
  

 

 

 

 令和３年１２月１０日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 

会 長  東 田  和 久 

 

Introduction！ 
サミット・品評会まであと７８日！

 

 

本年も余すところ２０日を数えるところとなり、何かと気忙しい師走をお迎えの

ことと存じます。さて、来年はいよいよ長らく延期となっておりましたニッポン豆

腐屋サミット＆全国豆腐品評会の開催年を迎えます。  
 

過去９回、数々の出会いと感動をもたらしたサ

ミットのこれまでの総動員数は１ ,７４０人を数え

ます。コロナ禍を乗り越え、ニューノーマル時代

の幕開けとともに豆腐業界の新しい方向が模索さ

れております。  
 

新型コロナウィルス感染症は私達の日常を大きく

変えましたが、１０年の歳月が培った「絆」は変わる

ことはなく、一堂に会する機会が待たれます。  
 

来年は「壬寅（みずのえとら）」の年、  

冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく 

生まれる年になるといわれています。まさに“復興の年”、 

「新型コロナウィルス感染症からの復興は豆腐業界から！」 

との強い思いを胸に開催される品評会（本選）では、  

本年度の TOFU OF THE YEAR が選出されます。  

参加募集（別添ご参照ください。）も始まっております。  

是非その瞬間にお立合いください！！  
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下記サイトにて過去のサミット＆品評会の様子が映像でご覧いただけます！ 

→ https://tofu.vision 
 

提供/㈱天堂ストラテジー 

豆腐業界概況調査を同封しております。是非ご回答ください！！ 

https://tofu.vision/


令和３年度 

第３回理事会・第２回評議員会が開催されました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が全国解除となり、

感染者数も減少傾向となったことを機に、標記両会合が去る 11月 24 日（水）14：00 より

全豆連会議室において開催されました。所要の感染症対策（検温・手指消毒・パーテーショ

ン・CO2センサー・換気等）は継続したうえで、久々の対面・Web 併用のハイブリッド形式

での会合です。 

今回も公益法人制度上、本人出席を旨とされている一般財団法人の理事会・評議員会です

が、同感染症の影響が考慮されＷｅｂ出席による議決権行使が可能とされます。会議では、そ

れぞれ議決権数が確認された後、東田和久会長が挨拶され、議長選任（理事会）、議事録署名

人（評議員会）に川面邦治、秋山益廣の両氏が選任された後、議案の審議に入りました。 

第 1号議案／業務執行状況報告について 

事務局より、第 2回理事会（令和 3年 6 月４日開催）以降の会員の加入・

退会状況が報告された後、業務執行状況として第 6回全国豆腐品評会及び第

10回ニッポン豆腐屋サミットの準備進捗状況、原材料等の高騰に対する対

応、新食品表示制度への対応、「特定技能」外国人の斡旋、「食料品製造業と

小売業との取引実態に関するアンケート調査」の実施、「２０３０年までに食

品製造業の労働生産性を最低 3割向上」に向けたロードマップ作製への支援協

力、開業支援活動、会報「全豆連」及び「全豆連報告」、「大豆近況」の発

行、各種刊行物・広告宣伝ツール及びＨＰ・ｆａｃｅｂｏｏｋの活用、全国豆

腐業界政治連盟への支援協力、公益目的支出計画実施報告書・役員変更登記・

業務及び財産状況の報告、各種情報・参考資料の配布、全豆連ビルの管理・運

営、渉外事項（照会・取材・質問・相談等（抜粋））・庶務事項（会合・来

客・訪問・打ち合わせ等（抜粋））について報告致しました。 

第 2号議案／第 6回全国豆腐品評会予選会の開催結果について 

運営委員長でもある東田和久会長及び事務局より、同品評会の予選と位置付

け過日開催されました東日本・西日本大会結果及び開催概要について報告が行

われました。また、両大会金賞受賞者への「オダイズサイ２０２１」における

出品委託販売、受賞製品の新たなプロモーション案が検討されました 

第 3号議案／第 10回ニッポン豆腐屋サミットの開催について 

全豆連と共に主催団体であり、当該開催地・千葉県の理事長でもあります関東

豆腐連合会・宇佐見 順会長（全豆連理事）より、参加勧奨チラシが示され、 

開催に向けた準備進捗について報告をいただきました。 

  



第 4号議案／豆腐の表示に関する「豆腐公正競争規約」の設定に向けた活動の現状と今後の方向

性について 

新型コロナウィルス感染症の影響により活動が停滞している規約設定活動に

関して、これまで委員長をお努めいただいている村尾 誠氏より今後の活動及

び方向性について示唆に富む考え方が示されました。具体的にはプラントミー

ト（大豆ミート等）の業界が後発ながら JAS 規格化に向けた取り組みが推進さ

れていることの事例を参考としつつ、今後の方向性に関する協議を行うことと

なりました。 

第 5号議案／その他 

農林水産大臣・経済産業大臣連名で発出された原材料・エネルギーコスト増

の影響を受ける下請事業者に対する配慮、明年年初に発行を予定している会報

「全豆連」への年頭所感ご寄稿、海上コンテナ輸送の需給逼迫に関しての海外港

湾の状況（11/15時点）、「特定技能」の在留期限廃止及び人材確保に向けた

全豆連の取り組み、（一社）日本豆腐マイスター協会よりの刊行物に関する相

談、全国豆腐業界政治連盟へのご支援方御礼、「密封包装食品製造業」の対象食

品、食品小売価格の動向、ノロウィルスに対する注意喚起等について資料の説

明・報告が行われました。 

以上をもって審議を終了し、１７：００より簡単な懇親会が催され、同日の日程を終了致

しました。 

四国豆腐連合会 

令和４年度定時総会が開催されました。 
四国豆腐連合会（秋山益廣代表理事／全豆連評議

員）では、去る 11 月 19 日（金）17：00より、

ＷＥＢ会議システムを活用し標記定時総会を開催致

しました。秋山代表理事が挨拶に続き会則に従い議

長を務められ、第一号議案 令和３年度事業報告な

らびに会計報告、第二号議案 理事選任の件、第三

号議案 令和４年度事業計画ならびに予算計画につ

き審議が行われ、全議案が可決承認されました。 

第二号議案の理事の補充選任については、㈲村のおっさん 代表取締役 桑原 年朗 氏が選

任されました。事業計画では 3つの活動目標が掲げられ、令和４年度においては会員への加入促

進、定時総会の開催、全豆連・（一社）日本豆腐マイスター協会との連携、全国豆腐品評会／中

国・四国大会の開催、青年部活動への支援強化、四豆連 HP の内容充実、会員への情報配信等を

行っていくこととされました。また、同会会員より人手不足にともなう外国人在留資格「特定技

能」の活用に関する質問・意見が複数あり、全豆連事務局より全豆連が本年 2月より豆腐業界の

紹介・斡旋の窓口を開設しているのでお気軽にご相談いただきたい旨助言いたしました。 
 

国産大豆の需給動向についての取材に対応しました。 
去る 12月 12日（月）14：00～㈱日本農業新聞による豆腐業

界の国産大豆の需要動向に関する取材が行われ、全豆連の大石眞太

郎副会長、橋本一美専務理事が対応しました。令和 3年産大豆の

生産状況が先日公表（関連記事を後掲）されたことを受け、需要の

変化や消費者の傾向などについてヒアリングが行われました。 

 

 



林 芳正外務大臣はじめ豆腐議連三役を訪問 
＝ 全国豆腐業界政治連盟 ＝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国豆腐業界政治連盟では、本年 6月の（一財）全国豆腐連合会の役員改選に伴い、日本の

豆腐文化を守る議員連盟（豆腐議連）へのご挨拶を予定しておりましたが、新型コロナウィルス

感染症の拡大により見合わされておりました。 

去る 11月 25日（木）、感染者数も大幅に減少し緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が全

国解除となったことから、東田和久会長、大石眞太郎副会長、橋本一美全豆連専務理事と事務局

4名にて、折しも外務大臣に就任された林 芳正衆議院議員（豆腐議連会長）及び片山さつき参

議院議員（幹事長代理）、中川雅治参議院議員（同）及び山田俊男参議院議員（事務局長）を表

敬訪問致しました。 

「日本の豆腐を世界へ」を予てより提唱されておられる林議連会長より、世界に通用する豆腐

の基準策定について言及されました。また、山田事務局長からは、一連の原材料高騰に係る豆腐

業界の実情に触れられ、豆腐議連としても流通問題をはじめとし豆腐製造業の課題について所属

議員の勉強会を計画したい旨のご意見を拝聴しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「国産大豆に関する情報交換会」が開催されました。 
 

1２月２日（木）14：00 より、農林水産省におきまして標記会議が開催されました。 

このたびの情報交換会では、令和３年産大豆の生産状況が報告され

た後、全農・全集連より集荷・販売計画、日本特産農産物協会より

入札取引実施計画について説明があった後、各業界の需要動向が報

告され、当連合会より橋本一美専務理事が出席、対応しました。 

また、国産大豆に関する情報交換会分科会及び地方農政局・都道

府県における実需-産地の連携、大豆品種の育成動向（農研機構）、

国産大豆の安定供給に向けた取組（全農）について報告等が行われ

ました。 

また、全国穀物商協同組合連合会・林 英伸理事長より、2023年 4月よりの改正遺伝子組み換え表示

に関して、原料への適用はないものの大豆卸事業者として末端ユーザー等の混乱を避けるため、原料大豆

への表示例などの取組について説明され、情報共有いただきました。 

 
林外務大臣と外務省大臣室にて 

 
「さつきﾁｬﾝﾈﾙ」を配信している 

片山先生の議員会館事務所にて 

（左はご対応いただいた中谷秘書官） 
 

林大臣と東田会長 

 

標記議連事務局より、衆議院議員・土井  亨先生（宮城１区、自由民主党、

63歳）がこのほど豆腐議連に加盟されたとのご連絡をいただきました。土井先

生は、宮城県議会議員を３期務められた後、2005 年（平成 17 年）に衆議

院議員初当選、以来当選 5 回、国土交通副大臣、復興副大臣、国土交

通大臣政務官、衆議院・国土交通委員長、党・政務調査会財務・金融部

会長、党・国会対策副委員長の要職を歴任されておられます。豆腐業界

に格別のお力添えを賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。 

日本の豆腐文化を守る議員連盟（豆腐議連）新会員のお知らせ 

 

 



 

～  食品ロス削減へ向けて  ～ 
 

賞味期限は「おいしいめやす」、消費者庁が愛称を発表 
 

―賞味期限」は「おいしいめやす」、期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。― 
 

消費者庁は去る 10 月 30 日（食品ロス削減の日）、賞味期限の新たな「愛称」を発表しま

した。  

法令上の呼称や、商品に書かれる表示は「賞味期限」のままですが、今後は愛称を使ったポスタ

ーを小売店に掲示するなどして賞味期限の意味の浸透を図っていくとしています。賞味期限は

比較的劣化が遅い食品に表示され、期限が切れた後も科学的に安全に食べられるとされる可食

期間が残っていることが多い。意味を正しく理解してもらい家庭での食品ロス削減につながる

ような愛称をつけようと、消費者庁が 7～9 月にツイッターで募集しておりました（本報告で

も既報）。  

700 件を超える応募の中から、栗尾あゆみさん（静岡県）の「おいしいめやす」が消費者担

当大臣賞を、茂澄優（もずみゆたか）さん（同）の「たべごろ目安・のみごろ目安」が消費者

庁長官賞を受賞。ほかにも「期限」という言葉を使わない「まだ、捨てない Day」や「食べご

ろライン」など 7 作品が入賞しました。  

一般消費者も「消費期限」と「賞味期限」を混同し、同様に扱われるなど未だに誤認されている方も少な

くない期限表示ですが、この取り組みが食品ロス削減に寄与することが期待されています。 

 

豆腐保存プロジェクト 

クラウドファンディングにご協力を！ 
 

本年６月からのＨＡＣＣＰ制度義務化に伴い、我が国

固有の豆腐文化であります沖縄の「島豆腐（あちこー

こー）」が１９７２年（昭和４７年）の本土復帰時以来の２

度目の窮地に立っています。これは製品が５５℃を下

回ってから３時間以内に喫食すること、または速やか

に冷却し冷蔵することとされたためです。 

 

本来、“熱々”で提供することが「売り」であります島豆腐（あちこーこー）の新しい販売・流通形態

確立に向けて沖縄県豆腐油揚商工組合が中心となりプロジェクトを立ち上げ支援を求めておりま

す。沖縄の仲間達のため是非、皆様のお力をお貸しください！支援協力の詳細は下記まで！ 

 

 

https://a-port.asahi.com/okinawatimes/projects/shima-tofu/ 
 

≪ 照 会 先 ≫ 

あちこーこー豆腐保存プロジェクト事務局 
（TEL ０９８－８３４－３４０３ 沖縄県豆腐油揚商工組合内） 

☞
 

 

http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%AD%E3%82%B9.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC.html
http://www.asahi.com/area/shizuoka/
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81.html
https://a-port.asahi.com/okinawatimes/projects/shima-tofu/


「令和４年度 容器包装リサイクル法」 

再商品化実施委託単価公表、算定係数一覧 

 

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会臨時理事会で容器包装リサイクル法の令和４年度再商品

化実施委託単価、及び令和３年度拠出委託単価が決定され、（一財）食品産業センター環境委員会が令

和４年度算定係数（暫定値）を試算しましたのでお知らせいたします。 

 
 

 

 



令和３年11月 1日 ▶▶ 令和４年 １月３１日 

 

ノ ロ ウ イ ル ス 

食 中 毒 予 防 強 化 月 間 で す ！ 



新型コロナウィルス感染症に対する 

中小企業向けの各種支援措置が紹介されております。 
 

＝ 経済産業省 ＝ 
 

日本政府公式Ｗｅｂサイト「ミラさぽ plus」では、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりお困りの事業者に向けて同サイトにて各種情報提供を行っております。 
 

【公表情報】 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策 

をパンフレットにまとめました(令和 3年 10月 22日更新) 
 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00 

 

【公表情報】月次支援金について(令和 3年 10月 26日更新)(10/26) 
 

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html 

 

【公表情報】事業再構築補助金について(令和 3年 10月 28日更新)(10/28) 
 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html 

 

また、中小企業・小規模事業者向け相談窓口が設置されております。 

今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業

者を対象として全国の商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小機構、よろず支援拠

点、各経済産業局産業部中小企業課に相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けております。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お  知  ら  せ 
 

次号、全豆連報告ＶＯＬ.１６４と大豆近況ＶＯＬ.１５８は、 

新年１月上旬発行の会報「全豆連」第３４８号に収載致します。 
 

本年中のご支援・ご協力に厚く感謝申し上げますとともに、明年も旧に倍するご指導・ご鞭撻

の程宜しくお願い致します。 

冒頭でも触れましたが明年は４２０年振りの壬寅（みずのえとら（五黄の寅）の年、「陽気を孕

み、春の胎動を助く」、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれることを表

しているそうです。 

厳しい冬とも換言できる長かったコロナに打ち勝ち、会員各位及び豆腐業界にとりまして生

命力に溢れる希望に満ちた良い年となりますことをご祈念申し上げます。 

なお、全豆連事務局は、１２月２８日（火）午前終業、明年１月５日（水）始業となります。良い

お年をお迎えください。 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/sodan_madoguchi.html


豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■「マツコの知らない世界」油揚げ特集に、 

豆腐マイスターの工藤詩織さんが出演。 
人気バラエティ番組ＴＢＳテレビ「マツコの知らない世界」の油揚げ特集に、豆腐マイスターの工

藤詩織さんが出演しました。豆腐製品として２度目となる今回の出演では、油揚げの魅力やその

工程には大変手間がかかっていることなどを発信してくれました。スタジオには全国のお豆腐屋

さんの油揚げが並びました。撮影にご協力頂きました全国のお豆腐屋さんに感謝いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■豆腐丼チャレンジ２０２１「日本豆腐マイスター協会賞」が決定。 
 

日本豆腐マイスター協会賞(一般の部) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本豆腐マイスター協会賞 (豆腐屋さんの部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

豆腐の伝道師、続々誕生！豆腐マイスター/ジュニア 

豆腐マイスターは、現在 ４，２８０名 となりました。 
(高校生のジュニア豆腐マイスター824名を含む) 

 

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/ 

 
 

 
MovieDiner_sp さん 

（神奈川県） 

 
森村 芳枝さん 

（東京都） 

 

 
天野 友江さん 

（静岡県） 

 
㈲高橋食品さん 

（茨城県） 

 
㈱親父のガンコとうふさん 

（熊本県） 

 
上田とうふ㈱さん 

（京都府） 

mailto:tofupj@mytofu.jp
https://mytofu.jp/
https://mytofu.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 と、ちゃんと鳴ります！本物顔負けの音色♪ 
ラッパのミニ解説付き・個別包装、製造物責任（ＰＬ）保険加入済。 

（全長６.０㎝×最大幅２.５cm×最大厚さ２.０cm） 

価格￥５５０（税込・送料別） 
 

ご要望により、卸（1 ロット 100 個～＠￥495 税込・送料別）を始めました！ 

 


