業

松伏の産業
農
松伏町は、自然豊かな町で全体の約
％が田畑で構成されており、農業は

％を占める田

町の基幹産業として重要な役割を果た
しています。
その中でも全体の約
んぼで、田植え希望者を募集し、町の
魅力を体験してもらいました。
また、町内の小学校では授業の一環
として、校庭の一部を利用した田植え

松伏の産業

大川戸地区で手作業での田植えが行
われました。当日は、町内はもちろん
町外からも多くの参加があり、総勢

、

本の苗を取り水

時間程度で無

・見渡
 す限り田んぼで、自然豊かで
気持ち良かったです。

と思いました。

・こん
 なに広い田んぼを全て手で植
えていたなんて、昔の人は大変だ

ので、良い経験になりました。

・機械
 による田植えが主流の中、手
植えでの体験はなかなかできない

にしみました。

普段食べているお米の大切さが身

はとても大変でしたが、その分、

・松伏
 町に住んでいながら、田植え
をするのは初めて。中腰での作業

参加者の感想

鎌で刈り取る体験も行われました。

また、秋には、自分達で植えた稲を

しそうに遊んでいました。

どに夢中になり、歓声をあげながら楽

間に子ども達は、カエルやザリガニな

とり、解散となりました。田植えの合

なで記念撮影をして、おいしい昼食を

事完了。泥を洗い落とした後は、みん

だらけになりながらも

田に植えていきました。田植えは、泥

一列に並んで、

いて説明があり、その後、参加者は横

者の舛田晃さんから田植えの方法につ

ます だ

名が体験に集まりました。まず、主催

75

体験を行っています。

大川戸地区の

田植え体験

稲 刈 体 験
第２章

3
3

30

松伏第二小学校の

・あま
 り触ったことがない感
触で、土を触るのが気持ち
良かったです。

・土の感触が不思議でした。

・苗を
 ちょうどいい本数に分
けるのが難しかったです。

小学生の感想

農 業 体 験

松伏第二小学校の５
年生が校庭の一角で田
植え体験の授業をしま
した。品種は地元、埼
玉県のブランド米「彩
みんな目を輝かせな

のかがやき」。
がら一生懸命取組みま
した。

16
17

2

第
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40

業
会 社 概 要

従業員
伊藤さん
（松伏町出身）

体験している間は楽しく作業をす

やりがいや仕事の大変さを聞きました。
―どんな仕事を体験していますか。

ることができました。
米岡さん 最初は大変そうだなと

全員 箱詰めと箱積みの仕事をし
ています。

思っていましたが、作業をしてみ

周年を迎える松伏町へ
周年にあたり、心よ

今後の事業展開などを教えて

感謝申し上げる次第です。

スパイス工業があると、誠に

の発展と共に現在のエスビー

らっしゃることから、松伏町

ある町民の方々がたくさんい

以来、当工場で働いたことが

りお祝い申し上げます。創業

松伏町

のメッセージをお願いします。

町制

工場長に聞きました。

て楽しいなと思いました。

―仕事で気をつけているところは
中村さん 積む向きを揃えること

どんなところですか。

宇佐美さん 積むときにパッケー

を気をつけています。
ジを外側に向けるなど細部まで気
を配りました。
岩井さん コンビニなどにある、
おでんを買うと付いてくる小袋の
からしを箱に入れ、箱に詰めた時
間帯をチェックして、しっかり
テープで貼っているか確認してか
ら箱積みをします。
米岡さん 箱に日付が書いてあり、
そこを外側にして積んでいくのが
少し大変です。
―仕事をしてみての感想を教えて
ください。
宇佐美さん 手に傷がついている
とダメですし、休憩後、戻るたび
に手を洗います。服に付いている
ゴミや埃をしっかり取らないとい
けないので、特に衛生面に気をつ
けなければいけないと改めてわか
りました。
中村さん 僕も同じで衛生面が徹
底していると感じました。
岩井さん 忙しく作業をして大変
なイメージを持っていましたが、

50

50

工
な雇用の場を創出する産業集積を進めています。

株式会社

松伏町の工業は、松伏工業団地や東埼玉テクノ

してきました！

事業をされている
埼玉工場で、中学生が職場体験をしました。
今回訪れたのはこちらの会社
職場体験をした中学生に、それぞれが仕事を通じて感じた

生産主要商品

株式会社 埼玉工場
松伏町大字築比地1032
電
話：048-991-2021
従業員数：232名(2018年9月17日現在）
工場敷地面積：16,484㎡（4,995坪）
カレー・コショー・ガーリック等粉体
香辛料・チューブ入り香辛調味料の製
造販売（１００％エスビー食品製品を
製造）

今回、創業者が松伏町出身で、長年松伏町で

松伏中学校
宇佐美 晴翔さん

36年
昭和 伝統
の
創業 社です
会
る
あ

ポリスが整備されたことで、活発な企業間交流の

松伏中学校
中村 裕真さん

ください。
引き続き粉体香辛料及び粘体
香辛料の製造を中心に事業継
続を予定しております。
今回職場体験した中学生に一
言お願いします。
松伏町出身の子ども達が日本
の将来をになうような大人に
なっていくことを期待してい
ます。

18
19

Q

A

Q

A

Q

A

実現と快適な居住環境の整備が図られています。

松伏中学校
岩井 春輝さん

松伏の産業

私たち
が
行って
きまし
た！

また、東埼玉道路と浦和野田線が結節する松伏

第２章

松伏中学校
米岡 航さん

インターチェンジ周辺は、職住近接をめざし新た

職場体験

業
松伏町の商業は、松伏町内における特産品の販路を拡大す
商品の推奨特産品を中心に地域を盛り上げてい

中川

まつぶし逸品認定商品
松伏町で収穫された農作物を使用し
た特色ある商品を内外に広く発信し、
町に対して興味や愛着を持ってもらう
ことを目的としたものです。

今 後のプードルがどういう店

完成しました。

燥や焼きの時間に試行錯誤し

お店の紹介

晴元さん

金杉糀屋の甘酒をジャム状にし、米糀
の香りと砂糖不使用ながら、自然の甘
さを生かしています。

店舗

店主

周年を迎える松伏町へ

店主に聞きました。
町制

周年を迎

のメッセージをお願いします。
松伏町が町制施行

周

えられますことを心からお祝
周年、

い申し上げます。
松伏町が今後も

年を迎えられるように、人々

やお店で賑わう活気あるまち
になってほしいです。

か

お店の概要や主要商品につい
て教えてください。
種類を４人の従業員で

商品は、すべて手作りで
ら

作っています。
「こめろん」と「糀ジャム」

「 糀 ジ ャ ム」

べく

か。
石川さん クッキーを作って
袋に詰める作業をしたり、デ
コレーションケーキを作った
りしました。
実際に職場体験してどうで
したか。
柴田さん 家でお菓子作りを
したことはありましたが、実
際に作業をしてみると、思う
ようにいかず難しかったで
す。クッキーは商品としてお
客様に届くので緊張しまし
た。
石川さん 回転台を使いなが
らデコレーションケーキのス
ポンジにクリームを塗るのが
上手くできませんでした。ホ
イップクリームを搾るのも力
加減が難しかったです。
感想を教えてください。
柴田さん 自分で商品として
お菓子作りをしてみると大変
さがよくわかり、これからは

はまつぶし逸品にもなってい

「 こ め ろ ん 」

小麦粉の代わりに松伏産米粉を使用し
たポリッ、サクッとした軽い食感の焼
き菓子です。

19

ます。今回、こめろんや糀ジャムといった、まつぶし逸品を

どんな仕事を体験しました

プードル洋菓子店で体験
した感想を聞きました。

緑茶ブレッド
( ブランジェ・アプレ）

もっと大切に食べようと思い

ますので是非ご賞味ください。
「こめろん」について教えて
ください。
玄米、にんじん、ほうれん草、
しょうが、カレーの５つの味

でありたいか、教えてください。
松伏町民の方や近隣市民の方
など地域密着型で愛される店
になりたいです。
今回職場体験した中学生に一
言お願いします。
中学生職場体験チャレンジを
通じて、仕事は一つのことを
辛抱強く続けることが大事だ
ということを学んでもらえた
らと思います。

20

うなぎちまき（石塚家）
川昌の蒲焼き（川昌）

ました。

今回訪れたのはこちらのお店

で、玄米が一番人気です。乾

Q

A

Q

9

開発したプードル洋菓子店で中学生が職場体験をしました。

松伏の産業

50

A

マップークッキー
（プードル洋菓子店）
久寿餅（増田商店）

60

こりこりつくね（鳥久）
まつぶし誉
（いずみや酒店）

地粉まっぷーめん（そば処桂）
甘酒（金杉糀屋）

商
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21

50

80

プードル洋菓子店
松伏町ゆめみ野6-1-50
電 話：048-992-4911
定休日：月曜日
店内約80種類の商品はすべてお店の手作り。
小さいお子様からお年寄りまで食べられるお菓子作りに日々励んでいます。

Q

A

Q

A

Q

A

松伏第二中学校
柴田 風乃さん
松伏第二中学校
石川 ひなのさん

職 場 体 験 してきました！

｜

｜

｜

推奨特産品とは、松伏町商工会で「松伏町らしさがあり、推奨にふ
さわしい商品」について厳選された商品。平成31年度は9店舗19商品
が認定されています。
推奨特産品には左のシールが貼られ、お取り扱いのお店には
"松伏町推奨特産品"と書かれた「緑ののぼり」が立っています。

