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 令和４年１２月 ７日 

一般財団法人 全国豆腐連合会 

会 長  東 田  和 久 
 

全国豆腐品評会

全国豆腐品評会受賞者には、同運営委員会の定めにより従前より「受賞告知ルール」を遵守いただいて

おりますが、一部の団体が農林水産大臣賞及び同省大臣官房長賞などを全面・誇大に告知する行為が見ら

れたことから、両賞の告知については農水省より厳格な運用が求められてきたところです。 

しかし、受賞者からは大臣賞等の告知について、消費者の皆様あっての受賞でもあり、応援してくださって

いる皆様にも是非周知したい旨の要望がかねてより寄せられておりました。 

このため、今般、全豆連より農水省に全国豆腐品評会では、受賞告知ルールに則り受賞者各位が適切に

告知を行っていることや、食品表示法等の法令を遵守していること、運営委員会が疑義を持つような行為が

これまでないことを申し伝えたところ、このほど、「農林水産省・同省大臣官房長賞」の告知が今までより緩和

されることとなりました。今後は、製品への付記やＨＰ、ＳＮＳなどでの告知が可能となります。
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農林水産大臣賞 

 
寄せ/おぼろ豆腐の部 

湯河原十二庵（神奈川県） 

農林水産省大臣官房長賞 

 
絹ごし豆腐の部 

㈱とうふ工房ゆう（東京都） 

農林水産省大臣官房長賞 

 
木綿豆腐の部 

むさし屋豆腐店（東京都） 

農林水産省大臣官房長賞 

 
充填豆腐の部 

㈱三和豆水庵（茨城県） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「べに 会」の総会が全豆連において開催されました。 
 

令和４年１１月１９日（土）～２０日（日）の両日、団体会員であります「べに白会」（梶原歳之会長（㈱梶原

食品・代表取締役／岡山県））の会合が３年振りに開催されました。久々の対面での会合ということもあり、

集まりやすい東京・全豆連にての開催となりました。当日は同会の会員が全国各地より１４名、オブザーバ

ー２名を併せた１７名が参集しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会では、冒頭、梶原会長の挨拶の後、和田司郎事務局の進行によって各社より近況・活動報告が行

われた。続いて同会の会員でもある東田和久氏が全豆連会長に就任して以来の会合となったことから、

東田会長より全豆連の活動及び今後の抱負が述べられるとともに、事務局も同席しこれまでの経緯や取

り組み、課題などについてご説明の機会をいただきました。次に会則に従って決算報告を含め役員改選

が行われ、梶原会長をはじめ役員各位が再任、新たに事務局長に阿部 栄氏（阿部商店・代表/全豆連

賛助会員）が選出されました。 

 

 

 

 

＝ 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！ 
 

               《団体会員》                 【敬称略】 
 

べに白 会 
（構成員） 

 

㈲田中豆腐店（田中 征也 取締役／島根県） 

 

               《一般会員》                 【敬称略】 
 

日置食品店 （日置 辰徳 代表／島根県） 

㈱ 川原 （川原 匡博 代表取締役／愛知県） 

㈲ 清水食品 （柿崎  宏 代表取締役／神奈川県） 

  

令和５年１０月から消費税インボイス制度が始まります。 

 インボイス発行事業者となるための登録申請はお早めに！ 
※原則として令和５年３月３１日までに登録申請を行う必要があります。 

 



「国産大豆に関する情報交換会」が開催されました。 
 

令和４年１１月２２日（火）10：00より、実需者団体・生産者団

体・試験研究機関・学識経験者等で構成される農林水産省主

催の標記会合が開催され、全豆連/石川 伸理事と事務局が

参加致しました。 

議事では、令和４年産の生産状況について全農・全集連よ

り集荷・販売計画が、日本特産農産物協会より入札販売計画

がそれぞれ報告され、続いて大豆実需者である各業界の需要

動向、今後の見通し等について意見が述べられました。 

石川理事より食料安全保障の観点から、「自給率の向上についての機運はこれまでになく上がって

いるものの、実需者が高騰する輸入大豆から国産大豆への切り替えを検討しても国産大豆には依然と

して天候不順などによる生産量の確保・安定供給の課題がある。また、実需者への支援も十分ではな

い。農水省は原料大豆が抱える諸問題解決になお一層ご尽力いただきたい」旨を要望いたしました。ま

た、複数の委員・出席者より、現在は既に行われていない大豆の備蓄について、国産大豆価格安定対

策の観点からも必要との意見が示されました。加えて、農研機構の大豆品種の育成動向、味噌・醤油の

輸出実績と原材料高騰対策等、プラスチック資源循環促進法などの各種取組状況が報告されました。

原料大豆に関する最新動向については、別添大豆近況にてお知らせいたします。 

 

フジテレビ「Ｋｉｎｋｉ Ｋｉｄｓのブンブブーン」 
 

第６回全国豆腐品評会・金賞/農林水産大臣賞に輝

いた「湯河原十二庵」の寄せ豆腐をはじめ各社の豆

腐製品が紹介されます！ 
 

毎週土曜日の午前１１：０５～１１：５０にフジテレビ系列で放映されております標記バラエティ番組に、第

６回全国豆腐品評会において本年の TOFU OF THE YEAR、湯河原十二庵の寄せ豆腐をはじめ各

社の豆腐製品が紹介されます。キンキキッズのＭＣにより、毎回様々な方をゲストに招き、その要望に

応えるという番組内容で、今回は豆腐好きを自称する俳優の中山美穂さんの「美味しい豆腐が食べた

い」との要望に、豆腐マイスターの工藤詩織さんがナビゲートします。明年１月７日（土）放送予定。 

 

 

～ 開業相談瓦版 ～ 
 

全豆連では年間３０～４０件程の開業相談に対応しておりますが、このほ

ど、そのうちの１件が開業しました。瀟洒な佇まいの同店は、はな合同会社・

巽 司 代表が運営する「とうふ工房はな」で、４年程前よりご相談をいただ

いて以来着々とご準備を進められ、全豆連・東田会長の㈲久在屋での勉強

の後、この程兵庫県芦屋市において１２月８日（木）に開業する運びとなりま

した。巽氏は、開業に向けて精力的に行動され、念願の豆腐店にて自身の

夢を叶えるための確かな一歩を踏み出されました。皆様、お近くにお越しの

際は是非一度足をお運びください。 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

の製作に協力しています！！ 
 

おいしさと常連さんの笑顔を大事にする、地方都市の豆腐屋の店主が主人公となる標記映画の

制作に協力しています。彼が作る豆腐は、工場で作る規格品とはまるで違う味わいで、海外展開

も提案されるほど。しかし、職人気質で時代の波に乗ることができない彼は、チャレンジ精神旺盛

な娘とぶつかってばかり。二人とも豆腐を愛する気持ちは同じなのだが…。 

とある町の一角で、二人は毎日豆腐を作り続け、丁寧に細やかに紡ぐ豆腐屋の父と娘の心温ま

る物語となる予定です。 

原作/脚本/監督でメガホンをとる三原光尋監督は、「今の混迷の世の中に、今一度、この父と

娘の物語を通して、“しあわせ”について考えてみたい。」との思いを綴っております。 

（製作プロダクション：㈱アルタミラピクチャーズ） 

 

 

宇佐見 順 氏に厚生労働大臣賞 
 

厚生労働省は去る１０月１１日、食品衛生の普及向上及び食品衛生行政に対す

る協力並びに業界の指導・育成に特に顕著な功績があったとして、宇佐見 順

氏（花輪食品㈲・代表取締役、全豆連理事/関東豆腐連合会会長/千葉県豆腐

商工組合理事長）に「令和４年度食品衛生功労者及び食品衛生優良施設の厚

生労働大臣表彰」が授与されました。お知らせが前後しましたが、千葉県におい

て一大行事となる第１０回ニッポン豆腐屋サミットを目前に控えての、幸先のよ

い受賞の栄に輝かれました。 

 

 
映画 

 

 

～ ご活用ください ～ 

Ｆｏｏｄ Ａｌｌｅｒｇｙ ｃｈｅｃｋ ｓｈｅｅｔ 
「訪日等外国人向けアレルギーに係る食品表示啓発ツール」 

 

新型コロナウィルス感染症により、この数年間、海外よりの来訪が制限されておりましたが、

徐々に諸外国との往来が活発化しつつあります。 

消費者庁では、各都道府県が実施する「令和４年度食品衛生法の規定に基づく食品等の表

示に係る年末一斉取締まり」において、標記食品表示啓発ツールの活用を推奨しています。 

ご高承のこととは存じますが、我が国では豆腐製品の原料である大豆は食物アレルギー表

示の制度上、特定原材料に準ずる２１品目の一つとして表示が推奨されており、諸外国を見て

も、ＣＯＤＥＸ、米国、ＥＵ、韓国などでアレルギー表示が行われています。 

今後、外国人のお客様への対応、豆腐業界のグローバル化の一環として標記ツール（両面、

大豆に✓を付して店頭などへご掲出ください）を同梱しております。ご活用ください。 



 

 米国大豆バイヤーズアウトルック会議２０２２ 

 が開催されました。 
 

アメリカ大豆輸出協会（ＵＳＳＥＣ、西村允之日本代表／全豆連賛助会員）は、新型コロナウィルス

感染症により３年間見合わせておりました対面での標記カンファレンスを去る１１月１５日（火）13：

30よりホテルニューオータニにて開催しました。第３７回を数える標記会合には、日本の大豆業界

団体・企業等関係者約１９０名が参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カンファレンスは、 

①開会―USSEC                                      日本代表/西村允之氏 

USSEC   ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ市場ｱｸｾｽ及び戦略、北東ｱｼﾞｱ地域ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ/ロズ・リーク氏 

②日本の大豆の最新需要動向  農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課/石黒 梓氏 

③米国産大豆の最新情報                      生産者・USB理事/ロバート・ペッター氏 

④米国の Non-GMO大豆最新情報             食品大豆生産者・USB理事/ビル・ベイリス氏 

⑤質疑応答とディスカッション 

⑥世界の大豆コンプレックスの見通し 2022-2023     ProExpoｒter ﾈｯﾄﾜｰｸ/マーティ・ルイッカ氏 

⑦質疑応答とディスカッション 

⑧米国大豆輸出業者の紹介 

⑨米国大豆の品質：2022 ｺﾓﾃﾞｨﾃｨｰ及び食品大豆について   ﾐﾈｿﾀ大学准教授/セス・ネーヴェ氏 

⑩質疑応答とディスカッション 

⑪米国の Non-GMO研究およびｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ米国大豆ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽについて  

USSEC大豆油・食品担当ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、北東ｱｼﾞｱ地域副ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ/ウイル・マクネア氏

⑫アメリカ大豆のサステイナビリティについて  

USSEC市場ｱｸｾｽ及び戦略ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、北東ｱｼﾞｱ地域ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ/ロズ・リーク氏 

⑬質疑応答とディスカッション 

⑭閉会の辞                                    USB理事/ロバート・ペッター氏 

以上の皆様による内容の深い解説が行われました。 

終戦の 1945年（昭和 20年）に日本が初めてアメリカ大豆を輸入して

以来 77年。アメリカ大豆協会日本オフィス（当時）は 1956年（昭和 31

年）に開設され 1971年（昭和 46年）10月 9日には初めて「全豆連米国

大豆調査団」18名が 17日間に亘って派遣されました。、以来、今日に至

り原料大豆の安定供給に寄与くださるとともに、豆腐業界へ格別のご支

援・ご協力をいただいております。 

 

 

 

 



 

 

【御協力のお願い】 

 

豆腐製造事業者の声、価格転嫁の実情をお届けください！！ 
「価格転嫁の状況」及び「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」

に関するアンケート調査について

 

価格転嫁及び適正取引推進ガイドラインに関するアンケートについてのお知らせです。 

農林水産省では、原材料等のコストの価格転嫁が進むよう、昨年１２月２７日に閣議了解した「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」の下で、公正取引委員会等と連

携して、食品製造業、食品卸売業、食品小売業への緊急調査などの対策を講じるとともに、豆腐業界

が発端となりました「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」を昨年１２月２７

日に策定し、食品業界に対して本ガイドラインの普及に努めております。 

今後の適正取引の推進に向けた施策に活用するため、この度、「価格転嫁の状況及びガイドライ

ンに関係するアンケート調査」を実施することとなりましたので、ご多忙の折大変恐縮ですが豆腐業

界の取引流通の実情をお届けするためご回答につき積極的にご協力をお願い申し上げます。 

 

 

アンケート回答期限：令和４年１２月２０日（火） 
 

 

下記、農林水産省ホームページ内に本アンケートの専用ページを設置し、上記の経緯やオンライン

回答フォーム、アンケート調査項目等を掲載しております。 

なお、本アンケート調査へのご回答の内容については、回答企業様の個社名が分からない形式で委

託事業者（㈱日本能率協会総合研究所）に共有し、その内容の集計・分析等を行い、当省とも精査した

上で公表することを予定しています。農水省は、個別の企業名・調査結果等について回答者が特定でき

る情報を公表したり第三者に提供することはございません。 

 

[本アンケート調査の専用ページ] 
 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/r4_survey.html 
 

 

（参考１）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 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/attach/pdf/211227-1.pdf  

（参考２）食品製造業・小売業の適正取引推進ガイドライン 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/tekiseitorihiki.htm

 

問い合わせ先：農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部企画グループ 03－3502－5742 

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/r4_survey.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/attach/pdf/211227-1.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お  知  ら  せ 
 

次号、全豆連報告ＶＯＬ.１７６と大豆近況ＶＯＬ.１６９は、 

新年１月上旬発行の会報「全豆連」第３５２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。 

明年は癸卯（みずのとう）の年、「種子が計ることができるほどの大きさになり、春の間近でつぼみ

が花開く直前である」ことが意とされ、転じて、「これまでの努力が花開き、実り始めること」といった

「飛躍」や「向上」の年と言われます。 

新型コロナウィルス感染症やウクライナ情勢などによる原材料等の高騰といった厳しい事業環境

の中にあって、会員各位・豆腐業界各位のこれまでの努力・ご苦労が報われ、明るく希望に満ちた良

い年となりますことを祈念してやみません。 

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。 



豆腐マイスターＮＥＷＳ 

 

■福井あげフェスに豆腐マイスターブース出店 

豆腐マイスター開催 10 周年記念イベントの一環として、福井のあげフェスに

豆腐マイスターブースを出店させていただきました。 

先日行われた第 6 回全国豆腐品評会の入賞のお豆腐も取り寄せ販売させて頂

きました。４５０丁ほどのお豆腐が並びましたが、２日間で見事完売となりま

した。お豆腐を送ってくださった皆様、ありがとうございました。 

ステージ上では、豆腐マイスターの弓削由紀さん、工藤詩織さんが油揚げの

魅力とお豆腐の魅力をＰＲしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ４,５６５名 となりました。 
(高校生のジュニア豆腐マイスター964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！ 

 


