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米粉で地域と日本を変える！ 

 参院選を前にして、これからの日本、日本農業の再生をどうするといった議論が

高まっていますが、東北大震災の被災地や各地で聞くのはあまりにも農業現場の実

感と程遠く、実現への道筋が見えないということです。大いに各党で抜本的な農業

再生ビジョンを競いあって欲しいという願いは強いのですが、一方で、TPP問題が

大きくのしかかっています。日本は７月末からＴＰＰ交渉に参加する方向ですが、

既に参加１１か国による日本包囲網が作られている段階で、本当に政府は重要品目

など農業と食の安全、各種国益を守り切れるのか、いかにして両立の道が描けるの

か、勝算なきに等しい暴走との気持ちも強く出されました。 

 私たち国内産米粉促進ネットワークが取り組んでいる米粉の普及促進運動は、夢

でも幻想でもなく具体的な挑戦です。これまで、米粉で地域の農業を元気づけ、水

田の新しい活用を通しながら食料自給率向上に結びつけ日本農業を変えていこう、

そして新しい粉食文化を創造していこうと、頑張ってきました。昨年の米粉生産量

は減少しましたが、今春３月の米粉普及懇話会でも皆さんから出されたように、ま

だまだ悲観するような状況にはありません。米粉に対する認知も広がってきていま

す。ただ残念なことは、まだ新規米粉を使ったことがないという人は多いし、米粉

の良さとか使い易さ、あらゆる料理に使えるといった具体的な知識、技量も不足し

ています。これは私たちの役割でありますが、まだまだ大きな潜在需要があること

は間違いありません。それをいかに発掘、刺激し、拡大していくことかがカギとな

ります。また各地で米粉と結び付けた６次産業化は、雇用を拡大し地域を活性化す

る上で重要な取り組みであることが多くの人々に認識されてきています。是非 6次

産業化の柱に据えてほしいと思います。 

 一方で、さらに飛躍的に発展させるには、私たちの努力を超えた政策的課題もあ

ります。前回の会合でも指摘がありましたが、米粉には小麦粉のように規格がなく、

各製粉会社まちまち。実際に米粉を使う人の立場からすると統一基準がないと困り

ます。この問題を本気で研究し、国にも要請していくべき時期との要望がありまし

た。また、米粉生産量が目標のまだ１合目の段階にしか達していない中で息切れす

るようでは先が思いやられます。これを一定の水準まで引き上げるには、実需者が

安心して使える思い切った政策、例えば一定期間、国の責任で安定した価格で米粉

用米を供給していく仕組みの検討も必要だと思います。新潟県では外麦との価格差

を補てんし、米粉ブレンド小麦粉の実験事業を開始しています。 

 こうした政策的課題検討も頭に置きながら、今年度は国民的な取り組みを盛り上

げていくようなインパクトのある取り組みが必要です。昨年から検討する中で具体

的に出てきたのが「米粉の名人」料理グランプリ 2013 の実施です。それは全国的な

規模で行い、地方予選を経て最終的には東京で「米粉料理名人」を競い、表彰する

ものです。米粉の特性を活かし創意工夫したパンや菓子、料理をもとに、より多く

の人に参画いただけるよう求心力のある事業を展開していきたいと考えています。

皆さんに詳細をお伝えできるようになったら、一層の力添えをお願いしたいと思っ

ています。いずれにせよ、１人１人が燃えないと運動は発展しません。新しい事業

を広げていくためにも、皆さんのご協力をよろしくお願い致します。 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは６月２１日、東京・永田町の衆議院第１議員会館で平成２５年度通常総会

を開きました。理事役員及び会員多数が出席し、２４年度事業報告と収支決算報告、２５年度事業計画と収支予算案な

どを承認しました。２５年度事業計画では、米粉需要の増大を図るため今年度から新たに「米粉の名人」料理グランプ

リ２０１３を地方と中央で開催し、米粉と米粉製品を広く周知させていきます。 

 総会の冒頭、挨拶した島田圭一郎理事長は、東日本大震災の復興や最近の農政、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）な

どの動きに触れ「農業現場で聞くのは、子や孫に将来についての夢を語れなくなったということ。今必要なのは幻想や

威勢のよい言葉でなく、現場に立脚し実現への具体的な道筋を示したビジョンである。米粉の潜在需要はある。米粉の

促進を 6次産業化、地域活性化の柱の一つにすべきである。私たちは国民的な取り組みを盛り上げていくため、一層イ

ンパクトのある事業を展開しなければならない」と強調し、今年度から「米粉の名人」料理グランプリ２０１３を是非

実現したいとの決意を明らかにしました。 

島田理事長 
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平成２５年度事業計画 

Ⅰ．事業活動について 

 １．米粉普及・啓発事業 

  (1)米粉促進のための啓発事業 

米粉に関するフォーラム、セミナー、講習会、米粉関連イベントなどを積極的に開催し、米粉の普

及啓発を図る。 

  (2)各種組織と提携した米粉利用促進活動 

行政組織、教育機関、各種団体、企業などと提携した米粉利用促進活動も展開する。とくに、地方

におけるイベントや講習会を地域組織と提携して開催し、全国各地域において米粉の普及啓発を図

るとともに、米粉促進リーダーを養成したい。 

  (3)米粉促進のための技術的支援 

米粉製品(パン・麺・洋菓子・料理)の製造・調理技術講習会を初心者、起業希望者、米粉普及指導

者などの技術水準に応じて開講し、技術を身につけた米粉普及のリーダーを養成する。 

  (4)米粉料理グランプリの開催 

米粉需要の増大を図ることの緊急的重要性に鑑み、今年度から「米粉料理グランプリ」を、地方お

よび中央で開催し、米粉および米粉製品を広く周知させることに務 める。 

  (5)その他 

 ２．米粉に関する情報収集及び情報提供事業 

   (1)『ＣＡＰ.Ｎ通信』の定期刊行 

『ＣＡＰ.Ｎ通信』「米粉で地域と日本を変える！」の内容を充実させ、年４回全会員に配信、配

布する。 

    (2)『メールマガジン』の刊行 

米粉関連情報、ＣＡＰ.Ｎ企画情報などを会員に敏速に伝達するために、適宜メールで配信する。 

   (3)ホームページの充実 

ホームページを随時更新し、内容を充実させ、より的確な情報が行き届くよう努める。 

３．米粉事業開発相談・支援事業 

原料米の生産、製粉、製品製造(パン･麺･洋菓子等)、販売、消費にかかわる農商工連携による米粉事

業、産地形成などにかかわるハード、ソフト面の相談・コンサルタント事業、起業協力支援事業を全

国的に推進する。 

    (1)講習会・セミナー支援(共催セミナー企画、技術者・識者派遣) 

    (2)米粉関連事業の起業支援 

東北被災地での米粉関連起業化への支援 

   (3)その他米粉関連事業支援 

４．米粉関連物品・機器の紹介事業 

賛助団体会員などが製造供給している米粉、米粉商品、米粉製粉器機、米粉製品製造器機などをホー

ムページや『ＣＡＰ.Ｎ通信』等を通じて積極的に情報を提供し斡旋する。 

    (1)生協等への米粉小袋販売の仲介 

    (2)CAP・Nを窓口とする米粉斡旋販売 

    (3)その他 

５．米粉に関する研究開発事業 

    (1)各地における米粉事業事例などの情報収集と分析 

    (2)その他 
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米粉で地域と日本を変える！ 

Ⅱ．会員・組織対策について 

  １.会員間ネットワークの強化 

『ＣＡＰ.Ｎ通信』(年４回)、『メールマガジン』で米粉情報、イベント案内等の情報伝達を充実さ

せ、会員間の情報交流を活発にするためにネットワークの強化を図る。 

 ２.執行・事務局体制の強化 

ＣＡＰ.Ｎの活動の活性化を図るために事業企画執行体制を再編強化する。増大する事務業務の分担効

率化を図る。 

Ⅲ．財務基盤の強化 

  １.会員拡大により経常収入の増大を図る 

  ２.各種事業の活性化により事業収入の増収を図る 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

平成25年度役員・参与 

理 事 長 島田圭一郎  協同総合研究所顧問 元日本農業新聞代表取締役 

副理事長 萩田 敏  （一財）日本穀物検定協会こっけん料理研究所長 

専務理事 高橋仙一郎 協同組合米ワールド２１普及協議会専務理事 

常任理事 岡阿弥靖正 元全国農業協同組合連合会専務理事 

常任理事 風間与司治 東都生活協同組合常務理事 

常任理事 黒川陽子  料理研究家 

常任理事 小池経二  元(株)東宣顧問 

常任理事 富田孝好  日本労働者協同組合連合会常任理事 

常任理事 安村碩之  元日本大学生物資源科学部教授 

理  事 江川和徳  新潟県農業総合研究所 元食品研究センター所長  

理  事 川村耕太郎 元東京商工会議所常務理事 

理  事 佐藤正志  前全国稲作経営者会議会長 新潟ゆうき(株)代表取締役 

理  事 高橋正郎  宮城大学客員教授 

理  事 堤 公博  九州米粉食品普及推進協議会会長 米・食味鑑定士 

理  事 平岡 豊  マーケティンググプロデューサー 

理  事 八巻美恵子 食工房みやふく代表 フードコーディネーター 

監  事 岡元カツ子 労協センター事業団副理事長 

参  与 重野徳夫  元新潟県農業協同組合中央会専務理事 

参  与 高橋英昭  （有）セブンケントス代表取締役 元協同広告（株） 

参  与 竹村 晃  農政ジャーナリストの会事務局長 元日本農業新聞 

平成２５年度通常総会のもよう 



PAGE 5 第12号 

会員懇話会には、東京都議選の合間をぬって、自民党衆議院議員（元防衛相、環境相）で広報本部長の小

池百合子氏が激励に駆けつけ、来賓の挨拶を頂きました。 

 “小池こめこ”・・・と言いたいところですが、小池百合子

です（笑）。お招き、ありがとうございます。ＮＰＯ法人国内

産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰネット）の皆さんの熱心な取

り組みもあって、米粉は当初の珍しさから最近はいろんな分野

に定着してきて、新たな段階に入ったと思います。これも、皆

様方のご努力によるものと、心から敬意を表します。 

 昨年は若干、在庫調整もあるようで数量的には減りました

が、以前のように、米粉の活用方法はパンとか麺に限らず、か

ら揚げ粉にまぜるとかいろいろ工夫されてきております。 

 以前、ＪＡの皆さんと一緒に米粉を使ったパン、ＪＡ・パ

ン、ジャ・パンを作ったことがあります。クールジャパンでは

ありませんが、日本の食には大変大きな伝播（でんぱ）力があ

ります。それは、日本の経済にも大きく影響するし、国内での

消費を活発化するだけではなく、世界にも米粉を広げるという

意味では、国際線の機内食にも広げる良い機会ではないでしょ

うか。かって苦境にあった当時のＪＡＬに米粉パンの提供を働

きかけましたが、先日、たまたまＪＡＬの国際線に乗る機会が

ありました。その時、勧められたパンが米粉パンだったので

す。本当にＪＡＬは取り組んでいるんだと感動しました。 

 国内での米粉消費を活発にするだけではなく、さらにそれを海外にも

知らしめたいですね。そのためにも、現場の声を活かしながら製粉や製

パンなどに必要な設備導入をバックアップしていくことが必要と考えて

おります。 

 農水省も25年度に「日本の食を広げるプロジェクト」事業を予算化し

ましたので、国内産米粉促進ネットワークの皆さんもぜひ、こうした事

業を活用され、米粉の日本での定着と海外にも広く知らしめていくこと

に取り組まれてはどうでしょうか。 

 日本の豊かな田んぼ、米、米粉、この瑞穂の国を守っていくために

は、広く消費者に好んで食べてもらうことが必要です。その米の生産に

取り組む農家自身がやる気の出るような、経済的メリットがあるような

施策の整備が必要と考えております。 

 国内産米粉促進ネットワークがさらに情報交換に努め、現場の声を

しっかり汲み取る努力を重ねていることは、嬉しいことです。皆様方の

活躍と発展を心からご期待申し上げ、私からのエールとさせていただき

ます。ありがとうございました。 

「日本の食には大きな伝播力がある」

と語る小池百合子衆院議員 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 にいがた発「Ｒ１０（アールテン）プロジェクト」（Rice Flour10％ 

Project）は、食料自給率向上のため、輸入に頼る小麦粉消費量の 10％

以上を米粉に置き換える国民的なプロジェクトで、2008年からスター

トしました。取り組みの背景には、食料輸送時の炭酸ガス排出量の増

加・環境負荷の増大、米消費の減少などによる国土保全機能の低下、

耕作放棄地の増加などがありました。このため、輸入小麦から作られ

る小麦粉に10％以上の米粉を配合した製品を普及させることを運動の

重点にしたのです。 

 「Ｒ１０プロジェクト」によって期待される効果は①自給率の高い

米を有効活用することで、食料自給率を２ポイント上昇②輸入小麦が

減ることで、輸送時の炭酸ガス排出量を 12％削減③約 50 万㌧の米粉

生産は10万㌶相当の耕地面積に相当し、耕作放棄地の解消につながり

ます。 

 「Ｒ１０プロジェクト」は、「大口需要者の獲得」、「幅広い需要の開

拓」、「家庭での普及」―――という、３つの方向性に基づいて進めて

おります。県外の食品関連企業から県内の米粉生産現場を視察しても

らい、産地プレゼンを行って新たな商品開発につなげたり、米粉活用

セミナーや米粉調理実演を行っています。米粉需要開拓マーケティング支援事業では、県産

米粉を使用した商品のマーケティング活動の経費を補助しています。ほか、「米粉パンフェ

ア」や「米粉料理教室」などで、家庭での米粉の普及を図っております。 

 さらに、新潟県は米粉の抜本的な需要拡大に向けた取り組みとして、今年度から新たに、

「米粉ブレンド小麦粉流通実証調査」事業に着手しました。これは、県内小麦製粉企業へ、

３％米粉ブレンド小麦粉の製造、調査を委託するものです。製粉企業は、調査協力企業へ３％

ブレンド小麦粉を販売し、調査協力企業はこれを使用した商品を製造、販売するものです。

事業では、米粉ブレンド小麦粉の製造上の問題点、協力企業で商品製造工程の変更があった

かどうか、商品の食味、食感、老化などを調査します。県は、米粉ブレンド小麦粉と通常の

小麦粉との価格差がないように、その差額分を負担（補助）します。 

 今後は、県食品研究センターでの裏付け調査（１～ 10％ブレンド）と併せた調査結果をま

とめ、流通可能かどうか、国に対しては全国の製粉企業への普及、拡大を図るための施策誘

導につなげたら、と思っています。具体的には、国による米粉ブレンド小麦粉の流通推進、

そのための税制優遇、ブレンド製造施設整備への支援などへの要望です。 

 また、新潟県は昨年２月に「新規用途米粉の用途別推奨指標」（パン、洋菓子、麺の３用

途）を策定し、米粉製品の品質向上を図っています。これは、どのような品質の米粉がどの

用途に適するのか、米粉関係者間でも明確になっていないため、米粉の使い勝手が悪い、品

質がバラバラだ、米粉料理のレシピを作っても困ることがある・・・などの課題に対応する

ためです。本指標は、米粉関係者の事業活動を規制するものではなく、指標に敵合する米粉

が広く流通し、これらの米粉を用いた品質の高い米粉製品が次々と誕生するのをめざすこと

が目的です（「ＣＡＰ.Ｎ通信」第 10号に、「指標」の詳細を掲載）。 

 今後とも、米粉用米 50万㌧の達成に向け、皆様と連携しながら米粉の普及、推進を進め

ていきたいと思います。 

「米粉ブレンド小麦粉流通実証調査」に着手 

 ～新潟県の米粉普及推進への取り組み～ 

新潟県農林水産部食品・流通課米粉普及推進室 坂野 照美氏 

発表する坂野照美氏 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 弊社は現在、自家製粉による各種米粉食品の企画から製造までの

トータルプランニングをしています。農産加工事業は、1980 年に転

作大豆の消費拡大をどうするか、ということで手づくりみそ加工機

器への取り組みが始まりです。その後は、滋賀、岐阜県を中心に各

地の行政、ＪＡ、営農組合など原料生産者のもち、ジュース、ジャ

ム、豆腐、アイスクリームなどの地域特産品、農産加工品、農産加

工場のプランニングに取り組みました。食品産業ではなく、あくま

でも農業者のための小さな加工にこだわってきました。 

 農産加工事業の基本的考え方は、「地産・地消」「安全・安心」「何

も足さない、何も引かない」を基に、商品開発に取り組んできまし

た。当時はまだ６次産業という言葉はなく、「１・５次産業」などと

いわれておりましたが、30年も前から農業の６次産業化につながる

はしりに取り組んできたことになります。現在は近畿農政局、滋賀

県の６次産業化プランナー（加工部門）として活動しています。同

じプランナーの中でも、加工関係はまだ少ないと思います。 

 今のように米粉が脚光を浴びる前から、長年にわたって農産加工

事業に取り組んできましたが、その中で米粉パンに出会い、10年前

の 2003年に、他社に先駆けて自家製粉対応小型米粉製粉機を開発、

販売しました。これによって、米粉パン、米粉スイーツ、米麺の製

造開発に着手しましたが、あくまでも農産加工の延長線と消費者目

線での研究開発を続け、さらにその延長線上にたどりついたのが、2010 年６月に、弊

社の事務所内にオープンした直営のアンテナショップ「Ｓｈｏｐ Ｍａｄｒｅ」（しょっ

ぷ まどれ）だったのです。併せて、各種米粉食品加工研修施設も開設しました。 

 米粉食品に対する基本スタンスは、お米の特長をあえて出すような製品づくりです。

それは、お米の風味・味にこだわった製品づくりで、自家製米粉食品は、従来の小麦

粉原料食品とは全く違った新しい食感、新しい食の分野と思っています。小麦の代替

品ではなく、お米が主役。お米の特長を生かした自家製粉と各種米粉食品加工を通じ

てお米の素晴らしさを消費者に知って頂き、国産米の消費拡大を目指したいと思いま

す。 

 それと、小麦、卵、牛乳アレルギー対応の米粉スイーツ製品づくりも、基本スタン

スと考えております。お米は日本人にとって、最もアレルギーに対し手安全・安心な

食品です。小さい子供たちに加え、アレルギーフリー食品への要望が若い世代、特に

女性を中心に増えています。こうした消費者ニーズに応えられる米粉食品を通じて、

米生産農家の自家製粉による６次産業化のビジネスモデルの確立を目指しています。 

 これからの米粉流通ルートは２極化すると思います。１つは、製粉業者による米粉

の大量生産、小麦粉食品メーカー・食品流通業者による米粉食品の大量生産・大量流

通です。もう１つは、米生産農家の自家製粉による米粉食品加工の６次産業化です。

生産、流通量は少ないですが、米生産農家の所得向上で、農業、農村の再生につなが

ると思っております。 

 自家製粉などの農産加工と農業の６次産業化は、農業と農村の活性化の切り札とな

り、農業と農産加工は 21世紀の花形産業です。このような取り組みの中で重要な役

割を果たす鍵となるのは、「農村女子の女子力」です。米粉加工は米生産農家の６次

産業化の基本であり、普遍的な農家の６次産業化の姿との思いで、米粉普及につなげ

たいと思います。 

米粉加工は６次産業化の基本  

～自家製粉の農産加工で地域活性化を推進～ 

滋賀県近江八幡市 株式会社東洋商会代表取締役 高木 敏弘氏 

発表する高木敏弘氏 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 米穀安定供給確保支援機構（米穀機構）が行った米粉食品に関す

る消費者アンケートによると、米粉食品の認知度について、米粉パ

ンでは９割が知られているが、１割は知らない、麺類、洋菓子につ

いてはまだ６割程度で、４割が知らないことが分かりました。逆に

言えば、まだ米粉食品を知らない人が多くいるということは、こう

いう人に知ってもらえば、まだまだ伸びる可能性があるということ

です。これらの人たちにどう伝えていけばいいのか。米粉は浸透は

しているものの、まだ知らない人も多い。このアンケート調査結果

では、米粉食品の購入経験率も聞いています。それによると、米粉

パンは４割近くあるのに対し、麺と洋菓子は２割足らずです。 

 また、米粉パン、米麺について購入したこともなく、これからも

購入しない、と答えた理由についても聞いています。それによると

まだ食べたこともないのに「あまり美味しそうに見えないから」と

答えております。これは商品の形やデザインなどに問題があるとも

考えられ、初めての人に買ってもらうには、デザインなどにもっと

工夫する余地があると思います。また、小麦商品とは違うことをど

う出していったらいいのか、ということも重要です。洋菓子など米

粉スイーツ食品についてはパンや麺に比べ原価率も低いので、そん

なに高くしなくても、小麦食品と対抗できるのではないでしょうか。

これについても、デザインに工夫すれば、小麦より使いやすい米粉

のスイーツ商品の開発、提案もできると思います。 

 米粉パン、麺類などに共通して言えるのは、ただ米粉で作って売ればいい、という

ことではなく、消費者に買ってみたいと思わせるようなデザイン、パッケージ、形状、

見た目の工夫やストーリーのある商品とすれば、十分に買ってもらえると思います。

アンケート結果でも、値段が高いとはあまり言っておりません。この辺を解決すれば、

まだまだ米粉商品を伸ばせる余地があります。 

 アンケート調査結果でも明らかになりましたが、まだ４割が知らない状況ですので、

今後、米粉の良さを知ってもらい、特に家庭でも小麦粉の代わりに使えるようになる

と、米粉が伸びる可能性があります。パンづくりよりも、天ぷら、揚げ物、シチュー、

たこ焼き、から揚げなどは小麦粉よりも手軽に調理できます。現在、家庭等の小麦粉

の消費量は 114 万㌧（小麦換算）あるので、米粉はかなり使える余地があると思いま

す。そのためには、家庭での米粉普及のための情報を伝えていくことが重要です。 

 ほかに、米粉はケーキ素材にも幅広く使えるし、パスタ、ラザニアなどにも合うな

ど、発想を変えて、サラダ感覚で新しい食べ方が広がっていくようにしたいものです。

最近は、いなだ、真いわしのカルパッチョの米粉クレープ包みとか、真いわしのサル

サ（バジル）ベース米粉ピザなどの調理などが注目されています。 

 米粉で作れる食品にはたくさんありますが、調理に適した米粉の成分特性を十分知っ

ておくことが大切です。米粉ビジネスが伸びていくには、製粉品質、成分特性、安全

性が重要で、でんぷん分子の一種であるアミロースの含有量やデンプン損傷率の違い

による吸水量の違いによる米粉の特長によりパン、麺・パスタ類、ケーキなどの用途

適性（二次加工適性）が変わります。特に米粉はアルファー化型（糊化製品）とベー

ター型（生米製品）、玄米と白米、もちとうるち、それに粒度などの違いがあるなど、

小麦粉に比べ、選択肢が多いのが特徴です。 

 米粉の普及には、消費者やユーザーが求める情報を適切に提供する必要があります。 

米粉食品の調理と普及拡大について 

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 

発表する萩田敏副理事長 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 平成２４年度の「食料・農業・農村の動向」（農業白書）が６月１１日に閣議決定されまし

た。白書は、「構造改革の大きな節目の到来」と指摘し、また食料自給率向上と合せて、「食

料自給力」の維持・向上が安全保障の維持に重要と強調しています。 

 農業の動向では、基幹的農業従事者の高齢化や耕作放棄地の拡大など深刻化する国内農業

が抱える課題を挙げ、「構造改革の大きな節目」ととらえ、改革加速化の重要性を強調したの

が特徴です。基幹的農業従事者の６割が６５歳以上層で、４０歳代以下は１割にとどまるな

ど、世代の偏りが目立ちます。  

 ただ、年齢構成を営農類型別に見ると、稲作の高齢化率（６５歳以上）は７４％にのぼり、

平均年齢も７０歳と最も高いですが、酪農の高齢化率は２６％（平均年齢５５歳）、養豚は３

４％（同５７歳）と低く、「経営規模が大きい農家が多く、農業所得が多いことから後継者が

確保されやすい」と分析しています。また、農地流動化が進む現状も報告し、２０ｈａ以上

の経営体が耕作する面積の割合は土地利用型農業の農地面積全体の３２％を占めています。

一方、耕作放棄地は約４０万㌶に達し、特に土地持ち非農家の耕作放棄地が急増し、全体の

約半分の１８万ｈａを占め、１０年前に比べ約３倍に膨れています。 

 食料の安定供給確保については、食料安全保障の維持の面からカロリーべースの食料自給

率向上と合わせて「食料自給力」の重要性に改めて強調したことも特色です。「自給力」は農

地・農業用水などの農業資源、担い手、農業技術の３つの要素からなる潜在的な供給力を示

します。これは、現在、政府・与党が掲げる「農業・農村の所得倍増目標」政策（１０か年）

と歩調を合わせるものと思われます。 

農業白書、「構造改革の節目」「食料自給力」を強調 

 幅広い分野の研究者ら約 900人でつくる「ＴＰＰ参加交渉からの即時脱退を求める大学教

員の会」は、ＴＰＰに日本が参加した場合の影響について新たな独自試算をまとめました。 

 それによると、農林水産物の関税を撤廃した場合、関連産業を含めると生産額は 11 兆 7000

億円減少するとしています。食品産業や輸送業への影響が大きいため、農林水産物の生産減

少額（３兆円）の３倍近い打撃が関連産業に生じることになります。その結果、農家や従業

員の家計の所得が減少し、関税撤廃で安い農産物が流通し消費者の家計負担が減少する分を

織り込んでも、所得は総額で１兆 8000 億円減少すると見込まれます。 

 また、農林水産業で 146万人、関連産業を合わせて 190万人の雇用も失われ、国内総生産

（ＧＤＰ）は約４兆 8000 億円（1％）落ち込むと試算しています。農林水産業 146万人の雇用

喪失は、農業就業人口の 58％に相当します。また、農業所得については、米、小麦、大麦、

牛乳・乳製品、牛・豚・鶏肉、鶏卵の８品目で約 3483 億円が減少するとしています。 

 さらに、米や麦、牛肉、乳製品、砂糖など１９品目の農作物に絞って、関税を撤廃した場

合、都道府県ごとの試算で、農業を基幹産業とする地域の経済に深刻な影響を及ぼすことも

分かりました。それによると、富山県などの米主産地や北海道で農業生産額が４割減少し、

農業所得も２、３割落ち込むとしております。 

 生産額の減少率が最も大きいのは富山で 43.8％、次いで福井（41.2％）、北海道（40.3％）、

滋賀（38.7％）、秋田（37.7％）、宮城（35.7％）の各県が続きます。所得額の減少率も富山

が最も深刻で 33.5％の落ち込みとなりました。次いで、沖縄、福井、秋田、石川などの各県

が続いています。 

「大学教員の会」が、ＴＰＰ参加影響で独自試算 
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●ＪＡ新潟中央会など２０団体で構成する新潟県米消費拡大推進協議会は、2013年度の総会

で食農教育の推進や食事バランスガイドの普及に努め、米の消費拡大を図るとともに、米粉

や米加工製品に関する普及・啓発を進めるなど、１３年度事業計画を決めました。 

●北海道米粉食品普及推進協議会は、札幌市内で平成２５年度の総会を開催し、消費者や各

業界団体・会社等を対象とした米粉に関する講演会等のイベントを開催、米粉食品の普及推

進に向け積極的に取り組むことなどを盛り込んだ事業計画を決定しました。総会後、（独）農

研機構・北海道農業研究センター寒地作物研究領域主任研究員の松葉修一氏が「米粉加工適

性に優れる水稲新品種『北瑞穂』について」と題して、講演しました。 

●福岡県宗像市のＮＰＯ法人宗像コスモス会が地元産米粉や原料にこだわり、無添加で作っ

た「こめこのケーキ」が発売以来人気を呼んでいます。ヨーグルトを入れてバターを少なく

し、カロリー控えめに仕上げたヘルシーケーキで、米粉の腹持ちの良さやしっとり感も人気

の理由です。 

●ＪＡ大阪南は、河内長野市内の学校給食に地元産米「ヒノヒカリ」を使った米粉（パン約

6000食分）を無料提供し、米粉パン給食を実施しました。子どもたちからは「いつものパン

より甘い」と好評でした。これはＪＡバンク大阪が取り組む「ＪＡバンク食農教育応援事業」

の一環で、子どもたちに地元農産物に対する理解を深めてもらうのが目的です。 

●愛媛県西予市城川町の道の駅「きなはい屋しろかわ」の店内にある食事処（どころ）「停 

満里（とまり）」で、奥伊予特製の米粉麺を使ったオリジナルメニュー、城川米麺（まいめん）

が人気を呼んでいます。西予市産の米だけを使い、つなぎにも米粉を使っています。メニュー

に合わせて平麺や細麺で提供し、鶏スープに特製仕込みの豚肉が乗った「米粉塩ラーメン」

は平打ち麺で、特製の肉みその「ジャージャー米麺」は細麺です。しっとりもちもちの新食

感で、喉越しも絶品です。 

米粉短信 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 ＣＡＰ.Ｎ懇話会の「事例報告」は、どれも具体的で清々しい。米粉普及に地域で奮闘する

姿に勇気づけられる。今総会の会員懇話会で自家製粉の取り組みを発表した高木社長の「６次

産業化で農家を商売人にしてはいけない」「プランナーの中には農業経営指導の専門家は多い

が、加工部門に通じた人は少ない」との“直言”が特に印象に残った。右肩上がりできた米粉

生産量は、昨年初めて前年を下回った。しかし、米粉の潜在需要はある（ＣＡＰ.Ｎ・島田理

事長）。これから反転攻勢に向け舵を執る時期だ。それには、ＣＡＰ.Ｎが新たに計画してい

る「米粉の名人」料理グランプリ 2013 が起爆材となるよう全力投球したい。 

 先日、卵の直売所を直営する養鶏農家を取材したが、急激な「円安」によって配合飼料価格

の高止まりに苦悩していた。地方、農業などはアベノミクスの恩恵とは無縁なのだ。最近は、

強い農業とか攻めの農業という何となく元気の出そうな言葉を聞くことも多い。しかしこれ

ほど不透明な政策スローガンもない。しかも、気になるのはその大半の情報発信元が、官邸内

の「民間議員」筋からと思われるからだ。併せ聞こえてくるのは、農業の国際競争力を強化、

農業の企業参入推進、既得権益の規制改革（いのちと暮らしに直結する農業、医療、電力を標

的に）などだ。今後、「官邸・民間議員」主導で主要政策が大半決まるようでは、国会議員の

存在と役割が問われても仕方があるまい。 

 以前にも、在京大手マスコミの偏向、劣化ぶりについてはこの欄でも何度か触れた。その典

型なのがＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）翼賛報道であり、その延長戦上に、最近のアベノミ

クスへの迎合があったことは、直ぐに気がついた。 

 ＴＰＰ推進が社是の某経済紙は、相も変わらず「飛ばし観測記事⇒誤報」を平気で連発し、

世論誘導に狂奔する。テレビも同様だ。ＴＰＰ特集番組ではまだ懲りずに、ＴＰＰを「農業と

関税」に矮小化して繰り返し報道する。最近も、ＪＡを通さないで独自に販路を開拓した農業

法人を突出させたり、農産物輸出にかける農家を礼賛するだけで、農業分野以外の医療、雇用、

金融・保険、投資、知的財産など、国家主権に関わる広範なＴＰＰの本質問題には切り込まな

い安易な番組づくりに終始する。 

 こうしているうちに、安倍政権半年間の政策とアベノミクスを問う参院選が与党の勝利に

終わり、その２日後、日本はマレーシアで開催中のＴＰＰ拡大交渉会合に初参加（途中合流）

した。選挙で公約したように、政府は果たして国益を守れる交渉を貫けるのか。 

 最近のある保守系論壇誌のコラムの末尾は・・・日本でメディアを「社会の木鐸」と呼ぶよ

うになった由来は定かでないが、「木鐸」とは、もともと法令発令を知らせる役所の鈴のこと

だ。その意味では今の大新聞・テレビは、紛うことなき政府の木鐸である・・・と結んでいた。

耳の痛いことである。（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 

 ＣＡＰ.Ｎの事務所は、現在地（東京・東日暮里）から下記に移転

し、９月上旬から業務を開始する予定です。新事務所は、ＪＲ神田駅

（西口）下車徒歩８分、東京メトロ千代田線・半蔵門線大手町下車徒歩

５分です。 

【新住所】 

 〒101-0054 

 東京都千代田区神田錦町1－21 轟神田ビル７階702号 

 TEL:03（3518）9088／FAX:03（3518）9089 

 ＊メールアドレス、ホームページはこれまで通りです。 

ＣＡＰ.Ｎホームぺージ 


