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米粉スイーツは身体に優しいおやつ 

横田農場 
 

第３回全国米粉料理コンテスト 

 ・応募結果と書類審査          小池経二 

 ・全国・地区決勝大会日程と審査委員長、審査員 

 ・米粉活用による食物アレルギー対応セミナーの日程と内容 

 ・第２回全国米粉料理コンテスト入賞者レシピ集刊行 
 

ミラノ「食の万博」で感じたこと 

中野千津美さん 
 

トピックス 
 

編集後記 
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米粉で地域と日本を変える！ 

～茨城県龍ケ崎市・横田農場を訪ねて～ 

 茨城県龍ケ崎市で１２５haの大規模水稲経営に取り組む農業生産法人（有）横田農場。米の付加価値を高

めるため2009年から製造・販売を始めた無農薬有機栽培「コシヒカリ」100％の米粉（中米）で作る「米粉

スイーツ」が人気を呼んでいます。主力のシフォンケーキは、地元龍ケ崎市「米粉スイーツコンテスト」で

「龍ケ崎米粉賞」を受賞し、ロールケーキも茨城県農産加工コンクールで最優秀賞を受賞するなど高い評価

を受けています。自宅農場前に今年最後の収穫を控え黄金色の稲穂が垂れる田んぼ（もち米）が広がる１０

月上旬、取材に訪れました。 

 横田農場の横田修一代表（39）は現在、ＣＡＰ.ＮＥＴ（ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワー

ク）理事で全国稲作経営者会議 青年部会長も務める若手のリーダーです。その優れた経営実績が高

く評価され、一昨年には 第52回農林水産祭農産部門天皇杯受賞の栄誉に輝きました。 

 米粉スイーツは、主に奥さんの祥さん（横田農場米粉スイーツ加工部長）が切り盛りしています。

もともと、お菓子作りが好きだったこともありましたが「次代を担う子どもたちに、美味しくてから

だに優しいおやつを作りたい。米粉スイーツを食べてもらいたい」（祥さん）という思いがありまし

た。米粉料理は、日本穀物検定協会の「こっけんクッキング」で学びました。 

 その後は独自でレシピを開発。しっとりふわふわのシフォンケーキは、プレーン、ショコラ、アー

ルグレー紅茶、イチゴ、さくら、ホウレンソウ、ユズなど季節ごとの旬の素材の風味を手作り。ほ

か、ハチミツがたっぷり入ったロールケーキ、焼き菓子のクッキー、ラスクなど、季節限定含め延べ

20種類の米粉スイーツを揃えています。季節ごとに、県内産の野菜や果物を使い、大人も子供も安心

して食べられる米粉のお菓子をコンセプトに製造しているのが特徴。 

 米粉スイーツは、３年前にオープンした自宅農場事務所入り口の直売店舗と、農場から車で約３０

分のＪＡ全農いばらき直営の直売所「ポケットファームどきどきつくば牛久店」で販売しています。

売上高は、横田農場全体の米の売上高の約１割に達しました。祥さんは「米粉を使ったスイーツは、

若いお母さんたちにお米に関心を持ってもらうきっかけになっています」と強調。直売店舗では、横

田農場産の米も販売しています。 

 修一さんは「目の前の田んぼを見ながらお客さんとのコミュニケーションを図る場にもなります」

と話しています。また、米粉の良さは知っていても、使い方が分からない問題で修一さんは「スー

パー店内のキッチン教室などを開く事も、米粉食品を広げる上で大切だと思います」と強調。 

 横田農場では、10年前から農業体験や環境教育活動（田んぼの学校）などの地域貢献活動にも取り

組んでいます。「日本のお米、横田農場のお米の本当の価値を理解する子供たちを育てていきたい。

米粉スイーツを通じてお米の魅力を再発見していただけると嬉しいです」と語る横田さん夫妻です。 

【有限会社横田農場の経営概要】 

経営面積は水稲125ha。極早生から晩生までの７品種作付けて作業時期を分散し、

機械を効率良く使用。労働力はパートも含め16人（生産・販売・加工）。1996年に

有限会社として法人化。1999年から無農薬有機栽培を開始。2001年、有機ＪＡＳ認

定。茨城県特別栽培農産物認証。2008年、エコファーマー認定。2013年、第52回農

林水産祭農産部門で天皇杯受賞。 

現在、全国稲作経営者会議青年部会長、ＣＡＰ.ＮＥＴ理事。 
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横田さん夫妻 農場入口 

ご自慢の米粉スイーツ 

ポケットファームどきどき牛久店内の「米粉スイーツ」コーナー 
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応募総数は、１１３２点。第１回と同数 

 今年度の同コンテスト募集は、７月６日（月）から始まり、１０月５日（月）までの長丁場

を設定しました。その結果、応募総数は、１１３２点に達し、初年度の第１回コンテストと同

数、昨年度と比べると３６６点増えました。これまでと同じく、１４歳の中学生から６０代の

方々まで幅広い層から練り抜かれたレシピが送られてきました。 

 地区別では、「北海道・東北地区」１２８点（前年度比－４３）、「関東・甲信越地区」３１２

点（＋１８８）、「近畿・東海・北陸地区」２５４点（＋１１５）、「中国・四国地区」３４０点

（＋１０７）、「九州地区」９８点（－１）となり、「関東・甲信越地区」と「近畿・東海・北陸

地区」の増加が目立ちました。 

 また、部門別では「主食」２８７点、「主菜・副菜」２３２点、「デザート」６１３点と、例

年通り「デザート」部門が多くなりました。 

 応募方法では、今年度はHPからのWEB手法を復活させました。この結果、１０６点がWEBで応

募され、郵送は１０２６点でした。 

 郵送が多かったのは、「夏休みの課題としてとりあげて、生徒たちに考えさせた」（新潟県の

専門学校）、「授業の一環で取り組んだ」（広島県の女子大学や岐阜県の高校）などが背景にある

と思われます。    

各地区決勝大会への進出予定者を選定 

 書類審査では、全レシピ１１３２点を３人の審査員で目を通しました。「再現性」（レシピが

分かり易く作成され、再現性があるか）、「外観」（写真、レシピから美味しそうに見えるか。米

粉食品として普及性が感じられるか）、「創造性」（アイデアと創造性があり創意工夫されている

か）―それぞれ１０点を配点、３０点満点で採点しました。各地区、部門ごとに審査員が上位

１０点を選び、３人が選抜した作品は「当選」、２人が選んだ場合は、審査員同士で議論をして

部門別５作品（ほか補欠2作品）、地区別１５作品（同6作品）を進出予定作品（者）としました。          

大会開催順の地区ごとに進出者へ連絡 

 今後、地区決勝大会の開催日順に、ブロック単位で進出予定者にご連絡して、最終決定後、

順次、ＨＰで公開していきます。  

― 第３回全国米粉料理コンテスト書類審査 ― 

全国米粉料理グランプリ実行委員会事務局長 小池経二 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）が、今年度も開催する第３回全国米粉料理コンテ

スト―「米粉の名人」料理グランプリ２０１５の書類審査が、１０月１３～１５日に東京都内で開か

れました。今年度の応募総数が、１１３２点と昨年度の７６６点を大幅に上回ったため、審査員は分

厚いレシピシートを前に３日間、大奮闘の連続でした。 

審査員名（敬称略、五十音順） 

 

 秋元 摩那   イタリア料理教室LaPera主宰 

 折田  浩   銀座イタリー亭 オーナーシェフ 

 平尾 由希   フードコーデネーター、料理家 
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主催 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

後援 川越市教育委員会・日本教育新聞社・角栄ガス株式会社 

日 時 ２０１６年２月２０日(土) １２時～１６時２５分 
 

会 場 霞ヶ関北小学校特別教室 

  埼玉県川越市伊勢原町５－１－１ 

  ・ＪＲ川越線「的場駅」下車 徒歩約15分 

  ・東武東上線「鶴ヶ島駅」西口から東武バスいせはら団地行き、またはサイポー 

     クハム行き「近隣センター」下車、徒歩約５分 
 

講演参加者 ４０名  実習参加者 ２０名（別に現地小学校枠あり） 
 

参 加 費 無料 

 

 

第１部 アレルギー対応米粉食品展示・試食会 

開会式 

   挨 拶 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク理事長 島田圭一郎 

     角栄ガス株式会社 代表取締役社長 古谷野 篤 氏 
 

第２部 講 演 

        人にやさしい安全・健康な米粉商品づくりへの挑戦 

          －パン、麺、ケーキ、ハンバーグなど－  

      講 師 農業生産法人 株式会社マイセン社長 牧野仙以知 氏 
 

第３部 実 習 

        家庭でできるグルテンフリーの米粉料理 

      講 師 石井ゆか 氏 

      第２回全国米粉料理コンテスト グランプリ受賞「米粉名人」 

     （ 指 導 萩田 敏 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 副理事長 ）  

 

 

参加申込み 下記のE-mail、FAXまたは郵送にて国内産米粉促進ネットワーク宛「セミナー 

      参加」と記載し〒住所、氏名、連絡先（TELまたはE-mail）をご記入の上、 

      お申し込みください。 

         ・E-mail：seminar＠komeko-meijin.com ・FAX：03-5283-7634 

          ・〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21 轟神田ビル 

                  ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

 

 

詳しくは、ホームページでお知らせします 
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 ２回目の全国米粉料理コンテスト「米粉の名人 料理グランプリ２０１４」受賞レシピ100点を掲載。一

点一点が、米粉の特長を生かしたオリジナリティあふれる作品です。各作品について、米粉のスペシャリ

ストによる補足やアドバイスがあり、再現しやすい形にしています。レシピには、近年要望の多いアレル

ギー対応メニューも多数含まれます。また、米粉を使い慣れていない方にもトライできるよう、米粉の知

識として、米粉の特性・利用法についての解説や、各社米粉製品の紹介なども掲載しています。 

プロのための米粉レシピ百科 

～外食・中食・給食・料理教室で役立つ！メニュー～ 

 ・百者百通りの米粉使いでアイデア満載！ 

 ・米粉料理のコツ・ポイントを米粉のスペシャリストが伝授！！ 

 ・米粉製品別の特性を解説、米粉選びの参考にも 

 ・ニーズが高まるアレルギー対応食へのヒントに 

構 成 

 〔米粉の知識〕 米粉の性質／米粉の種類と主な製品／米粉の利用範囲／米粉と米粉製品の相性（加工適性） 

 〔米粉レシピ〕 主食（めん、パン、ピザ、パスタ）／主菜・副菜（肉料理、魚料理、汁もの、野菜料理、 

    卵料理）／デザート（焼き菓子、生菓子） 

ターゲット 

 ・米粉をメニューに採り入れたい外食・中食関連の方 ・給食施設等でメニュー考案する栄養士の方 

 ・料理教室等で教える方 ・アレルギー対応食のレシピを考えている方 

体 裁 

 ・B5判、約100ページ ・オールカラー 

 ・平成27年11月完成予定 

 ・1000部発行予定・定価：2000円（税別） 
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日本社会連帯機構 中野 千津美 

 私は、ＣＡＰ・Ｎの役員である富田常任理事と同じ職場で働いている中野と申します。今夏の約

３週間、「スローフード運動」の国、イタリアに滞在する機会があり、イタリアの素晴らしい文

化・芸術・歴史にふれることができました。滞在中の8月14～15日の2日間、ミラノ万博の会場を訪

れました。その日は、真夏の真っただ中にも関わらず意外と涼しく小雨が降っていた日でした。 

 ミラノ市北西の郊外にある万博会場は、とにかく大きくて広くて端から端まで果てしなく遠かっ

たというのが強烈な印象でした。会場案内図を頼りに、会場内を散策の2日間でした。 

 最大のハイライトは、メディア等で人気のパビリオンだった『日本館』の訪問です。『日本館』

は人気が高く、すでに朝早くから並んでいる方々が50人はいたという状態でした。『日本館』です

が、まず外観は古来の木材技術を駆使して、釘を使用していない「立体木格子（きごうし）」とい

う造りです。すべて国産木材（岩手県産のカラマツ集成材）でつくられ、法隆寺にも採用されてい

る日本の伝統的な木造建築技術だそうです。木目がとても綺麗で、夜にはライトアップされた『日

本館』は、それは・それは素晴らしく「ＪＡＰＡＮ」ということをすごく印象づけられる外観でし

た。これによって、世界に誇る日本の〝木の文化?を広く発信することができたと実感しました。 

 『日本館』は日本の伝統的な農村風景を表現するのも特徴で、１年の季節（春夏秋冬）をモチー

フに表現をしていました。４つの季節を４つの色、グリーン（春）～ブルー（夏）黄金色（秋）～

白（冬）と浮世絵にかたどった絵をスクリーンに写し、季節の行事なども加えて表すというもので

した。海外からの来館者の方々はその綺麗な色に歓喜を上げていました。また、「和食の文化」を

伝えているコーナーでは、「一汁三菜」は日本人の知恵と技を使い、バランスの良い食生活にあ

り、それが日本人の食の基本だと紹介していました。和食ブームとは言え、もっとたくさんの国々

の人々に知ってもらいたい・伝えたいと訴えていると感じました。さらには、和食文化の原点を描

き、種から始まり穀物・家畜・乳製品と、人々がだんだんと定住の形を作ってきたことも表現され

ていました。改めて、「自然の恵みへの感謝を感じた」瞬間でした。 

 さらには、加工品の展示もあり乾物の紹介もありました。そこでは、今世界の料理人の中で話題

になっている「うまみ」は日本の伝統食材だと言っており「お出し」として使われているとありま

した。日本人の味覚を全世界に広げていけたらすごい事になるのではないかと感じとれました。 

 そして、最後は私の仕事に関係する「未来形COOP」のパビリオンの訪問です。建物は、とんでも

なく広くて２階までありました。たくさんの種類の商品が展示販売されていました。私は食品の

コーナーを主に見て回ったのですが、上質な品と食材がコーナーごとに綺麗に並べてあり、地元イ

タリア人だけではなく各国の人が興味深く品物を選んでいました。広くてきれいで・働いている人

にも清潔感がありました。 

 この他の国も見ましたが、同じような「農の始まり」や「水の大切さ」をｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝで放映してい

ました。夜になると万博のシンボルである「生命の樹（せいめいのき）」での光と水の噴水ショー

が毎夜２～３回行われ、噴水の周りにはたくさんの人が集まり歓声の瞬間も体感しました。 

【ミラノ国際博覧会】 

18世紀末までさかのぼるという国際博覧会（万博）の歴史の中で初めて「食」を扱い、2015年5月

1日から10月31日までイタリア・ミラノで開催。「地球に食料を 生命にエネルギーを」をテーマ

に掲げ、140以上の国と地域、国際機関が参加した。「日本館」では、日本の農林水産業や日本食

および食文化、関連産業を含め、その魅力を国際社会に広く発信した。7月11日には「ジャパン

デー」がＪ開催されました。万博の総来場者数は9月20日に1,500万人を達成。日本館は会場内で

も最も人気のあるパビリオンの一つで、10月19日には総来館者数 200万人を突破した。 



PAGE 9 第21号 

「日本館」のシンボル「立体木格子」 

「日本館」入口 

日本食のパネル 

「未来形COOP」のパビリオン 
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 農林水産省は9月7日から11日まで、東京・霞が関の同省「消費者の部屋」

で特別展示「米粉の週～米粉をもっと知ろう！～」を開きました。これは、

米粉と他の自然食品との組み合わせや、低アミロース米を原料とした弾力性

に富んだ麺など、近年の米粉商品の多様化を紹介することが目的です。 

 特別展示会場では、多彩な米粉商品の展示、パネル・ポスターによる米粉

を使った楽しい食卓を提案した展示、米粉料理レシピやパンフレットの配布

を行ったほか、米粉レシピや米粉の作り方を紹介したＤＶＤも放映され、パ

ン、麺、ケーキ、菓子等、様々な米粉商品の紹介、試食も行われました。ま

た、開催期間中は、同省内４カ所の食堂で、米粉フェアーとして「グリルチ

キン米粉クリームソースがけ」「さつまいもの米粉ニュッキ」「米粉入りザ

ンギのコチュジャン」「米粉うどん」「米粉の鶏から黒酢」などの米粉料理

メニューを一斉に提供し、好評でした。  

農水省「消費者の部屋」で米粉の特別展示 
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 農林水産省は10月初め、2015年産水稲の9月15日現在の作柄概況を発表しま

した。これによると、全国の作柄は、作況指数100の「平年並み」が見込まれ

ています。地域別には東日本がおおむね平年並み以上だった一方、西日本は6

月以降の低温・日照不足の影響で振るわず、宮崎や鹿児島など4県が「不良」

（作況94以下）となりました。豪雨禍の茨城県も98の「やや不良」にとどまり

ました。   

米の作況指数、100の「平年並み」 

 農林水産省が8月に公表したカロリー（供給熱量）ベースの2014年度食料自

給率は39％となり、5年連続で横ばいとなりました。 米が主食用米等の需要量

が減少傾向で推移していることに加え、前年度の消費税引き上げ前の駆け込み

需要の反動等により、需要量が減少しことが下げ要因となりました。小麦及び

大豆については、前年度より天候に恵まれ、単収が平年よりも高くなるととも

に、作付面積も増加したことから、国内生産量が増加しました。現行の食料・

農業・農村基本計画の食料自給率目標（2025年）は45％となっています。 

食料自給率、５年連続の39％ 

 12か国が参加するＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の閣僚会合が9月30日か

ら10月5日、米国アトランタで開かれ、4日間も会期を延長するという難交渉の

末、大筋合意に達しました。2010年3月の交渉開始から5年半にわたる交渉の末

の決着でした。日本は、2013年7月から交渉に参加し、農産物の市場アクセス

分野で、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物を農産物の重要5品目と

位置付けて交渉を続けましたが、サトウキビ、ビートなどの甘味資源作物を除

き、関税削減と農産物市場の大幅な開放を迫られる結果となりました。 

 米については、現在輸入している77万㌧のＭＡ米の枠外で、米国産と豪州産

を無関税で輸入する特別枠を新設し、計7万8.400万㌧に広げることになりまし

た。また、米の調製品・加工品の関税は、一定の輸入がある13品目のうち、米

粉調製品（加糖）については、現行の23・8％から協定発効後の６年目には

17・8％となり、米粉調製品（無糖）については、現行の16・0％から協定発効

後の4年目に13・6％に引き下げられこととなります。このうち、加糖の米粉調

製品のＴＰＰ参加国からの輸入量は約1万6千トン(2011～13年平均)、無糖の米

粉調製品のＴＰＰ参加国からの輸入量は約4千トン(2011～13年平均)となって

います。 

ＴＰＰ交渉が大筋合意で決着 



 第３回全国米粉料理コンテストには、全国からアイデアに富んだ多くの応募があり

ました。感謝に絶えません。今回のスローガンは「おいしさ、 健康、文化。未来に

伝えたい、にっぽんの米粉料理。あなたのレシピが米粉の力をアップします」―――

来春３月５日の全国決勝大会（東京）に向け、１１月１４日の近畿・東海・北陸地区

（名古屋市）を皮切りに全国５か所で地区決勝大会が開かれます。今回は３回目とな

るコンテストですが、国内産米粉促進ネットワー ク（ＣＡＰ．ＮＥＴ）のスローガ

ンである「米粉で地域と日本を変える」ことにつながる弾みになることを、期待した

いと思います。 

 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）が５年余の難交渉の末、“大筋”合意で決着しま

した。安保法制反対の在京大手マスコミも、ＴＰＰ推進の立場から「これで世界のＧ

ＤＰの４割近くを占める巨大な自由貿易・経済圏がアジア太平洋地域に生まれる道筋

がついた」「ヒト、モノの移動が活発になり、地域の成長や安定につながる・・・」

などど、歓迎一色の論調ですが、果たしてそう断言できるのでしょうか。お互いがウ

インウインの関係で誰もが納得する「国際自由貿易経済協定」なら、とっくに合意に

達し、即発効しても良さそうなのに、ここまで揉めたのは、やはりもともとが「一部

の金持ちのための貿易・投資ルール」にほかならず、動機が不純の不平等な無理筋の

「秘密協定」だからではないのでしょうか。 

 以前、ある識者が「日本の農業は重要な産業であると国民に定着し、将来も安定し

て持続できれば、それでいい・・・」と語ったことが、今でも耳元に残っています。

これはつまり、国内の風土、地理的条件などを考えた場合、新自由主義と市場原理を

根底とした国際競争力強化のための「攻めの農業」「強い農業」「成長産業」づくり一

辺倒の掛け声が、果たして“ポストＴＰＰ”政策の唯一の道（「これしかない」）なの

かに、疑問を投げかけていることだと思います。性急な「国内対策」の前に、“大筋”

合意結果の内容をよく精査・検証することが不可欠なのではないでしょうか。今はま

だ“大筋”合意であって「完全合意」ではありません。１２か国が署名、国会承認（批

准）を経て、条約が発効するまでには様々な多くのハードルがあります。「米粉調製

品」等の大幅な輸入関税の削減など、米粉生産者、関連業界等に与える影響の詳細が

まだ明らかになっていません。 

 こんどは、「一億総活躍社会」「新三本の矢」・・・が叫ばれています。何度も繰り

返しますが「国が滅びる時は、言葉から乱れていく」（作詞家・川内康範さん）とい

う名言が、改めてズシリと胸を打ちました。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 
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ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

〒101-0054 

東京都千代田区神田錦町1-21 

轟神田ビル702 

電話&FAX:03（5283）6336 

Email:cap.net08@siren.ocn.ne.jp 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

ＣＡＰ.Ｎホームぺージ 

「第3回全国米粉料理コンテスト」

の詳細については、「米粉の名人」

料理グランプリ事務局のホームペー

ジをご覧下さい。 

ホームぺージ 


