予約がどんどん入る

ーキは︑クリスマス商戦

いく︒デコレーションケ

ら︑客単価はアップして

０︑５０００円もするか

ションでは最近は４００

で︑生ケーキはデコレー

予約だからロスはゼロ

おやつは︑集客力は強い

自分︵家庭︶で食べる

レンジする店が出てき

以上の箱を揃えて︑チャ

０００円︑あるいはそれ

は１０︐０００〜１２︐

のショップでも︑箱単価

のオーナーパティシェ型

ャンプアップする︒個人

ば︑売り上げも利益もジ

高級なギフトは売れれ

回る︒アニバーサリーは︑ えればまだまだいける︒

が︑手間とロスがついて

た︒ただ︑高単価の商品

きているが︑売り場を変

大手がどんどん参入して

屋の強みの部分だ︒今︑

手土産は︑本来お菓子

を設備し︑個人店に負け

奈さんは代表商品で︑売

い︒アイドルを全面に出

は売れにくいので︑どう

ない商品作りをしてい

れるところに行けばどん

し︑予約したらグッズが

するかが大切だ︒

■日本菓子教育センター編集・発行

なければならないと今は

万円のコスト削減ができ

た︒アイテム数を減らす

アイテムだそうだ︒

アイテムあった焼菓子

と︑売り上げ減少につな

る︒それが十数年後︑実

合によっては７時間に減

残業代が︑

つにはケーキ屋の場合︑

ガトーの生産効率は低く

変わってきたと感じる︒

アイテムに減らし

より︑ちょっと余裕があ
際に職に就いてみると全

らす店もある︒定休日も

もう１つ
﹁働き方改革︑ 方改革の影響をもろに受

商品アイテム数の絞り込

行くと１０００円︑１５

最近﹁人手が足らないん

も︑

り︑ちょっといい店に家
然違ってしまう︒このギ

たそうだ︒それで月々１

けている︒しかし︑目指

みが行われている︒今ま

００円の単価の商品で山

売場改革で乗り切る

時間して

ら︑普通のサラリーマン

族で行けるようなところ

ャップは何だろう︒本来︑ 増やされ︑ケーキ屋の週

す目標は︑後継者がやり

スクは高い︒デコレーシ

積みになっている︒それ

私どもはショーケース

出た︒

は︑無理してでも気張ら
お菓子屋は︑魅力があり

生ケーキ部分と焼き菓子

ョンケーキはバースデイ

は手土産がお菓子という

屋なので売り場を変える

休２日は珍しくなくなっ

ないといけない︒ケーキ

儲かる業種であるべきだ︒ た︒それで︑福利厚生の

部分︑金額の安いものと

だろう︒予約をしっかり

商品の強みであることを

ケーキ屋の商品構成を

時

屋やお菓子屋は夢のある

高いもの︑という４つの

とれば︑生ケーキでもロ

示している︒これからの

種

役割で分析してみる︒生

スが無いから︑大切だ︒

専門店の目標はギフト商

どん売れる︒しかし︑個

もらえるようにして︑ガ

次号に続く︒

う︒

人の店がターミナルや空

サッと取っていく︒個人

全菓連斡旋図書

全菓連では︑全国組合幹部研修会で太田和隆
氏︵ダイヤ冷ケース株式会社・代表取締役社長︶
を講師に迎え﹁店舗での販売方法の多様化につ

菓子の売り場という切り
﹁いよいようちにも︑人

いて﹂をテーマに講演を行いました︒

口で︑話させていただき

ではプチガトーを

人手不足や働き方改革に実施され
ている対応策
現実︑人手不足や働き

で金額の安いものはプチ

焼き菓子でギフトは︑

品を売ることである︒

︑

ガトー︑生の高いものは

稼ぐ商品であるが︑なか

自分で食べるおやつも

類︑場合によって

デコレーションケーキで

なか売りにくい︒大手の

注目されて久しい︒最近

方改革の波が押し寄せて

ある︒焼き菓子で安いも

デパ地下に入っている和

のコンビニスイーツは凄

18

手不足が来たな﹂となっ
た︒ケーキ作りは人手に
頼る部分が多いので︑そ

のはバラのものから︑１

菓子の店はギフトの需要

い︒
﹁カンブリア宮殿﹂

ことで︑人手不足と働き

45

19

30

10

たい︒
パティシェというか︑

オーナーシェフ型のケー

０００︑２０００円程度

がとれるので︑ケーキ屋

にオーブンのメーカーが

ういう声がどんどん強く

どうすりゃいいの﹂
︒パ

いものは進物︑
ギフトだ︒ から言わせればすごくう

の手土産になるもの︒高

らやましいそうだ︒洋菓

出た︒固定窯がほとんど

キ屋が主なお客様だが︑

だよね﹂
とよく聞く︒３︑ ティスリー業界は︑働き

それぞれに役割がある︒

子店は簡単には売れな

だが︑すごくいい窯らし

焼菓子

33

10
港への出店は難しい︒そ

送料は実費。
県菓子工業組合までは
全菓連負担。

18

の店は︑ここをどう差別

決定版 和菓子教本

10

うでないシチュエーショ

定価：3,500円（税別）

定価：3,050円（税別）

定価：1,430円（税別）

なってきた︒

方改革の問題解決に︑お

プチガトーの役割は選ぶ

い︒でも︑売れたら利益

く︑カステラがしっかり

ご進物
デコレーションケーキ

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

定価：3,250円（税別）

簡単に売れない
価値を伝える重要性

ここ２年で随分と流れが

役に立ちたい︒

楽しみがあり︑おやつと

が大きいゆえに︑その価

き物を作るには高性能で

して食べられるので﹁集

手土産になると︑今の

あるが︑平釜なので操作

と焼けるし︑スポンジも

ずこの商品を買い求める

ケーキ屋やお菓子屋は強

に手間がかかる︒だが︑

値を伝える重要性がポイ

ことである︒しかし︑手

い︒東京駅︑羽田空港に

客力﹂が強い︒ケーキ屋

間がかかるし︑ロスのリ

80

50
70

よく焼ける︒洋菓子の焼

生ケーキ

手間がかかる
ロスのリスク

10

太田 和隆 氏（ダイヤ冷ケース株式会社・代表取締役社長）
ントになる︒

てみやげ
プチガトー

28

店舗での販売方法
の 多様化について
に行く大きな理由は︑先

ケーキ屋さんの「商品」の分析

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～

お菓子屋さんが強い
集客する商品

稼ぐ商品
信頼を築く商品
予約＝ロスリスク無
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（９） 令和２年５月15日

全菓連では︑全国組合幹部研修会で二木正人

二木

氏︵株式会社二木・代表取締役社長︶を講師に
迎え﹁お客様を笑顔に！地方を元気に！
の菓子の独自経営戦略﹂をテーマに講演を行い
ました︒

その③

ゃないですか﹂と言うと

に聞いても仕方ないんじ

ら︑私みたいな小僧っ子

の方もたくさんいるか

﹁明治には社員や研究員

で︑全くの若造である︒

代後半の頃なの

思っているのか﹂と聞か

治の商品について︑どう

ろから肩をたたかれ﹁明

えた︒私が店にいると後

でちょこちょこ上野に見

長さんが︑プライベート

なるが︑当時の明治の社

いんだ﹂といった︒中小

ないと方向転換ができな

違うんだよ︒１カ月たた

答えた︒社長は﹁明治は

員右を向いています﹂と

ちの会社は︑翌日から全

どうする﹂と聞かれ﹁う

向けと言ったら︑みんな

は︑社長が明日から右を

長は﹁君のところの会社

トップが持っていた︒社

それを学ぼうとする心を

わろう﹂とする意欲と︑

い﹂と思った︒常に﹁変

い加減なことは言えな

のＧＤＰにすると︑世界

った︒ただ︑１人当たり

中国に抜かれて３位にな

に次いで２位だったが︑

り︑数年前までアメリカ

は５００兆円くらいあ

ならない︒日本のＧＤＰ

っと上げていかなければ

業界として︑生産性をも

また︑粗利益率だが︑

かできない︒

い︒方向転換はトップし

できるので︑勝負しやす

ピードを持って方向転換

と競争するのに中小はス

るようにしておく︒大手

に来て韓国人観光客が前

うと言われていた︒ここ

万人で︑達成できるだろ

２０年の目標は４０００

１９万人来ており︑２０

年は外国人観光者が３１

インバウンドである︒昨

さい︒可能性があるのは︑

いるが︑絶対数はまだ小

やすかだ︒今も増やして

か︑外国人の移住者を増

移民制度を持ってくる

増やすためには︑日本に

できない︒それか人口を

生産性を上げないと達成

０兆円と言っているが︑

府はＧＤＰの目標を６０

のが勝ち残るのではな

進化論と同じで︑強いも

代適応だ︒ダーウィンの

則である︑変化対応と時

・考え方は︑先ず原理原

るわね︑
前とは違うわね﹂

と︑お客様が﹁変化があ

んどん変えていく︒する

化に対応し︑売り場をど

ードが大切︒小売業は変

もう１つ︑最近はスピ

トにメモしていた︒これ

は︑私の言うことをノー

たが︑天上人である社長

ますというところを述べ

くれ﹂という︒こう思い

れに応じて方向転換でき

境が急に変わるので︑そ

かなければならない︒環

できるよう身軽にしてお

ちゃ早い︒すぐ方向転換

の中の変化は︑めちゃく

から選ぶ感じだ︒ネット

ＤＰは下がっていく︒政

人口が減るとこれからＧ

は大きくなっていたが︑

人口が多いので︑ＧＤＰ

人口×生産性だ︒日本は

う︒ＧＤＰの大きさは︑

好奇心は︑商売の原動

う︒

が︑届かないだろう︒

スでは８兆円の目標だ

になっている︒金額ベー

で︑ぎりぎりという感じ

て︑香港も減っているの

配率自体もまだまだ低

また︑日本は︑労働分

粗利益率を引き上げる︒

っと配分し︑業界全体の

カーや卸︑小売にも︑も

終売価を引き上げ︑メー

を提供しなければならな

お客様に買い物の楽しさ

を差別化するためには︑

別化になっている︒小売

われることが︑弊社の差

にない商品がある﹂と言

﹁スーパーマーケット

②差別化と継続性

なれたか﹂と聞けば﹁ネ

オンになった方に﹁なぜ

ーツがあるが︑チャンピ

がある︒いろいろなスポ

ない﹂︑﹁あきらめない﹂

私の信条に﹁へこたれ

Ｅ ＵＰ﹂と﹁好奇心﹂

③﹁ Ｎ Ｅ Ｖ Ｅ Ｒ Ｇ Ｉ Ｖ

る楽しさだ︒

商売の戦略を考える上で

の︑何かがある︒それが

しろいもの︑変わったも

る︒商品︑売り方︑おも

きつけるだけの何かがあ

言う︒そこにお客様を惹

るのか？覗いてこい﹂と

﹁なぜ？人が集まってい

人だかりがあったら必ず

社員にも︑町に出て何か

話しか来ない︑だから明

い︒環境の変化に適応し
となるので︑楽しさが開
いく︒

を見て﹁怖い人だな︒い

口の自然減があるので︑

の売り上げは︑これから

力になるので︑常に持っ

れた︒

﹁おれのところにはいい

の強みは︑方向転換が易

位までに落ちてしま

た種が生き残っていく︒
花する︒卸でも︑新しい
昭和

るビジネスモデルにしな

フォローするには海外へ

まだ増えていくと思う

い︒従業員１人当たりの

い︒買い物は︑商品を選

バーギブアップ﹂と言う

ヒントになるので︑好奇

しいことである︒今︑世

常に今どういう変化が起
商材をどんどん提供して

とか高めないといけな

いと︑生産性は上がって

出て行き︑実際に手に取

粗利益稼ぎ高は︑ＯＥＣ

ぶ楽しさにある︒買い物

方は多い︒方針的には﹁エ

心を旺盛する︒

治の悪いところを話して

きているのかを見て︑こ

れからの商売は厳しくな

い︒簡単にいえば︑粗利

いかない︒ビジネスモデ

数％落ち

我々の業界をはじめ︑
る︒ほかの業界と比べ︑

益率を引き上げること︒

ていなければならない︒

位であ

しやすい︑選びやすい例

キサイティングな売り場

次号に続く︒

年に比べて

日本の産業界自体が生産
特に菓子業界は生産性が

が︑リアル店舗は︑選べ

る︒先進７カ国では︑日

では︑売価ラインが同じ

を作ろう﹂や﹁チャレン

産性が低いかだ︒

カ国中

本が最下位で︑いかに生

くらいの同種商品で︑テ

ジしていこう﹂をよく使

Ｄでは

あとは海外進出をして

イストの違う３種類の中

60

27

いくこと︒日本国内は人

20

50

研修会で配布されたお菓子

36

年代半ばの話に

性を上げていかないとこ

って売り上げを作る︒

二木 正人 氏（株式会社二木 代表取締役社長）
ルとして︑小売段階の最

20

先月号より続く︒
れからどういう変化があ
るのか︑いち早くつかま
えて対応していく︒これ

は小回り︑機動力で商品

が生き残る術だ︒中小で

①﹁変化対応﹂と﹁時代
を変えていくことが重要

戦略の考え方
︵基本的な経営
の方向性︶

適応﹂

二木の菓子の独自経営戦略

要するに付加価値を高め

になる︒

！
に！

低いので︑何

基本的な経営の方向性

地方を元気に
お客様を笑顔

令和２年５月15日 （10）
（毎月 15 日発行）

聞
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業
工
子
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第974号

え「人を大切にする中小企業経営」をテーマ

営学者・元法政大学大学院教授）を講師に迎

東京都菓子工業組合では、坂本光司氏（経

的な見方だと思う。もっ

上意下達的、上から目線

る」
だと経営者の一方的、

する人々の幸せを追求す

こ と。
「企業経営は関係

に講演を行いました。

私は人を大切にする経
する経営について話して

る。きょうは人を大切に

人々が幸せを実感できる

い る だ け だ。 関 係 す る

じなければ、そう思って

といえば、相手がそう感

営学会会長、日本で一番
いく。

この段階で間違いを起こ
は、関係する人々を幸せ

企業経営の目的使命

その①

段である。

り、業績はそのための手

い。目的は人の幸せであ

る。勘違いしてはいけな

目的を実現するためであ

利益も大事だが、それは

結果に過ぎない。業績も

大事にしてしまう。成果、 人もいないからである。

ではなく、手段と結果を

は、間違っている。目的

日本の会社の半分以上

が「お天道様に顔向けで

経営者からよく言われる

いかの判断は難しい」と

され、路頭に迷って幸せ

とはできない。リストラ

答えは１つだ。残念だが、 赤字のリストラも許すこ

きるか」がふさわしい。

を実感できる人間は、１

リストラの会社が多い。

を出した。最近、黒字の

「黒字リストラを問う」

稿を書いているが、先日

り、この国は危ういと思

ら、それを破壊しない限

の教育は間違っているか

大学やビジネススクール

ことはない。残念ながら

なので、利益にこだわる

人の命を守ることが大切

経営をする必要があり、

ても、バランスの取れた

る。たとえ利益が下がっ

、第２次に審査基

準がある。第１次審査基

したい会社では、応募基

日本でいちばん大切に

は見てはいけない。

しまうので、手段と結果

る。人間をコストで見て

ろで泣いている人もい

かち合う。知らないとこ

しみも苦しみもともに分

は欺瞞なので、喜びも悲

犠牲の上に成り立つ経営

円である。一方では５０

円、大企業では６５０万

中小では年収４００万

ォームを着ている方は、

みれ、煤まみれのユニフ

億円もある。現場で油ま

だ。１億円、２億円、３

とんど５０００万円以上

の年収や年俸、報酬はほ

東証一部上場会社の役員

リストラしている会社、

ともな会社なのか。黒字

きない。そんな会社がま

経験をしたが、正しい目

私は８０００社を見る

している。それが目的に

け、ランキングを大事に

業績、企業成績、勝ち負

物だから赤字になった

許されない。企業は生き

学院と共催で、学会大学

準が

できますか

お天道様に顔向け

リストラは悪いことで、

う。私は千葉商科大学大

で３層構造になっ

００、６０００万円、中

準が

ており、難しい。応募が

には６億円だから、 倍、

院を作った。全国から、

多くの人たちが集まって

できるかできないか、審

１００倍になる。私はそ

り、黒字になることもあ

ると言う人がいる。私は

査以前の問題は６つあ

ういう経営者に「あなた

なっていると、人間は業
績を実現するための手段

くる。中にはパナソニッ

る。トヨタであろうが、

は社員の１００倍働いて

的で正しい手段を講じて
成果が思うように出なか

そうは思わない。赤字に

クの元専務取締役も来

キャノンであろうが、応

いますか、

せにする、人を大切にす

営の目的である。人を幸

の王道だ。それが企業経

経営をすることが、経営

大切にしたい会社大賞の
審査委員長を務めてい

企業経営の目的・使命

している経営者が多すぎ

く、「あり方」
の話である。 に問題がある。

倍働いてい

れない。しかし、次が難

ホンダさんは通るかもし

い点では、トヨタさん、

リストラしたことがな

滞低迷しているのは戦略

経済が過去数十年間、停

この傾向が強い。我が国

払っている。そんなこと

や協力会社には、手形で

員という性格の下請企業

だろう。しかし、社外社

あり、手形では払わない

を現金で払うのは常識で

現金で支払わない。給料

ンしたり、対価に対して

を実感できる経営をする

業に関係する人々が幸せ

言い方をすれば、その企

ら、
もっと恩返しをする。 が、
ボーダーラインの方、 というのが、この問題の

から勝てない。であるな

は１、２円で戦っている

もじゃない。国際競争力

ので、自分でしたらとて

がない。給料が２倍違う

か」と言う。できるはず

朝、穴受け加工ができる

って「あなたの会社が毎

場することとは何なの

あるいは持たせたくない

いる人は９００万人だ

る。障害者手帳を持って

０万人の障がい者がい

今、日本には約１００

い。

家族だったかもしれない

かもしれない、私たちの

がなるかわからない。私

方は、誰１人いない。誰

い者は１人もいない。教

障がい者雇用をしていな

年間の修士課程の中で、

教育をしている。２、３

障会社を経営する社長

子がいる。中小の警備保

と同時に、卒業した教え

私が大学院を退官する

法では、障害者雇用率は

日本の障害者雇用促進

法律に何に文句があるん

だ。その態度は、まるで

る。私はその基準が嫌い

んど２・２％になってい

は２・２％だから、ほと

ている。ここが肝だ。

いから、働きたいと言っ

われる人生を作ってほし

る。「 あ り が と う 」 と 言

にくたびれたと言ってい

が大切

しい。取引先に理不尽な

をしていると天罰が下

自分の会社が立派で、片

取引を強要しない

％ではなく、全部５％以

になっていた。全員が正

スでは、ほとんど５、６

ランスやドイツやイギリ

これはお粗末である。フ

育の力は大きい。しかも、 で、６年前に会社を作り、 ２・２％になっている。

もしれない。障がい者を

たちが障がい者だったか

愛情が感じられない。私

だと言っているようで、

者の雇用は、全て法定雇

は、過去５年間、障がい

したい会社の応募基準

日本でいちばん大切に

心をはせる

％である。

い。私は権威も権限も持

社員で、一番若い社員が

人
様はなぜ私たちを健常者

たず、お金も持っていな

歳、一番年上の社員は

％で、従業員

人以上の

救う、助ける、幸せ作り

用率以上であることとし

卒業する時は従業員

で産んでくれたか。理由

いが、もし私が行政や銀

ている。

次号に続く。

は健常者である私たちに

の会社に義務付けられ、

る。日本は

会社に義務付けられてい
営している。

人の社員

歳で、私の言う通り経
社にこそ、低利長期の融

のうち

事実を示すことは大き

るので、実質的には１２

は簡単だ。私たちが障が

行だったら、そうした会
あった。その中で健常者

資制度や許認権のハード

たちは、相手から「あり

しかできない。彼ら彼女

００万人だから１割くら

にさせたのだから「障が

人は障害があ

いだ。障がい者として生

根幹である。ならば、神

００万人くらいだろう。

い者になる可能性も十分

は

人だから、障害者雇用率

20
日本の人口は、１億２５

50

・５人以上

40

取引先に理不尽な

取引を強要している会社

る。取引先がみんな逃げ

相手にされなくなる。力

下の場合は、あまりにも

10

障がい者のために

は、認めない。毎年２％

方、持ちたくない方もい
社とも

をする行為は、まるで死

のない会社はおんぶに抱

低単価発注が行われてい

社が

ねと言っているようなも

っこだから、やがて廃業

ると判断せざるを得な

20

45

尽だ。

ていく。
「下請けやめた」 方の会社が赤字では理不

目的は人の幸せ

い。

る、関係する人々が幸せ

になる。別の言い方をす

ならない方法、景気に左

る。それくらいの方が勉

募するのが無理になるく

ますか」と言う。最高で

ではなく、それ以前の問

った会社は、１社も存在

れば、人間がコストにな

右されない方法、誰かに

強に来ているが、私は金

らい厳しい。どんなこと

も６倍か、７倍しか働い

はじめに、企業とは何

しなかった。目的ややり

る。もっと悪く言うと、

ある。それが経営の妙だ。 儲けが目的ではないので

ものを言わせない方法が

「どこかの大学にやって

が書いてあるかといえ

ていないはずだ。それが

を実感できる経営の会社

方が不純では、結果が出

人間が原材料になる。も

ください、ノウハウは全

ば、過去５年以上、希望

上限である。社員が納得

題が大きい。どんな戦略

るわけがない。なぜかと

っともっと悪く言うと、

部無償で提供します」と

退職を募ったことがない

できる報酬でなければな

か、企業経営の使命や目

いえば、お天道様に顔向

人間が景気の調整弁にな

言っている。どこかの大

こと。一度でも募ったこ

らない。

作りをする。これが企業

けできないからである。

る。そのような評価で位

ある特定の企業や商品

学がやりたいと言えば、

とがある会社は、応募で

がとう」と言われる人生

・戦術を立てても、うま

お天道様は見ている。私

置づけられた人間が、組

に、過度に依存すれば当

その瞬間やめる。誰かの

あとは法律を守らなくて

的は何であるかを話した

は多くの経営者に「あな

織の業績を高めようと努

然いろいろなことが起き

り、そのうちの５人は重

を 望 ん で い る。「 あ り が

経営の最たる目的だ。こ

か。それらは大した問題

たの言動は、お天道様に

力するはずがない。

ルを低くしてあげるだろ

もいいとなっている。お

とう」を言い過ぎる人生

く い か な い 理 由 は、
「や

ではなく、目的を実現す

顔向けできますか」と言

私は新聞や月刊誌に原

う。国会議員であるなら、 度障がい者である。重度

かしい。今、日本の法律

い。そもそも論で、企業

では、
業績や勝ち負け、 る た め の 手 段 に 過 ぎ な

う。
「正しいか正しくな

い者のために生きろ、手

障がい者はダブルカウン

り方」
ではなく、「あり方」 れ以外の目的は存在しな

い。正しい目的で正しい

を受けたいという人は、

を差し伸べろ、心をはせ

その方が羽ばたけるよう

トなので、法律的には

10

の利益がありながら、赤

10

経営の「やり方」ではな

シェア、ランキング、規

手段を講じた会社は、必

１人もいない。そのお父

ろ」と指示されている。

な新しい法律を作る。

人の命を守ること

模を大きくすること、上

ず結果が出る、だから、

さん、お母さんで障がい

社会人にも、そのように

20 50

といい、仕事を頼んでも

る。
特に大きな会社ほど、 にすることである。別の

坂本 光司 氏（経営学者・元法政大学大学院教授）

中 小企 業 経 営
者を産みたかったという

人 を大切にする

字の解消にコストダウン

の。理不尽な取引を強要

する。いい会社がなくな

15

10

し、下請けにコストダウ

40

78 19

10
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洋菓子講習
日本菓子専門学校

教師

【基礎編】
阿部 悟

（フィナンシェ・クランブル）

Financier Crumble

粉末アーモンド……

卵黄…………………
ｇ
薄力粉………………

粉末アーモンド

ェ

Ｂ．パータ・フィナンシ

凍する。

るように混ぜ合わせて冷

ら、粉類をソボロ状にな

った生地とクランブルの

込み、しっとり焼き上が

バターにせずに生地を仕

味を活かす為に、焦がし

です。

を通して活用出来る一品

ーの酸味が調和した年間

食感、ドライクランベリ

団体で何か協力ができな

る中、いずれの店舗も苦

が出ていない幼稚園、保

域の児童館、休園の要請

牛乳を使ったお菓子プレゼント

酪農家応援プロジェクト

•••••••••••••••••••

２．Ｂを仕込む。
❶手鍋にバター、食塩、

………２００ｇ
粉糖……………２００ｇ
ハチミツを一緒にしたも

❷粉末アーモンド、
粉糖、

のを沸騰させる。

メープルシュガー
………２００ｇ
薄力粉…………２００ｇ

新型コロナ感染症の感

いか？」と発案され、福

しい経営状況であるにも

育園に延べ４０００個以

メープルシュガー、薄力

染拡大防止策として、３

井県菓子工業組合と福井

かかわらず、両組合合わ

上のお菓子を配布、プレ

卵白……………４００ｇ

月２日から全国の小中学

県洋菓子協会の協働で重

社がエントリーし

粉をボールに一緒にして

❸卵白を②に混ぜ合わせ

校で休校する措置が取ら

要な原料である牛乳に着

し、牛乳を使った既存商

せて

バター…………４００ｇ

る。

れました。その影響は多

目し、社会貢献事業を構

事で、学校給食を担って

品の特売や増量。新商品

ｇ

❹③に①とバニラオイル

方面に波及しましたが、

築していくことになりま

いた乳業メーカーは売上

を開発し販売を行う趣旨

また、休校でクラブ活

当初、学校再開予定で

混ぜ合わせる。

を入れて混ぜ合わせて休

小中学校で提供される給

した。

が激減、一方、搾乳は継

を伝え、協賛店を募りま

動、卒業式等の思い出に

あった４月６日を事業期

食塩…………………２ｇ

ませる。

食に使用される食品素材

学校給食で消費される

続しなくては乳牛が病気

した。新型コロナ感染症

なる学校行事が中止され

ｇ

❺休ませた生地を型に絞

の一次的なロスの発生は

牛乳は、福井県だけでも

になり死んでしまうとの

の拡大防止を受け、外出

る。

【工程】

………１００ｇ

ドライクランベリー

Ｃ．その他材料

バニラオイル………適量

ｇ

り込み、上面にドライク

大きく報道されました。

１日４万本以上。それら

話を伺い、先ずは牛乳の

ハチミツ……………

１．Ａを仕込む。

ランベリーを載せて、更

その報に触れた福井県洋

がすべて停止という事態

間として設定しました

ｇ

個取りフィナンシェ用鉄板 枚分

Ａ．クランブル

ｇ

❶バターをクリーム状に

にＡのクランブルを載せ

菓子協会の会員から

る中、自宅や児童クラブ

話 ０３－３４００－８９０１
電

ＦＡＸ ０３－３４０７－５４８６

の平山理事長、福井県洋

め、福井県菓子工業組合

それぞれ周知を図るた

ゼントする事業も立案。

乳を使ったお菓子をプレ

協賛各店が子ども達に牛

うと、それぞれの地域の

生の皆さんを元気付けよ

で過ごす日々を送る小学

していきたいと考えてい

ぶ中、地域に元気を提供

あり、経営にも影響が及

収束が不透明な状態で

バーで継続しています。

プロジェクトも有志メン

とを受けて、酪農家応援

校の要請が延長されたこ

に伴い、５月６日まで休

が、緊急事態宣言の発出

てくれました。

菓子協会の上野会長が福

福井県菓子工業組合中

ます。

その成果もあり、県下全

洋祐

業の主旨を発信しました。 央支部・㈱甘泉堂・村中

かけ、記者会見を開き事

井県内全報道機関に呼び

た。

ゼントする事が出来まし

して、粉糖を混ぜ合わせ

分）

自粛、移動制限要請があ

て焼成する。
（約

消費拡大を組合員に啓発

牛乳を使ったお菓子
は初めてのケースだとの

メープルシュガーの風

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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県下全域の子供たちにプレゼント
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