
３年後の2020年には、創業100周年を迎えますが、今も
創業の理念である「パン作りで社会に貢献する」という考
えの下に事業を展開しております。

米不足で、「パンを米の代用食」
にと事業を始めた創業当時からは時
代が変わり、社会環境も変化してい
ます。
近年は飽食の時代で、食べるもの

は何でもありますので、社会に貢献
するという面でもやり方は変わって
きています。
今の時代で何が必要かと考えた時

に、食料自給率の問題があります。
食料自給率はカロリーベースで40％を切っており、外国

東海地域の食品関連企業を取材！！

Ｑ 本日は、よろしくお願いいたします。
まず、会社の概要などを教えてください。

東海地域で展開している食品関連企業を訪問して、企業活動の中で食品の安全・安心／消費者の
信頼確保に取り組んでいる状況を取材しています。
第５弾は、「Pasco」ブランドでおなじみの製パン会社、「敷島製パン株式会社」の石橋部長、大石部

長、林室長にお話を伺いました。

～食の安全・安心／消費者の信頼確保に向けて～

敷島製パン株式会社

総務部石橋徹部長、品質保証部大石宏明部長
お客さま相談室林寿光室長 に聞きました

パンを作り食料として提供できたら、皆さんに喜ばれるの
ではないかと考えたのが、そもそもの始まりです。
当時はパンの作り方もよくわからなかった時代です。
名古屋市内に第一次世界大戦の時の捕虜を収容する施設

があったのですが、そこに収容されていたドイツ人の方が
パンを作って焼いているという話を聞き、その方からパン
作りを学び、その中の一人に技師長という形で入社してい
ただき、パン作りを始めました。

そこへ加えて米の買い占め
や売り惜しみがあり米の価格
が高騰しました。
1918年に富山県で起きた

「米騒動」が全国に広がり、
米不足で世の中が大騒ぎに
なっていました。
そのような時になぜパン製

造業を始めたかということで
すが、創業者の盛田善平が米
不足で食糧難になっている状
況をなんとかしたいと思い、
もともと製粉業に関わってい
たこともあり、米の代わりに

“パン作りで社会に貢献”

「金儲けは結果であり目的
ではない。食糧難の解決が開
業の第一の意義であり、事業
は社会に貢献するところがあ
れば発展する。」という創業
者の理念は現在に受け継がれ
ています。 ※１：食料自給率

食料自給率は、国内の食料消費が国産でどの程度賄わ
れているかを示す指標です。我が国の食料自給率は、長
期的に減少傾向で推移しており、先進国中最低水準と
なっています。
平成28年度の食料自給率は、カロリーベースでは、

38％、生産額ベースでは、68％となりました。

今後も、国産小麦「ゆめちから」を使用した商品を中心
としたラインナップの拡充、既存商品への国産小麦の利用
拡大を進め、2020年までに国産小麦の社内使用比率を20％
にするという目標を掲げています。

Ａ 私どもは1920年（大正９年）に愛知県名古屋市で創業し
たパン製造業です。
創業当時の頃の日本は、第一次世界大戦後の好景気の中、

農村から都市への人口流出による農家の人手不足や、米の
消費量が増えたことなどによる米不足の時代でした。

石橋部長

大石部長

“食料自給率 の向上に向けて”※１

からの輸入に依存している現
状は、非常に危うい食料事情
と言えます。
パンについてみると多くを

輸入原材料に頼っており、小
麦については自給率が10％程
度、パン用小麦に限ると数％
しかありません。
そこで国産の原料を使用し

てパン作りをし、食料自給率
の面でも貢献していきたいと、
国産小麦「ゆめちから」を使
用したパン作りに力を入れて
取り組んでいます。

林室長



“原料原産地表示への取組”

※２：FSSC22000
食品安全システム認証
オランダに本部を置く食品安全認証財団（FSSC22000

財団）が運営する規格です。
国際標準化機構が定める国際規格である食品安全マネ

ジメントシステム（ISO22000）に、フードディフェンス
などを含む要求事項を盛り込んだものです。

食の安全・安心に対して、どのような取組をされている
のか教えてください。

Ｑ

Ａ トランス脂肪酸については、ずいぶん前から油脂メー
カー様にもご協力をいただき低減に取り組んでいます。
2006年から、パンや菓子に使用する油脂（マーガリン、

ショートニング）を、トランス脂肪酸の含有量が少ないも
のに順次切り替えてきましたので、現在販売しているパン
では問題にならないぐらい減ってきています。
一部のお客さまからはゼロにしてほしいという意見をい

ただくこともございますが、牛肉や乳製品由来もあること
や風味のためにゼロにはならないことを説明させていただ
いています。

Ａ 食品の安全ということで一番力を入れているのは、
FSSC22000の活動で、一昨年、本体工場と主な子会社まで
認証を取得しました。
現在は、FSSC22000の定着と、更なるステップアップに

力を入れています。
安心の面では、お客さま相談室を中心にお客さまとのコ

ミュニケーションを大事にしています。
パン業界で唯一、365日24時間フリーダイヤルで受付

（2018年3月現在）をしており、お客さまが電話を掛けら
れた地域から一番近い工場のお客さま相談室に優先的に繋
がるようになっています。

“本体全工場でFSSC22000 を取得”※２

Ｑ 原料原産地の表示がルール化されましたが、ご苦労
されていることはありますか。

“お客さまの声は社内で共有”

偽装表示や誤表記があるたびに、お客さまの不安は募り、
表示のルールも厳しくなります。
最大限の努力はしていますが、細かく記載しすぎること

で、お客さまに正しく理解していただけているのか、常に
疑問に思っています。
今後高齢化が進む中、細かな文字が読めるのか、それで

も書く必要があることは書かなくてはいけないので、難し
いところです。
原料原産地表示の実施は私どもはまだこれからですが、

小麦はその時々の作柄や気候により品質が変動します。
パンの原材料となる小麦粉については、一定品質を保つ

ため、製粉会社が国産・海外産を含め様々な産地の小麦を
ブレンドし調整していますので、原産地表示はできないと
いわれています。
私どもの商品の表示としては「小麦粉」の製造地を表示

することになります。
私どもには「超熟」という看板商品がありますが、その

味が日々変わりお客さまの信頼を失うことのないよう努力
しています。

Ａ

Ｑ

お客さまからのお申し出は、その内容と対応経過を共有
するシステムがあり、商品の苦情に関しては、製造部門で
の原因究明、対策まで全社共有できるようにしています。
豊かで楽しい食生活に貢献できるよう、お客さま一人ひ

とりの声を大切にし、お客さま視点での商品開発、サービ
スの提供に努めています。
最近、お問い合わせが多いのは食物アレルギーについて

で、アレルギーを持つお子さんをお持ちの親御さんからの
お問い合わせが増えています。
私どもではアレルギー物質を含む食品として表示を義務

付けられている7品目（卵、小麦、そば、落花生、乳、え
び、かに）以外にも、推奨されている20品目を表示対象と
しており、お問い合わせには都度最新データを確認してお
答えしております。
また、食べ物は安全であることが大前提ですが、アレル

ギー以外にも何らかのリスクがある場合もあります。
自然界にも体に良いものと悪いものがあり、どんな良い

成分でも多量に摂取すると害があります。
栄養面でも食事の楽しみの面で

も、メリットとリスクを正しく理
解した上で、お客さま一人ひとり
に合ったご案内ができるよう、今
後もお客さまとのコミュニケーシ
ョンに、力を入れていきたいと考
えています。

“トランス脂肪酸 低減への取組”※３

“SNSを使って情報発信”

Ａ
基本は、Webサイトでの情報発信にも力を入れ、コンテ

ンツの充実を行っていますが、最近はSNSでの情報発信も
しています。
若い人はインスタグラムやフェイスブック、ツイッター

で個々が情報発信をされていますので、そういうところで
つながっていくのも効果的であると思っています。
SNSでは一定層のお客さまにはタイムリーに反応してい

ただけるので、特定のファンの方がついているかと考えて
います。

Ｑ
消費者の皆様に情報を正しく届けるため、情報発信にど

のような工夫をされていますか。

トランス脂肪酸に関して、消費者の方の関心が高いと思
いますがどのように取り組まれていますか。

※３：トランス脂肪酸
トランス脂肪酸は、脂質の構成成分である脂肪酸の一

種です。植物油などからマーガリンやショートニングな
どを製造する際や植物油を高温にして脱臭する工程で生
じます。また、天然でも、牛などの反すう動物に由来す
る乳製品や肉に含まれています。
トランス脂肪酸を多く取り続けると心筋梗塞などの冠

動脈性心疾患のリスクを高めることも示されていますが、
平均的な日本人の摂取量においては、これらの疾患リス
クとの関連は明らかではありません。

（厚生労働省Webサイトより引用）
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Ｑ 国産小麦を使ったパンを販売されていますが、消費者の
反響はいかがですか。

Ｑ
最後に、行政への要望や、提案があればぜひお聞かせ

下さい。

“国産小麦「ゆめちから」
を使ったパン作り”

Ａ

《取材場所
敷島製パン株式会社本社
（名古屋市東区）》

敷島製パン株式会社 Webサイトはこちら
https://www.pasconet.co.jp/

Ａ

外国産小麦というと調達先は広くありますし、品質やス
ペックを揃えることもできますが、国産となると絶対量が
少ないということもあり、同じ品質のものを揃えるのに難
しさを感じます。
国産小麦の場合、作柄が悪いと日本全国どこへ行っても

同じような状況になっているなど、成分のスペックを揃え
るのが非常に難しいことなどがありますが、製粉メーカー
様のご協力をいただきながら難しさを乗り越えて作ってい
ます。
国産小麦を使用した商品も増えていますし、多くのお客

さまから反響をいただいています。
食パンでも国産小麦を使用した商品を出させていただい

ていますが、お客さまの中にはこだわって購入していただ
いている方もおられます。
私どもでは国産小麦の中で、「ゆめちから」に注目して

商品開発に力を入れています。
「ゆめちから」を使用した商品

には「ゆめちからマーク」を表示
しています。
このマークがたくさんの人の目

にとまり、国産小麦の普及につな
がっていくことを目指しています。

“安全への取組に向けて行政の支援に期待”

安心の面で、行政でもリスクコミュニケーションに取り
組んでおられますが、引き続き力を入れていただきたいと
思います。
安全の面では、HACCP の義務化が予定されています

が、当社もできる限りお手伝いをしますので、中小の事業
者さんが安全面での取組がしやすいような手助けを行政の
方でももっともっとしていただけたらと思います。
そして、業界全体の安全面でのレベルアップにつながっ

ていき、それが国際競争力につながっていくと考えていま
す。

※４

Ｑ 日本の食パンは海外の物と比べると品質が異なると思
うのですが、海外の販路拡大には取り組まれていますか。

“日本のパンを海外へ向けて”

私どもでは海外でも事業を行っていますが、パンに対す
る嗜好が国内とは全く違います。
日本人には、しっとりもっちりしたものが好まれますが、

西欧人はそうではありません。
日本人は、西欧人に比べて唾液の量が少なく、水分があ

る程度あった方が食べやすいため、水分の多いものを好み
ますが、西欧人は水分の少ないものを好みます。
そのため、日本のパンはきめが細かく水分が多いという

特徴があります。
比較的近い嗜好があるアジアで、香港・インドネシア・

台湾・中国に進出し､事業を展開しています。
日本式パンとして市場を拡大できる可能性を感じていま

す。

Ａ

※４：HACCP（ハサップ）
食品の衛生管理の一つ。「危害要因分析重要管理点」

ともいう。HACCPは、原材料の受入れから最終製品まで
の食品の製造・加工の各工程ごとに、微生物による汚染、
金属の混入等の危害要因をあらかじめ分析してリスト
アップし、危害につながる特に重要な工程を継続的に監
視・記録するシステム。

国産小麦を使用した商品の一例

ゆめちからマーク

また、パッケージの表示に関しては、全商品、製造工場
ごとに、その記載内容を品質保証部で詳しくチェックして
います。
菓子パンなどは商品寿命が短く発売数が多いため、年間

では3,000以上の数となりますが、販売期間が短いからと
いって手を抜けないので大変苦労をしています。

ゆめちから～輸入小麦に負けない品種を開発～

国内における小麦生産量1位の北海道では、パン用の
小麦として「春よ恋」や「キタノカオリ」などを開発・栽培
してきましたが、優れた製パン適性をもつ超強力小麦
の育成に成功しました。それが平成20年、（独）農業・
食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター
で開発された「ゆめちから」です。

「ゆめちから」は一般の強力粉よりも粘りが強く、もっち

りとした食感が特徴です。中力粉とのブレンド適性に優
れ、中力粉とブレンドすることによって生地の弱さが改
良されるため、パンだけでなく、中華麺
やパスタなどに幅広く利用できる、まさ
に「ゆめ」の国産小麦です。

（参考 農林水産省広報誌
「AFF（あふ）」2016年6月号）


