平成31年2月10日発行

大阪府めんるい組合燈より

めんるい組合燈よ聯

大阪府麺類食堂業
生活衛生同業組合

大阪市西区北堀江1‑1l‑10

TEL O6‑6531‑2417

FAX O6‑6531‑3703

06‑6531‑3685

組合メールアドレス

大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合

本

良一

menrui.osaka@sky,Piala.orjp

http://WWW.men「ui‑OSakamet

組合ホームページ

編集兼発行人

06‑653十2417

た三園漢讃

良一

杉本

平成3 1年2月7日(木)

瞳豊国壁書

撃星星型組合事務所

1与:00へ

に新しい情報を発信しております︒また関係団体からのチラシ︑パンフレ
ット等も常に支部長を通じて配布しております︒組合員の皆様も︑店舗の

この厳しい時代をチャンスに出来るよう︑繰り返しになりますが本年を

界の発展に努めてまいりたいと考えます︒

ます︒組合本部と致しましては出来うる限りお応えし︑益々私ども麺類業

成功に行われた事は大変明るいニュースだと喜んでおります︒ぜひそのパ

20

組合革命の年となるよう組合活動に邁進して参りますので︑なお一層のご

たしまして年頭の挨拶とさせていただきます︒

25年の﹁大阪・関西万博﹂に向かってますます訪日外国人の増加が予想

月に予定されている消費増税︑HACCPの導入︑受動喫煙防止法︑働き

平成三十一年一月吉日

協力をお願いすると共に皆様にとりまして良い年になります事をご祈念い

催される予定のうえ︑来年の﹁東京オリンピック・パラリンピック﹂

を上回り︑本年6月の﹁G20﹂ ︑9月の﹁ラグビーワールドカップ﹂が開

さて︑昨年はこの様な天災が続いたにもかかわらず訪日外国人は一昨年

規模︑年齢︑性別︑立地︑等々により知りたい情報もいろいろあると思い

一昨年にリニューアルしました組合ホームページも再リニューアルし常

皆様からも情報や質問がありましたらぜひ組合事務局の方までご連絡いた
だき組合の活性化にご協力をお願いいたします︒

員の皆様に発信してまいります︒

ンバウンド需要の.取り込み施策も含めた︑あらゆる方面からの情報を組合

そこで︑組合本部といたしましても本年を組合革命の年と位置付け︑イ

厳しいものがあります︒

理事長杉
組合員の皆様並びに関係各位の皆様にはお健やかに新年をお迎えのこと

新年あけましておめでとうございます︒

平成三十一年 新年のごあいさつ

発行所

ワーを継続して親組合の方も盛り上げて頂きたいと考えます︒

一方︑全国青年会の研修会が大阪青年会主幹のもと大阪の地に於いて大

れました皆様には心からお見舞いを申し上げます︒

な被害を及ぼし私たちの日々の生活にも多大な影響を与えました︒被災さ

本豪雨﹂ ﹁台風2 1号﹂本当に思いも及ばない多くの天災に見舞われ︑大き

昨年末恒例のその年の漢字は﹃災﹄でした︒﹁大阪府北部地震﹂ ﹁西日

とお慶び申し上げます︒
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されインバウンド需要が見込まれます︒

方改革による人件費の高騰等︑私たち飲食業界をとりまく環境はまだまだ

近年︑日本経済がゆっくりながらも安定的に成長しているとは言え︑10

8

号
(1)築

相談指定日以外を希望され
る方は事前にご相談下さい。
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た︑日月には﹁第84回全国麺類飲食業者埼玉大会﹂を開催させてい

事業と位置付け︑今後もより一層の発展を目指してまいります︒ま

年頭のごあいさつ
繁栄㌔田 中
新春のお慶びを申し上げます︒会員組合員並びに関係各位の皆様に
おかれましては︑お元気で新年をお迎えのことと存じます︒

ただくことができました︒ご参加いただいた多数の皆様と︑担当さ
れた埼玉県組合の皆様に改めて御礼申し上げます︒

はじめに︑昨年発生いたしました﹁大阪府北部地震﹂ ﹁平成00年7
月豪雨﹂ ﹁平成00年北海道胆振東部地震﹂ ﹁台風2 1号﹂により︑お亡

業界テーマは継続して﹁めんは元気な健康食﹂を掲げております

連合会においては業界テーマに即して︑組合員店舗の繁栄と社会に

くなりになられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに

被災された皆様方にお見舞いを申し上げます︒

ンバウンド需要は︑来年の東京オリンピック・パラリンピック開催を

は拡大が続いています︒国内市場の縮小を補う訪日外国人旅行客のイ

ところです︒こうした中︑麺類食をはじめとした外食産業の市場規模

今後の持続的な経済成長に結びつく︑諸政策の着実な推進を期待する

や国際貿易の摩擦など︑懸念されることが多いことが心配されます︒

力をお願いいたします︒

合に積極的なPRをしていただき︑組合員増強・組織強化へのご協

いたします︒日月の﹁生活衛生同業組合活動推進月間﹂には会員組

展﹂ の開催︑﹁第9回全国高校生そば打ち選手権大会﹂ の開催︑
﹁第8 5回全国麺類飲食業者北海道大会﹂の開催など各種事業を実施

その一環として︑機関誌﹃麺﹄による情報提供︑﹁2019麺産業

求められる麺類飲食店を目指して種々の事業を展開いたします︒

控え︑さらに拡大が見込まれます︒我々の業界もこの機会を好機とし

さて︑経済が安定的に成長を続けているとはいえ︑10月の消費増税

てとらえ︑キャッシュレス化への取り組み等︑さらに対応を進めてゆ

また︑皆様の日常の営業および後継者への円滑な事業継承に関係
する各種税制や法案︑予算措置等については︑会員組合員の実情に

くことが求められています︒

本年も﹁会員組合員のための連合会﹂という姿勢に立ち︑役員一

ついて関係各所と連携しながら粘り強く訴えてまいります︒

として﹁ご当地・オリジナル麺選手権﹂を実施いたしました︒メニュ

同努力してまいりますので︑なお一層のご理解ご協力をお願い申し

連合会の事業といたしましては厚生労働省の補助金を活用した事業

ーの応募に際しては︑全国の会員組合員の皆様にご協力いただきまし

上げます︒

申し上げ︑年頭のあいさつといたします︒

結びに︑本年が皆様にとりまして良い年となりますことをご祈念

たことに感謝いたします︒8月に開催した﹁第8回全国高校生そば打
ち選手権大会﹂には全国から醜名の高校生が参加し︑年を追うごとに
盛り上がりを見せています︒

この大会は︑伝統技術の継承や後継者育成の観点から連合会の重要な
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松∴井一郎

にとって実りあるすぼらしい年となりますようお祈りします︒

項に対して万全の対策を構築し︑﹁世界最高水準の成長型IR﹂ を核とした国
際観光拠点を︑大阪・夢洲で実現させたいと考えています︒
成長を支える都市機能の充実にも力を注ぎます︒
リニア中央新幹線と北陸新幹線は︑全国と繋がる広域鉄道ネットワークの基
幹となるものです︒引き続き︑新大阪駅までの早期開業を働きかけるとともに
両新幹線の結節により一大ハブとなる新大阪駅およびその周辺地域が︑スーパ
ー・メガリージョンの核に相応しい広域拠点となるよう取り組みます︒
大阪が強く豊かにそして輝くためには︑女性や若者︑陸がい者などすべての
人の力が発揮される社会づくりや将来世代への投資が重要です︒
市町村・関係機関と連携しながら︑女性や若者が活躍するための環境整備と
して︑雇用促進や子育て支援などを展開し︑一人ひとりの就職・結婚・出産・
子育てなどの希望を実現する取組みを推進するとともに︑陸がい者の自立と社
会参加に向けたさまざまな取組みの充実を図ります︒
また︑子どもの貧困対策や児童虐待の根絶などに全力で取り組むとともに︑
教育については︑一人ひとりの子どもたちが置かれている環境に関わらず︑将
来に向けてチャレンジする力を育めるよう︑私立高等学校授業料の無償化をは
じめ︑引き続き﹁すべての子どもの学びの支援﹂を進めます
こうした取組みの推進力である府市の連携を確固たるものにするには︑副首
都・大阪にふさわしい ﹁新たな大都市制度﹂ の実現が不可欠です︒私の任期中
に︑住民の皆さまに ﹁新たな大都市制度﹂ をお示しし︑選択していただけるよ
うに︑全力で取り組みます︒
私の任期も残すところ一年を切りました︒
今年は︑これまで築いてきた ﹁変革と挑戦﹂ の姿勢を再認識し︑府市が一体
となって進めてきた ﹁成長と安全・安心のよき循環による豊かな大阪の実現﹂
に向けた取組みの ﹁総仕上げの年﹂ にしたいと思います︒
皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたしますとともに︑本年が皆さま

大阪府知事

平成三十‑(201q)年知事年頭所感 }才

新年あけましておめでとうございます︒
昨年11月︑皆さまと心をひとつにして取り組んだ﹁2025年万博﹂ の開催
が決定しました︒
6月に開催される﹁G20大阪サミット﹂とあわせて︑世界の人々に大阪の存
在を知らしめるまたとないチャンスです︒
G20を成功させるとともに︑2025年万博については︑若い人たちをはじ
め全世代の参画のもとに︑これまでの常識を打ち破る︑世界の課題の解決を図
るものに創り上げ︑成長・発展の流れを確かなものにしていかなければなりま
せ
ん
︒
そのために︑まずは︑成長の基盤となる安全・安心のレベルをさらに高める
ことが最重要です︒
昨年は全国で大規模な自然災害が頻発し︑大阪では大阪府北部を震源とする
地震や台風第2 1号などにより︑多大な被害が発生しました︒引き続き復旧に向
けて着実に取組みを進めますとともに︑今回の相次ぐ自然災害を教訓として災
害対応力の強化に取り組んでいきます︒
次に︑2025年万博が︑世界中の人々と︑︑いのち輝く未来社会.を共創する
場となるよう︑そのスタートの年として取組みを加速させます︒ライフサイエ
ンスの強みを活かした健康・医療関連産業の振興やイノベーションの促進︑こ
れらを支える都市機能の充実など︑これまでの蓄積を活かしながら︑さらなる
成長軌道への押し上げを図ります︒
あわせて︑万博のテーマを先取りし︑内外への課題解決につながる健康寿命
の延伸や︑1 0歳若返り︑SDGSの取組みを拡大していきます︒
G20大阪サミットは︑主要先進国・新興国の首脳などが一堂に会し︑世界経
済をはじめ幅広い議題を扱う大規模な国際会議です︒国との緊密な連携のもと
皆さまとともに︑来阪される方々を最高のおもてなしでお迎えできるよう準備
を進めます︒
大阪の魅力を高める統合型リゾート (IR) の立地に向けては︑これまで他
の自治体に先駆けて準備を整えてきました︒ギャンブル等依存症などの懸念事
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申しあげまして︑新年のごあいさつといたします︒

ますの御発展と組合員の皆様方の御健勝︑御活躍を心からお祈り

結びにあたり︑大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合の今後ます

に向け︑皆様の御理解・御協力をよろしくお願い申しあげます

発展に大きく寄与することが期待されます︒引き続き︑万博開催

であり︑世界共通の課題解決にも貢献するもので︑大阪の成長・

ベーションや地域経済の活性化︑大阪の魅力発信の絶好の機会

ただいた皆様に深く感謝を申しあげます︒万博は︑産業のイノ

に決定いたしました︒これまで誘致活動に御支援・御協力をい

また︑昨年の‖月には202︑5年国際博覧会の開催地が大阪

力添えを賜りますようお願い申しあげます︒

るよう成長戦略の実現を推進してまいりますので︑皆様方のお

一極として世界で存在感を発揮し︑副首都にふさわしい都市とな

ます︒大阪という都市が︑日本の成長をけん引する東西二極の

改革での取組みをさらに発展させ︑着実に市政を進めてまいり

大阪市長を∴村∴拝︑支

新年年頭所感

あけましておでとうございます︒

大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合の皆様方には︑健やかに新
年を迎えられましたことと︑心からお喜び申しあげます︒

平素は︑市政の各般にわたり格別の御理解︑御協力を賜り︑厚
くお礼申しあげます︒

大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合におかれましては︑衛生の

向上と食品の安全・安心の確保に積極的に取り組んでおられます
ことは誠に意義深く︑杉本理事長をはじめ組合員の皆様方の御熱
意とたゆまぬ御努力に深く敬意を表する次第であります︒

さて︑人口減少時代に突入したことを受け︑国においては︑

﹁まち・ひと・しごと創生長期ビジョン﹂を策定し︑将来にわ

たって﹁活力ある日本社会﹂を維持することを将来の方向性と
しています︒

大阪市においても︑本市を取り巻く厳しい状況を克服し︑将来

にわたり豊かな大阪を実現するため︑﹁市民サービスの拡充﹂

と﹁大阪の改革と成長﹂を基軸に︑これまでの政策推進や市政

壷

新年の挨拶
青年会会長
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14:00‑16:00 あべの貸会議室 リンク大阪
14:00へ16:00 (一社)大阪外食産業協会(ORA)
14:00へ16:00 ミキ大阪駅前会議室 ルームB
14:00へ16:00 大阪府立労働センター(エル・おおさか)

水木金木火

14:00→16:00
1

軽減税率制度係(06‑6941‑5331)にお電話

組合事務所(06‑6531‑2417)又は大阪国税局

新年あけましておめでとうございます︒をはじめ関係各位に改めてお礼申し上げま
皆様におかれましては︑清々しい新年をす︒ありがとうございました︒
お迎えのことと存じます︒
大会で得た経験︑仲間憲誠は貴重で︑一
昨年は︑災害が多く︑大阪でも大阪府北方で個人︑個性を発揮することが出来た大
部地震︑台風2 1号があり︑それにより亡く会でもありました︒
なられた方々にご冥福をお祈り申し上げま 青年活動は︑限られた時間︑機会ではあ
すとともに被災された皆さんにお見舞い申りますが︑それらを伸ばすことができるよ
し上げます︒
う必要な準備と適度なアドリブで過ごして
また︑最大イベントであった第9回全国 いきたいと思います︒
麺業青年研修会が大阪で開催させていただ 今年も皆様にとって良き一年となります
くことが出来ました︒ご支援ご協力いただようにお祈り申し上げて新年のご挨拶とい
いた大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合様たします︒

べき事﹂が絞られて︑いよいよ具体化の時

髪∴周∴輿∴博

大阪府蕎麦商組合組合長

新年の挨拶
新年あけましておめでとうございます︒

平成の記念すべき年初めにご挨拶をさせ が来たと思います︒
昨今のご時世に在りながら︑誇り高きそ

ば商会の会員として︑そして︑大阪を代表

て戴けます事に︑いつもの年と何か違う思

いを感じます︒

老舗の皆様と共に︑蕎麦商会に帰属させするそば処の主として︑また大阪麺類組合
て戴き数十年が経ちます︒麺類組合と同様の発展の補助輪として︑本年も皆様のご尽
会員減少に頭を痛めておりますが︑会員数力をお願い申し上げ︑新年のご挨拶とさせ
が少ないからこそ﹁できる事﹂そして﹁す て頂きます︒

説明会開催日時、場所
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平成31年10月1日(火)から、消費税及び地方消費税の税率が8%から1 0%に
引き上げられると同時に消費税軽減税率制度が実施されます
取扱商品が軽減税率8%か、標準税率1 0%かを判断しなくてはなりません。
このため、軽減税率制度や事業者支援措置について説明会を開催しますので、ご参加ください

参加方法(参加費用は無料)

ください。開催日の3目前までにご郵送にての受付となります。

★軽減税率対策補助金の補助対象の拡大が行われます!

2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて補助対象が拡大されました。
l.商品情報(商品マスタ)登録に係る費用(設置時と同時に登録)を補助金の対象としてきましたが、
設置時とは別に行う場合も補助対象となりま￣丸
2.複数税率に対応する「券売機」についても、補助の対象になります
3.補助率が引上げになりました。今まで「3分の2以内」→「4分の3以内」に引上げられ、3万円未満の
レジを1台のみ導入する場合も「4分の3以内」→「5分の4以内」に引き上げま￣丸
(ただし2019年1月l日以降申請されたものから適用)

大阪府めんるい組合程よと)
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ー 食中毒は夏たけではありません!
年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルスによるものですが、うち約7割は1 1月→2月に
発生しており、この時期の感染性胃腸炎の集団発生例の多くはノロウイルスによると考えられま￣丸
ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、人の腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛、微熱などを
起こしま 九

ノロウイルスは感染力が強く、大規模な食中毒など集団発生を起こしやすいため、注意が必要です,
特に子供や高齢者は重篤化することがありますので特にご注意ください。
また、ノロウイルスにはワクチンがなく、治療は輸液などの対症治療法に限られるので予防対策
を徹底しましょう。 (潜伏期間は感染から発症まで24‑48時間)

調理する人の健康管理
・普段から感染しないように食べ物や家族の健康状態に注意する。
・症状があるときは、食品を直接取り扱う作業をしない。
・毎日作業開始前に調理従事者の健康状態を確認し、責任者に報告する仕組みを作る。

トイレに行った後

調理施設に入る前
料理の盛り付けの前
次の調理作業に入る前
手袋を着用する前

。滴れの残りやすいところを丁寧に
指先、指の聞、爪の問
親指の周り
手首、手の甲

群

圏

作業前などの手洗い!

。洗うタイミング

鶏

轟

季一二

調理器具の消毒
洗剤などで十分に洗浄し、熱湯で加熱する方法又はこれと同等の効果を有する方法で消毒する。
食品からの感染を防く㌔
加熱して食べる食材は中心部までしっかりと火を通しましょう。
二枚貝等ノロウイルス感染のおそれのある食品の場合、ウイルスを失活させるには、中心部が
8 50C→9 00Cで9 0秒間以上の過熱が必要とされていま、丸

調理器具や調理台は「消毒」していつも清潔にまな板、包丁、食器、ふきんなどは使用後すぐに
洗いましょう。
熱湯(8 50C以上)で1分以上の過熱消毒が有効で￣丸

ノロウイルスに感染したらどうすればいいのですか?
現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤はありません。このため、通常、対症療法が行われます
特に体力の弱い乳幼児、高齢者は脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の
補給を十分に行いましょう。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります
下痢止め薬は病気の回復を遅らせることがあるので使用しないことが望ましいでしょう。
感染が疑われる場合は、最寄りの保健所やかかりつけの医師にご相談ください。

生衛業収益力向上セミナー開催のお知らせ菓
書画平成31年2月26日(火)14:00(受付13:30)

回国大阪ガス ハグミュージアム5F
回書圃門上武司氏(あまから手嶋編集顧問、関西食文化研究所コアメンヤー) 池永寛明氏(大阪ガス㈱理事、エネルギー文化研究所所長)

国国書飲食店の収益力向上と不易流行 回書田無科目園田20名(定員になり次第締切)

UP

田園国大阪府麺類組合事務局まで(TEL:O6‑6531‑2417)
漢ホームページを開設しましたので、ぜひご覧下さい。

h龍P://WWW置menrui"OSaka〃net

上記の詳細についてのお問い合わせ先・大阪府麺類組合事務局
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