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 令和４年 ４月 ８日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 

会 長  東 田  和 久 
 

豆腐議連幹事長・片山さつき参議院議員が同席、 

令和３年度第３回理事会が開催されました。 

「成長と分配の好循環の実現」を掲げる政府は、３０年に亘って横ばいの状態にある賃金水準を引き

上げるためにも、原材料等の高騰に対する円滑な価格転嫁が不可欠としています。企業がイノベーショ

ンよりも経費削減や値下げに競争力の源泉を求め続けた結果、経済全体に縮小均衡が生じていると

し、企業がアニマルスピリッツを取り戻し、付加価値の高い製品・サービスを創出することによりマークア

ップ率を高めることを期待されています。 

豆腐業界の喫緊の課題となっている価格転嫁問題については、先に取り纏められた「転嫁円滑化施

策パッケージ」を踏まえ、更なる取引の公正化を推進するため公正取引委員会が新たに策定した「令和

４年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」により、下請取引や買いたたきなどの優越的地位

の濫用に対する取締まりを強化、下請Ｇメンの倍増や緊急調査の実施、昨年９月に設置した「不当なし

わ寄せに関する下請相談窓口」（☎０１２０－０６０－１１０（平日 10：00～17：00）、通常の取引について

も対象、半年で既に５,３２１件の相談が寄せられています。）の運用などにより監視体制を強化すること

としています。同委員会では、「価格転嫁交渉の事前相談や協議が難航している場合、不当

な対応を受けた場合などは、匿名でも結構ですので遠慮なくご相談いただきたい」と呼び

掛けています。声を発しなければ、豆腐業界は”価格転嫁について何ら問題のない業界”と曲解され

かねません。是非、恐れず、怯むことなく事業者各位の声をお届けください！ 
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豆腐議連新幹事長 

片山さつき参議院議員 

が一時間半に亘って同席されました。 

公正取引委員会が「令和４年中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」を策定、

豆腐業界が優越的地位の濫用に関する緊急調査対象に！ 

➡
 次頁に続く 



令和４年１月より全都道府県に発出されていた新型コロナウイルス感染症に係る「まん延防止等重点措

置」が同３月２１日に全面解除となった令和４年３月２３日（水）１４：００より、標記理事会が開催されました。 

久々の理事全員対面による理事会となり、会議では公益法人制度上の義務となる業務執行状況報告及

び定款第７条に定める令和４年度事業計画（案）、収支予算（案）及び喫緊の課題等について検討されまし

た。引き続きコロナ禍の先行きが不透明な折、原材料・副資材の高騰に対する価格転嫁問題も生じてお

り、更にはロシアによるウクライナ侵攻の影響で混迷が続く経済環境下、今後の全豆連・豆腐業界の活動、

方向性について意見交換が交わされました。 

理事会は司会者より当日の出欠状況確認後、定款第３２条の規定により有効に成立している旨が告げら

れた後、東田和久会長が挨拶、続いて定款第３１条の規定に従い会長が議長に着任し議案審議が行われ

全議案が可決承認されました。議案審議の概要は下記のとおり。 
 

第１号議案/業務執行状況報告について 

橋本一美専務理事より、第２回理事会（令和１１月２４日開催）以降の会員の加入・退会状況

及び第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延期、原材料等の高騰に対

する対応、新食品表示制度等への対応（本年 4 月より対応が求められている原料原産地表示、

2023 年（令和 5 年）4 月より施行される改正遺伝子組換え表示、既に運用が求められている

HACCP に沿った衛生管理のフォローアップ）、特定技能（在留資格）実習生の斡旋・仲介、農

林水産省による「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」の実施協力、豆

腐油揚類製造業に関する開業支援活動の実施、会報「全豆連」及び「全豆連報告」並びに「大豆

近況」の発行、各種刊行物・広告宣伝ツール等の頒布及び全豆連 HP・Facebook の活用、各種

情報・参考資料の配布、各種実態調査実施及び行政庁からの調査要請への協力、全豆連ビルの管

理・運営（テナントの異動、施設の改修・補修等、防災・環境・安全対策等）、渉外・庶務事項

（日常業務に係る庶務事項（会合・来客・訪問・打ち合わせ等（抜粋））、渉外・庶務事項など

に関して報告致しました。詳細は後日、事業報告書に掲載しお届け致します。 
 

ここで公務ご多忙の中をご同席いただいている豆腐議連幹事長・片山さつき参議院議員

を交え、第 4 号議案の最初に予定していた現下の懸案事項の一つとなっている原材料・

労務費・エネルギーコスト上昇に係る価格転嫁問題について、政府が策定した「パートナ

ーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に掲げる価格転嫁が豆腐業

界においては進んでいないことから、全豆連に寄せられている声を事務局より報告した

後、理事・監事・相談役より国、行政への要望が述べられました。 

これに対して片山先生より、具体的な解決の糸口についてご意見・アドバイスがあり、

さらに、豆腐議連を通じて関係行政庁への働きかけをお願いするとともに、スーパー・ド

ラッグストアの対応や学校給食における食育に対する姿勢、国産大豆の増産、更には豆腐

業界が内に抱える課題についてもご相談申し上げ、長く続く業界体質の改善に向けて一矢

報いたい思いを余すことなくお伝えしました。 

 

第２号議案/令和４年度事業計画（案）について 

標記について、橋本専務理事より基本方針について触れた後、本連合会の基幹事業である三事

業、振興調査事業・教育情報提供事業・宣伝普及事業及び共済事業、賃貸事業について説明が行わ

れました。具体的には、 

１．振興調査事業 

①適切な価格転嫁の円滑化に向けた活動の強化、②豆腐の表示に関する公正競争規約に認定に



向けた活動等の推進、③開業支援活動の実施、④人材確保支援活動の取り組み。 

２．教育情報提供事業 

①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開催、②機関紙の質的向上。 

３．宣伝普及事業 

①マスコミ等の取材への迅速・正確・丁寧な対応による豆腐の消費拡大への貢献、②豆腐業界

イベント等のプレスリリース等パブリシティの充実、③全豆連ホームページの充実、④「豆

腐読本」、冊子「豆腐」、「豆腐売りのラッパ」、ＤＶＤ「お豆腐屋さんのこだわり豆腐」

等オリジナルグッズの販売への注力。 

４．共済事業、５．賃貸事業については、引き続き従前同様遂行していくこととされました。 
 

第３号議案/令和４年度収支予算書（案）について 

事務局より公益法人会計基準に沿って令和４年度の収支予算書（案）の説明に続き、コロナ

禍のためのギリギリの運営を余儀なくされていることから、財源確保及び会員の新規加入促進

などについて要望され、意見交換が行われました。 

第４号議案/その他 

①原材料・労務費・エネルギーコスト上昇に係る価格転嫁問題（前述、略） 

②ブータン王国からの「De-suung Skilling Program（DSP：さまざまな分野での短期トレー

ニングのシリーズでブータンの若者に割り当てられている教育的資格）」への支援協力要請

及び、ロンドン・ロサンジェルス・サンパウロに設置されている外務省の海外発信拠点

「JAPAN HOUSE」における世界に向けた“日本の豆腐製品”のプロモーション提案 

 

 

 

 
 

豆腐議連新事務局長・馬場成志参議院議員をはじめ諸先生と相次いで会見 
 

日本の豆腐文化を守る議員連盟（豆腐議連）の諸先生より原材料費等の高騰に関してこのところ頻繁にご連絡

を頂戴しております。事務局では遅々として進まない価格転嫁対策の他、豆腐業界の実情を豆腐議連新事務

局長・馬場成志参議院議員をはじめ諸先生方にお伝えし精力的に意見交換・ロビー活動を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱日本農業新聞の取材が行われました。 

 
３月１８日（金） 

衆議院議員 泉田裕彦先生 

（北陸信越 B） 
 

泉田先生は以前、全豆連が締結した消

費税の価格転嫁カルテルの際に奔走さ

れました。現在、国土交通・内閣府・復興

の各大臣政務官を努められております。 

 

 
３月２２日（火） 

衆議院議員 井野俊郎先生 

（群馬２区） 
 

井野先生は弁護士資格をお持ちで登竜

門とされる自民党の青年局部長を歴

任。群馬県下の豆腐製造事業者を視察

されるなど、豆腐業界にも大変関心をお

持ちです。 

3月 31日（水） 

参議院議員 馬場成志先生 

（熊本県） 

豆腐議連の新事務局長にご就任された

馬場先生は現在、参議院外交防衛委員

長をされておられますが、ウクライナ問

題の渦中、公務の合間を縫ってご対応

くださいました。 

「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～」 

が改定されました！令和 4 年３月改定版を同梱しております。 



 

第３回理事会に先立ち同日 13：00 より、原材料高騰に関する価

格転嫁問題等を巡る取材に全豆連・青山 隆相談役にご対応いた

だきました。高騰する原料、副資材、揚げ油をはじめ燃料費や人件

費、運賃など、豆腐製造業を取り巻く厳しい環境が伝えられました。

２０２１年産輸入大豆の入荷が大幅に遅れていることや、ウクライナ

情勢をめぐる地政学リスクにより大豆や大豆油も連動して買われ、

今後の在庫ひっ迫が懸念されております。輸入大豆が不足となれば

国産へのシフトによる価格高騰の影響も考えられます。㈱日本農業

新聞にも警鐘を鳴らす取り組みにお力添えをいただいております。 

 
 

内閣府・公正取引委員会・中小企業庁・農林水産省 

より豆腐製造業界へのヒアリング（Ｗｅｂ）が行われました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

政府が令和３年１２月、中小企業が原燃材料・副資材高騰などによる適切な価格転嫁を行い、

適正な利益を得られるよう環境整備を図るための施策を打ち出したことで、全豆連では去る３月２

日、農林水産省のヒアリングに対し意見を提出するとともに日本の豆腐文化を守る議員連盟（豆腐

議連）と連携して流通問題の縮図ともいえる豆腐業界の実情を訴える活動を行っておりました。 

これを受けて同３月１６日（水）に内閣府・公正取引委員会・中小企業庁・農林水産省より改めて

ヒアリングが行われ事情が聴取されるとともに、遅々として価格転嫁が進まない豆腐業界の実情

について４０分に及び意見を申し述べさせていただきました。長引く新型コロナウイルス感染症の

影響やロシアによるウクライナ侵攻が勃発したことで更なる原材料や燃料、副資材等の高騰も懸

念されることから警戒を強め、引き続き価格転嫁対策に関する情報の収集に当たってまいります。 

席上、価格転嫁が難航している事業者におかれては、交渉段階より「下請かけこみ寺」が相談に

応じることが伝えられ、是非活用して欲しい旨勧奨がありました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＝ 全豆連新会員のご紹介 ＝ 
 

このほど新規にご加入された会員をご紹介申し上げます。全豆連の活動に深いご理解とご協力をお寄せいた

だきましたことに厚く感謝申し上げますとともに、共に豆腐業界の振興・発展に寄与したいと存じます！ 
 

               《一般会員》                 【敬称略】 
 

オーケー食品工業㈱ （大重年勝 代表取締役社長/福岡県） 



 

新しい原料原産地表示制度への移行はお済みですか！？ 
 

会員各位におかれましては既にご高承のこととは存じますが食品表示基準の改正

に伴い本年 4 月 1 日より原料原産地表示が新制度となりました。 

一般加工食品の場合、加工食品に占める重量割合が 1 位の原材料（豆腐であれば“大豆”が該

当）が対象で、原産地が複数の場合には国別重量順（製品に占める重量割合の高い順に国名を表

示）となり、（注：国産大豆使用の場合でも記載が必要となります。）「又は表示」も可能とさ

れます。詳しくは先にお届けした「新しい原料原産地表示制度ｰ事業者向け活用マニュアルー」を

ご参照のうえ今一度ご点検ください！！ 

 

外国語大学制作の映画 

が海外映画祭にノミネートされました。 
 

東京外国語大学が制作した映画「Für unser Morgen-わたしたちの明日のために」（既報）が、

イタリアのペルージャ外国人大学主催の短編映画祭に出品、ノミネートされました。下記が映画

の紹介ページになります。全豆連・東田和久会長、関豆連・小野篤人理事が出演されております。 

https://sites.google.com/view/award-cinema-anima-latina/short-films/f%C3%BCr-

unser-morgen?authuser=0 
基本はオンラインでの開催となるのですが、投票機能があり、投票数が多かった映画に関して

は現地で上映される機会を頂けるとのことです。ぜひ本映画を多くの人に見ていただくために、

ご投票いただけましたら幸いです。（手順：上記 URL をクリック→ページ下部の「VOTE FOR 

YOUR FAVORITE SHORT FILM HERE」をクリック→一番下にある「Für unser Morgen」

を選択） 

また、上記映画祭出品などに関して一部を変更する必要があったため、再度編集して YouTube

にアップしなおしました。新しい URL はこちらになります。 

https://www.youtube.com/watch?v=i6x5JUNaQIo 
 

≪ 以前の動画は現在非公開の状態となっているためご留意ください。≫ 

 

アメリカ大豆輸出協会（ＵＳＳＥＣ） 

が海外に向けた の紹介動画を制作 

 
アメリカ大豆輸出協会（西村允之日本代表/全豆連賛助会員）では、このほど、海外向けに「日本の豆

腐」を紹介するビデオを制作、完成し配信スタートしました。これは海外の豆腐業界からのリクエストに

応えたもので１２分５８秒の長編です。以下より是非ご高覧ください。制作・著作は USSEC・USSOY、日

本豆腐協会が監修に当たっております。 

https://www.youtube.com/watch?v=K84awH6NGyk 

https://sites.google.com/view/award-cinema-anima-latina/short-films/f%C3%BCr-unser-morgen?authuser=0
https://sites.google.com/view/award-cinema-anima-latina/short-films/f%C3%BCr-unser-morgen?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=i6x5JUNaQIo
https://www.youtube.com/watch?v=K84awH6NGyk


「豆腐干」に熱視線！！ 
 

近年では世界からも植物性たん白食品に大きな注目

が寄せられていますが、市民権を得つつある大豆ミー

トに加え、知る人ぞ知る「豆腐干」（トウフカン、干

豆腐（カントウフ））が日本で“新食材”“ヘルシー

食材”として注目されています。中国・台湾で古くか

ら用いられてきた食材で、豆腐を圧搾し 60％程に脱水

したもので軽く乾燥し麵状にカットしたものを豆腐干

絲（トーカンスー）と呼び、豆腐麵の標記でも流通し

ています。2021 年の販売数量は対前年比 3 倍のペー

スで伸長しています。 

高たんぱく・低糖質でそばやうどん、パスタとも異なる食感があり消費期限も長く、冷凍・冷蔵

保存が効くことで、これらの麺の代替の他、サラダ、鍋ものの“シメ”にも用いられるようになっ

てきました。中華麺と比較し、糖質量は 90％オフ、タンパク質量は 3 倍以上と言われ、SNS な

どでもトレンドとなりつつあります。 

動物性たん白である畜肉が大豆など植物由来の原料を用いたプラントミートに代わり、牛乳がオ

ーツやアーモンド、ココナッツを原料とするミルクに代わり、麺類に代わって機能性と汎用性の高

い大豆由来の「豆腐干」が台頭する日もそう遠くないかもしれません。 

 

 

新たに「あけぼの大豆」を地理的表示として登録 

＝ 農林水産省 ＝ 

地理的表示（GI）保護制度（根拠法：特定農林水産物等の名称の保護に関する法律）は、地域で

長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称

を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。地理的表示法に基づき

このほど、山梨県中巨摩郡身延町の「あけぼの大豆」が新たに登録されました。現在、登録

されている地理的表示は 119 産品となっております。 

 
大豆（第 1類農産物類穀物類）では、登録番号 NO.29の「くろさき茶豆」（新潟県新潟市）、NO.78の「佐用

もち大豆」（兵庫県佐用郡）に続き 3例目となります。ちなみに豆腐製品（第 16類豆類調整品類）では、

NO.65の「岩出山凍り豆腐」（宮城県大崎市）が登録されております。 

 

 



回  想 
 

原材料高騰や不当廉売問題に触れるたび、平成 27年 12月発行の全豆連報告 VOL.91に収載した記

事（下記、再掲）が思い返されます。 

国有地から発見された石碑に刻まれた内容によりますと、昭和 12年の盧溝橋事件を発端とする支那事

変（後に大東亜戦争に改称）頃より豆腐製造事業が当該問題に苦慮されており、これに果敢に立ち向かわ

れた先達の苦労が記されており、以後、努力も空しく原材料高騰や不当廉売問題は８５年もの間豆腐業界

を翻弄し続けています。 

今、原油をはじめとする国際商品市況は幅広く高騰しており、昨年の国内企業物価指数は原油価格（Ｗ

ＴＩ）が過去最高値を記録した２００８年を上回る水準にまで上昇、国は挙げて価格転嫁対策に向けて乗り出

しておりますが、なんとかこの機会に長きに亘り引き続く課題解決に一歩でも前進したいと思いますが、業

界の皆様のお考えはいかがでしょうか？是非、お聞かせください。 

 

業界の乱売競争阻止に奔走、戦前より業界の発展に尽力、 

「田中俊二氏 功績顕彰碑（石碑）」 
が国有地から発見されました！ 

 

平成２７年１０月２８日、中国財務局山口財務事務所下関出張所から全豆連に連絡があり、山口県

下関市内の国有地に蔦（つた）に覆われた古い石碑が建立されているとのこと。刻まれている内容を

紐解いてみますと、田中俊二氏は、統制経済下にあった昭和１０年、８０年を経て今もなお続く豆腐業

界の乱売競争や原料調達問題など当時の斯業の事業環境を憂い下関市豆腐商業協同組合・山口県

豆腐商業組合の設立に尽力、支那事変（注：昭和１２年に勃発した日中間の戦争）に遭遇するや有志

により共同作業所を創設するなど不屈の信念を以て業界の発展に貢献されたとあります。 

同氏は全豆連の前身組織であります全国豆腐商業組合連合会（昭和 14年創設）の臨時総会にお

いて理事に選出されその名を連ねられております。大変古い話であり現在では存続する環境もなくそ

の全貌を後世に留め置くことは困難となっておりますが、先人の功績を讃え遺訓として全豆連にその

関係資料を遺すとともにここにご紹介致します。 

 

 
 

石碑は高さ５メートル、幅２メートル、厚みが７０センチにも及ぶ巨大なものです。 

 

 
 



「買い物困難者」が増加、問題が顕在化 
～令和３年度「食料品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート結果～ 

 

＝農林水産省＝ 

 

農林水産省は、全国の市町村(東京都特別区を含む。)を対象に、食料品の購入に不便や困

難を感じている住民、いわゆる「買い物困難者」への対策に関する食アンケートを実施して

おり、この問題の現状分析の一環として、このほど結果を取りまとめ公表しました。 

近年、高齢化の進展や食料品小売店数の減少等の社会・経済構造の変化によって、中山間

地はもとより都市部でも、食料品の購入に不便や困難を感じる「食料品アクセス問題」が顕

在化しつつあります。また、コロナ禍において、外出自粛により食料品の購入に影響が出た

ことが「買い物困難者」の増加及び顕在化に繋がっております。 

これらの問題は、単に商店街の衰退や地域公共交通の機能低下といった側面を有するだけ

でなく、食料の安定供給の確保という食料安全保障の観点からも、効果的かつ持続的な対策

が求められています。 

 

＜調査結果概要＞ 
 

対策の必要性と背景 

1. 回答市町村のうち、1,043（86.4％）市町村が何らかの対策が必要と回答 

2. 対策を必要とする背景として、規模にかかわらず「住民の高齢化」、「地元小売業の廃

業」を挙げる市町村の割合が高く、「郊外への大規模量販店の出店」を要因とする回答が

増加傾向。小都市部においては「公共交通機関の廃止等のアクセス条件の低下」、「運転

免許証の自主返納者の増加」が大都市部と比較して高く、大都市部においては「助け合い

などの地域の支援機能の低下」が小都市部と比較して高い 

3. 市町村または民間事業者のいずれかで対策が実施されている割合は 91.6％であり、昨年

度に引き続き 90％以上となった 

行政による対策の実施状況 

1. 対策を必要とする市町村のうち、73.4％の市町村で何らかの対策を実施しており増加傾

向である 

2. 対策の内容は、中都市・小都市では「コミュニティバス・乗合タクシーの運行等に対する

支援」が最も多く、大都市では「宅配、御用聞き・買い物代行サービス等に対する支援」

が最も多い 

3. 対策の実施手法は、「民間事業者等への費用補助や助成等の支援」、「民間事業者等への

業務運営委託」が多い 

4. 対策によりカバーできている割合は「30～60％程度」と答えた市町村が 31.0%と最も

多い 

民間事業者による対策の実施状況 

1. 対策を必要とする市町村のうち、民間事業者が参入している市町村は 70.9% 

2. 「移動販売車の導入・運営」が増加傾向で、「宅配、御用聞き・買い物代行サービス等」

が減少傾向 

3. 実施主体の民間事業者の組織は、「株式会社などの営利団体」、「生協や協同組合など」

の割合が高い 

 

 

食料品アクセス（買い物弱者・買い物難民等）問題ポータルサイト 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/access_genjo.html 
 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/access_genjo.html


豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■ＮＨＫ/ＢＳの「晴れ、ときどきファーム！～「豆から手づくり!究極の絹ごし

豆腐」レシピ・おからもち・豆腐チゲ～」の番組制作に協力しました。：  
 

番組の舞台は里山にある古民家。長野博さん、村上知子（森三中）さん、滝沢沙織（女優）

さんの 3 人が畑で野菜を育てながら、四季折々の暮らしを楽しんでいます。とれたての旬の

味覚は最高！食材のおいしさをいかすアイデアを 3 人で出し合い、里山の魅力を暮らしに取

り入れています。 そこには、明日の暮らしをワンランクアップさせる秘けつがいっぱい！ 

豆腐マイスター工藤詩織さんが、Ｖ６長野さんとワンツーと絹缶を使った本格的な絹ごし豆腐づくりに

挑戦しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4 月 12 日 ＮＨＫ「あさイチ」にも、日本豆腐マイスター協会理事 山口はるの先生が出演する予定です。 
 

■食育油揚げマイスター認定講座、3月 13日名古屋・3月 20日東京で開催。

今後、各地で開催する予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 ４,４０４名 となりました。 
(高校生のジュニア豆腐マイスター905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！ 

 


