
  

 

 

 

 

 令和２年１１月１２日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 
 

 

 
総計 300件以上の投稿を頂きました。ありがとうございました！ 

投稿された方の中から「いいね！賞」に応募していただき、「いいね！」の数や投稿数、審査員の 

投票などにより各賞が決まりました。 

http://mytofu.jp/tofudon-challenge/ 
豆腐丼チャレンジ ゴールドいいね！賞(一般部門) 

五目豆腐丼  藤倉淳子様 
https://www.instagram.com/p/CGUB01kHn5J/ 

※レシピ掲載あり 

 

豆腐丼チャレンジ ゴールドいいね！賞(豆腐屋部門) 

揚げだし豆腐丼  さとの雪食品（株）様 
https://twitter.com/satonoyuki1/status/1318106731583475714 

 

 

豆腐丼チャレンジ   一般部門   シルバーいいね！賞 

                      

 

豆腐丼チャレンジ   一般部門   ブロンズいいね！賞 

                   

 

その他、トータルいいね！賞、TOFUYAセレクト賞、実行委員いいね！賞など多くの受賞投稿があります。 

受賞詳細は、http://mytofu.jp/tofudon-challenge/。後日全豆連のホームページにも掲載致します。 

全豆連報告 VOL. 150 

団体会員 

一般会員 

賛助会員 

協賛企業 

各位 

 関 係 部 署 にご回 覧 ください。  

     

     

 
 

麻婆豆腐丼 きぬりん様 

 

梅おろし豆腐カツ丼 中尾静子様 
 

豆腐湯葉丼 藤倉淳子様 
 

豆腐あんかけ丼 平沼亜由美様 

 

豆腐と山芋の秋の吹き寄せどんぶり  

森村芳枝様 

 

豆腐カツ丼 多田和代様 
 

http://mytofu.jp/tofudon-challenge/
https://www.instagram.com/p/CGUB01kHn5J/
https://twitter.com/satonoyuki1/status/1318106731583475714
http://mytofu.jp/tofudon-challenge/


進化する“全国豆腐品評会”、 

第６回全国豆腐品評会／第３回運営委員会が開催されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 16日（金）13：30より、新型コロナウィルス感染症による影響で延期となっておりました

標記運営委員会が感染症対策に十分配慮のうえ出席・リモートを併用し、全豆連会議室にて

開催されました。 

主催団体であります全豆連の橋本一美業務執行理事及び東田和久運営委員長（全豆連理

事）の挨拶に続き、実に半年振りとなった委員会では、この間に各委員に品評会の目的の共

有、選考ルールの改定（案）、コロナ対策を講じた品評会の運営、品評会の魅力の発信及びプ

ロモーション（案）、第１０回ニッポン豆腐屋サミットの開催、今後の予定等について原案をもと

に５時間もの長時間に及ぶ審議が行われました。 

会員各位に共有いただくため経過概要を以下のとおりご報告するとともに、ご意見等を是

非、各地区運営委員及び全豆連事務局へお寄せください。 

 

１．品評会の目的の共有について 

現在まで５回開催されてきた「全国豆腐品評会」は、回を重ねるたびに業界内外を問わず

一定の注目を集めてきた。一方で、審査員や参加者等よりの意見、フィードバックが集まる

につれ、品評会への豆腐製品の出展ルール、選考ルール、品評会の運営方法等について、さ

まざまな改善点が指摘されるようになってきた。品評会運営委員会では、そうした指摘を真

摯に受け止めるとともにその妥当性・実行可能性を見極め、改善を進め課題解決に当たるこ

ととした。 

そこでまず、本品評会の方向性を明らかにする必要があることを認め、「全国豆腐品評会」

が「豆腐業界の振興・発展及び市場の拡大、活性化に寄与すること」、「豆腐製品の持つ多

様性・秀逸さを評価、啓発するものであること」の２点を大前提の目的とすることとした。 

そのうえで、これまでに挙げられてきた品評会の目的（＝コンセプト）について、「製

造技術と品質の向上」の範疇や、豆腐が有する味の違いや製造方法などの多様性が広く示

されているのか、市場の拡大・活性化、豆腐製造業の底上げなどに寄与しているのかどう

かなどの意見が交わされた。その結果、この品評会が何を評価し、誰にアピールするのか

といった根本的な部分が全運営委員で共有されていないために、各地区大会や本選におい

て運営の指針に差違が生じている原因となっていることが指摘された。 

そのため、改めて本品評会の目的を精査した後、審査においてもより豆腐の多様性が評

価される基準の策定を行うこととした。 
 

◎大前提となる２点 
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・豆腐業界の振興発展及び豆腐市場の拡大、活性化への寄与 

・豆腐製品の持つ多様性・秀逸さの評価、啓発 
 

上記２点の大前提及び下記２点を目的として、運営委員会委員の共通認識としたうえで、

課題の解決に当たるものとする。 
 

・豆腐製品の製造技術と品質の向上 

・豆腐製造事業者及び同関連事業者の研鑽 
 

２．品評会選考ルールの改定 

①審査基準の改定について 

過去５回の審査を総括したうえで、受賞商品に画一的な傾向がでてきていることか

ら、より豆腐の個性や多様性が失われることのないよう、事前に各委員より提出された

「審査基準改定ワークシート」、本委員会での意見及び関係資料を精査し品評会審査基

準の見直しについて審議・検討を行った。 

これまでの「味」「食感」「香り」「外観」の審査基準ではこの豆腐の個性や多様性

といった点を評価するのには不十分であり、豆腐の持つスッキリ感や爽やかさ、キレと

いったいわゆる「後味」が評価できないとの見解から新たな評価軸を設け、相反する評

価も反映されるような審査項目の設定や増減案、配点等について審査の実行可能性を踏

まえつつ検討した。 

なお、運営委員会の席上、投票（挙手）によりリサーチを行い１５項目にのぼる評価

項目の検討を行った結果、多くの委員から「味」「食感」「好み」「コク」についての

指示が多く上がったが、「味」についての解釈の範囲が広いことや、「外観」について

は昨今、崩れやすい豆腐も散見することもあり、設営の関係上重視する声は聞かれなか

った。「香り」に関しては「味」との関連性が強いとの意見も聞かれた。 

大きな論点として、「味」について単一に評価するのか、または風味や旨味、甘味、

バランス、好みなどに細分化するのか、またその違いについてが俎上に上った。さらに

は、豆腐（部門別を含む）「らしさ」や固さ・滑らかさ・柔らかさ（固さの異なる豆腐

の食味によって柔らかい豆腐がより甘味を感じやすい（研究報告より））ことなどに関

しての考え方が整理され意見交換が行われた。結論については継続審議となり各々再検

討のうえ、次回第４回委員会に持ち越された。 

②マークシートの変更 

事務局より、上記審査基準が改正されると当然、審査集計ソフトのリニューアルに伴

うマークシート用紙の改定が必要となるが、審査員からの１０点満点方式では採点が難

しいとの意見を踏まえ５点満点方式への変更、同方式プラス係数の活用、各部門の審査

製品数の増加、文字の明朗化、色弱障害のある方などに配慮した用紙カラーの導入、こ

れらに要する費用概算についての報告の後、意見交換が行われた。 
 

③本選出場者選出ルールの変更について 

・都道府県代表枠…地区大会において都道府県毎に最高得点の製品を選出し、本選出場

権を付与 

・上記代表枠創設のため、予選通過の上位３０％→２０％への縮小 

・アメリカ大豆及びカナダ大豆使用製品の大豆使用割合…現行の６０％以上を維持 
 

前回の運営委員会で上記の３点が決定されているが、授賞する団体の要望・事情等を
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踏まえ輸入大豆の使用割合や国産大豆との併用について意見が上がった。 
 

３．品評会の運営 

①感染症防止対策及び衛生管理の徹底並びに審査方法の検討について 

新型コロナウィルス及びノロウイルス、インフルエンザなどの感染症対策の強化のた

め、審査会におけるマウスシールド（フェイスシールド）の導入や関係者を含む検温の

実施、事前の手洗・うがい、ソーシャルディスタンスの確保、アルコール消毒、換気の

徹底、エンボスの着用などが提案された。 

従前より行っている会場設営型の審査から、「密」を回避するため出品製品を予め切

り分けてナンバリングし個別に審査いただく方式が提案され、この場合のオペレーショ

ンやスタッフの負担・要員、所要時間、審査員数、会場確保などについて今後詳細を検

討することとした。 

②審査員の選出基準 （年齢、性別、料理栄養関係者と業界関係者、豆腐マイスター、一般等の構成比） 

年齢層・性別に偏りのないよう配慮のうえ、豆腐製造事業者を一定割合加え（品評会

への参加は不可）、料理・栄養・学校関係者、業界関係者、豆腐マイスター、一般消費

者の比率がそれぞれ各 20％を超えない編成とすることとした。 

③本選及び各地区大会における予算（案）について 

過日、各地区大会の決算資料をいただいているが、前述の感染症対策や審査方法の変

更、これに伴う会場の変更、要員、機材・備品の手当て等の費用に関して不確定要素が

多いため、今回はモデル予算（案）の作成は見送ることとした。 

④品評会マニュアル（改訂第３版）の制作 

同上理由により先送りすることとした。 
 

４．品評会の魅力及びプロモーションの在り方について 

①メディア戦略［審査結果・マトリックスの活用］ 

下記の③とも関連するが、受賞製品及び豆腐品評会の魅力発信のためのメディア戦略

や製品特性を表すマトリクスの活用、出版社との連携（タイアップ）企画も検討の余地

があるとの意見があり、さらに検討することとした。 

②農林水産大臣への受賞商品の贈呈 

「農林水産大臣賞」受賞製品を農林水産大臣に表敬訪問のうえ贈呈することが検討さ

れた。 

③各種イベント等の開催［豆腐 100選の公開やキャンペーンサイトの立ち上げ等］ 

PR サイトの立ち上げにより受賞・入賞製品を「豆腐〇〇選」として一覧で可視化

し、HP 上で製品・事業者のサイトへのリンクや連絡先などを紹介することの他、販売

促進にも寄与する戦略が提案・検討された。 

④その他 

これまでの各賞に加え授与する賞の充実を図ることが検討された。なお、現内閣総理

大臣が「日本の豆腐文化を守る議員連盟（豆腐議連）」の菅 義偉副会長であるため、

内閣総理大臣賞の授与の可能性についても今後模索することとした。 
 

５．第 10回ニッポン豆腐屋サミットの開催について 

次回開催地の実行委員長でもある齋藤委員（千葉県）より、本年開催を予定していた千

葉市「幕張国際研修センター」を明年 10 月 30 日（土）～31 日（日）の両日を仮予約

しているが、開催の最終結論について明年３月末までにはキャンセル料の関係もあり連
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絡・確定が求められている旨報告があった。ホールは 700 人収容できソーシャルディス

タンスの確保が可能だが、懇親会や試食会開催のことも考慮の上、その時期までに新型コ

ロナウィルス感染症の状況を踏まえ開催が可能かどうかを見極める必要がある。プログラ

ムの検討や感染症対策、来賓への参加要請等について引き続き検討している状況である。 
 

今後の予定・その他 

次回の運営委員会を 12 月 1 日（火）１４：００より、今回と同様、対面・WEB 方式

の併用により全豆連会議室にて開催することとした。 

 

以上、運営委員会では、５回の品評会開催を経て浮き彫りとなった問題点・課題について出品

者、審査員、豆腐マイスターの皆様をはじめ業界内・外の声を反映するため、様々な角度から

の分析を踏まえ、さらに進化した豆腐品評会を目指して審議が行われております。 

会員各位におかれましては、ご多忙の中をご尽力されております運営委員及び同品評会関

係者に向け、一層のご支援・ご協力の程をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP手引書の説明会を開催 
 

 

 

 

学校臨時休業対策費補助金（３月分）の第２次申請は 

まだ継続受付中です！ 

また、４月以降の学校休止についても 

新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金 

が活用され支援措置が講じられる場合がございます。 

まずは学校設置者（自治体（市区町村））とお早目のご相談を！ 

豆腐の平均価格、購入数量、支出金額全てが上昇 
 

＝ 総務省家計調査 ＝ 

２０２０年９月の総務省家計調査がこのほど発表されました。一世帯当たりの支出金額は 436円で前

年同月比プラス 1.6％、購入数量では同 7.27丁でプラス 1.0％、平均価格では同 59.95円でプラス

0.6％と全てで上昇に転じました。微増ではありますが、三拍子揃ってのプラスは久しく見られなかった

結果です。要因として新型コロナウィルス感染症による家庭需要の増加が考えられるところですが、こ

こにきて感染者数が増加傾向にあることで一層の“内食”傾向が高まる可能性もあります。冬将軍が

到来し「鍋」の季節本番となり豆腐・揚物類の出番を迎えています。皆で“需要の底上げ”を！！ 



 

あちこーこーの今後の運用を話し合う 
＝ 沖縄県豆腐油揚商工組合 ＝ 

 

沖縄県豆腐油揚商工組合（全豆連団体会員、久高将勝理事長／全豆連評議員）では、去る9月

26日、同県浦添市内において組合員・非組合員１８事業者が参加し、HACCP(ハサップ)の義

務化に向けた事業者向け説明会を開催致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品製造における衛生管理・HACCP(ハサップ)は、本年6月に制度化、法令施行されており、

来年6月1日から完全施行となる。 

これに伴い、同組合及び食品衛生管理の専門家により沖縄独自の食文化である「あちこーこー

島豆腐」（木綿豆腐の製法でありながら水晒しせず、熱々のまま店頭で販売されている豆腐）の

衛生管理指針を定める手引書が作成されましたが、温かいまま販売される島豆腐は、衛生管理上

最も危惧される食中毒要因であるセレウス菌への対策のため「55℃を下回ってから3時間以内

に、①喫食、または②速やかに冷却し冷蔵すること」となった。このため現状の「あちこーこ－

島豆腐」の販売方法を見直す必要が出てくることから、同組合では取り扱う事業者にその状況を

幅広く知ってもらうため今回の説明会開催に至りました。 

手引書作成協議会の委員を務めた沖縄県食品衛生協会

の伊志嶺哉専務理事がHACCP手引書の内容の説明を行い、

その運用方法について意見を出し合った。 

説明会では、「納品までの温度管理をどうするか」「例

えば保温機の導入など55℃を下回ることなく販売する方

法があるのでは」「55℃を保ち続けると固くなるなど品質

に影響がでる」「納品時間を調整することで解決できない

か。例えば、事業者ごとに納品時間をずらして2時間交代

で入れ替えされるようなシステムを作ってはどうか」「コ

ロナ禍でよく使われている非接触型体温測定器を活用す

れば、豆腐に穴を空けずに(ロスを出さずに)温度を測れる

のでは」など参加者からのさまざまなアイデアが出された。 

同組合では今後、今回参加できなかった事業者やスーパ

ーなどの流通に向けた周知の活動も行っていく必要を感

じており、「HACCPの施行を機に、あちこーこー造りや

豆腐製造自体を諦めてしまう事業者が増えたということ

がないように、それぞれアイデアを出し合っていければ」

と話し、保存プロジェクトを始動することとしています。 

  

 
琉球新聞が報じた 

「あちこーこー島豆腐保存プロジェクト」 

の概要 



 

第２回大豆の物流合理化に関する勉強会が開催されました！ 

10 月 29 日（木）１４：００より、大阪府

大阪市のアットビジネスセンターPremium 新

大阪 901 号室におきまして、農林水産省政策

統括官付穀物課主催による標記勉強会が開催さ

れました。これは、これまでの「国産大豆協議

会」での国産大豆をめぐる動向についての意見

交換に加え、大豆の物流の現状と課題について

生産者団体・物流事業者・大豆卸業者・加工事

業者が一堂に会し、その問題解決を図るための

初めての取り組みです。 

同省より国産大豆をめぐる動向、麦・大豆増産プロジェクトについての説明の後、各方面の立場か

らそれぞれ意見が述べられた後、 

・生産者側を代表して全国農業協同組合連合会より、全国でのフレコン規格や量目の統一化の検討、

メーカー・選別事業者等との協業による検査後の再調整でのフレコン化について、産地側の施設不

足や不備、紙袋での出荷要請、倉庫等での保管効率の問題 

・物流事業者からは、港湾作業は資格を要し且つ３K のイメージが根強いため外国人労働者の登用も

進まず港湾作業従事者や配送ドライバーの高齢化・人手不足傾向にあること、倉庫の保管スペース

のひっ迫、大豆のアイテム数の多さ（年産・産地・品種・粒度・等級など）から仕分けしての保管

や配送に手間がかかること、フレコン・パレット納品への移行によるドライバーの負担軽減 

・大豆の流通事業者からは、フレコンの再利用や納品する事業者の設備の問題、入札制度とフレコン

需要との関連性、消費地保管、生産地との連携等、荷役負担・ドライバーの確保、コスト増、入目

の変更の検討、特殊作業内容の負担軽減、パレットなどのルールの設定などが報告されました。 

・豆腐製造事業者側からは、フレコン規格の統一化、設備の増強、流通倉庫（保管スペース）の問

題、播種前契約の推進による物流のコストダウン・価格安定、豆腐業界における紙袋での取扱いの

必要性等 

など多岐に亘る課題が浮き彫りとなりました。 

発表後には意見交換も行われ、物流の合理化は最重要課題であり、今後も課題解決に向けて検討を

重ねていくこととなりました。なおこの勉強会には㈱おとうふ工房いしかわ／石川 伸代表取締役

（全豆連理事）をはじめ四国化工機㈱（植田英雄会長（全豆連評議員）の事業所）、会員であるリヨ

ーコクシヨウジ㈱／佐々木優輔代表取締役、兼松ソイテック㈱（南施政将代表取締役）／鈴木康広取

締役営業部長にご出席いただきました。ご多忙の中ご対応に感謝申し上げます。 

 

加工食品分野での外装サイズ標準化の方向性について 
 

前述の勉強会とも関連しますが、物流は経済活動と国民生活を支える社会インフラ機能を保持し且

つ発展させていくうえでの効率化を図るため、外装サイズ標準化の推進に向けた事業者間の連携・協

同による環境整備の取り組みが検討されています。本年７月には㈱日通総合研究所・（公社）日本包

装技術協会が事務局となり、このための「加工食品分野における外装サイズ標準化協議会」が設置さ

れ外装サイズ・パレットサイズの標準化・統一化のためのガイドライン策定に向けた検討が行われて

おります。これにより、パレット積載効率の向上や共同配送の推進を促し、食品製造メーカー、卸、

小売店までの流通業務省力化と車両積載率の向上や倉庫スペースの有効活用などで環境負荷の低減を

目指しております。同協議会では、設置目的に鑑み特定の企業に限定されることなく多くの加工食

品メーカーに参画を求めております。ご関心がおありの事業者様がおられましたら全豆連事務局

（TEL 03-3833-9351）までご一報ください。 

 



 

 

 
 

一般消費者の皆様より全豆連に、「豆腐と水」についてのご質問が多く寄せられています。以前

「会報 全豆連」でお伝えしたことに続き、全豆連・青山 隆相談役にお聴きしました。 

豆腐がおいしいと評判の豆腐屋さんに、「なぜおいしいのか」と聞くと、ここは水がいいからとの返

事が返ってくることが少なくありません。豆腐屋さんの言う「水がいい」とはおいしいことと同時にふん

だんに水が使用できるという意味合いも含まれているのではないでしょうか？ 

豆腐の製造には大量の水が必要で、使用する工程は大豆の洗浄・浸漬・加水（挽水）・水晒し・封

入水・洗浄ですが、これらの作業で最も多いのが水晒し水です。水晒しを充分行っていた当時は原

料大豆の 100倍の水が使用されていました。現在は水晒しがほとんどされていないので 50倍以下

に減っているのではないかと思われます。豆腐をカットしたときに中心部に黄色みが残らず白くなる

まで充分に水晒しを行うと、豆腐本来の風味になるのと同時に製品の日持ちも良くなります。絹は 1

時間、木綿は 40分程度の水晒しが必要です。最近は水晒しをしない豆腐が、濃厚な風味として評

価がされますが、水晒しでエグ味成分を除去することで豆腐本来の風味が浮き上がってきます。食

味を検査する装置で豆腐のおいしさを検査すると、装置では出来たての豆腐がエグ味成分もコクと

評価しておいしいと評価しますが、試食による評価は水晒しした豆腐の方がおいしと評価されます。 

また、浸漬工程でも多くの水を必要とします。大豆浸漬を流水で行うと大豆の漬け過ぎの防止と

なり浸漬が安定しますが、節水のため、漬け置きで浸漬を行う方も多いかと思いますが、タイマーを

使用して間欠で流す方法でも節水が可能で効果的です。 

豆腐の日持ちに影響するのは残存する菌の数と温度ですが、大豆由来の菌の低減は大豆の洗

浄が重要ですが、浸漬前の洗浄では十分にできていないのが実情です。膨張して大豆は表面の

汚れが落ちやすくなって大豆浸漬後の浸漬大豆の洗浄は効果があり、豆乳の菌数が低下します。

最初の段階で如何に菌数を少なくするかが重要な管理ポイントとなります。 

豆腐の二次殺菌が行われる前はパック水に塩素濃度を高くした水の使用で塩素焼け等の事故

を起こすこともありましたが、包装後に殺菌を行う様になり、特に処理をした水を使用することはな

くなったと思っております。水晒し冷却が十分な場合は水道水だけでも日持ちがよくなります。 

「豆腐読本」でも紹介していますが、軟水は大豆浸漬の際に吸収しやすく、大豆成分の豆乳への

抽出率が良く、淡白で比較的柔らかい豆腐となり油揚では伸びやすくなります。一方、硬水は抽出

率が低下するため締まった豆腐になりやすく、凝固剤の添加量を減らしたり消泡剤を増加してＰＨ

を高めて抽出率の低下をカバーするなどの対応が必要となります。 

 

≪水の硬度分類≫ 
 

区   分 世界保健機構（WHO）の基準 一般的な基準 

軟    水 ０～60mg/ℓ未満 0～100mg/ℓ未満 

中程度の軟水 

（中軟水） 
60～120mg/ℓ未満 100～300mg/ℓ未満 

硬    水 120～180mg/ℓ未満 300mg/ℓ以上 

と水    



非常な硬水 180mg/ℓ以上 

注：硬度（mg/ℓ）≒カルシウム濃度（mg/ℓ）×2.5＋マグネシウム濃度（mg/ℓ）×4.1 

 

軟水と硬水は水に含まれるＭｇとＣａをＣａＣＯ3換算するアメリカン硬度で表現されています。 

換算方法は、 

硬度（㎎/L）＝Ｃａ(mg/L)×2.497＋Ｍｇ(mg/L)×4.118≒Ｃａ(mg/L)×2.5＋Ｍｇ(mg/L)х4.1 

例えば水の分析値でＣａ20㎎、Ｍｇ30㎎の場合、硬度は (20×2.5)＋(30×4.1)≒173（㎎/L）  

となります。 

 

～ Ｌ ｔ ｅ  ｆ ｏ  Ｂ Ｒ Ｅ Ｏ Ａ ～ 

 

先の会報「全豆連」VOL.347 でもお伝え致しましたが、

スペイン・バルセロナの TOFU CATALAN.SL（清水建宇

代表/全豆連一般会員）は、昨年の第 5 回全国豆腐品評

会において最優秀賞・農林水産大臣賞を受賞された「さ

さはら豆腐店（笹原 淳代表/宮城県）」が継承するこ

とが決定しておりますが、去る 1１月 4 日（水）、スペ

イン大使館にビザの申請のため上京されていた笹原氏が

全豆連に来会されました。現在、清水氏と引継ぎのため

の調整を行っている最中で、本年年末にはご夫妻で渡西

され、明年 1 月 1 日より引継ぎを行いつつ心機一転再

スタートを切る予定とのことです。 

清水氏からのご連絡では、現在は新型コロナウィルス感染症により 22：00 以降の外出禁止

措置が取られているスペインですが、同店ではこれによりテイクアウトや自宅での料理機会が

増えたこと、総菜需要が伸びていることがレストランへの卸売の減少を緩和していて日本食材

を求める注文数が週毎に増えているとのことです。笹原ご夫妻がスペインに向かわれる頃には

同国はもちろんのこと、全世界での感染が収束に向かっておりますことを願って止みません。 

 

令和元年「国民健康・栄養調査」結果 
～自然に健康になれる環境づくりに向け、健康無関心層の実態を初めて把握～ 

厚生労働省では、令和元年 11 月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を取りまとめ公表しました。 

令和元年調査では、毎年実施している基本項目に加え社会環境の整備を重点項目とし、その状況を把握しました。 

【調査結果のポイント】 （詳細は厚生労働省 HPをご参照ください） 

食習慣・運動習慣を「改善するつもりはない」者が４人に１人 

・食習慣改善の意思について「関心はあるが改善するつもりはない」者の割合が最も高く、男性 24.6%、女性 25.0%。 

・運動習慣改善の意思について、「関心はあるが改善するつもりはない」者の割合が最も高く、男性 23.9％、女性 26.3％。 

・健康な食習慣や運動習慣定着の妨げとなる点を改善の意思別にみると、「改善するつもりである」者及び「近いうちに改 

善するつもりである」者は、「仕事（家事・育児等）が忙しくて時間がないこと」と回答した割合が最も高い。 

喫煙及び受動喫煙の状況については改善傾向 

・現在習慣的に喫煙している者の割合は 16.7％であり、男性 27.1％、女性 7.6％。この 10年間で、いずれも有意に減少。 

・受動喫煙の機会を有する者の割合は、飲食店 29.6％、路上及び遊技場 27.1％であり、平成 15年以降有意に減少。 

非常食の用意の状況には地域差がある 

・災害時に備えて非常用食料を用意している世帯の割合は、53.8％。地域ブロック別にみると、最も高いのは関東Ⅰブロ 

ック※１で 72.3％、最も低いのは南九州ブロック※２で 33.1％。 

 （※１ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 ※２ 熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県） 

・非常用食料を備蓄している世帯のうち、３日以上の非常用食料を用意している世帯は 69.9％。 

 



まんがでわかる 

飲食料品製造業の安全衛生 
教育用教材のご案内 

＝ 厚生労働省 ＝ 
 

食品製造業における労災事故（2019 年 2 月）の主な原因は、1⃣ 転倒 2,349 人、2⃣ はさまれ・

巻き込まれ 1,679 人、3 ⃣ 切れ・こすれ 1,056 人、4⃣ 墜落・転落 675 人、5⃣ 動作の反動・無

理な動作 666 人となっており、「転倒」が圧倒的に多くなっております。 

飲食料品製造業分野、特に多く水を使用する豆

腐・油揚げ製造業においては製造時や清掃時に足

元が濡れている状況も少なくないことから、事業

所が留意すべき安全対策等について厚生労働省

がわかりやすいマンガ形式の教材を配信してお

りますので情報提供致します。 

なお、この教材は外国人労働者等に対して適切

な安全衛生教育が実施されるよう、11 言語（日

本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語（フ

ィリピン）、クメール語（カンボジア）、インド

ネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、

モンゴル語）に対応しています。是非お役立てく

ださい。 

資料は⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html よりダウンロード可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P O K E S P E R S O N 
 

先日、某新聞社より豆腐に関する取材を受けていた時のこと、食品関連の部局のそ

の方は他の業界のことには大変精通されており、当方も大変勉強させていただいたの

ですが、豆腐・豆腐業界については全くと言っていいほどご存じない（多くは前知識

を以てご取材をいただきますが、このようなことも時折あります）ことに驚かされま

した。それほど注目に値しない食品なのか、豆腐業界のアピールがこと足りていない

ためなのかとの一抹の不安とともに空虚感を抱いてしまいました。 

会員各位は豆腐業界には多くの個性溢れる製品群が全国に存在していることをご承

知のことと思いますが、豆腐製品については一般消費者ばかりか食品に精通している

メディアであっても意外に“知られていない”ことに気付かされます。原材料こそシ

ンプルであってもその奥深さについては釈迦に説法のことと存じますが、豆腐業界に

携わる皆様は誰しもが「豆腐」の世界へ誘う案内人です。多くの人々にその魅力と楽

しさをお伝えください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html


豆腐マイスターＮＥＷＳ 
 

豆腐マイスター・工藤詩織さんの著書 

『毎日とうふレシピ』が出版されました！！ 
 

11 月 12 日に豆腐マイスター工藤詩織さんの著書『まいにち豆腐レシピ』が池田書店より出版となり

ました。豆腐のレシピだけでなく、豆腐の歴史や豆知識など豆腐に親しんでもらうためのハンドブック

となっております。ぜひ書店で手に取ってみてください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

豆腐マイスターの上級講座、 

「豆腐マイスターアドバンス講座」を初めてオンラインで開催 
 

コロナウィルス対策として初めてオンラインによる豆腐マイスターアドバンス講座を宮城県で開催しま

した。東京と宮城をつなぎ、講師は北海道からオンラインで参加。新しい講座のやり方にチャレンジし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

豆腐の伝道師、続々誕生、豆腐マイスター 

は、現在 ３，３５９名 となりました。 
 

問い合わせ先：一般社団法人 日本豆腐マイスター協会（磯貝まで） 

tofupj@mytofu.jp TEL：050-3786-1028 FAX：050-3737-9594 

 

https://mytofu.jp/ 
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