
  

 

 

 

 令和４年 ２月 ９日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 

会 長  東 田  和 久 

 

１月は会報「全豆連」第350号の発行がありましたため、本号が新年最初の全豆連報

告です。改めまして本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

今度こそと心待ちにしていた第6回全国豆腐品評会・第10回ニッポン豆腐屋サミット

の開催ですが、新型コロナウイルス感染症・オミクロン株により両会合は今夏以降へ再

度の延期を余儀なくされることとなりました。 

急激な感染拡大により感染者数が全都道府県の過去最高値を更新し各地で「まん延防

止等重点措置」が発令され、品評会運営委員・サミット実行委員各位は再延期という苦

渋の決断をする事態となりました。今回のオミクロン株は重症化率こそ低いものの、第

１波～第５派とは比べものにならないほどの猛烈な感染力を持っており、東京都下でも

一日２万人を超え、再度テレワークに切り替わった企業もあり急速に人流が減少してお

ります。濃厚接触者数に至ってはもはや把握しきれない人数に達している可能性も否め

ず、企業・家庭に持ち込めば途端に事業や社会生活に深刻な影響をもたらすことは必至

であります。 

日本は丸2年にも及ぶ長いコロナ禍にありますが、明けない夜はございません。本年

も“撥雲見日”（はつうんけんじつ：立ちこめていた暗雲が払いのけられて光明がさし、前途に希望が持て

るようになること。）を願い共に乗り越えてまいりましょう！！ 
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品評会・サミットは 

今夏以降に開催が延期となりました。 
新型コロナウイルス・オミクロン株による爆発的な感染拡大により、来る 2 月 26 日

（土）～27 日（日）に予定されていた「第 10 回ニッポン豆腐屋サミット」及び「第 6 回

全国豆腐品評会」（本選）は、参加者各位の安全を優先し今夏以降に延期となりました。 

 

 

 

 

 

 

去る 1月 19日（水）14：00よりサミット実行委員会と品評会運営委員会の合同会議（Web併用）が急遽開催さ

れ、新型コロナウィルス感染症・オミクロン株による第 6波の影響により苦渋の決断が下されました。 

 
 

 

＝ 次頁より価格転嫁対策特集を掲載しております ＝ 



＝ 取引価格改定交渉に追い風 ＝ 

「（価格）転嫁円滑化会議」が開催されました。 
是非、豆腐業界を実例に！ 

 

令和３年１２月２７日（月）、総理官邸で「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑

化会議」が開催されました。 

この会議は中小企業が適切に価格転嫁を行い、適正な利益を得られるよう環境整備を図るための

もので、政府から岸田総理大臣、萩生田経済産業大臣、 山際新しい資本主義担当大臣、後藤厚生

労働大臣、斉藤国土交通大臣、若宮内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、知的財産担当)、木

原内閣官房副長官等が出席し、経済界から十倉日本経済団体連合会会長、三村日本商工会議所会

頭、森全国中小企業団体中央会会長他２２の業種別事業者団体の代表が出席しました。 

席上、岸田総理から、新しい資本主義では多様なステークホルダーの利益充実を目指しているが

中小企業の価格転嫁が課題である。 地域を支える中小企業が適正な利益が得られるよう、原材料

等の価格上昇を価格転嫁できることが重要であり、関係省庁から所管業種の取組状況を把握し対策

を講ずるとの発表があり、閣議了解の対策はパッケージで本年１月～３月を「価格転嫁に向けた集

中取組期間」とし、中小企業庁と公正取引委員会が価格転嫁円滑化スキームを作り、下請法と独禁

法による立入検査や実情把握を行って価格転嫁を支援する。関係大臣からも所管業界に対し、取引

先とのパートナーシップ構築、取引慣行や商慣行の是正などについて会員企業に周知されるよう要

請を行うので、価格転嫁について業界内を指導して頂きたい旨の協力要請がありました。 

全豆連ではこの一連の施策を千載一遇の機会として、食品業界初の適正取引推進ガイドラインが

策定されていながらも、事実上価格転嫁が極めて困難であることから、転嫁拒否事案発生の典型と

して豆腐業界を重点立入業種の対象にしていただくよう豆腐議連・関係省庁へロビー活動を行って

おります。 

「買いたたき」を明確化し厳しく認定 
＝ 公正取引委員会 ＝ 

 

公正取引委員会は 1 月 26 日、原材料費や人件費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映し

ない「買いたたき」について法律上の解釈をこれまでより明確にし、厳しく認定できるよう下請法

の運用に関する通達を改正しました。日本商工会議所が昨秋に行った調査によれば、中小企業の 8

割超が原材料費などの上昇によるコスト増加分を商品やサービス価格に反映できておらず、価格転

嫁が円滑に進まなければ経営体力が削がれ、賃上げも進まないため取引環境の適正化が一層欠かせ

なくなっています。 

下請法ではこれまで企業に極端に低い価格で発注したり、理由なく据え置いたりする行為など、

下請け企業が価格転嫁を求めたのに応じなかったケースを想定し「買いたたき」と認定して禁じて

きましたが、今後は発注企業側が価格交渉の場で明示的に協議することなく、従来どおりに取引価

格を据え置くこと、価格転嫁の要請に応じない理由を書面やメールで説明しない場合も新たに「買

いたたき」に該当するおそれがあると明示しました。これまで回答方法は例示されていませんでし

たが、口頭によるやりとりや悪しき取引慣行を是正し、取引の暗部に切り込んでいく狙いが垣間見

れます。公正取引委員会による優越的地位の濫用行為に対する一歩踏み込んだ対応が伺えます。 

（下記もご参照ください。） 

公正取引委員会 HP  www.jftc.go.jp 

違反行為情報提供フォーム（買いたたきなど違反行為が疑われる親事業者に関する情報提供フォーム）

https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=joho 

http://www.jftc.go.jp/
https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=joho


豆腐・油揚製造業の“適正取引推進ガイドライン” 

の改定作業が進められています。 
 

農林水産省では、豆腐・油揚製造業の標記ガイドラインを平成２９

年３月に食品業界で初めて策定・公表されました。このたび、食品製

造業全体を網羅した「食品製造業者・小売業者間における適正取引

推進ガイドライン」が令和３年１２月２７日に策定しました。また、これと

の整合性を図るため農林水産省より「食品製造業・小売業の適正取

引推進ガイドライン～豆腐・油揚製造業」についても一部改正を行い

たい旨の連絡がありました。 

主な改正個所は、①独禁法の運用上の留意点、②関係法規の追

記、③支払いサイト短縮の明確化、④相談窓口の追記、⑤消費税転

嫁に関する箇所の削除ですが、全豆連では、原材料・副資材等の高

騰の折、価格転嫁対策について意見を申し述べるとともにさらに踏み

込んだ実効性のある対策を豆腐業界として具申できないか検討して

います。 

 
 

       「事業復活支援金」の申請受付が開始 
 

新型コロナウイルス感染症拡大で売上が減少した事業者に給付する「事業復活支

援金」が１月３１日に申請受付が開始されました。締め切りは５月３１日で、専用ウェブ

サイトでの受付となります。 

同支援金は、２０２１年１１月から２０２２年３月のいずれか１ケ月の売上が、２０１８年

から２０２１年３月までのひと月の任意の同月と比べて大幅に減少した中小事業者が対

象となります。 

支援金の額は、中小事業者の売上規模や減少幅に応じて最大２５０万円、個人事業

主には最大５０万円が支給されます。（別添資料参照） 

詳しくは同支援金事務局のホームページまたは電話相談窓口をご活用ください。 
 

〇事業復活支援金事務局ホームページ  https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

〇電話相談窓口〈申請者専用〉     0120-789-140（受付時間 毎日 8:30～19:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノロウイルスに警戒を！！ 
 

新型コロナウイルス感染症を後目に食中毒を引き起こすノロウイルスによる感染性胃腸炎の症例が

例年になく増加しています。ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で

増殖し、おう吐、下痢、腹痛、微熱などを起こします。ノロウイルスは、感染力が強く、大規模な食

中毒などの集団発生を起こしやすいため注意が必要です。例年、１１月から２月頃に流行する傾向

にありますが、新型コロナウィルス感染症対策として用いられているエタノール（消毒用アルコール）に抵

抗性があり、予防対策としては手洗いの励行、加熱殺菌とともにノロウイルスを完全に失活化する方法と

しては、次亜塩素酸ナトリウムや亜塩素酸水が有効です。子どもや高齢者は重篤化することがありま

すので特に注意が必要です。また、ノロウイルスにはワクチンがなく、治療は輸液など医療機関で

の対症療法に限られますので予防対策の徹底をお願い申し上げます。 

 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/


豆腐業界概況調査/結果概要 
 

 

一連の原材料高騰や改正食品表示法への対応について令和３年１２月に会員・関係各位にご協力をお願

いしました標記調査結果についてご報告いたします。 

 

 

Ⅰ．原材料及び原油価格をはじめ豆腐製品の製造コストが高騰しております。貴社の対応策について

お聞かせください。（複数回答あり） 
 

☐製品の全部または一部の価格改定を行った・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38.5％ 

→平均約 1～5%の値上げ・・・40.0％ 

約 5～10%の値上げ・・・60.0％ 
 

☐新製品への切り替え・量目変更により対応した ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7.7％ 

☐コストアップ分は自社で吸収した（生産性の改善やコストダウン等）・・・・・・・・・・・・26.9％ 

☐特に対策は講じていない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26.9％ 

理由☞ ・2022年度に価格改定・量目変更を実施予定 

・令和 4年 3月の値上げの交渉を 12月より開始している 

・3月頃に 10％値上げを予定している 

・来年度に改定 

・他社の価格が上がっていないため 

・様子見 

 

 
 

 

 

Ⅱ．本年６月にＨＡＣＣＰが義務化されました。貴社の取り組み状況をお聞かせください。 
 

☐対応済である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87.0％ 

☐現在導入を行っている段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.4％ 

☐制度がわからない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.0％ 

☐対応していない・できない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.0％ 

 

☐製品の全部または

一部の価格改定を

行った。

38.5％

☐新製品への切り替え・

量目変更

7.7％

☐コストアップ分は自社で

吸収した（生産性の改善や

コストダウン等）

26.9％

☐特に対策は講じていない。

26.9％

製造コスト高騰への対応



 
 

Ⅲ．明年４月には新しい原料原産地表示制度への対応が求められます。貴社の準備状況についてお聞

かせください。 
 

☐既に対応済みまたは 3月までに完了する予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95.6％ 

☐社内で検討している段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.0％ 

☐制度がわからない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.4％ 

☐対応していない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.0％ 

 

 
Ⅳ．再来年の令和 5 年 4 月からは遺伝子組換え表示の任意表示が改正されます。貴社の方針をお聞

かせください。 
 

① 任意表示は行わない方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.0％ 

② 任意表示を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84.0％ 

☐「遺伝子組換えでない」表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40.0％ 

☐分別流通管理がされた旨の表示に変更予定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.0％ 

☐現在検討中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.0％ 

☐制度がわからない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.0％ 

☐対応済である

87.0%

☐現在導入を

行っている段階

13.4%

☐制度がわからない

0.0%
☐対応していな

い・できない

0.0%

HACCPの対応状況

☐既に対応済みまたは3月

までに完了する予定

95.6%

☐社内で検討し

ている段階

0.0%

☐制度がわから

ない

4.4%
☐対応していない

0.0%

原料原産地表示への対応



 
 

Ⅵ．ご意見・ご要望等についてお聞かせください。 
 

・２０２０年産北米大豆が大幅に高騰したため、２０２１年３月から値上げの準備を始め、７月以降順次改定

させてもらったが、大豆価格上昇分の一部しか転嫁できていない。その後も食用油価格大幅上昇、原油

価格高騰に伴い電気料金、天然ガス価格、運送料金、容器・フィルムなども今後軒並み値上がり必至だ

が、今のところ再値上げできる見通しは立っていない。 

・各県、地域の販売価格・実勢価格や各メーカーのコストダウンの取り組みなどの参考例があれば良い。 

・原材料・原油価格の高騰が続くと、2回目、3回目の値上げを実施することになります。 

・令和 3年 4月より一部値上げを実施したが、その後の原料・資材の値上げ分は自社で吸収している。 

・月が替わる毎に原料が高くなってきており、個々に交渉するのが難しいので全豆連が主になって製品価

格値上げの打開策を講じて欲しい。 

・新しい遺伝子組換え表示は消費者にとって分りにくいと思う。是非、消費者・事業者双方にとって分りや

すい表示にしていただきたい。 

・大豆・豆腐の健康食品としての素晴らしさをもっとメディアで取り上げて欲しい。 

・豆乳などは大手だけの PRになっている気がする。 

☐任意表示は行わない方向

16.0％

☐「遺伝子組換えでな

い」表示を行う

40.0％

☐分別流通管理がされ

た旨の表示に変更予定

24.0％

☐現在検討中

16.0％

☐制度がわからない

4.0％

遺伝子組換え表示（任意表示）への対応

≪ 総 括 ≫ 
 

これまでも幾度となく原料大豆価格の高騰が起こり、豆腐製造事業者はその都度、対応に追われまし

たが、今般の調査結果では原材料・副資材の高騰に加え原油価格や食用油の高騰に対しての相当な

危機感が顕在化し、製品価格の改定に向けた積極的な取り組みが伺われるものの、依然として 50％を

超える事業者が自社でコストアップ分を吸収または対策が講じられていないという回答結果となりました。 

価格改定交渉は道半ばの事業者も多く散見されることから、今後の動向に注視していくことと、この調

査結果を基に政府が打ち出した価格転嫁円滑化に向けた施策に対して全豆連として実情・窮状を伝え

ることの重要性を感じます。 

また、併せて尋ねた新食品制度への対応につきましては、昨年 6月に義務化された HACCP、本年 4

月の改正原料原産地表示に関しては概ね対応・準備が進められている様子が伺われましたが、令和 5

年 4月からの改正遺伝子組換え表示については、16％が任意表示を行わず、84％が任意表示を行う

と回答しておりますが、そのうち引き続き「遺伝子組換えでない」と表示を行うとの回答が 47.6％と高い

数値を示していることから、同制度の理解及びこの表示を行う場合の新制度における要件（公定法により

遺伝子組換えの混入がないこと）が満たされているかどうかについて注視していくことが必要です。 



東京外国語大学の映画制作に協力しています。 
 

東京外国語大学（多文化共生学生自主企画）では現在、ドイツと日本の大豆生産と消費の比較、そして大豆

に着目したよりサステイナブルな食文化を広めていくことを目的とする短編映画を作製しています。 

同大学では、「大豆加工製品は日本の食文化に浸透し食卓には欠かせないものになっており、また、加工

方法も多岐にわたり日本の大豆加工製品に魅力は絶えません。代表的な例として大豆加工製品には豆腐

があり、その豆腐はドイツでは BIO（オーガニック）という名のもと、「環境や身体に優しい食品」というイメージ

で”TOFU”が食べられていますが、味や食感は日本のそれとは全く異なっており、ここに明確な食文化の違

いが存在しています。豆腐をはじめとした日本の伝統的な大豆の生産・消費の方法と、環境大国ドイツの生

産・消費方法を概観することでよりサステイナブルな食文化を送出できるのではないかと考えております」と

の主旨から取材・撮影にご協力することとなり、このほど全豆連・東田和久会長と関東豆腐連合会・小野篤人

理事（㈱染野屋/代表取締役社長兼 CEO）にご対応いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

参議院議員 山谷えり子先生が来所 
 

1 月 11 日（火）、全国豆腐業界政治連盟よりの推薦の御礼を兼ね、参議院

議員の山谷えり子先生が全豆連に来所されました。豆腐議連の総会にも積極

的にご参加いただいており、同日も現在、豆腐業界が抱える課題・問題に関

して意見交換させていただきました。山谷先生は出版社勤務の後 TV レポー

ター・ニュースキャスター・コメンテーターを務められた経験を活かされ政

界入りされ内閣・党の要職を歴任されておられます。本年 7 月の第 26 回

参議院議員通常選挙・比例区で 4 選目を目指されます。 

 
 

～ 未来を切り拓く「新しい資本主義」に期待 ～ 
 

岸田総理は「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい資本主義を実現して

いくため、内閣に新しい資本主義実現本部を設置しその実現に向けたビジョンを示し、具体化を進めるための新しい

取り組みを行っております（前述）。 

過日の衆議院予算委員会でこの「新しい資本主義」について近江商人の売り手良し・買い手良し・世間良しの“三

方良し”や、渋沢栄一氏が唱えたカネ、モノ、ヒト、知恵などを結集し公益を追求するという使命や目的を達成する

「合本主義」といった日本が育んできた企業経営の伝統を有する思想に触れられる一幕がございました。 

渋沢氏は「日本資本主義の父」と言われますが、自身は実は「資本主義」という言葉を一度も使ったことがなくいわ

ゆる資本主義とは一線を画した経営哲学を持ち、著書「論語と算盤」の中でも経済の話でありながらも道徳や倫理に

ついて説いており、まさに“士魂商才”、＜正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができない。した

がって論語と算盤を一致させることが今日の大切な務めである＞「永続」のためには「道理」が必要だと言っています。 

1980 年以降の自分勝手な利益優先の考え方が格差や分断を起こし、イデオロギーの違いや革命を生むといった

資本主義の弊害に対して、「公益」とは広く社会全体に寄与することも意味しますが、換言すれば“ある社会を構成す

る人達の共通の利益”＝“みんなのためになること”でもあり、事業を起こす、ビジネスを始めるにあたっての原点回帰

にも言及しています。 

コロナ禍の昨今、法人の１/３は赤字と言われている中、適正な利益を得るにも厳しい環境ではありますが、豆腐業

界ももうかれこれ１00 年も不当廉売や過当競争が取り沙汰され続けております。そろそろ市場や競争に社命を委ね

るのではなく、「業」について向き合い官・民一体となって共生できる持続可能な社会（業界）を創っていく必要性を感

じます。原燃材料が高騰し多くの食品・製品の価格転嫁が進む中、豆腐製品だけがその潮流から取り残されるのだ

けはご免です。 

 

  



豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■豆腐マイスター勢藤優花さん、北京オリンピックに出場！ 

ノルディックスキー・ジャンプ女子日本代表、豆腐マイスターの勢藤優花(せとうゆうか)選手が北京オ

リンピックに出場しました。 

勢藤優花選手の Instagram    https://www.instagram.com/yu.__.ka2/ 
海外遠征へ行った際、食で悩んだこともあり、そんな中、北海道札幌で開催される豆腐マイスター認

定講座開催を見て、受講してくださいました。勢藤優花選手は高梨沙羅選手と幼馴染で同級生だそう

です。今回、平昌オリンピックに続いて 2 大会連続の出場となりました。大会前には豆腐マイスターの

皆さんから応援メッセージを募りお届けしました。結果は１４位と健闘。本番ではとても素敵なジャンプ

を見せてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■食育油揚げマイスター認定講座の開催を決定 
豆腐マイスターを取得した方から、家庭で油揚げをつくれるようにならないか、との問い合わせがあり

ました。なかなか難しいことでしたが、全豆連会長でもある久在屋の東田社長にご指導いただき、約２

年かかりましたが、食育の場やご家庭で大豆から油揚げがつくれるようになる『食育油揚げマイスタ

ー』認定講座が完成しました。揚げたての油揚げを食べて、油揚げの魅力を多くの人に知ってほし

い！というのがこの講座の主旨です。 

初回日程は、福井の谷口屋さんが来て油揚げを揚げる実演をしてくれて、揚げたてが食べられる特

別な講座！となりました。基本的には豆腐マイスター受講者向けのスキルアップ講座ですが、一般の

方も受講可能です。テキストの作成にご協力頂いた皆様、ありがとうございました。 
 

≪第１期日程≫ 
 

①３月  ４日(金)東京  ※満席キャンセル待ち 

②３月 ６日(日)大阪 

③３月１３日(日)名古屋 

④３月２０日(日)東京  ※満席キャンセル待ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４,３３２名 となりました。 
(高校生のジュニア豆腐マイスター842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/ 
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 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！ 

 


