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令和４年１０月２９日（土）～３０日（日） 

千葉市・幕張国際研修センターにて開催決定！！ 

 
第９回ニッポン豆腐屋サミット㏌岡山（前回）の様子 

（令和元年 10月 26日（土）～27日（日）） 

 
第５回全国豆腐品評会（前回）・受賞式 

（令和元年 10月 27日（日）於：岡山県） 

☞
 

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査 

が開始されます！！ 
全豆連より豆腐業界を対象業種としていただくよう要望しておりました大規模な標記調査が行われます。

原材料費や労務費、エネルギーコストの上昇分の転嫁拒否が疑われる業種を対象としており、優越的地

位の濫用の実態を浮き彫りにします。是非この機会に貴事業所の窮状をお訴えください。なお、調査票が

未着の事業者も下記特設ページより調査に参加が可能です。 

（緊急調査に係る特設ﾍﾟｰｼﾞ：https://www.jftc.go.jp/partnership_package/kinkyu/chosa.html） 

 

 
 

お知らせ 

今月の大豆近況 VOL.163

は都合により休刊とさせて

いただきます。 

 

https://tofu.vision/
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/kinkyu/chosa.html


令和４年度 

第２回理事会・定時評議員会が開催されました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る 5 月 25 日（水）１４：００より、全豆連会議室におきまして標記両会議が合同により

開催されました。今回も対面・Ｗｅｂ併用のハイブリッド形式での会議ですが、久々の合同会

議ということもあり多くの役員が参集されました。 

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し、続いて議長選任に移

り、理事会は定款第 7 章第３１条の規定により会長が就任、議事録署名人に植田英雄評議員、

久高将勝評議員がそれぞれ指名された後、議案の審議に入りました。 

また、当日は農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 清水友和総括課長補佐よ

り、ウクライナ情勢等に関連して価格が高騰している輸入食品原材料を使用している食品製造業

者等に対し、国産小麦・米粉等への原材料の切替、価格転嫁に見合う付加価値の高い商品への転

換や生産方法の高度化による原材料コストの抑制等の取組を緊急的に支援する「輸入小麦等食品

原材料価格高騰緊急対策事業」、また、同省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品第１班 

森山 清課長補佐より、コスト上昇に伴う適切な価格転嫁や取引関係の適正化に向けた「パート

ナーシップ構築宣言」についての説明を聴取いたしました。 

議案審議については下記のとおり。 
 

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３回理事会（令和４年３月２３日開催）以降の会員の加入・退会状

況、延期となっていた第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期日等、

原材料等の高騰問題に対する対応、豆腐の規格化に向けた調査研究、食品製造業の食品ロス削減

対策に関する支援事業への支援協力、「全豆連報告」及び「大豆近況」の発行、各種刊行物・広

告宣伝ツール等の頒布、各種情報・参考資料の配布、全豆連ビルの管理・運営、日常業務に係る

庶務事項などに関して報告致しました。 
 

第２号議案／令和３年度事業報告及び決算関係書類について 

事務局より、事業報告及び公益法人会計基準に準拠した決算関係書類がそれぞれ説明され、そ

の中で、新型コロナウイルス感染症による基本財産運用収入の減少や団体会員の退会、ロシアの

ウクライナ侵攻による原燃料高騰問題等が影響し、税引き後の収支決算は 100 万円弱の赤字と

なった旨報告されました。続いて相原茂吉監事より監査報告が行われ、原案のとおり可決承認さ

れましたが、コロナ禍のためギリギリの運営を余儀なくされており、引き続き業界団体の命題で

ある会員の新規加入促進及び財源の確保などについて提言・意見が交わされました。 

 



 

第 3 号議案/令和４年度事業計画及び収支予算について 

標記については既に先の理事会において可決承認されておりますが、橋本専務理事より基本方

針について触れた後、本連合会の必須事業である三事業（振興調査事業・教育情報提供事業・宣

伝普及事業）並びに共済事業、賃貸事業について改めて説明が行われました。 

具体的には以下のとおり。 

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の認定

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４号議案/令和４年度借入金残高の最高限度額（案）について 

原案のとおり 20,000,000 円が承認されました。 

 

ここで農林水産省より、前述の新規施策である 

①輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策事業 

②パートナーシップ構築宣言の取り組み 

についてそれぞれ説明を聴取し、質疑応答が交わされました。 

 

また、豆腐の規格化について、去る 5 月 23 日（月）13:30 より村尾 誠氏（さとの雪食品

㈱/常務取締役）と事務局が農水省を訪問し相談した内容が報告され、改正 JAS 規格の運用も

視野に今後審議検討を進めていくこととされました。 

 

これらの他、㈱日本経済新聞社が同日に報じた経済産業省の下請中小企業振興法「振興基準」

改定案（全豆連が内閣府、公正取引委員会、中小企業庁、農林水産省とのヒアリング時に具申し

た内容が反映されております。）、農林水産大臣・経済産業大臣・公正取引委員会委員長が連名

により発出した「原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に関する下請

事業者等に対する配慮について」の文書、米国農務省穀物等需給報告（2022.5.12 発表）、

「全国豆腐業界政治連盟の活動へのご協力方お願い」、「令和 4 年度エイジフレンドリー補助

金」、施行まで 1 年を切った改正遺伝子組換え表示制度などの同梱資料の説明の後、１６：４

５に同日の議案の審議を終了し、１７：００からは時節柄簡単な懇親の席が設けられました。 

 

 

「優越Ｇメン」体制が創設されました。 
 

公正取引委員会では、高騰する原材料等の価格転嫁対策を盛り込んだ「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」（令和3年12月16日策定、内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経

済産業省・公正取引委員会）の推進及び独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する執行体制の更なる

強化を図るため、「優越Ｇメン」体制を創設しました。 



＝ 定時総会の開催を決定 ＝ 

関東豆腐連合会の監事会・理事会 

が開催されました。 
 

昨年新たに発足した関東豆腐連合会（宇佐見 順会長/全豆連理事）は、 

Ｗｅｂ併用により去る６月１日（水）14：00より監事会、14：30より理事会を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

監事による監査が行われた後、理事会では、①令和３年度事業報告、決算報告、監査報告を経

て、②令和４年度事業計画、収支予算（案）、③役員の補充選任、④定時総会の開催及び役割分担、

⑤第１０回ニッポン豆腐屋サミット及び第６回全国豆腐品評会の開催、⑥関豆連ＳＮＳコミュニティの

構築、⑦その他についてそれぞれ審議検討が行われ可決承認されました。 

昨年、新型コロナウイルス感染症のまん延により全会員の参加が見合された定時総会を、来たる

６月１８日（土）、東京上野「東天紅」において開催することが決定致しました。 

また、本年１０月２９日（土）～３０日（日）、千葉県千葉市の「幕張国際研修センター」での開催が決

定しているニッポン豆腐屋サミット・第６回全国豆腐品評会については、新型コロナウイルス感染症に

よって長らく延期となっていたため、開催地区を擁する同連合会が中心となり、決意も新たに今後推

進していくことが確認されました。 

 

 

第三代理事長に瑞慶覧 宏至 氏 

新執行部体制へ！！ 
 

＝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）は、令和4年

度の通常総会におきまして理事長に瑞慶覧 宏至 氏（新任、㈲池田食品／代表取締役）副理

事長に湧川 満氏（再任、㈲湧川食品／代表取締役）、専務理事に大城 光氏（新任、㈱宇那

志豆腐店／代表取締役）、理事に下地直弥氏（新任、まごとうふ/代表）を選出し新体制となり

ました。第二代・久高前理事長は昭和40年より37年務められた初代の砂川幸一理事長の後任

として平成14年より同組合の理事長を務められ、このほど20年振りとなる代表者変更と相成

りました。久高前理事長の永年のご尽力に深く敬意を表したいと存じます。 

本土復帰50年に沸く沖縄県の伝統食品である「あちこーこー（島豆腐）」は今、復帰時の食

品衛生法の豆腐製造基準適用（厚生省告示の改正により対応）以来、今般のHACCPの義務化

によって2度目の大きな岐路を迎えておりますが、同県組合及び県下の有志により沖縄固有の

豆腐文化を守るための懸命な取り組みが進められております。日本の豆腐文化の宝でもありま

す「あちこーこー（島豆腐）」の存続に豆腐業界挙げてご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 



 

 

政府は、インターネットでの商品購入に関して、食品表示の指針を作成する方針を固めました。消費者庁より

近く公表される予定です。ネット通販での販売をされておられる事業者各位は情報にご留意ください。 

食品表示法では消費・賞味期限や原材料（アレルギー等）、添加物などについて容器・包装への表示を義

務付けていますが、これらの情報はインターネットで商品を購入する場合、手元に届くまで把握できないケー

スがあることから、同法に順じＥＣサイトへの消費・賞味期限、アレルギー、産地、栄養成分、総重量、保存方

法、注意事項などについて、いわゆる「置き配」なども想定し可能な限りの具体的な明示を求めています。 

ネット通販市場は、新型コロナウイルスの影響により 2021年のネットでの一世帯あたりの商品購入が同

感染症流行以前の 2019年に比べ２６．４％増加、このうち「食料」（出前も含む）の月平均支出額は

3,443円で、ほぼ２倍に上っています。 

 

6月7日は世界食品安全の日 

～2022年世界食品安全の日に向けて「より安全な食品で、より良く健康に」～ 
 

（内閣府 食品安全委員会） 
 

2018 年、国際連合は「持続可能な開発目標」 (SDGs) の達成のために、毎年 6 月 7 日を 

「世界食品安全の日 (World Food Safety Day) 」と定めました。 

 これを受け、コーデックス委員会においても、食品安全の普及啓発等のため、「世界食品安全

の日」を祝う活動が行われています。 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t9dQVO4WvVE 
 

2022 年 6 月 7 日の「世界食品安全の日」のテーマ 
Safer food, better health（より安全な食品、より良い健康） 

スローガン：Food safety, everyone's business（フードセーフティーはみんなの仕事) 

≪ 是非、活用を！ ≫ 

「輸入小麦等食品原材料価格高騰緊急対策事業」 
 

・原材料切替のために必要な調査 

・新商品等の開発 

・原材料切替に伴う機械・設備の導入 

・製造ラインの変更・増設 

・食品表示の変更に伴う包材・資材の更新 

・新商品（高付加価値化を含む）PR費 

・新商品（主食用）の販売促進期間における原材料費 
 

上記の取り組みが緊急支援対象となります！ 
 

［お問い合わせ先］ 
 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-1869） 

食品のネット販売に表示指針 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t9dQVO4WvVE


 
 

農林水産省は、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動

を通じて食育を推進する取組を募集します。優れた取組は、第18回食育推進全国大会で表彰す

る予定です。食育活動を行っている皆さま、奮って御応募ください。 
 

1.趣旨 

食育を推進する優れた取組を表彰し、さらに食育を広げていきます。 

第 4 次食育推進基本計画における重点事項を踏まえ、今回は次の活動などを募集します。 

（1）生涯を通じた心身の健康を支える食育を推進する活動 

（2）持続可能な食を支える食育を推進する活動 

（3）「新たな日常」やデジタル化に対応した食育を推進する活動 
 

2.募集の対象  （食育に関するあらゆる取組が応募の対象です） 

先進性・継続性・有効性・波及性・実践性の 5 つの観点から審査します。 

【ボランティア部門】都道府県、政令指定都市、大学等の長からの推薦 

（1）食育推進ボランティアとして活動している個人及び団体 

（2）大学（短期大学を含む）、高等専門学校及び専門学校の学生やその方々の団体 

（3）食生活改善推進員の方やその方々の団体 

【教育関係者・事業者部門】自薦及び他薦 

（1）農林漁業者（法人や組合、各種グループを含む） 

（2）食品製造・販売、各種サービス（デジタルツール活用を含む）の提供その他の事業者 

（3）教育・保育、介護その他の社会福祉、医療・保健に従事されている方、事業者、団体 

 

3.表彰 

農林水産大臣賞 5 点以内、消費・安全局長賞 10点程度、審査委員特別賞 5 点以内 

表彰式：令和 5年 6月 24 日(土曜日) 第 18回食育推進全国大会（予定） 

会 場：富山産業展示館（富山県富山市） 

 

4.募集締切 令和 4年 8 月 31 日（水曜日）必着 

 

5.推薦方法、応募書類の提出先及びお問合せ先 

（1）推薦方法 

専用の推薦調書様式に必要事項を記入の上、E メール又は郵送で第 7 回食育活動表彰運営事務局

までお送りください。 

推薦調書の様式及び添付資料の詳細は、以下の URL をご覧ください。 

 

農林水産省ホームページ/第 7 回食育活動表彰 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/7th/boshu.html 

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/7th/boshu.html


“自信と熱意” 

 

イギリスでは 6月 2日、エリザベス女王が即位７０周年の「プラチナ・ジュビリー」を迎えられたことを祝

い連休が設けられました。女王は、「私はこれからも、頂いた好意から元気をもらいます。そして自信と熱

意をもって未来を見据える中で、この数日間が、この 70年間に得たことを思い返す機会になることを願

っています」とコメントを発せられました。その半生はまさに波乱万丈で、大戦や王室危機など様々な苦

難を経て齢 96歳となられた今日でも“自信と熱意”を持ち続けるモチベーションの源は何なのか大変興

味をそそられます。イギリス映画『クィーン』（2006年公開）でもその半生が紹介されておりますが、凡人

の身としては“いただいた好意から元気をもらう”ことは些か経験があるものの、その域にまでは到達に及

びません。ささやかでも日々の「感動」をエネルギーに「情熱」に代え過ごしたいものです。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%B3_(%E6%98%A0%E7%94%BB)


 



豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■今年度も、農業高校との取り組み、大豆１００粒運動 forHighschool がはじまりました。 

農業高校で大豆を育てて、豆腐をつくる。同時に豆腐についても学んでもらい、ジュニア豆腐

マイスターになっていただく、大豆 100 粒運動 forHighschool に各校で取り組んで頂いてい

ます。 

北海道真狩高校、茨城県水戸農業高校、宮城県農業高校で大豆の作付けを行いました。 

 

※北海道真狩高校での作付け (講師；晴耕雨読 代表 渡辺 英人さん) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※宮城県農業高校での授業風景 (講師：マルト食品 藤原竜二さん) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４,４７２名 となりました。 
(高校生のジュニア豆腐マイスター958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/ 

 

 

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！ 

 


