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京都・滋賀の
　女性経営者へ突

撃！！スペシャル企画Ⅱ
会報部

　私たち公認会計士は、会計監査人やアドバイザーとして企業を中心とした各種団体に関与しており、その
ような経験を通して事業の永続性について考える機会が多くあります。代を重ねて長く続いている企業は、
伝統を守りつつも必ず革新し続けており、特に京滋地区に於いては100年以上の老舗が多く、長く続くため
の風土が地域に根付いているように感じます。
　その中で、これまでの会報においては、京滋地区においては大学が多く学生の街とも言われることから大
学の理事長や学長へインタビューさせていただきましたが、2021年は女性経営者層・女将へのインタビュー
記事の掲載を行っていきます。「伝統と革新」をテーマにマネジメントに関するお話や、今後の展望など日々
お感じになられていることをお伺いすることにより、その知見は私たちにとって参考になるものと確信して
おります。
　今回は、亀屋良長 株式会社の取締役 吉村由依子様へお話をお伺いしました。

※紙面の都合上、当インタビューは2022年２月号から当月号までの連載となります。

実 施 日
実 施 場 所
インタビュアー
　

： 2021 年 10 月 12 日
： 亀屋良長株式会社本店
： 会　　長 中野雄介
　 会報部長 川元麻衣
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商品開発について

（川元）そういえば、吉村和菓子店の商品ではない
ですが、『そんなバナナ、』っていう羊羹があると
思うんですが、ホームページ見させていただいて
いる時にどうしても気になったのが、なんで「、」
が付いてるんだろうってことなんですけど、何か
想いがあるんでしょうか。

（女将）（笑）「、」はその続きがあるような感じなん
です。

（中野）その後みんなで考えるって感じなんですね
（笑）

（女将）そうなんです。
（川元）『そんなバナナ、』もそうですけど、ホーム

ページでは、一つ一つの和菓子に小噺を付けてお
られて、それも興味深く、読んでいて楽しいです。

（中野）小噺は全部自分で考えていらっしゃるんで
すか？

（女将）『そんなバナナ、』も含めて最近は企画の子
と一緒に考えていますが、それまではずっと一人
で考えていました。『そんなバナナ、』は、コロナ
禍になって考えたお菓子です。『バナナ羊羹』で
売るつもりだったんですけど、商品の撮影をし終
わって企画の子と話をしていた時に、「こんな時
代がくるなんてもうほんまにそんなバナナや
な」ってなって、すごくうけて、このネーミング
で出してみようってなったんです。次の日の朝の
朝礼で、社長は「えーそんな名前…」って感じやっ
たんですけど、多数決で決まりました。

（川元）商品企画などはどのようにされているんで
すか。

（女将）今までは、私が企画したものを社長に相談
して、ベテランの職長さんとも相談しながら作る
という感じでした。私は、20代のころから商品企
画を細々とさせていただいていますが、20代だか
ら考えられたことや、30代だから考えられたこと、
40代だから考えられたことがあります。20代だと
ちょっとキャピキャピしたものだったり、今から
考えたら、ようあんなん出したなと思いますが。

（笑）30代だと、子育てしてたんで、出産お祝い
とか入学お祝いとかに選んでもらえるようなお菓
子を考えてました。40代になるとちょっと健康の
ことに気を遣うようになってきて、子供にも体に
良いお菓子を食べさせてあげたいなと。そんなこ
とをふり返っている時に、若い子は技術はまだ未
熟でも、感性はとても鋭いし、でもその彼らの若
い感性は今のうちしかないので、活かしてほしい

なぁと思って、「かめや和菓子部」っていうのを
始めたんです。若いスタッフがとても多い会社に
もなったので、製造工場・事務・販売・営業で縦
割りで６つのグループを作って、商品企画をして
もらっています。二十四節気に合わせて、季節感
に合わせた生菓子を考えてSNSで発信し、期間限
定で販売しています。そのような機会ができると、
若い人にとっても仕事が楽しくなるでしょうし、
会社にとっても新しいアイデアを発信できてプラ
スですし、風通しも良くなって日常業務もやりや
すくなりました。しかし、若い人はすごいですね。
最初は手取り足取りで、突飛なお菓子が企画で出
てきた時は私も主人も仰天して、傷つけないよう
にどう言おうか悩み、やはり言われた子も否定さ
れたような気になって少し雰囲気が悪くなった時
もあり、「かめや和菓子部」が存続できるのかと
思った時もありました。でも吸収が早くて、こち
らが言いたかったことを徐々に汲み取ってくれて、
今は、社長の一発OKの時もあります。まだ「か
めや和菓子部」は初めて２年半なんですけど、楽
しいです。

（中野）お話を聞いていると、結局、お客さんに喜
んでもらう商品を作るということが一貫されてい
るんだなと思いました。若い人でも、同じベクト
ルで商品開発して、もし売れなくても、「お客さ
んに判断してもらったんだ」ということも気づけ
ますしね。

（女将）そうですね。売れて嬉しいっていうのと、
あまり売れなくてあぁっ↘ていうのと、それも楽
しいところです。やはりみんな、自分たちが作っ
たお菓子が売れるかなって緊張してますね。自分
の考えたお菓子を売る時も詳しく説明できますし、
楽しんでやってくれればいいなと思います。こち
らも楽しい気持ちで作ると、ちょっとでもお客さ
んに伝わるのでね。若い人がこんなん作ってはる
んやって、同世代の人たちにも興味を持ってもら
うことにもつながっていると思います。
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後継者問題について

（川元）若い方をたくさん採用されているとおっ
しゃっていましたが、和菓子業界でも後継者問題、
事業をどう承継していくか、という問題が大きい
と思いますが、どのようにお考えでしょうか。

（女将）人材確保の点については和菓子職人を希望
する人はすごく少ないんですよね。専門学校の子
に聞いても、ほとんどがパティシエ希望で、和菓
子の世界に行きたいっていう子はほんと１割とか
で、その中でも男性は跡取りやから仕方なしに来
ている子が多いらしく、男性で強い意志を持った
人はすごく少ないようです。うちでも、女性の職
人さんしか面接に来ない時がありました。なので、
和菓子の業界もあまり元気がないですね。パティ
シエっていうとすごく華やかなイメージがありま
すけど、和菓子職人というとなんか黙々とって感
じなんで、憧れの職業に入るのは難しいかなとも
思います。

（中野）最近でも、『私たちはどうかしている』って
いうドラマで和菓子の世界が描かれましたが、あ
れの影響とかは出てないんですか。

（女将）昔の朝ドラの『あすか』の時は、すごく影
響があったみたいですが…。

（中野）今はちょっとやそっとじゃ難しいんですか
ね。

（女将）ドラマは和菓子業界内ではすごく盛り上
がったんですけど、外ではそこまでだったように
思います。変な話ですけど、ある程度儲からない
と余剰の人を雇う力も体力もないですし、伝統や
技術を教えていくにも、きっちりと利益を上げな
いといけないというのが大前提だと思います。和
菓子業界は昔から人手が足りていなくて、休日日
数や労働時間もギリギリでやっているところがう
ちも含めて多いですし、そこらへんを改善してい
かないとなかなか続けてくれる人っていうのはい
ないんじゃないかなと思います。職場環境を良く
していくというところを今取り組んでいるところ
で、例えば休みを増やして、残業がなるべく無い
ように、人を多めに採用してという感じです。やっ
ぱり働きやすくなったら明るい雰囲気になってい
くんじゃないですかね。あとは和菓子業界やお店
が残るかどうかというのは、必要とされるかどう
かだと思います。必要とされるような努力をして
いかないといけないと思います。一方で、絶対に
続けていかないといけないみたいなことは考えて
いません。永久に続くお店はないですし、時代と

ともに変わっていくのが必然なので…絶対にこの
お店を潰さないぞって考えると、守りに入ってし
まうと思うので、それでは結局自分としても楽し
めないですし、会社としても活気のないものに
なってしまうと思います。子供がいますが、子供
に継いでもらいたいとは全く思わないです。継ぎ
たければやったらいいと思いますけど、好きじゃ
なかったら大変だと思います。他にやりたいこと
があればそれをしたら良いと思いますしね。従業
員で適正な人がいて、その人が継ぎたければ、従
業員でもいいと考えています。現実的には事業承
継となると、財産どうするのかとか大変な面はあ
ると思いますけど。なので、あまり先々のことま
で考えていないんですよ。主人もあんまり考えて
いなくって、経営戦略もうちないんですよ（笑）
よく聞かれるんです
けど、特に考えずに
今までやってきてい
て、これから先も確
固たるビジョンみた
いなのはなくて、そ
の都度その都度時代
の流れともに変えて
いく感じです。

（川元）時代が変わればデザインも味も変わってく
るだろうし、今の時点で５年後10年後の経営戦略
を立てても、その時になったら古めかしくなって
しまっている場合もあるでしょうし、難しいかも
しれませんね。

（女将）そうですね。今までも結構周りからチャン
スを与えてもらって、それに乗っかったらうまく
いった、の連続だったと思います。

（川元）でもそのチャンスを引き寄せる力というの
がないと、なかなかチャンスはやってこないと思
います。

（女将）ラッキーだったと思います。

最後にメッセージ

（川元）ラッキーというと偶然のような意味合いで
すが、御社の体質や雰囲気がチャンスを引き寄せ
ているので必然なんだと思います。最後に、混沌
とした世の中でどのように仕事に向き合っていっ
たらよいか、悩める方が多いと思いますが、第一
線で活躍されておられる身として何かメッセージ
をいただけますでしょうか。

（女将）そんな恐れ多いんですけど…そうですね、
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亀屋良長亀屋良長

亀屋良長　株式会社

所 在 地　�〒600-8498　�
京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町
17-19

連 絡 先　TEL：075-221-2005

事業内容　�和菓子/京菓子の製造・販売

会社概要　�1803年　京都・四条醒ヶ井にて創業。

� 代表銘菓は、創業より作り続けている「烏羽玉」。

� �波照間島産の黒糖を使った滑らかな餡玉に寒天
をかけたお菓子です。

� �伝統的なお菓子を作る一方、他業種とのコラボ
レートや、別ブランドを立ち上げるなど、和菓
子の可能性を広げています。

� �これからも京の自然と伝統を土台にしながら、
軽やかに時代に沿ったお菓子を展開していきた
いです。

公式HP インスタグラム
ＱＲコード

「考えるより行動する」ということでしょうか。
今って情報過多でなんでも情報がすぐに入って、
こんなこと挑戦してみよっかなって思ってイン
ターネットで調べたら何となく結果が分かると思
うんですよね。私の時代はそういうのがまだ普及
してなかったから、良くも悪くもやってみないと
分からないという部分がありました。一回やって
みて、うまくいっても失敗しても、それはすごく
大きな経験として自分の中に残ると思います。み
なさん言わはることだと思いますが、やっぱり経
験が一番の財産だと思っています。考えすぎても
不安要素ばかり出てきますしね。

（川元）情報が多すぎて、どの情報が正確なのかを
見極める力が必要ですし、うまく取捨選択しない
と情報に人間がやられてしまうような世の中に
なってきていると思います。

（女将）そうですね。情報が多すぎるときは、自分
の直感しかないと思っていて、その直感を育てる
ためには経験を積むということなのかなと思いま
す。私も大変なことがいっぱいありましたけど、
いいことばっかりだと人間成長していかないと思
いますし、苦労して良かったなと今は思います。
さきほどのヨガの話に戻りますが、ヨガを始めて
主人もすごく変わったんですよ。家事もほとんど
全部今はやってくれるんですけど、昔はそんな人
ではなかったんです。今まではなんか重いものが
あったのですが、ヨガを始めてすごく変わったの

を間近で見て、羨ましくなって私も一緒に相川先
生のヨガを始めました。最初にヨガの先生に言わ
れたのは「全てに感謝ですよ」。その時はどん底
の時だったので、全てに感謝なんて絶対できない
と思いました。でも、頭の片隅にはあって、腹の
立つことがあってもその言葉を思い出していまし
た。その後、流れが変わりだし、会社がどんどん
良い方向へ流れていきました。今振り返ると、あ
の時があったから今があるんだ、あの時も感謝
やったんやなと分かります。それから、ヨガの先
生は「人に役立つことをしなさい」とおっしゃっ
てて、今までそういう考え方を恥ずかしながらあ
まりできていませんでした。人に役立つことをし
たら、結果的には全部自分に返ってくるような気
がします。今は迷ったら「これは人の役に立つこ
とか」、「どちらが愛のある選択か」と考えること
で答えが出せるようになってきました。

（川元）本日は貴重なお話をいただきありがとうご
ざいました。
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