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 令和４年 ９月 ８日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 

会 長  東 田  和 久 
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第 10 回ニッポン豆腐屋サミット 
 

 

～ 相模屋食料㈱／鳥越淳司社長の豆腐に対する情熱と愛 ～ 
 

「とうふ屋として」 
～とうふ屋の未来は明るい～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

≪記≫ 
 

第１０回ニッポン豆腐屋サミット㏌千葉 
 

会  場：幕張国際研修センター（サミット会場内） 

基調講演：令和４年 10 月 29 日（土）13 時 30 分～ 

※参加費用はニッポン豆腐屋サミット参加料に含みます。 

 

第 10 回ニッポン豆腐屋サミット 
参加申込は http://www.zentoren.jp から！ 

 

 

 

 
≪ 同社の個性溢れる商品の一例 ≫ 

  
 

相模屋食料株式会社 

代表取締役社長 鳥越淳司 氏 

 

老舗豆腐店を継承の後、その手腕によっ

て急成長を遂げ一躍業界トップに。これま

でにない発想で次々にヒット商品を生み

出し続けている。また、事業継続が困難に

なった豆腐メーカーの SOS に応える形で

救済型 M&A を実施。現在までに 8 社の再

建支援を行い、地域ごとに根付く豆腐文化

の継承と発展に取り組んでいる。 

http://www.zentoren.jp/


令和４年度第２回評議員会が開催されました。 
 

令和４年９月２日（金）１１：００より、評議員の欠員に伴う補充選任を行うため、標記会合がハイブリッ

ドにより開催されました。評議員の選任方法は定款で定める「一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律第１７９条から第１９５条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う」とされております。今

回の選任された評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の補欠となるため、退任した評議員

の任期の満了する時（令和５年５月）までとなります。梅内評議員を議長として慎重審議の結果、下記

の２名の方が新たに本連合会評議員に選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、終了後には豆腐業界をめぐる情報・意見交換が行われました。 

 

 

 
 

 

 日本テレビ系列「スクール革命！」 

の番組制作に協力しました。 

 

標記番組は、毎週、タレントや専門家がゲスト先生として登場し、特別授業を行う、学校形式で為にな

る情報バラエティー番組です。このたび、10月 2日（日、とうふの日）11：45～の放送（予定）で、“と

うふの日”にちなみ授業のテーマが「クイズ豆腐」となり、映像を交えながら豆腐について学び、味わい

クイズを出題。番組では、「全国豆腐品評会」を取り上げ、2021年の開催された同品評会・東日本大

会/絹ごし豆腐部門において金賞を受賞しております㈱とうふ工房ゆう（東京都青梅市/大久保裕史

代表取締役/全豆連一般会員）の「特選絹ごし」が紹介される予定です。 

 
瑞慶覧 宏至 氏 

（沖縄県） 

沖縄県豆腐油揚商工組合/理事長 

㈲池田食品/代表取締役 

 
磯貝 剛成 氏 

（愛知県） 

（一社）日本豆腐マイスター協会/代表理事 

㈱かめさきカホリン/代表取締役 

 

中小企業における賃上げを実現するためには、下請中小企業が付加価値を確保

できるよう、コストの適切な価格転嫁が必要不可欠です。特に昨今、原材料価

格やエネルギー価格、労務費等が大きく上昇しており、下請中小企業へのしわ

寄せを解消し、これらコスト上昇による負担をサプライチェーン全体で適切に

分担するためにも、価格転嫁の実現は喫緊の課題です。来月 9 月の「価格交渉

促進月間」において、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企

業と受注側企業の価格交渉を促進します。 

＜別添資料をご参照ください。＞ 

 
ハイブリッド形式による 

R04第 2回評議員会 



～ 準備はお済みでしょうか？ ～ 

改正遺伝子組換え表示（任意表示）は２０２３年４月１日に施行となります。 
 

標記につきましては明年４月１日から新しい制度に移行（※）となることから、全豆連では会員各位へ

改正議論段階の平成３０年以降、順次情報提供に努めてきておりますが、これまでの表示２例が消費

者からわかりにくいなどの指摘もあり、このほど消費者庁より任意表示に関して新たな表示例が示され

ました（下記   部分参照）。また、これに関し東京都では独自の遺伝子組換え表示ガイドラインを改

正し、新たにマーク表示例を策定しております（詳しくは東京都のＨＰをご参照ください）。 

ロシアによるウクライナ侵攻や昨今の物流事情等によりフィルム材の調達がタイトとなっているとの声

も聞かれます。会員各位におかれましては、早め々々のご対応をお考え下さい。 
 

※義務表示については現行制度から変更ありません。 

 

➡ 

➡ 



大豆等の新市場開拓に３,４６０億円を計上 
 

＝ 農林水産省 ＝ 

 

令和５年度農林水産予算概算要求がこのほど公表されました。総額は２兆６,８０８億円。このう

ち、水田での大豆などの戦略作物の本作化、新市場開拓に向けた低コスト生産の取組、畑地化に

よる高収益作物、大豆・麦・飼料作物などの導入・定着や地域の特色を生かした魅力的な産地づく

り支援に「３,４６０億円」が計上されました。大豆等の国産シェア拡大に向け作付けの団地化、機械・

技術の導入による生産体制の強化や基盤整備による汎用化の推進、保管施設の整備、商品開発・

マッチングなどを支援します。 

強い農業づくり総合支援交付金として「１６４億円」が計上され、産地の収益力強化に向けた基幹

施設の整備やみどりの食料システム戦略、スマート農業、人材育成の推進に必要な施設の整備、

核となる事業者、農業者・産地が協働した生産モデル構築等を支援します。 

また、経営安定対策として、大豆等の畑作物を生産する認定農業者などの担い手に「２,０５８億

円」を交付します。また、これらの収入が標準的収入額を下回った場合にその差額の９割を補填す

るために「５９９億円」が計上されました。 

この他、農地中間管理機構による農地の集積・集約化、大豆・麦や高収益作物への転換を推進

するため、農地区画拡大や排水改良などを支援する目的で「２９４億円」が計上されています。 

 

 

未利用食材等の発生状況とその活用に係るアンケート調査（ご協力のお願い） 
 

一般財団法人 全国豆腐連合会／一般財団法人 食品産業センター 

 

この度、食品産業センターでは農林水産省事業の事業実施主体として「食品製造事業者

における未利用食材等の発生状況とその活用の状況を把握するためのアンケート調査」

を実施することとなり、全豆連へ協力要請がございました。 

持続可能な社会の実現に向けたSDGｓの目標の中で、食品製造事業者として特に注目

されるものの一つに「目標１２ 持続可能な生産消費形態を確保する」（つくる責任・つ

かう責任）があります。食品製造業においてはこれまでも食品リサイクル法に基づく再生

利用等が推進されており、再生利用等実施率は平均して９５％以上が維持されております

が、SDGｓの目標１２において「食品ロス」＝「本来食べられるのに捨てられる食品」

の減少が重要な柱とされたことから、食品ロス量を2030年度までに2000年度比で半減

するという目標が定められました。 

今回のアンケート調査では、食品製造業者の「製造工程」で発生する【未利用食材等

（使用できなかった食材）】と「保管製品」のうち【未出荷品（売れ残り品）・返品】

の発生状況ならびに【活用】や【再生利用】の実態を把握するとともに、これまで皆様

が取り組まれてこられた【工夫や事例】をご紹介いただくことで、食品ロス削減を推進

するための参考資料として活用させていただきたいと考えております。 

会員各位におかれましてはご多用のところ大変お手数をおかけ致しますが、本調査の

趣旨をご理解の上、同梱アンケートにご協力の程宜しくお願い申し上げます。 



令和４年度地域別最低賃金額改定の目安について 
 

このたび、厚生労働省は都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審査会が答申した令

和 4 年度地域別最低賃金の改定額（以下「改定額」）を取りまとめました。改定額及び発効予

定年月日は以下のとおりです。 

これは、8 月 2 日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和 4 年

度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・

審議した結果を取りまとめたものです。 

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上

で、都道府県労働局長の決定により、10 月 1 日から 10 月中旬までの間に順次発効される予

定です。 

 



 

商慣習見直しに取り組む事業者の募集について 
 

＝ 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課長 ＝ 

 

日頃より、農林水産省の施策に御理解・御協力を賜わり感謝申し上げます。 

ご承知のとおり、農林水産省では、食品関連事業者における食品ロスの削減の取組を推進し

ており、その一環として、納品期限の緩和、賞味期限の大括り化、賞味期間の延長を三位一体

で行う商慣習の見直しを促しているところです。 こうした商慣習の見直しについては、地域

の事業者が一斉に取り組むことが、サプライチェーン全体における食品ロスの削減を加速させ

るために効果的です。 

このため、農林水産省では、10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」と定め、この日に

向けて、① 加工食品の納品期限の緩和に取り組む食品小売業者、② 加工食品の賞味期限表示

の大括り化（年月表示、日まとめ表示）に取り組む食品製造業者を募集し、10月31日に公表

することとしました。現状取り組まれている事業者のみならず、取り組む予定のある事業者も

対象です。加えて本年は、新たに、③ 賞味期限の延長及び④ フードバンク・子ども食堂等へ

の食品の提供に取り組む事業者についても募集・公表することとしています。 

また、昨年に引き続き、上記の納品期限緩和等の取組以外でも、応募の中で記載いただいた

各事業者における様々な食品ロス削減・食品リサイクルにつながる取組内容も、事業者名の公

表にあわせてPRいたします。 

以上について8月10日にプレスリリースを行い、以下のとおり募集を開始しましたのでお知

らせいたします。 

 

（募集の概要）※詳細は下記参考よりプレスリリースをご参照ください。 

１．募集内容 

（ア） 食品小売業者 

・加工食品の納品期限の緩和（特に、賞味期間180日以上の食品を推奨） 

・フードバンク・子ども食堂等への食品の提供 

（イ） 食品製造業者 

・加工食品の賞味期限表示の大括り化（年月表示、日まとめ表示）（特に、賞味期間

180日以上の食品を推奨） 

・加工食品及び日配品の賞味期限の延長（平成24年度以降に実施した商品がある企業） 

・フードバンク・子ども食堂等への食品の提供 

※ (ア)(イ))いずれも、一品目でも取り組んでいれば対象となります。 

※ 今回事業者名を公表する取組（納品期限緩和、賞味期限表示の大括り化）、賞味期限

の延長、フードバンク・子ども食堂等への食品の提供））の具体的内容や、それに限

らず各事業者の様々な食品ロス削減や食品リサイクルの取組について、PRをご希望の

場合は、添付のフォーマットに記載いただいたもの、または取組についてのウェブペ

ージをお持ちの場合は、そのURLをご提出ください。事業者名の公表の際にそれを掲

載し、PRさせていただきます。 

２．募集対象者 

上記１の（ア）、（イ）の内容に、現在取り組んでいる、または取り組む予定の食品小

売業者及び食品製造業者（ただし、フードバンクについては、現在取り組んでいる事業

者のみが対象です。） 

３．募集期間 

令和４年８月10日（日（水曜日）～10月21日（金曜日）17時00分 

 

（参考）令和４年８月10日付農林水産省プレスリリースはこちらから御確認いただけます。 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/220810.html 



 

≪ 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」 
 

二次募集が間もなく開始されます！ 
 

・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） 

 

 

「豆腐少女」ゲームアプリが人気！？ 
 
 

iPhone、Android 向けの Google Play スマホゲーム「豆腐少女」が 1000 万ダウ

ンロードを超え人気となっています。「豆腐少女」は、左右からやってくる豆腐に無表

情な少女をタップしてひたすら高く積み上げていくシュールでカジュアルなゲームで、

４ヵ国語に対応しています。 

“現代っ子はかわいいもの好き”、豆腐の上でジャンプする様子にはいささか複雑な

思いも致しますが、豆腐を重ねていくとコインとスコアを獲得でき、豆腐の真ん中に上

手く着地させると「プルンッ」とスマホが振動。これもこのゲームがクセになる要素の

ひとつらしく、さらにジャストタイミングでコンボを繋げ続けると特別演出が始まりま

す。少女もテンションが上がってくるのか、アクロバティックな逆立ちジャンプを披

露！ぐらぐらモードなどもありスコアにボーナスが付くのでさらに高得点を目指せるよ

うです。単純なゲームだそうですが、それゆえコンボが途切れてしまった時や、ぶつか

って失敗した時には悔しさがひとしお、ついつい繰り返し遊びたくなる中毒性のあるア

プリとのこと。あたまの体操にいかがでしょうか？ 

 



豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■食育油揚げマイスター8月 26日に沖縄開催！ 

3月にスタートした食育油揚げマイスターは 98名となりました。今後各地区でも開

催しています。油揚げの食文化のない沖縄ではお豆腐屋さんが中心にご参加してく

ださりました。この講座を通じて、さらに油揚げの価値があがることを期待したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■北海道真狩高校で枝豆収穫＆ジュニア豆腐マイスター講座を開催 

ジュニア豆腐マイスターを取得した真狩高校の生徒が、ハイスクールパティシエロワイ

ヤルにて大豆のスイーツ『きなこかおるずんだろーる』で最優秀賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４,５１４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
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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！ 

 


