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未来に確信を持ち、新しい波を起こそう 

理事長 島田圭一郎 
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ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

 激変する内外情勢の中で新しい年を迎えました。今年は暦の上では戦後2度目

の丙申（ひのえさる）で、古来から「大変革の年」と言われています。世界も日

本も大きな歴史的転換期を迎えていることは確かで、これまで想起しなかった

事態が次々起き、国のかたちを変える状況にあります。政治的にも年明け通常国

会でのTPP批准論戦、参院選に向けての攻防など波高い年となりそうです。私達

も変革の年にふさわしく、これまでの取り組みを振り返りながら、さらなる躍進

へ新しい波を起こす年にしたいものです。 

  

「米粉料理コンテスト」で普及運動に弾み 

 キャップネット（ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク）は2008年（平成20

年）の発足以来7年が経過し、いよいよホップからステップの第2段階を迎えま

す。スタート数年間は事務所も無く、東京商工会議所の談話室や学士会館の会議

室を借り常任理事会を開くのがやっと。役員は文字通り手弁当でのボランティ

ア活動で、パソコンなど事務機器を揃えパートの女性を雇うのに数年を要しま

した。  

 現在は十分と言えないまでも事務所、体制も整え、常勤体制をとっています。

草創期の苦しみと紆余曲折はありましたが、今も以前も変わらないのは「米粉で

地域と日本を変えよう」という壮大な志と情熱です。これがキャップネットの最

大の財産と言えるでしょう。 

 衰退著しい農業や食の海外依存の現状を踏まえ「米粉で農業、地域に元気を与

え、米粉の特性を活かした多様な米粉料理を広げ、新しい食文化を創造してい

く。そして食料自給率の向上を図ろう」という当初から掲げてきた基本方針は、

いま全国に認知され、共感を広げています。これまで米粉フォーラムや米粉料理

技術研修会、各種展示会への出展、製粉・調理機器の紹介、日本橋商店会等との

連携による米粉商品拡大など小さな事業を積み上げ、米粉の魅力と可能性につ

いて情報発信してきました。これに加え平成25年度から農水省の「日本の食魅力

再発見利用促進事業」による全国米粉料理コンテストの主催団体を担うことに

なり、新たなステージを迎えています。 

 これを支えてきたのは、困難であれその先には新しい道を開くことができる、

という使命感と志をもつ仲間の皆さんの奮闘です。また我々の事業提案に対し、

全国農協中央会（JA全中）の萬歳前会長らから「この運動を是非大きく国民運動

に発展させよう。我々も支援する」という強い支持を頂き、JA全国連、日本フー

ドサービス協会、産業教育振興中央会など多くのご協力をいただくまでになり

ました。こうした諸団体や会員皆様から支援をいただいた賜物ですが、料理コン

テストは現在３回目を迎え、これまでの延応募件数は3030件に達しています。参

加者数は米粉に対する意欲と、運動の広がりの一つのバロメーターとなってい

ます。今後も灯を消すことなく継続発展させたいと念願しています。 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

理事長 島田 圭一郎 

島田 圭一郎 

 （しまだ・けいいちろう） 

1941年、岡山県高梁市生ま

れ。2010年からＮＰＯ法人国

内産米粉促進ネットワーク理

事長。元日本農業新聞代表取

締役社長。前一般社団法人協

同総合研究所理事長。現同研

究所顧問。 
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多様な米粉の価値・魅力の情報発信が新規需要を創造する 

 さて、第２段階を迎え今後どのような新しい波を起こしていくかが問われます。新春ですか

ら幾つか夢と課題を記してみましょう。 

 一つは、米粉の多様な価値、米粉ならではの料理の魅力にもっと大きく光を当て、啓蒙、宣伝

し、米粉ファンを拡大することです。実は昨年秋、新潟県で米粉でのヘルシーキャンペーンの一

環で、「美しくなる食生活」を指南しているエリカ・アンギャルさんを招き、米粉の魅力とグル

テンフリー料理を紹介するトーク及びランチを3500円会費で開いたところ、ホテルの200席は満

席、大好評だったと言われます。近年、米国など海外ではダイエット、美容などからもグルテン

フリー食品市場は急速な伸びを見せ、米粉需要は増え続けていると言われます。 

 これは一例ですが、小麦アレルギー対応や美容と健康に良い米粉の魅力、米粉だから作れる多

様な米粉料理の美味しさを知ってもらう機会を積極的に提供すれば、大都市の若い女性や一般消

費者の潜在需要に大きく火をつけることができるのではないでしょうか。 

 昨年末、自民党農林幹部の米粉試食会で、小泉進次郎農林部会長が米粉パンの味や食感を絶賛。

「これまでの米粉のイメージを変えた。体にもよく、売れるというサイクルが生み出せる可能性

がある」と述べ、話題となっています。小麦粉代替を払拭する意識変革が必要です。 

 海外からの観光客も今や1800万人にのぼり、地方への関心も確実に高まってきています。「イ

ンバウンド」需要もあります。そこで個性豊かな地域の文化、歴史、景観と結び付け、地産地消

の和食や米粉料理を堪能してもらう機会を増やせば国内と世界に情報発信することになり、相乗

効果が生まれるでしょう。そのためには、都市農村を問わず身近なレストランや外食、パン工房、

直売所などで米粉料理が味え、米粉製品を買えるところをもっと拡大しなければなりません。ま

だ味わったことのない人が大多数なのですから。  

  

地域の活性化へ起業化の実践交流 

 その点我々の仲間から嬉しいニュースが生まれています。昨年度と25年度の農林水産祭で、当

キャップネットの理事など関係深いお二人が大規模稲作に米粉パン、米粉スイーツを取り入れた

6次産業化で晴れの天皇杯を受賞されました。大変な快挙です。また、毎年の米粉料理コンテスト

に結集される人たちの人的資源と技術力は大変な力です。「完成度が高く、米粉でこんな商品ま

でつくれるのかと驚かされるものが少なくない」と審査委員から指摘されるまでになっていま

す。これらの人たちが中心になり各地で起業化し、地域コミュニティビジネスに結びつければ、

文字通り地域の活性化、就労機会の拡大になります。すでにその事例も少なくありません。そう

した流れをより加速させるため、先進的な実践、教訓を学び拡げる「米粉で地域を元気にする6次

産業化実践交流サミット」を開くのも一案です。料理コンテストを基礎にした起業への道です。 

  

用途別規格基準や表示は米粉産業発展の基礎 

 さらに、会員の皆さんや米粉を使う実需者の方、食物アレルギーに悩む方々や教育関係者から

要望の強いのは米粉の規格基準や表示です。「米粉は小麦のように一定でない。製法の違い等か

ら品質にバラつきがあり、どの製粉会社のものであっても、用途に合って選択できる米粉の規格

基準をつくってほしい」。さらに「本当に安心して使えるグルテンフリー米粉なのか。コンタミ

ネーションが心配」といった声が多く出されており、グルテンフリー米粉認証も懸案の課題です。

FDA（米国食品医薬局）やCODEX（国際食品規格委員会）は、すでにグルテンフリーについて任意

の表示規則を定めていますが、日本にはまだ表示に関する制度はありません。 

 これらの問題に企業間の認識に温度差はありますが、米粉の普及を大きく促進する上で重要な

課題で、だれもが用途に応じ選択、安心して使える米粉規格基準や表示は米粉産業発展の基礎的

な課題です。農林水産省の協力をいただきながら検討を深める年にしたいと思います。 

 いかなる組織も変転、盛衰の波にさらされ、決して一直線に進みませんが、皆さんとのネット

ワークを大事に新事業を構想し、米粉促進への新しい波を起こす努力を続けたいと思います。ど

うか変わらぬご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 特定非営利活動法人（NPO法人）国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は2015年11月

14日、名古屋市中区のニチエイ調理専門学校で第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）の近畿・東海・北陸地区決勝大会を開きました。今年度の同コンテストは、

全国５ブロックで地区決勝大会を開くことにしており、今春3月開催の全国決勝大会に向け近畿・

東海・北陸地区はその皮切りになるものです。 

 審査の結果、最優秀賞のグランプリには、石川県珠洲市の主婦、坂瀬孝子さん（62）が考案し

た「もちもちパンプキングバーグ」が輝きました。カボチャと米粉を練り合わせ、刻んだハムを

混ぜ、ピーマンの輪切りに詰め込み、焼き上げました。グランプリに次ぐ準グランプリには、兵

庫県姫路市の会社員、中山敏也さん（53）の「超ビ米粉１００％パンで鱧寿し風」、石川県金沢

市の主婦、橋本登志子さん（58）の「しっとり黒米シフォンケーキ」が選ばれました。これら3点

が、来年3月5日に東京・中央区の「製粉会館」で開かれる全国決勝大会に、地区大会代表として

進出することになりました。 

 近畿・東海・北陸地区には、「主食」部門72点、「主菜・副菜」部門50点、「デザート」部門

132点と、昨年度を115点上回る計254点の応募がありました。この中から書類審査を通過した「主

食」5点、「主菜・副菜」5点、「デザート」5点の3部門15点で、出場者自らが会場で調理し、審

査員にアピールし競い合いました。 

 審査員からは「郷土愛、家族愛と愛情のこもったレシピが多かったのが印象的だった」「地元

の食材を使って自分なりにアピールしていることに感動した」「技術、プレゼン、味などトータ

ルにわたって厳選に評価した。作品には、皆さんの料理に対する色々な思いが詰まっていた」と

の講評がありました。 

 なお、グランプリ、準グランプリ以外の表彰作品は以下の通りです（敬称略） 

 ○優秀賞・外食向け＝遠山智子（岐阜県）「米粉の黒糖かりんとう」 

 ○優秀賞・給食向け＝藤原ゆみ江（兵庫県）「紫の恵み◎米粉のカップケーキ」 

 ○優秀賞・家庭向け＝森川さおり（福井県）「さっくさくのやみつきガレット」 

 ○特別賞・地元産品活用の部＝相川祐菜／石田文乃（兵庫県）「篠山ししまん」 

 （特別賞「食物アレルギー対応」の該当作品はありませんでした） 

― スタートは近畿・東海・北陸地区決勝大会 ―― スタートは近畿・東海・北陸地区決勝大会 ―― スタートは近畿・東海・北陸地区決勝大会 ―― スタートは近畿・東海・北陸地区決勝大会 ―    

表彰者、審査員の皆さんを囲んで（名古屋市・ニチエイ調理専門学校） 
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― 北海道・東北地区でも開催 ―― 北海道・東北地区でも開催 ―― 北海道・東北地区でも開催 ―― 北海道・東北地区でも開催 ―    

 特定非営利法人（NPO法人）国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は2015年11月28日、

仙台市青葉区の宮城調理製菓専門学校で第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）の北海道・東北地区決勝大会を開きました。今年度の同料理コンテストは、全国

５ブロックで地区決勝大会を開くことにしており、11月14日の近畿・東海・北陸地区決勝大会（名

古屋市）に次いで開かれたものです。 

 審査の結果、最優秀賞のグランプリには、北海道虻田郡の真狩高校生の阿部舞子さん（17）が

出品した「秋野菜の米粉チェックケーキ」が輝きました。道産の米粉と校内で栽培したカボチャ、

地元産の規格外品の紫芋を使い、2色のスポンジ生地を作り、チェック柄に仕上げました。グラン

プリに次ぐ準グランプリには、北海道三笠市の三笠高校生、多田明日香さん（17）の「米粉のジャー

ジャーうどん」、福島県大沼郡会津美里町の主婦、室井つな子さん（55）の「米粉糀のさつまあ

げ」が選ばれました。これら3点が、来年3月5日に東京・中央区の「製粉会館」で開かれる全国決

勝大会に、地区代表として進出することになりました。 

 北海道・東北地区には、「主食」部門30点、「主菜・副菜」部門２５点、「デザート」部門66

点の計121点の応募がありました。この中から、書類審査を通過した「主食」5点、「主菜・副菜」

5点、「デザート」5点の3部門15点で、出場者自らが調理し、審査員にアピールし競い合いました。 

 審査員からは「多種多様な米粉作品が出品され、中にはプロ顔負けの作品もあった」「3回目の

審査となったが、これまでより学生のレベルが格段に高まり、一般の方も年の功を重ねた作品を

提供してくれた」「米粉がどのような性質を持っているか、自分で知ることが、基本となる。チャ

レンジするにはまず、食材を知ること」との講評がありました。 

 なお、グランプリ、準グランプリ以外の表彰作品は以下の通りです（敬称略） 

○優秀賞・外食向け＝岩上寿哉斗（北海道）「～豆乳クリームDEチョコっとミニケーキ～」 

○優秀賞・給食向け＝高橋茉凜（北海道）「米粉のクリーミー抹茶ムース」 

○優秀賞・家庭向け＝小椋智也（北海道）「米粉でもっちり湯葉巻き胡麻豆腐」 

○特別賞・地元産品活用の部＝遠藤亜海（山形県）「りんごでさっぱり！洋風チヂミ」 

（特別賞「食物アレルギー対応」の該当作品はありませんでした） 

表彰者、審査員の皆さんを囲んで（仙台市・宮城調理製菓専門学校） 
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米粉で地域と日本を変える！ 

― 関東・甲信越地区も続く ―― 関東・甲信越地区も続く ―― 関東・甲信越地区も続く ―― 関東・甲信越地区も続く ―    

 特定非営利活動法人（NPO法人）国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は2015年12月

6日、横浜市西区の国際フード製菓専門学校で第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）の関東・甲信越地区決勝大会を開きました。同料理コンテストの地区決勝大

会は、全国5ブロックのうち、11月14日の近畿・東海・北陸地区決勝大会（名古屋市）、11月28日

の北海道・東北地区決勝大会（仙台市）に次いで、今回が3番目です。 

 審査の結果、最優秀賞のグランプリには、「米粉でしのだ巻き」を出品した新潟県上越市の栗

間良子さん（60）が輝きました。栗間さんは、ＪＡえちご上越女性部のグループ「謙信くん」の

メンバーで、米粉をふんだんに使い、地元の食材を活用したアイデア力が、審査員から高い評価

を受けました。グランプリに次ぐ準グランプリには、茨城県行方市の自営業、箕輪玲子さん（40）

の「もちもちトロリ米粉たこ焼」、栃木県宇都宮市の県立宇都宮白楊高校生の竹澤愛莉さん（18）

の「さくっ！しっとり！米（まい）まかろん！」が選ばれました。これら3点が、来年3月5日に東

京・中央区の「製粉会館」で開かれる全国決勝大会に、地区代表として進出することになりまし

た。 

 関東・甲信越地区には、「主食」部門79点、「主菜・副菜」部門54点、「デザート」部門165点

の計298点と、昨年度の124点を大幅に上回る応募がありました。この中から書類審査を通過した

「主食」５点、「主菜・副菜」５点、「デザート」5点の3部門15点で、出場者自ら調理し、審査

員にアピールし競い合いました。 

 審査員からは「色々な人たちから意見を聞き、自らも作って食べてインスピレーションを高め

て、美味しい米粉料理をどんどん生み出して欲しい」「同じ料理を何回も作って、自分の舌で完

結させ、自分の料理を作り上げることが大切です」「３年目に入って年々レベルは上がっている。

ぜひ、店でもメニュー化できるような作品づくりに応援してもらいたい」との講評がありました。 

 なお、グランプリ、準グランプリ以外の表彰作品は以下の通りです（敬称略） 

○優秀賞・外食向け＝石井ゆか（東京都）「簡単！タルト・ポンム」 

○優秀賞・給食向け＝小森谷奈保子（茨城県）「米粉のフルーツケーキ」 

○優秀賞・家庭向け＝高橋奈津子（新潟県）「米粉かき揚げライスバーガー」 

○特別賞・食物アレルギー対応レシピ＝林秀和(神奈川県)「子供達が喜ぶ、可愛い米粉豚まん」 

○特別賞・地元産品活用レシピ＝岡田尚子（新潟県）「根菜と豚肉の黒酢炒めモッフル」 

表彰者、審査員の皆さんを囲んで（横浜市・国際フード製菓専門学校） 
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農林水産省ホームページ「米をめぐる関係資料」より 



槇野産業株式会社 近藤拓治さん 

― スーダン共和国への大豆ロースターと粉砕機の納入 ―― スーダン共和国への大豆ロースターと粉砕機の納入 ―― スーダン共和国への大豆ロースターと粉砕機の納入 ―― スーダン共和国への大豆ロースターと粉砕機の納入 ―    

 国連には数多くの機関があり、その内の一つ国際連合工業開発機関（UNIDO）は、

開発途上国の持続可能な産業開発を促進し、持続的な経済の発展を支援する活動を

しています。 

 このUNIDOの行っている「大豆に関するバリューチェーン構築プロジェクト」とし

て、きな粉が取り上げられ、2012年のケニヤに続き今回はスーダンに支援が行われ

る事になりました。プロジェクトの内容は、日本での、きな粉に関する研修、必要

機器をスーダンに設置し、きな粉と派生する食品製造をするといったものでした。 

 弊社はケニヤに粉砕機を納入した関係で、協力を要請されお受けした次第です。

2015年1月12日、13日の2日間、スーダン共和国工業省から派遣された5名の視察研修

は、弊社お客様のきな粉メーカーさんの協力も得て行い、大変好評で話しは盛り上

がりました。その後のUNIDO資金による機器購入として、シンプルな構造の大豆ロー

スターと粉砕機、パン菓子製造用ミキサーとオーブンで構成し、国際電子入札でイ

ンド・中国企業との競争の結果、落札しました。そして5月に現地スーダンの首都ハ

ルツームに納入し、運転指導に行ってまいりました。 

 スーダンは北アフリカに位置し、面積が日本の約5倍、人口は約3,900万人ですが、

石油を多く産する南スーダンが独立、アメリカからはテロ支援国家として経済制裁

を受けるなど経済的にはかなり厳しい状況だそうです。 

 試運転後の試作品試食会を兼ねた完成パーティは、伊藤在スーダン特命全権大

使、モハメド商工大臣、UNIDOのプロジェクト責任者など沢山の方が参加され、盛大

に行われ、最後には全員での踊りとなりました（ちなみに、スーダンはイスラム国

なのでアルコールは無しです）。 

 今回は大豆を使ったプロジェクトでしたが、米粉が世界で注目され、途上国の人

達のお役に立てる日が来ると良いなと思った次第です。 

スーダン共和国ハルツームの町 

スーダンの国旗 
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工場内に設置された機器 粉砕機の前で現地スタッフと記念撮影  

来賓に機器の説明 大豆の選別から指導  

パーティの看板前でUNIDOメンバーと 

完成パーティと試食 
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 自民党農林水産流通・消費対策委員会（山本拓委員長）は2015年12月17日、東京・

永田町の自民党本部で会合を開き、米粉の需要拡大に向けた用途別基準作りやアレ

ルギー表示等を巡り、関係団体などからヒアリング聴取するなど、活発に意見交換

を行いました。 

 この中で、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークの高橋仙一郎専務は「国内に

は約400社の米粉製造業者があるが、生産規模も粉砕方法も品質もまちまちで使い

勝手が悪いため、パンや麺類、お菓子といった用途別の米粉規格基準の統一作りを

急ぐべきだ」と訴え、さらに「米粉には、小麦に含まれアレルギーの原因となるグ

ルテンが含まれない」とし、欧米の小麦アレルギー市場を視野に入れた新たなグル

テンフリー表示制度の必要性も提案しました。 

 厚労省によると、食物アレルギー有症率は日本では全年齢を通じて1～2％なのに

対し、フランスで3～5％、米国で3．5％～4％と高く、グルテンを含まない米粉の需

要が見込まれます。山本委員長も「小麦文化の欧米にグルテンアレルギーを持つ人

は多く、国産米粉製品の輸出には潜在力がある」と指摘しました。議論を受け、農

水省では2016年度農林予算に新規関連事業として反映させる考えを示しました。 

 委員会で発言した小泉進次郎農林部会長は「小麦粉の代替品ではなく、米粉しか

できないことをもっとアピールするなど、新たな需要開拓の発想が必要だ」と強調

しました。会合に出席した各議員の席には「グルテンゼロの米粉パン」が試食用に

出されました。同日の会合は、2015年８月５日の同委員会会合に続くものです。 

 これより先、12月15日には自民党農林幹部が米粉や新素材の「米ピューレ」「米

ゲル」を使った食パンや洋菓子、ＪＡ全農が販売している「ライスミルク」等の試

食会を開きました。米粉パンをトーストにして食べた小泉農林部会長は「もちもち

感がいいが、焼いたらもっと美味しい」と絶賛しました。 

自民党の「米粉委員会」で、基準、表示など論議自民党の「米粉委員会」で、基準、表示など論議自民党の「米粉委員会」で、基準、表示など論議自民党の「米粉委員会」で、基準、表示など論議    
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ヒアリングの聴取で報告する高橋専務 委員会で発言する小泉農林部会長(左） 
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 広島県東広島市の農事組合法人「ファーム・おだ」が、2015年度農林水産祭の天

皇杯（農産の部）を受賞しました。天皇杯は優れた経営や活動を表彰する農業者に

とって最高の名誉です。「ファーム・おだ」は米や野菜、大豆、小麦、ソバ生産の

ほか、年間3000万円を売り上げる自家産の米粉を使った米粉パンの販売など、６次

産業化に取り組み、さらに耕作放棄地の解消や農家所得の向上にも取り組むなど、

地域づくりに貢献する経営が高く評価されました。 

 「ファーム・おだ」は、同市河内町小田地区の13集落で2005年11月に設立しまし

た。154戸が参加し、49人が作業に従事。103haの圃場で主食用米53.2ha、飼料用米

と米粉用米9.4haなどを生産し、2012年4月には、自家産の米粉のパンを製造、販売

する「米粉パン工房＜パン＆マイム＞（ぱんとまいむ）」を開設しました。現在は、

１日当たり各種のパン約600個を焼き、１日で35種類程度販売し、年間で約3000万円

を売り上げています。米粉パン工房では、女性パートが多く働き、女性の感性によ

るところが非常に大きいのが特色です。 

 吉弘昌昭組合長（77）は、昨年３月に開かれた第１回全国米粉料理コンテストの

記念特別セミナーで講演し、取り組み活動を披露しました。 

「ファーム・おだ」が天皇杯を受賞「ファーム・おだ」が天皇杯を受賞「ファーム・おだ」が天皇杯を受賞「ファーム・おだ」が天皇杯を受賞    

 農林水産省は2015年11月末、「2015年農林業センサス」（２月１日現在、概数値）

を公表しました。同センサス調査は５年ごとに行われ、農業政策を推進する上で

ベースとなる統計データです。これによると、農業就業人口の減少と高齢者の離農

が加速する中で、法人経営の増加や経営規模の拡大も着実に進展している実態が改

めて浮き彫りになりました。 

 農業就業人口は５年間で２割減の約51万人減少して209万人となり、65歳以上層

の割合が過去最高を更新するなど、高齢化、農家減少が続いています。農業就業人

口の平均年齢も、前回調査に比べ0.5歳上昇して66.3歳と過去最高になりました。世

代別では特に70歳代の減少率が大きく、これまでは戦後農業を支えてきた昭和１桁

生まれの世代（80歳代）は既に離農が進んでいましたが、これに続く世代でも始まっ

ていることが分かりました。また、地域農業の担い手となる基幹的農業従事者も

13.8％減の176万8000人、農家と法人組織を合わせた農業経営体も18.1％減の137万

5000人となりました。 

 一方、農業経営体のうち法人経営数は25.5％増の2万7000、経営耕地面積は0.3ha

増の2.5haに達しました。経営耕地面積規模別の農業経営体数は５年前に比べて北

海道では100ha以上層で、都府県では５ha以上層で増加しているのが特徴です。農水

省では「農業就業人口の減少は集落営農の組織化が進んだことも背景にある」と見

ています。さらに、個人では守りきれなくなりつつある農地や水路などの地域資源

を、集落全体で保全活動する取り組みの割合が増加していることもわかりました。 

 この結果、国内農業基盤の維持・強化に向け、農業の担い手の育成とともに、地

域の集落活動を下支えする施策の一層の充実が強く求められます。 

「「「「2015201520152015年農林業センサス」を公表年農林業センサス」を公表年農林業センサス」を公表年農林業センサス」を公表    



 今春３月５日の全国決勝大会（東京）を目指し、「米粉の名人」料理グランプリ2015“第

３回全国米粉料理コンテスト”の地区決勝大会が、昨年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か所で相次いで開かれています。 

 各会場では、今回もアイデアに富み、工夫を凝らしたレシピで腕を振るう高校生から60

歳代の出場者の熱気であふれ、審査員の多くも「３年目に入り、年々レベルが上がってい

る」「地元の食材を活用していろいろな組み合わせのレシピが目についた」「プロ顔負けの

作品もあった」「店でもメニュー化できるような作品づくりに応援してもらいたい」と講

評するなど、米粉調理の質の高さを高く評価しました。３月５日の全国決勝大会に集う全

国５地区代表１５名の精鋭が自慢のレシピで腕を振る熱気が、今から楽しみです。 

 本号の巻頭記事は、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．ＮＥＴ）の島田

圭一郎理事長に寄稿してもらいました。その冒頭で島田理事長は「今年は丙申（ひのえさ

る）で、大変革の年。この変革の年にふさわしく、さらなる躍進へ新しい波を起こす年に

したい」と述べました。さらに、米粉の普及を大きく促進するための課題として「誰もが

用途に応じて選択、安心して使える米粉規格基準や表示は米粉産業発展の基礎となる」と

強調しました。今年のＣＡＰ．ＮＥＴの活動に寄せる力強いメッセージでした。 

 また、昨秋は、大筋合意に達したＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の国内対策を受けて、

「農政新時代」を迎えたと政府・与党は唱えましたが、自民党農林水産流通・消費対策委

員会（山本拓委員長）は昨年８月から米粉の需要拡大に向け、本格的な論議を始めました。

同会合で山本委員長は「小麦粉に強力粉や薄力粉があるように、パン、麺、ケーキなど用

途別の規格基準を統一する必要がある」と指摘し、食物アレルギー対応として「小麦不使

用」表示の必要性などが提起されました。12月の同委員会でも、世界の小麦消費量は７億㌧

あり、アレルギーの原因となるグルテンを含まない米粉の需要が見込まれる、と強調され

ました。自民党農林幹部が開いた「米粉試食会」では、米粉パンを絶賛した小泉進次郎農

林部会長は「米粉革命だ」と語りました。農林水産省の調査によると、2015年度の米粉用

米の作付面積は前年度に比べ900ha増の4,245haとなり、４年ぶりに増加に転じ、生産量も

2012年産以降減少していましたが、2015年産の計画数量は2.3万tと前年産から0.5万t増加

しました。 

 これらの動きが、ＣＡＰ．ＮＥＴのスローガンである「米粉で地域と日本を変える」こ

とにつながる弾みとなる大きな転換点の年にしたいものです。本年も宜しくお願い致しま

す。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】【 編 集 後 記 】【 編 集 後 記 】【 編 集 後 記 】    
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〒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 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人国内産米粉促進法人国内産米粉促進法人国内産米粉促進法人国内産米粉促進ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

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 


