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米粉で地域と日本を変える！ 

ある食品の消費を拡大するには、基本的に５つの方法がある。 

 ① 一度に食べる量を増やす 

 ② 食べる頻度数を高める 

 ③ 新しい利用法を考える 

 ④ 新しい消費者を育てる 

 ⑤ 新しい地域へ進出する 

といったことである。 

コメの消費拡大での米粉の役割は、当面は③となるが、そういった新しい利用

法を消費者が受け入れるには、消費者側に３つの判断基準がある。損得、体面、

好き嫌い、である。 

まず、米粉を使って得になるか、である。一般に米粉の価格は、小麦粉の２倍

だ、といった通説が流布している。確かに米粉と小麦粉を単純に比較すると、こ

の説は有力になるかも知れない。しかし、米粉を使った調理パンとかケーキとな

ると、原価としては他の食材でウエイトの大きなものが多々あるので、１００％

米粉商品でも、そのまま２倍になる訳ではない。キャップネットの高橋専務か

ら、原料関係の詳しい資料を見せていただいたが、小麦粉使用を比較して、一個

当たりで３円程度の差である。仮に、米粉使用をアピールして、１０円高い調理

パンを売り出した場合に、ＰＲ活動が成功すれば、受け入れてくれる消費者はか

なり出てくると思う。 

ＰＲ活動の「損得」の展開だが、消費者に、価格はちょっと高いけれど、健康

面など「いろいろ」考えると結局は米粉商品の方が得だ、と納得してもらうこと

である。つまりは、米粉が有利になる「いろいろ」の検証と、それについての的

確な情報発信が求められると思う。併せて、体面＝格好良さをアピールすること

が重要である。消費者自身が、自分は暮らしにゆとりがあり、割高なようでも、

いい商品を購入しているし、環境保全などで中山間地域への理解も持っている、

とすることで、米粉活用のオピニオンリーダーになってくれるのである。 

この段階は、米粉のイメージ商品力や存在感を高める作戦となる。そして決め手

は、好き嫌いとなる。実際に、消費者が米粉商品を食べてみたら、とても美味し

かった、という実感納得である。つまりは、米粉商品の実質商品力が問われるの

である。 

ところで、米粉についてはパンとしての活用が目立つ。農業高校などでも米粉

パンをコンビニエンスストアと協力して開発、といった事例が多いようだ。そこ

で日本型食生活を踏まえた米粉の活用も考えて見たい。たとえば、九州での団子

汁だが、各地でヒアリングしたところ、かっては米粉で作っていた、という事例

が見られた。団子汁に類するものは全国各地にあるようなので、ぜひ、米粉へも

着目してほしいものだ。九州の農業高校で、米粉の海鮮パスタを開発し、道の駅

で販売、といった事例もあった。これなどは、見た目は洋風だが、実体は、かな

り日本型食生活に近いものである。信州名物のおやきは、いまや九州の道の駅や

直売所でも地元の加工グループが売り出している。全国化進行中なので、米粉活

用をぜひ、と思う。 

最後に、米粉自体の消費拡大としては、頭初に述べた５つの方法のそれぞれ

で、具体的に作戦を展開することが重要となる。多面的活動となるが、ぜひ、成

功させたい。 

理 事 平岡 豊 

平岡 豊（ひらおか・ゆたか）   

1936 年 生 ま れ、大 分 県 出 身 

現・大阪大学外国語学部中国語

学科卒。㈱博報堂でＣＭプラン
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2004年九州大学で農学博士取得 

著書:「農産物ブランド化作

戦」（東洋経済新報社）、「日

本のコメ適正消費を確立しよ

う」（NPO法人九学出版）など 
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開会の挨拶 

～需要拡大に新たな国民運動を～ 

理事長 島田 圭一郎 

あの東日本大震災から２年が経過しましたが、現地では今だ復旧の見通

しさえつかず、時計の針が止まったような地域も少なくありません。そう

した苦しみに加えて、今日食料供給に携わる人たちにとって重くのしか

かっているのはTPPへの参加問題です。 

先の日米首脳会談を経て安倍首相は「聖域なし関税撤廃が前提でない事

を確認した」と述べ参加を表明する意向ですが、共同声明の内容をよく検

証すると、高いレベルの包括協定を目指し、我が国が例外を主張すること

は妨げないが、それは交渉の結果である事を確認したにすぎず、例外の確約はあ

りません。政界一流のマジックというほかなく、今後が心配であります。 

さて、私たちは世界に誇る我が国の水田機能を活かし、基本食料を守り自給率

を高めたい。そのために米飯だけでなく、米粉を普及し、新しい食文化をも創造

したいと考え、これまで皆さんと共に活動してまいりました。TPPはこれとは全

く逆行し、日本農業を根底から突き崩すものであり、毅然とした姿勢を貫くよう

切に願いたいと思います。 

米粉をめぐる情勢ですが、近年米粉用米の生産は順調な伸びを示し２３年は４

万トン台に達しましたが、昨年は３万４千トンまで減少し、需給ギャップが顕在

化してまいりました。現在もかなり多くの在庫を抱えている製粉メーカー等も少

なくありません。先般全国一の新潟県に参りましたが、今年の米粉米生産は昨年

の半分以下になりかねないという危機感を持っておられました。 

政府の目標は平成３２年までに食用小麦の需要量の１割・５０万トンを目指すと

いうものですが、まだ１合目辺りで息切れする状況では先行きが心配され、本日

の懇話会では米粉の需要拡大に向けて何が求められているのか、徹底的に話し合

う必要があります。 

私は政策支援も私たちの取り組みも、従来の延長では目標達成は難しいのでは

ないかと思っています。例えば新潟県では、小麦粉でパンなどを製造している業

者が小麦の10％を米粉に置き換え使ってもらえば、小麦との価格差を補てんする

というモデル事業を新年度から実施の予定だそうですが、政府も都道府県レベル

でも新たな抜本的な政策が待望されているように思います。 

一方、私たちの取り組みももう一度原点に立ち返り、米粉の使い方や米粉の健

康面での良さなどを伝えながら、地域から６次産業化との結合など様々な形で米

粉の普及、需要創造運動を盛り上げていく、そしてそれを国民運動にしていく気

合いをこめた取り組みが必要ではないでしょうか。私どもNPO法人としても新年

度から全日本米粉料理グランプリ「米粉名人戦」が実現できないか、各方面に働

きかけているところであります。 

本日の講演や報告を受け、新たな発想で米粉消費拡大へのご提案、ご意見を頂

きますようお願い申し上げ挨拶といたします。 

NPO法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.Ｎ）は3月13日（水）、東京都荒川区の日暮里サニーホール

で、「米粉普及懇話会」を開きました。生産者、メーカー、食品業界、教育、行政、団体、マスコミ関係者等

約100人が参加し、米粉の需要拡大と普及促進に向け、活発な議論を展開しました。懇話会では、農水省から

米粉支援施策等の説明があり、米粉パンで地域を活性化している事例の報告、 ＣＡＰ.Ｎが計画している「米

粉の名人」料理グランプリの紹介がありました。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

米粉の情勢について 

農水省生産局農産部穀物課長 鈴木 良典 氏 

主食用米以外の新規需要米としての米粉用米については、水田活用の直

接支払交付金による生産者への助成金（10アール８万円）のほか、安定

供給のため、加工施設の整備、乾燥調整・集出荷貯蔵施設の整備等の支

援を実施してきました。また、食料自給率向上に向けた取り組み「フー

ド・アクション・ニッポン」活動の一環として、官と民が一体となって

「米粉倶楽部」を通じた米粉の消費拡大活動に賛同する企業・団体は、

２月末現在で1252社に達しています。 

米粉パンを学校給食で導入している学校は、平成17年度では給食実施

校の約２割の６千校にとどまっておりましたが、22年度では約５割の１

万６千校まで増加しました。生産面では、パン用に適し主食用品種に比

べ２割以上の増収が期待できる「ミズホノチカラ」などの新品種が開発

されました。 

米粉用米の市場規模ですが、これまで順調に増加し23年度の生産量は

４万トンに達しましたが、昨年度（２４年度）は、商品開発が一巡した

こともあって、一部大手需要者で在庫調整等が行われた結果３万4500ト

ンに減少しました。 

32年度の米粉用米の生産については、食用小麦の需要量の約１割に相

当する50万トンを目標にしております。今後、米粉の大幅な需要拡大を

実現していくためには、①製粉コストの削減によって、小麦粉価格より

も割高となっている米粉価格の引き下げを図り、小麦粉との置き換わり

を進める②米粉製品の持つ食感や機能性を活かした商品の開発と普及を

進めるとともに、小麦代替にとどまらない新しい米粉の用途開発を進め

ていくことなどが課題です。 

25年度からは、米粉の製造コストの削減と新たな需要の拡大を目指し

て、米粉・小麦粉製造事業者、パン・めん製造事業者の二次加工メー

カーが一体となって行う、製造コストの削減技術や、米粉と小麦粉の

ミックス粉などの新たな米粉製品の開発を支援する事業に取り組みま

す。 

また、同じく25年度の新規事業として「日本の食を広げるプロジェク

ト」（約40億円の予算規模）がスタートします。これは、国内外の市場

を目指して、国産農林水産物・食品の消費を拡大していくのが目的で、

地産地消、国産消費の拡大、輸出の促進等を推進するのが対策のポイン

トです。 

事業では①生産者、消費者等からの提案に基づくなど現場発の発想が

踏まえられていること②多様な事業体、モノやサービスと結合している

ことの取り組みを優先して採択します。その中で、地域での地産地消等

消費拡大の取組を全国的に展開する具体例として、地産地消の全国的な

ﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組、幅広い品目について、生産者と消費者が連携した消費

拡大のための全国的な取組、消費者の発想に基づく米粉等の全国的な普

及・啓発の取組などがあげられます。 
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（農林水産省資料より・一部抜粋） 



私は米粉に携わって13年になります。始めたのは2000年の７月でした。

全国紙の記事で、新潟県はどのようにコメの消費拡大に協力しているか

という記事でした。その記事を見て、翌８月に新潟に参りました。そこ

で、ＣＡＰ．Ｎ専務の高橋仙一郎さんに、新潟における米粉の取組につ

いてのレクチャーを受けました。後継者がいない、あるいは耕作放棄地

が増えていること、それは新潟だけでなく日本全国の問題であり、それ

を救うのはコメしかない、コメを粉にしてパンを作れば全てが解決す

る。小麦を500万トン輸入しているわけですから、これを米粉に置き換え

れば米をもっと作ることができる。そういうお話しでした。それから米

粉に取り組んで13年経ちました。本日は、事例報告を行う予定でした農

事組合法人「ファーム・おだ」（広島県東広島市）の吉弘昌昭さんのピ

ンチヒッターとして、その活動を紹介させていただきます。 

まず、「共和の郷・おだ」の紹介から始めます。小田地区は、人口19万の東広島市の東

部に位置しています。地区内に小田城跡がありますが、町の人は元旦には城跡に上り、町

を見渡すのが行事になっているような、郷土愛の強いところです。地区の自治組織「共和

の郷・おだ」が設立されたのは平成15年ですが、そのきっかけは131年の歴史を持つ小学校

の廃校と、保育所、診療所の廃止でした。小田地域の全体に危機が来ました。危機と言う

のはチャンスです。廃校になった後、火が消えたようにしないためにどう活用するか皆で

考えて、提案書にしました。全住民にアンケート調査を行いその要望を実現するために、

「共和の郷・おだ」（任意組織223戸）を設立、廃校した小学校が小田地域のコミュニ

ティー活動の拠点によみがえりました。「共和の郷」の会長は元校長先生、農事組合法人

「ファーム・おだ」の事務所は元のＪＡ支店です。 

農事組合法人「ファーム・おだ」は平成17年11月、128戸（全農家数153戸）が参加して

発足しました。当時のアンケートでは５年以内に農業を辞めるという人が42％いました。

ほとんどの人が、トラクター、田植え機、コンバインを個人で持っていました。小田地区

全体で、７億３千万円かかっています。それを小田小学校区を１つの農場としてやれば、

機械、施設合わせて6,200万円で済みました。１２８戸の農機は大幅に減り、オペレーター

は１１名、作業の中心的役割を果たしているのは地区内の認定農業者です。法人に利用権

を設定し乾燥と調整を引き受けています。小学校区が一つの農場になり、大豆、麦、コメ

でブロックローテーションを行い、米では減農薬栽培のブランド米、米粉用の新規用途米

などを栽培しています。農地の集積率はおよそ70％で84ヘクタールです。参加していない

農家からの作業受託も増えています。アスパラガスやトマトなど野菜の早期栽培も行って

います。ファームの作業責任者は地区外から来たオペレーターで通年就農が可能になりま

した。アスパラの収穫や選別を手伝うのはお年寄りたちです。トマトの果樹栽培の責任者

は地元の若いオペレーターです。 

今、人気なのが地元産の米粉を使ったパン工房で、農業の６次産業化が実現しました。

はるばる県外から米粉パンを買いに来るお客さんも増えています。米粉パンの製造には若

い女性たちも働いています。また、地元の農産物の直売所として「寄りん菜屋」も開設し

ています。地域の取組の中で女性や高齢者たちが勤まる職場を実現しました。「ファー

ム・おだ」は昔の小田農協の役割を果たしています。「ファーム・おだ」と今のＪＡ、ど
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米粉で地域と日本を変える！ 

地域活動事例報告 

中四国米粉食品普及推進会議会長・株式会社中国リス食品販売社長 向畑 宣秀 氏 

夢ある村へ大いなる挑戦 

－集落営農と米粉工房をバネに－ 
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ちらも地元のものですが、車の両輪として切磋琢磨してやって

いくことが必要です。 

次に米粉パン工房「パン＆米夢（パントマイム）」の話に移

ります。米粉パン工房は「ファーム・おだ」の事業として平成

24年４月から開業しました。始めた動機は、食料自給率３

９％、荒廃地の発生、後継者難という状況を、米をどんどん

作って変えたいと言う思いからです。ここの生産設備ですが、

パンは素人という吉弘さんから相談を受け、規模、機械の選

定、提出資料などに関わりました。建物の敷地は80平方メート

ル、吉弘さんが目をつけて安く買った鉄骨に合わせて造ったの

で面積ありきで建てています。設備もそれに合わせました。事業費は約2,600万円で国庫補

助を活用しています。パン作りのほうは女性が６名でやっています。一人パン作りが上手

な人がいましたのでリーダーになってやっています。パン作りの準備では、婦人クラブの

人達が手ごねの生地で家庭用のオーブンを使い、パンを作り試食をして大変評判が良く、

そこからビジネスとしてのパン作りが始まりました。プロの先生に教わって、15日ぐらい

パン作りの勉強をしました。女性は良くついてきたと思います。 

こうした新しい試みでは固定概念を取り払って臨むことが大事だと思います。たとえ話

ですが、営業で上司に「アフリカで靴を売れ」と言われ、一人の営業マンは「アフリカは

はだしなので売れないと言い」、他の一人は「皆はだしなのでこれから売れる」と言った

話があります。また、「アラスカで冷蔵庫を売れ」と言われ、一人の営業マンは「こんな

寒い所では売れない」と言い、他の一人は「寒すぎてコチコチになり、解凍するのに時間

がかかる。冷蔵庫で温度管理するようになれば売れる」言った話があります。ものを売る

ときに表ばかり見ないで、裏に回って見ることも必要です。玄米を使った米粉製品もその

一つと思いますが、もう一ひねりしたら何かあるのではないか、価値観を全く変えてみた

ら面白いニーズがあるのだろうと思います。販売では、ＪＲから大変美味しいという評価

をいただき、ＪＲ広島駅で売ることが決まっています。学校給食は広島県全体をカバーす

る体制ではなく、しかも予算が安いので話を前に進めるのが難しい状況です。現在県に価

格差補助制度を要請しています。米粉製品は135アイテムあります。この中から１日35アイ

テム程度を作り販売しています。シーズンでメニューを切り替えるので今後増えていくと

思います。クリスマスには米粉のクリスマスケーキを100個限定で販売し完売しました。ま

た、ピザの販売では「寄りん菜屋」のそばの空き地に石釜を作り、生地はパン工房で半分

焼いたものを冷凍保存し、行事でピザ焼きするときにすぐ使えるようにしています。行事

では子供たちが喜喜として焼いています。上に載せるのは地元の野菜で、３分ぐらいで焼

けます。値段は1,000円ぐらいですが、大変好評です。近くに野球場があり、球場の利用者

も今後利用すると言っています。 

売り上げの状況ですが、昨年の４月29日の開店から１月までの来店客数は24,236人、一

日平均105人です。一人当たりの販売単価900円、１日平均の販売額93,173円です。１日米

粉28.4キロを使い各種パン600個を焼いています。設備を作るとき１日の売上高10万円を目

安にしていますから、学校給食が入れば10万円を超えるところまで来ていると思います。

県内には集落営農法人が222ありますが、米粉パンを製造販売する営農法人は始めてだと思

います。今後とも、パンの具材に使用する野菜、果実なども出来る限り小田産を使い、地

元の食材にこだわった美味しい米粉パンの製造を目標にしていきます。 

ここで少し米粉パンに関する問題点を申し上げれば、米粉パンという呼称には何も基準

がないのが問題だと思います。１％しか米粉が入っていなくても80％入っていても米粉パ

ンと呼ばれています。少なくとも、50％以上のものを米粉パンと呼び、50％未満は「米粉

入りパン」とすべきと考えます。また、どんな粉を使っているかについても表示がありま

せん。米粉の種類によって製品の質が異なるので、どんな米粉を使っているかはっきり表

示する必要があるように思います。 



PAGE 8 ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

「米粉の名人」料理グランプリ 

    ～審査基準を明確化し、オールジャパンで～ 

常任幹事 小池経二 

 これまで、ＣＡＰ．Ｎは米粉の普及促進を目指し、活動を展開してき

ました。米粉の名前自体はＰＲの結果、浸透してきましたが、どんな特

性があるの、米粉料理はどうして作るの、などと、まだまだ理解不足の

面があり、国民に対してもっと波及効果を考える必要があります。 

 米粉を使った料理レシピのコンテストは、今までにも新潟、宮城など

全国各地で地道に行われております。その多くが、地域振興や産地のＰ

Ｒイベントとして開催されていますが、現在実施されています各地のコ

ンテストにいくつかの条件をクリアすることで単なるイベントを超えた

経済的な波及効果を備えていると考えられます。 

 １つは産地レベルの活動から都市部、消費地を巻き込んだ総合的活

動、２つめが食品業界、外食業界を巻き込んだ「６次産業化」を促進

し、食材としての米粉需要の底上げへの波及効果です。これを実現する

には、とりわけ全国コンテストの大会開催を前提にした「審査基準」の

確立が求められます。 

従来の米粉需要促進活動は消費者向けが中心ですが、新たに企画提案する全国米

粉料理コンテストは、消費者はもちろん米粉の産地から米粉を取り巻く多くの分野

を包括し、総合的に米粉需要の拡大を図るのが狙いです。コンテストの名称は「米

粉の名人」料理グランプリ２０１３とし、「おいしさ、栄養学的知見、健康、食文

化、未来に伝えたいにっぽんの米粉料理」をスローガンに掲げます。基本理念とし

ては、米粉促進の地域レベルでの運動をもとに、オールジャパンによる地域連携

ネットワークを構築し、「食料自給率向上国民運動」の先駆けにしたいと思いま

す。これによって、食文化、産業、地域経済への貢献を果たします。 

コンテストの大きな特徴は、審査基準項目を設定していることです。コンテスト

は主食（パン・麺類）、総菜（料理全般）、菓子（洋菓子類）の３部門です。基本

審査項目は味わい、レシピの目的（テーマ）性、独創性を審査の必須項目とし、さ

らに、応募者が何を重視して審査してもらいたいのかを任意に選択する選択審査項

目として、栄養・健康機能性、食文化性、視覚性、経済性（レシピの費用）などを

考えております。 

初年度（2013年度）は、まず東西ブロックで地区大会コンテストを開催し、地区

大会で選抜された各地域代表が、東京に一堂に会し、全国決勝大会を開催する計画

です。大会では最終審査で部門賞３名を選抜し、その中から第１回「米粉の名人」

グランプリ１名を表彰します。また、地区大会、全国大会ともに、イベントとして

の集客性も考慮して、識者による講演、地域実践報告などのセミナーやフォーラム

を組み合わせた開催を基本に据えたいと思います。現時点での暫定案として、全国

決勝大会は来年の３月に、本コンテストの企画にあたり、ご協力いただいている女

子栄養大学駒込キャンパス（東京都豊島区）を会場に予定しております。 

本コンテストへの応募は、原則としてプロの食品業者関係者などは想定しておりま

せん。生産者から、主婦、学生など一般の多くの人たちを対象にしております。運

営にあたりましては、これからも、様々な、ご意見や要望をお聞かせいただき推進

していきたいと考えております。宜しくお願い申し上げます。 
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閉会の挨拶 

 ～商品目的に合った米粉の使用を～ 

副理事長 萩田 敏 

本日は懇話会に全国各地から多数ご出席いただき大変有難うございまし

た。また講演では、向畑さんが急遽ピンチヒッターを引き受けていただき

感謝申し上げます。 

今日、話しがありましたように、平成２４年の米粉用のコメの生産が３

万５千トンと前年の４万トンから少し落ちています。これは、在庫調整を

行っている面もあるかと思います。決して米粉への関心にかげりが見えた

ということではないかと思います。 

先週、ＦＯＯＤＥＸＪＡＰＡＮ２０１３が幕張メッセで開催され、「米粉パビリ

オン」ブースを設け、各米粉関連企業やフードアクション・ニッポンなどが集まっ

て開催しました。多くの方がブースに来場されましたがその中で、これまでと少し

違った動きが感じられました。米粉への関心が非常に具体的になってきていること

です。 

例えば、レストランや菓子メーカーなどから米粉パスタ、麺やクッキーなど具体

的な商品名を挙げながら利用したいということで話がありました。また、ベトナ

ム、韓国、台湾、中国、それぞれ各国からも米粉クッキーやパンを行いたいがどの

ようにすればよいのか。製粉、米粉商品製造の具体的な問い合わせが寄せられまし

た。また、商社からパッケージで海外に展開したいとの話もありました。韓国では

商品パンフレットに日本からのノウハウを活用し製粉品質などの表示がされたりし

ていて感心が高まっています。スピードが速く、ひょっとすると追い抜かれてしま

う危惧があります。 

日本の農業は水田、稲作が中心にあって、畜産や野菜がある。米、畜産、野菜さ

らには海産物ともうまく組み合わせていく。そういうことに着目していく必要があ

ります。米粉と大豆、米粉と野菜、あるいは米粉と魚介類、色々なものを組み合わ

せて地域から発信していけると思います。 

それから、先ほど規格の話しが出ていましたが、米粉が普及するために必要な要

件として米粉の規格が重要なことと思っています。使ってみないと分からないでは

消費者・ユーザーは困ってしまいます。先ほど新潟県の方からお話をいただきまし

たが、私も検討会メンバーとして昨年２月に規格について取りまとめに参加しまし

たが、米粉の製粉品質で重要なのは、粒度、でんぷん損傷度、アミロースです。こ

の三つが、商品作りにおいて、大きな影響を与えるということになります。でんぷ

ん損傷度が何に影響を与えるかと言いますと加工における加水量に影響するという

ことです。アミロースも商品の食感や成型に影響があります。アミロースの違いや

うるち、もちなどの米粉をどういう風に組み合わせるかで新しいものが出来るので

はないかと思っています。 

今後は副資材等で調整する前に、まず米粉の成分や製粉特性を上手く活用して調

理・加工することが大事で、パンにあったもの、ケーキにあったもの、麺にあった

ものそれぞれ米粉の特性は異なります。目的にあったものを使うことで新しい商品

が出来、次の米粉ビジネスの展開ができると思っています。ぜひ、これまでとは違

う発想で、新しいものを創って頂きたいと思っています。 

夢、希望が無いと投資もできません。先ずは、夢をもてることが大事です。日本

農業の維持発展を願い、今後とも皆様方のご支援を宜しくお願いします。 



米粉関連が出店、1,500人が会場へ 

常任理事 富田孝好 

２月３日（日）、仙台市青葉区の仙台国際センターを会場に「東北発ニッポン元

気会議『復興のチカラ、そして未来へ～東北の英知結集』未来提言イベント」（主

催：東北七新聞社協議会）が開催されました。これに合わせ、同時開催企画として

「東北の元気を伝えます『東北６県のこだわり物産展』」も開催されました。 

このイベントにＣＡＰ.Ｎ会理事で仙台市を中心に活動している八巻美恵子さんの

推薦で、青森県五戸町から農事組合法人くらいしが玄米入りパンやジュース（りん

ご・山葡萄）等の物販で出店しました。当日は、東北６県からマルシェ（物販コー

ナー）に２３団体、体験コーナに８団体が出展しました。 

物産展は、「東北のこだわりの地域おこし（コミュニティビジネス）＆仕事おこ

し（ソーシャルビジネス）の団体大集合！東北の隠れた逸品に出会えるチャンス！

環境にも人にもやさしい地域自慢の地場産魚肉や米・野菜、こだわり加工品等の

『産直販売』」と題して行われました。 

当日、メイン会場で開催された「未来提言イベント」では、一般財団法人日本総

合研究所の寺島実郎理事長が、「東北復興への視座」のテーマで基調講演しまし

た。その中で寺島氏は、復興モデルとしてシンガポールとデンマークの国家運営を

紹介し、「東北は農業と食で日本を支えるベースキャンプとなるべきだ。震災を教

訓にした防災対応力のパッケージ化や首都機能の分散も主張し、実現すべきだ」と

訴えました。 

今回の「東北６県のこだわり物産展」は、ＣＡＰ.Ｎの加盟団体である日本労働者

協同組合（ワーカーズコープ）連合会とＮＰＯ法人銀座ミツバチプロジェクトと

が、河北新報社と協議し企画・運営されて実現したものです。会場には、八巻理事

のほか、島田圭一郎理事長はじめ、富田孝好常任理事、岡元カツ子監事等も駆けつ

け、楽しくもあり、美味しくもありの充実した一日となりました。 
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「米粉パビリオン」に出展 3/5～8・幕張メッセ 

一般財団法人日本穀物検定協会・こっけん料理研究所長 

副理事長 萩田 敏 

世界中の食品・飲料が一堂に会し、食品業界のビジネス拡大支援と最新のトレン

ド発信が行われる「FOODEX JAPAN」が3月5日（火）幕張メッセで、各国大使や関連

団体を招いたオープニングセレモニーとともにFOODEX JAPAN 2013が開会されまし

た。38回目を迎える今回は、世界66カ国・地域から約2,544社が出展し、オープンと

ともに熱く真剣な商談が繰り広げられました。FOODEX JAPAN は3月8日（金）まで４

日間開催され、71,536人の来場がありました。                                                         

こっけん料理研究所（CAP,N協力）は、「米粉パビリオン」にフード・アクショ

ン・ニッポン、米粉関連企業等と連携し、小間出展しました。毎年、大変好評と

なっている「米粉パン実演コーナー」以外に「大豆粉cooking、米粉麺・パスタ」試

食コーナーを、こっけん料理研究所卒業生の協力で展開し、多くの方に問い合わせ

や関心を持っていただき大盛況でした。 

多くの方がブースに来場されましたが、これまでと少し違った動きが感じられま

した。米粉への関心が非常に具体的になってきていることです。レストランや菓子

メーカーなどから米粉パスタ、麺やクッキーなど、具体的な商品名を挙げながら利

用したいということで話がありました。また、ベトナム、韓国、台湾、中国の方か

らも米粉クッキーやパンを行いたいがどのようにすればよいのか等、製粉・米粉商

品製造の具体的な問い合わせがありました。 

また、健康ブームを反映して大豆粉のクッキー、ケーキや大豆粉調理への関心が

寄せられ多くの方で賑わい関心を持っていただきました。 

写真(上)：大豆粉クッキー、ケーキの試食で賑わう 

「大豆粉cooking」コーナー 

写真(下)：米粉パスタグラタンの試食で賑わう 

「米粉麺・パスタ試食」コーナー 
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米粉製造低コスト革新技術の開発支援 

農水省は平成25年度予算で、米粉の製造コストの削減技術の開発とミックス粉等新

米粉製品の開発を支援する事業に取り組みます。 

食料・農業・農村基本計画では、平成32年度（2020年度）の食料自給率を50％まで

引き上げるために、麦、大豆、新規需要米といった戦略作物の大幅な生産拡大を目標

に掲げています。これに伴い、新規需要米の米粉用米についても、米粉価格が小麦粉

価格に比べ割高であることから、さらに需要拡大を図るためには、製造コストを削減

することが必要、としたものです。 

同新規事業では、米粉の製造コストの削減と新たな需要の開拓を目指すため、事業

実施主体の米粉・小麦粉製造事業者、パン・めん製造事業者の二次加工メーカー等が

連携し、一体となって行う製造コストの削減技術や米粉と小麦粉のミックス粉などの

新たな米粉製品の開発を支援します。 

事業内容としては、「米粉製造コスト低減革新技術の開発」では・製造コスト低減

技術検討会の開催・製造コスト低減の計画策定・製造コスト低減技術の試験・実証・

米粉の高品質化の試験・実証・製造コスト分析・公表、「米粉・小麦粉のミックス粉

等の新たな米粉製品の開発」では、・米粉・小麦粉のミックス粉等の開発計画の策

定・米粉・小麦粉のミックス粉の試験・開発・機能性を有する等の新たな米粉・米粉

製品の試験・開発・新たな米粉・米粉製品の分析・公表などが含まれます。 

農水省が25年度予算の新規事業で米粉普及を後押し 

食料自給率向上のため、国産農林水産物の消費拡大を促し、農林水産物・食品の輸

出額を拡大する「日本の食を広げるプロジェクト」事業は、全体の予算規模が40億円

です。 

食料自給率力の向上・自給力の維持向上を実現するためには、生産面の努力に加

え、消費面でも大幅な変革が必要です。こうした中、国内外では、教育、健康・福

祉、観光や文化等多様な面からも、日本の「食」への関心が高まっています。これを

活用して、国産農林水産物の消費拡大を図ることが強く求められます。 

このため、同事業では国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・

食品とこれに関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産消費

の拡大、日本食・食文化の発信による輸出の促進等に取り組みます。    

事業は（１）地産地消型（地産地消の取組により地域での消費拡大を推進）（２）

全国展開型（地域での地産地消等消費拡大の取組を全国的に展開）（３）海外展開型

（海外における国産農林水産物・食品の消費拡大の取組により輸出を促進）の３つに

分けられます。事業の採択にあたっては①生産者、消費者等からの提案に基づくな

ど、現場発の発想が踏まえられていること②多様な事業体、モノやサービスと結合し

ていることの取り組みを優先して採択します。 

このうち、（２）の「全国展開型」では、具体的な取り組みの例として・地産地消

の全国的なネットワーク化の取り組み・幅広い品目について、生産者と消費者が連携

した消費拡大のための全国的な取り組み・消費者の発想に基づく米粉等の全国的な普

及・啓発の取り組み等があげられます。 

「日本の食を広げるプロジェクト」で国産食品消費拡大 
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第11号 

福井県食品加工研究所は、米粉パンの軟らかさを米粉の調整だけで長持ちさせる技術を

開発しました。米粉パンは、通常焼いてから24時間ほどで硬くなりますが、でんぷんの一

種であるアミロースの含量が少ない低アミロース米を使うことで、２、３日後まで軟らか

さを保持できることが分かりました。 

同研究所の西尾裕子研究員は、県産米粉の利活用を目的に2010年度から試験に取り組み

ました。県内では約20社が米粉パンを製造、販売しています。 

米粉パンは、小麦パンと比べ短期間で硬くなるため、廃棄率が高いことが問題になって

おり、硬くなりにくい製パン技術の開発に取り組みました。試験には、県内で多く作付け

られ、米粉パンにも利用の多い「コシヒカリ」「ハナエチゼン」「イクヒカリ」「あきさ

かり」と、冷えてももちもち感がある低アミロース米「ニュウヒカリ」、飼料用で多収の

「北陸193号」の６種類を使いました。 

その結果、「ニュウヒカリ」が膨らみは小さいものの、軟らかさともちもち感、総合評

価で上回りました。米粉の特性で見ると、主食用の４品種と飼料用米はアミロース含量が

16～18％の中アミロース米ですが、「ニュウヒカリ」は10％と低い含量です。アミロース

含量が多いとさっくり膨らみ、少ないとしっとり、もちもちするがしぼみやすいことか

ら、膨らみ方と硬くなりにくさのバランスを考えると、アミロース含量は8～10％が米粉パ

ンには適性だと結論しました。 

また、製パン時に加水量が多い方が軟らかさを維持する効果があることも分かりまし

た。でんぷんが損傷していると水分を保持しやすいことから、損傷率に違いが出る製粉方

法によっても、２、３日後の米粉パンのぱさつき感やざらつき度に影響が出ました。  

西尾研究員は「この技術を使うことで、日にちがたった米粉パンも加温しないでも軟らか

く食べられます。流通に乗せられる米粉パンがもっと増えてほしい」と話しています。

（日本農業新聞から） 

福井県食品加工研究所が、米粉パン長持ちさせる技術開発 
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関東農政局は２月１日から２８日まで、さいたま市中央区のさいたま新都心合同庁舎１号

館インフォメーションで、消費者の部屋特別展示「もっと知ってほしい！ごはん・米粉の

こと！！～美味しい、簡単レシピもいろいろ紹介します」を開きました＝写真。米粉の製

粉工程や有用性、米粉スイーツレシピなどをパネル展示やパンフレットで紹介し、米粉料

理レシピの放映や米粉食品も展示しました。 

米 粉 ニ ュ ー ス 

短 信 
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当面、目が離せないのがＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加の行方です。米粉普及懇話会

の開会挨拶で、ＣＡＰ.Ｎの島田理事長は「水田機能を活かし、基本食料を守り自給率を高める

ため、米粉の普及活動に取り組んできたが、ＴＰＰはこれとは全く逆行し、日本農業を根底か

ら突き崩すものだ」と強調しました。ＴＰＰ参加が、米粉普及に重くのしかかっています。 

国内政治の劣化がはじまった、と言われたのはいつの時からでしょうか。それが、最近のＴ

ＰＰ報道を直視して、「マスコミまでが劣化してきた」ことをつくづく実感します。とりわけ、

一部を除く多くの在京大手マスメディアの、ＴＰＰ推進を煽り、政府にヨイショする懲りない

姿勢には、目を覆うばかりです。在京大手マスメディアのＴＰＰ参加推進翼賛報道の問題につ

いては、前号の本記でも触れましたが、「３・１５首相参加表明」前後の報道を見ても、益々

その感を強くします。 

特に各社一斉に行う「世論調査」という名の不可解な常套手段で、あたかも「国民」の大半

が「ＴＰＰ参加賛成・多数派」との印象を植え付ける情報操作、世論誘導が公然と行われてい

ます。ちなみに、地域社会に立脚する地方紙、地方自治体の殆んどは、ＴＰＰに大きな不安を

感じており、「中央」の意向とは明らかに異なる主張を展開しているのです。これまでにも、

多くの都道府県議会、市町村議会はＴＰＰ反対の決議を行っています。これらとは対照的なの

が、ＴＰＰの実態・本質を知らされないまま、「関税と農業」に矮小化する在京大手マスメディ

アの観測報道に洗脳された「都市住民」による「世論調査」の結果です。これほど危ういもの

はありません。「世論調査」と銘を打つなら、少なくとも都道府県ごとに行うべき筋合いでしょ

う。 

国民的な議論もないままに、「日米同盟強化と自由貿易体制堅持・中国包囲網」という名の

基に推進されるＴＰＰ参加も、高い「入場料」を払う結果に終わった日米事前協議の段階です

ら、早くも大幅な譲歩を強いられた日本。交渉本番で、果たして「聖域」「例外」品目確保の

公約を勝ち取れるのでしょうか。安倍首相は「参加表明」で、「国益」とは「国柄」だと言い

ました。暗雲漂う本交渉結果を受けての、在京大手マスメディアの「ＴＰＰは、こんなはずで

はなかったのに・・・」報道では済まされません。あるいは、ダンマリを決め込むのでしょう

か。これは、何らのメリットもないＴＰＰ参加の旗を振っている経済学者・評論家達も同様で

す。 

某全国紙の春の新聞週間特集記事に踊った「民主主義支える多様な言論 権力に迫る信頼の

メディア」の大見出しには、思わず笑ってしまいました。重ねて言います。日本が米国主導の

ＴＰＰに参加するようなら、「米粉で地域と日本を変える！」どころか、「ＴＰＰで地域と日

本が崩壊する！」こと必至です。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 

〒116-0041 

東京都荒川区東日暮里6-40-22 

電話 ０３(６３１４)４６２６ 

FAX ０３(６３１４)４６４３ 

Email: cap.net08@gmail.com 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

下記の通り、NPO法人国内産米粉促進ネットワーク通常総会を開催します。 

平成２５年度通常総会 

    日時：６月２１日（金）午後１時開会 

    会場：衆議院第１議員会館Ｂ１大会議室 

   （東京都千代田区永田町2-2-1） 

総会議題は24年度事業報告、収支決算報告、監査報告、25年度事業計

画、収支予算案、などです。総会終了後「会員懇話会」、午後５時から

懇親会を予定しております。 


