
  

 

 

 

 令和２年 ５月１２日 

 一般財団法人 全国豆腐連合会 
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 関係部署にご回覧ください。  

     

     

 

【資料】豆腐製造事業者に関係する支援措置を 

同梱しております。 
 

新型コロナウィルス感染症による全国を対象とした緊急事態宣言が本月３１日ま

で延長されることとなりました。政府は今月１４日をめどに専門家による感染者数の

動向や医療提供体制の状況などを分析し、可能だと判断すればこの３１日を待た

ずして宣言を解除するとしています。 

安倍総理大臣は、特に重点的に感染拡大防止の取り組みが必要な１３の「特

定警戒都道府県」では引き続き、人との接触の８割削減を目指すなどこれまでと

同様の取り組みを求める考えを示すとともに、一方、それ以外の３４の県では、感

染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に配慮した取り組みに段階的に移

行するよう求めました。 

この非常事態宣言によって豆腐業界にも様々な影響が及んでおりますが、本年

度の豆腐製造事業者への支援策（4/24日版）をまとめたものを同梱致しました。国

や都道府県の支援策の中には期限付きのものなどもあろうかと存じます。該当する

事業者若しくは活用を検討されている事業者におかれましては、とにかく早めのご

相談・問い合わせをされますようお願い申し上げます。 

 

４月、５月の学校給食休止に支援策！！ 

 

豆腐議連を通じて要請しておりました学校休業に係る令和２年度の支援策が、実施計画を

策定する地方公共団体(都道府県）に交付される「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金」の対象事業に盛り込まれました（各都道府県・政令指定都市教育委員会宛

てに次頁の文書が発出されました）。これは昨年度の予備費を財源とした３月分の学校給

食キャンセル分を補助する「学校臨時休業対策補助金」を存続し、休業が続く４月、５月

分の学校休止により影響を受ける食品納入事業者を支援するものです。 

 ３月の補助金活用に当たっても全国各地で生じたことですが、学校設置者（自治体等）

によって対応には大きな格差が生じました。今回の臨時交付金は地方公共団体が地域の実

情に応じて幅広く活用するため、都道府県・市区町村によってその取り組み・支援策は多

様となります。該当する会員各位におかれましては、前述補助金の活用につき引き続き学

校設置者等とご協議ください。 

 

（新型コロナウイルス感染症対策関連情報は２頁以降にも掲載しております。） 

 



 事 務 連 絡 

令和２年５月１日 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 御中 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

農林水産省食料産業局食品流通課 

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による 

学校給食関係事業者への対応について（周知） 

 

令和２年４月３０日に成立した令和２年度補正予算において、新型コロナウイルス感染 

症対応地方創生臨時交付金（以下「本交付金」という。）が創設されたところです。また、 

併せて内閣府から本交付金の活用の参考となる事例集が公表されたところです。 

学校給食関係事業者に対する配慮については、これまでもお願いしてきたところであり、 

４月以降の臨時休業等に伴う学校給食休止に当たっても、「４月以降の臨時休業等に伴う学 

校給食休止により影響を受ける学校給食関係事業者に対する配慮について（依頼）」（令和 

２年４月１７日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課農林水産省食料産業局食 

品流通課事務連絡）により引き続きお願いしたところです。 

本交付金の活用については、各地方公共団体において制度要綱に基づいて実施計画を作 

成することになりますが、下記の内閣府事務連絡及び事例集を踏まえると、学校給食用食 

材納入事業者への支援等に幅広く活用可能と考えられますので、関係事業者等と十分協議 

を行うとともに、各地方公共団体における実施計画の作成に当たり、財政担当課と適宜調 

整を進めていただくようお願い申し上げます。 

なお、都道府県教育委員会におかれては、本件につき域内の市区町村教育委員会に対し 

ても周知くださるようお願いします。 

 

【参考資料】※省略 

１ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について（令和２年５月１日付け 

内閣府内閣府地方創生推進室事務連絡） 

２ 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金制度要綱（令和２年５月１日付け） 

３ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用のための参考事例集（抜粋) 

４ ４月以降の臨時休業等に伴う学校給食休止により影響を受ける学校給食関係事業者に 

対する配慮について（依頼）（令和２年４月１７日付け文部科学省初等中等教育局健康教 

育・食育課・農林水産省食料産業局食品流通課事務連絡） 

 
 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

学校給食係、庶務・助成係 

TEL：03-5253-4111（内線2694、2692） 

農林水産省食料産業局食品流通課 

食品サービス第１班 

TEL：03-3502-8111（内線4150） 

 



全豆連が監修にご協力した冊子が刊行しました！ 
 

「ふでばこ 第４０號  特集 とうふ」 
 

この冊子には、約１８０頁に亘り「豆腐製品」が特集されており、収載記

事は豆腐製品の製法、製品、機器、歴史、データ、料理・レシピ、とう

ふ製品図鑑、コラム、湯葉、陶磁器に至るまで関連する事柄が収載さ

れております。この「ふでばこ」は、道具と ものづくりから暮らしを考え

る書籍として国内を代表する筆の製造メーカー・㈱白鳳堂が発行・丸

善出版㈱の発売により、これまでの豆腐関係書とは異なり、角度の違

う視点で編綴されております。ご要望の際は全国の㈱白鳳堂各店や

ＷＥＢ（http:///www.hakuho-do.co.jp）またはフリーダイヤル０１２０－

１４２５－０７までご照会ください。（定価 本体 1800円＋税） 

 

令和 2 年 4 月 30 日 農林水産省 

農林水産省は、本日(4 月 30 日)、令和 2 年度補正予算が成立したことを受け、農林漁業者や

食品関連事業者の方々が支援の内容を探しやすいウェブサイトを正式にオープンしましたので

是非ご活用ください。 

1.概要 

農林水産省は、4 月 24 日（金曜日）に新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策のウ

ェブページを立ち上げておりましたが、4 月 30 日(木曜日)に令和 2 年度補正予算が成立した

ことで、正式にオープンさせました。農林水産省の支援策にとどまらず、他省庁や都道府県の

支援策も探すことが可能です。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、その影響が 4 月や 3 月のものであって

も、遡って受けられる支援もございますので是非ご活用下さい。 

今後も、都道府県や市町村、農業関連団体等に向けて、周知活動を行っていきます。 

2.ウェブサイトの詳細 

「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策」は以下

の URL からご覧下さい。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

 

農林水産業・食品産業に関するコロナ支援情報 

がすぐに探せるウェブサイトがオープンしました！ 

http://www.hakuho-do.co.jp）またはフリーダイヤル
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html


税制上の措置等が公表されています。 
＝ 国税庁 総務省 厚生労働省 農林水産省 ＝ 

 

 令和２年４月 30 日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の

臨時特例に関する法律」（令和２年法律第 25 号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（令

和２年法律第 26 号）が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における

税制上の措置等を講ずることとなりました。 

これに関連して、国税庁、総務省、厚生労働省より、当該措置に関する周知について依頼があ

りましたので、お知らせいたします。 

 

●国税に関する措置（国税庁ホームページ） 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm 

トップページ ＞ 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について 

＞ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 

 

●地方税に関する措置 （総務省ホームページ） 

  https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 

  トップページ ＞ 新型コロナウイルス感染症対策関連 ＞ 地方行財政 ＞ 地方税制 

  

●社会保険料に関する措置 （厚生労働省ホームページ） 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html 

  トップページ ＞ 社会保険料の納付等について 

 

≪新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等の一覧≫ 

（国税関係） 

・納税の猶予制度の特例 

・欠損金の繰戻しによる還付の特例 

・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 

・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控

除の適用 

・住宅ローン控除の適用要件の弾力化 

・消費税の課税選択の変更に係る特例 

・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 

 

（地方税関係） 

・徴収の猶予制度の特例 

・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 

・生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 

・自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応 

・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化 

・イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応 

 

（社会保険料関係） 

・厚生年金保険料等の納付猶予の特例 

・労働保険料等の納付猶予の特例 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html


～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください～ 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の 

特例措置が追加実施、申請書類の大幅な簡素化が行われます。 
 

＝ 厚生労働省 職業安定局 雇用開発企画課 ＝ 

 

１．雇用調整助成金の特例措置の追加実施について 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、

地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴

う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主

に対して、令和２年２月１４日、同月２８日及び３月１０日に雇用調整助成金に係る特例措

置を講じています。今般、これを拡充し、令和２年４月１日から同年６月３０日までの間

は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。（４月１０日現在） 

（1）緊急対応期間 

○休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を大幅に引き上げます。 

○教育訓練の加算額を大幅に引き上げます。 

○教育訓練の範囲を大幅に拡大します。 

○生産指標の要件を緩和します。 

○支給限度日数にかかわらず活用できます。 

○雇用保険の被保険者でない労働者（ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ（学生含む）等）も対象とします。 

（２）雇用調整助成金を活用しやすくするための運用面の特例 

 

○事後提出が可能な期間を延長します。 

○短時間休業を大幅に活用しやすくします。 

○休業規模の要件の緩和 

○残業相殺制度を当面停止します。 

２．申請書類の大幅な簡素化について 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等について

は、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を

図ります。 

具体的には、・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等) 

・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする) 

・添付書類の削減 

などを行います。 

また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良い

とするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書顛を提出することができるように

します。 
 

詳しくは、厚生労働省電話（（直通）03－3502－1718）または都道府県労働局・ハローワ

ークまでご照会ください。 

 

 



新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた 

食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について 

＝ 農林水産省 消費者庁 厚生労働省 ＝ 

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼして

いる現状において、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、消費者庁及び

厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品

表示基準の規定を弾力的に運用する旨を関係機関に対し通知しました。 
 

＜概 要＞ 

 

農林水産省は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が社会的、経済的活動に影響を及ぼ

している現状において、一般消費者の需要に即した食品の生産体制を確保する観点から、消費

者庁及び厚生労働省と連名で、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等

を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用

する旨を、令和2年4月10日に関係機関に通知しました。 

今回の運用は、食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞

（ぎまん）するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。 

 

【お問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生活支援臨時給付金コールセンター」の設置について 
＝ 総務省 自治行政局地域政策課 生活支援臨時給付金室 ＝ 

 

総務省は、生活支援臨時給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、４月１０日（金）

９：００より「生活支援臨時給付金コールセンター」が設置されました。 
 

【コールセンターの概要】 
 

○連絡先 ０３－５６３８－５８５５ 

○応対時間  ９：００ ～ １８：３０（土、日、祝日を除く） 

消費者庁表示対策課食品表示対策室 

担当者：宮本、伊藤 

代表：03-3507-8800（内線2612） 

ダイヤルイン：03-3507-9144 

農林水産省消費・安全局 

消費者行政・食育課 

担当者：阿部、福田 

代表：03-3502-8111（内線4630） 

ダイヤルイン：03-6744-1703 





 



 

食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について 
食品等事業者が実施する衛生管理の実施については、食品衛生法（昭和22年法律第233

号。）第50条第２項の規定に基づき条例により定められる衛生管理の基準において、マス 

クの着用及び手指等の消毒の実施が求められている場合が多くあるものと承知していま

す。 

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、マスク及び消毒用アルコールが不足し

ている状況であることを踏まえ、食品等事業者のマスクの着用及び手指等の消毒について

は、食品衛生上の危害の発生防止に十分留意しつつ、下記に掲げる事項を貴管下の食品等

事業者に迅速に周知し、適切に指導いただくようお願いします。 

 

記 

１ マスクについて 

⑴ マスクの着用については、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品の製

造・加工施設において未包装の調理済食品を取り扱う等食品衛生上のリスクの高い作

業に従事する者がマスクを着用していれば差し支えなく、全ての従業員に対してその

着用を求めるものではないこと。このため、マスクが不足している場合は、食品衛生

上のリスクの高い作業に従事する者に優先的にマスクの着用を求め、必要な衛生管理

を確保すること。 

⑵ 食品等事業者が着用するマスクは、くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ等食品衛生上の危害

の発生を防止することに資するものであれば、紙マスク等の使い捨てのマスクである

必要はなく、布マスク等くしゃみ又は咳の飛沫を防ぐ目的を達成できる機能を有する

ものを代替して差し支えないこと。 

２ アルコールについて 

⑴ 手指の消毒が必要なときは、用便後、生鮮の原材料や加熱前の原材料を取り扱う作業

を終えた後等食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な場合であること。ま

た、必要に応じて使い捨て手袋を着用するなどにより、衛生管理を確保すること。 

⑵ 施設設備及び機械器具の消毒においても、次亜塩素酸ナトリウム（0.05％以上）、熱

湯蒸気等により消毒を行うことが可能であること。 

３ その他 

１及び２に掲げる事項は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46 号）

による衛生管理基準（以下「新基準」という。）と整合的であり、新基準が適用される期

日（令和３年６月１日）以降も同様の運用を行うことが可能であること。 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 

担当：福島、奥藤、中村、福田 

TEL：03-3595-2337 



食品衛生申請等システムの運用について 
 

＝厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課＝ 
 

食品衛生申請等システムについては、本年４月からの運用開始を予定し、事業者説明会を実施していま

したが、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、３月以降に開催を予定していた説明会を全

て延期しています。 

つきましては、本システムの運用についてホームページ等を通じて周知を行い、本年６月の食品衛生

法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号。以下「改正法」という。）の施行に合わせ、運用を開

始する予定としていますので、お知らせします。 

なお、運用の実施にあたっては、下記のとおり取扱いがなされるよう、円滑な運用に格別の御配慮方お

願いします。 

 

≪記≫ 

 

１．営業許可申請関係業務 

営業許可申請に関する業務は、令和３年６月１日から施行する新たな営業許可区分による申

請等から運用を開始する。なお、新たな営業許可区分に関する変更届、地位承継届、廃業届

についても同様に運用を開始する。 

 

２．営業届出関係業務 

営業届出については、改正法附則第９条により令和３年６月１日以前においても届出を行う

ことができることとされているが、各都道府県等の条例等の整備状況を踏まえ、本システム

による届出の時期については、追って周知することとする。 

 

３．食品等自主回収関係業務 

食品等の自主回収届出制度については、令和３年６月１日から施行されるが、本制度の創設

の趣旨が、自主回収情報を一覧化し、消費者に速やかに提供することにより、自主回収対象

品の喫食による健康被害を未然に防止することとしている。そのため、施行前においても、

自主回収情報を公表するツールとして、本システムを任意に活用して差し支えない。 

 

４．衛生証明書等管理機能 

衛生証明書等管理機能に関する業務は、本年６月１日から運用を開始する。衛生証明書番号

の確認、発行済み衛生証明書の写しの登録及び検査結果等の報告に活用すること。 

 

○営業届出業種の設定について  
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf 
  
○営業許可申請･届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて  
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624116.pdf 
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