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 過日北九州市に住む知人が数年前から定期的に送ってくれる米粉関連情報の資料

が届いた。この中に西日本新聞の切り抜き記事も含まれており、８月 25 日付の同

紙国際面には＜中国、コメ輸入世界一＞なる大見出し、続いて＜小麦、原油も急拡

大＞と続く。これによると中国でのコメの年間輸入量が 2012年に前年の４倍に当

たる 240 万トンに拡大。2013 年には 320 万トンで世界最大となり、来年も首位を維

持する事が予測されるという。 

 もとより中国の国内生産量は世界最大で、２億トン以上とされている。また、小

麦の 2012年の輸入量は前年の３倍にあたる 370万トンに急増。2013年から 2014年

にかけての収穫年度には、世界最大の１千万トンになる見通しという。  

 大豆は既に世界最大の輸入国となっており、中国では人口増加と経済成長で需要

が急激に拡大し、食料やエネルギ-の海外調達が加速しているという。正に「食糧

争奪戦」の襲来である。 

 人類生存の３大要素は食料・水・エネルギ-といわれている。いずれも日本には

乏しく、輸入にたよっている実状であり、今後中国の需要動向が食料や資源の国際

価格を一段と左右する事になる。 

 一方、わが国における食料事情では、８月９日付同紙で農林水産省が８日に発表

した 2012 年度のカロリ-ベ-スでの食料自給率が 39％と低水準だったとし、ＴＰＰ

（環太平洋経済連携協定）交渉の結果次第では、農業輸出国からの攻勢で、さらな

る低下を招きかねないという。 

 ところで、このたび開催が決まった 2020年東京オリンピックは、私達に明るい

材料を与え子供達には目標を与えてくれたが、今から 50年ほど前の 1964年の東京

オリンピック、そして 1970 年の大阪万博と続き、まさに戦後日本経済がひたすら

成長路線を走り抜け、工業生産力を高める事で外貨を稼ぎ、食べ物とエネルギ-は

海外から買ったほうが効率的だという時代が長く続いた。 

 この 64年東京オリンピックの頃から、それまで 80％近かった日本の食料自給率

は下がり続け、今や先進国の中では特異とまでいわれる39％にまで落ち込んでしまっ

た。また、コメやトウモロコシ、小麦など重量ベースで算出される穀物自給率にい

たっては、前年度比１ポイント減の 27％である。この数値は世界 176 の国・地域の

中で 127 番目という異常、というより私は非常事態と認識すべきと考える。 

 日常私達が食する卵は日本国内で生産されているが、その餌のほとんどが輸入 

であり、しかも１キロを生産するには３キロの穀物が必要といわれている。牛肉に

いたっては１キロの生産に 11 キロ、豚肉は７キロ、トリ肉は４キロなどなど、大
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量の飼料穀物が必要であり、そのほとんどを輸入にたよっている。 

 今後地球規模では、人口増加／食料消費水準の高度化（飼料穀物需要の増加）な

どに対して、耕地面積・収穫面積はほぼ横ばい／単収の伸びは限界／水資源不足／

温暖化・異常気候など、かってない変化が起こっている。 

 元来 食料は「戦略物資」というのが世界の常識とされている。にもかかわらず

日本では「食料」と向き合ってこなかった。小さな島国で、なおかつ資源がない。

そこに１億３千万の人間が暮らす。本来、食料を外に頼るなど、とんでもない話し

だ。 

 第２次世界大戦後、日本やヨ-ロッパなどの敗けた国は食料難に苦しんだ。同じ

敗戦国でも、あくまで自作自給にこだわったヨ-ロッパは、日本とは異なる。主食

である小麦や芋をはじめ、食料は自国で賄わなければ危険だと判っていた。戦勝国

から農産物提供を全面的に受け入れたのは日本だけで、ドイツやイタリアは拒否し

ている。両国とも現在の自給率は日本より、はるかに高い。 

 現在、わが国における主要穀物で唯一安定して自給が出来ていながら、需給バラ

ンスがうまくいっていないお米、この国内産のお米こそが、近未来に予測される食

料危機に向けた救世主となりうる「食糧資源」である。 

 このお米は、近年製粉技術の向上により、従来の上新粉とは違った小麦粉レベル

の微細粉が普及され始め、供給態勢も整備されて来たが、まだまだ 500 万トンとも

いわれる輸入小麦粉市場に対しては微量であり、まずは目標とされている 50万ト

ンに向け関係者が、一丸となって取り組む事が喫緊の課題と考える。 

 一度下がった自給率を上げるには、相当なお金と年月、消費者の意識改革も必要

となる。ここに、日本の家計における主食的食料費の構成割合の変化（農水省推計

データによる）平成 17年調査がある。これによると米類 41％に対して、パン・め

ん類が 53％と、日本人の主食が粒食（ご飯）から粉食（パン・めん類）に転換して

いる。ちなみに昭和 60年では米類 57％に対してパン・めん類は 38％であった。 

 どんな国でも自国の利益が優先であり、自国民の食べる分を削ってまで日本に輸

出したりはしない事を認識し、日本の自然条件に最も適したおコメをパンや洋菓子・

めん類などの粉食代替にする事で、日本の食料自給力／自給率の向上を目指し、次

世代を担う子供達に、より安全・安心な国産品による「食糧主権」を大切な共有財

産として確立しておくべきと考える。 

 こうした中で、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークはこれまで米粉の普及促

進を目指し、活動を展開してきたが、このたび「米粉の名人」料理グランプリ 2013

を開催することになり、米粉料理レシピの募集を始めた。米粉を使うことは日本の

「食糧主権」を確立することにつながる。輸入の小麦粉に奪われている食文化を米

粉で取り戻せば、国内で自給自足できる態勢をつくれる。小麦粉を米粉で置き換え

ることは可能なはずだ。 

 米粉の使い方や調理法など、より多くの人達にもＰＲすべきだし、特に工夫を凝

らした米粉料理に全国各地で熱心に取り組んでおられるＪＡ女性グループ組織など

の活動に期待したい。グランプリの開催を通じて、一般消費者はもとより、学校・

病院・介護給食関係者、外食・中食関係者など、多くの方々に呼びかけ、共感を得

て米粉の需要拡大に向けた国民運動として展開していきたい。 
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 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは「米粉の名人」料理グランプリ２

０１３（第１回全国米粉料理レシピコンテスト）を開催する。これは、本年度

からスタートした農水省の新規事業「日本の食を広げるプロジェクト」の一環

として全国規模で行うもので、ＪＡ全中と日本フードサービス協会（ＪＦ）が

後援する。レシピの募集期間は１０月から２か月間。全国を４地区に分け、来

年１月から２月に地区決勝大会を、３月に東京で全国決勝大会を開催し、「米

粉の名人」を表彰する。各決勝大会会場では、食に関する特別セミナーも併催

する。 

 国産米粉は、和食から洋食、デザートにいたるまで幅広く応用が可能で、日

本の食文化の新たな時代を担う大きな可能性を秘めている。近年は栄養学的に

もさまざまな効能が報告されており、糖尿病予防食、小麦アレルギーの代替食

としても、国際的に注目されている。本コンテストは「おいしさ、健康、文

化。未来に伝えたい、にっぽんの米粉料理」をテーマに、日本の食文化に資す

る米粉料理の普及を図り、日本の食料自給率向上に貢献していくことが狙い

だ。 

 いま日本の食分野では、少子高齢化、女性の社会進出などの影響から、中食

（調理済み食品を自宅で消費）市場や、病院や介護施設を含む給食市場が活況

を見せている。このような状況の中で米粉を普及発展させていくには、従来の

ように内食（自宅調理）のみを重視するのではなく、外食、中食、内食、給食

を含む、様々な市場へ向けてのアプローチ、啓蒙活動が必要となる。本コンテ

ストは、この多様な市場への対応という視点から、単なる見た目やおいしさだ

けではない、多角的な知見に基づいた審査項目を設定している点が大きな特徴

だ。主婦や料理好きの方々、食のプロたち、人の健康を支える栄養士の方々、

食を学ぶ学生さんなど、どんなアプローチからのレシピも周到に評価し「真の

米粉名人」を選ぶ。 

● コンテスト概要 

開催名称：「米粉の名人」料理グランプリ2013（第1回全国米粉料理レシピコンテスト） 

主 催：NPO法人 国内産米粉促進ネットワーク（キャップネット） 

後 援：全国農業協同組合中央会、一般社団法人 日本フードサービス協会  

運営協力：女子栄養大学出版部 

募集期間：平成25年10月1日（火）～11月30日（土） 

応募部門：主食部門（パン、麺類、粉料理） 

     主菜・副菜部門（おかず全般、ソースやつなぎも可） 

     デザート部門（和菓子を除く） 

審査委員長：香川芳子（女子栄養大学学長） 

審査項目：おいしさ、栄養の特性、独創性、普及性など 

表彰内容：全国「米粉の名人」賞：20万円相当の旅行券  

     ※その他各地区「米粉の名人」賞などを予定 

問合せ窓口：「米粉の名人」料理グランプリ事務局 

      電話：03-5283-6335  Fax：03-5283-7634 

      電子メール：info＠komeko-meijin.com 

      ※電話はコンテスト問い合わせ専用 
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● 全国決勝大会 

開催日：平成 26年 3月 21日（金）～ 22日(土) 

会 場：女子栄養大学 駒込キャンパス 東京都豊島区駒込 3 丁目 24-3 

審査委員：香川芳子（審査委員長 女子栄養大学学長） 

     長島美保子（全国学校栄養士協議会会長）  

    田中弥生（駒澤女子大学准教授） 

    宗像伸子（東京家政大学客員教授）  

    加藤一隆（一般社団法人日本フードサービス協会専務理事） 

    三浦正樹（一般社団法人新日本スーパーマーケット協会専務理事） 

プロデューサー：藤原勝子（食生活ジャーナリスト） 

セミナー：「グローバル時代における日本の食文化の行方」 

     講師・五明紀春（女子栄養大学副学長） 

● 地区大会 

・北海道･東北地区 

開催日：平成 26年 1月 26日(日)10 時～  

会 場：宮城学院女子大学 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘 9-1-1 

審査員長：平本福子（宮城学院大学教授） 

セミナー：「食の自律性を取り戻すー食のグローバル化と子ども達」 

     講師・今田純雄（広島修道大学人文学部教授) 

 

・関東地区 

開催日：平成 26年 1月 12日(日) 10時～ 

会 場：女子栄養大学 坂戸キャンパス 埼玉県坂戸市千代田 3-9-21 

審査員長：古川知子（女子栄養大学・生涯学習講師・管理栄養士） 

セミナー：「マスコミ健康情報のウソ・ホント」 

      －自分の健康を自分で管理する時代になった－ 

   講師・佐藤達夫（食生活ジャーナリストの会代表幹事） 

 

・近畿･東海･北陸地区 

開催日：平成 26年 1月 19日(日) 10時～ 

会 場：大津市民会館 滋賀県大津市島の関 14-1 

特別後援：滋賀県・大津市／大津市教育委員会 

審査員長：南ゆう子（管理栄養士） 

セミナー：「生きる力を育む食育とはー生命科学から考える」 

   講師・寺岡弘文（東京医科歯科大学名誉教授） 

 

・中四国･九州地区 

開催日：平成 26年 2月 9日(日) 10時～ 

会 場：くらしき作陽大学 岡山県倉敷市玉島長尾 3515 

審査員長：高橋敦子（くらしき作陽大学特任教授） 

セミナー：「伝えるから伝わる食育へ －周知～実践の時代の食育を考える」 

   講師・山下静江（くらしき作陽大学教授） 
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ベトナムの米粉料理 

農政ジャーナリスト 松澤 厚 氏 

 この８月末に、ベトナムの農業・農協事情を視察する機会を得た。わ

ずか１週間ほど首都・ハノイでの滞在だったが、朝昼晩の３回の食事に

は必ずと言っていいほど米粉料理が定番メニューとして出され、ベトナ

ムの食事には米粉料理が不可欠な存在であることを知った。それもその

はず、ベトナムは世界有数の米生産国で、輸出量は 2011 年には過去最

高の 710 万ｔを記録、世界第２位である。 

 ベトナムの食事は日本と同様、おかずをお供に白米を「ごはん」とし

て食べるのはもちろんのこと、製粉した米粉は、麺やライスペーパーに

姿を変え、主食やおかず、おやつまで深く行きわたりベトナム食文化の

基礎をなしている。レストランで食事の度に登場し、定番メニューとなっ

ている５つの米粉料理を紹介する。 

 一番有名なのは「フォー」と呼ばれる米粉で作った麺料理。鶏肉を使っ

たフォー「フォー・ガー」（写真①）や牛肉のフォー「フォー・ボー」

などが一般的だ。フォーは薄くのばした米の生地を蒸して平たく裁断し

たもの。腰がなくツルリとした食感が米粉麺の特徴である。 

 日本のラーメンのように熱々のスープとともにどんぶりに入って出さ

れ、卓上に用意された「ヌクマム」という魚醤やトウガラシ、たっぷり

のハーブ（ミント、ドクダミ、パクチー、バジルなど）、生のモヤシな

どを好みでトッピングして食べる。出汁の効いたスープとともにのど越

しもよく、朝食や昼食に街角で食べている姿をよく見かけた（写真②）。 

 また、米粉を水で溶いて薄く丸く伸ばし、蒸して乾燥させたのが「ラ

イスペーパー」（写真③）である。ベトナムでは多種多様なライスペー

パーが市場で売られ、様々な調理法で食べられている。日本でも有名な

のがライスペーパーを水で戻し、エビや肉、野菜などを巻いた生春巻き

「ゴイ・クオン」（写真④）。サラダのような感覚で食べられ、ベトナム

では人気の前菜である。 
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 他に、揚げ春巻き「チャー・ジョー」（写真⑤）。日本でおなじみの小

麦粉の「春巻き」とはまた違う、サクサクとした食感でとてもおいしい。

中身の具材にはミンチ状の豚肉とタロイモや野菜が使われることが多い。

揚げたての揚げ春巻きをレタスやハーブで巻き、「ヌクマム」（魚醤ベー

スのタレ）に付けて食べたり、又は「ブン」というそうめん状の米粉麺

の上にのせて、ハーブやピーナッツ粉と一緒に食べたりする。 

 米粉を使う料理で、面白いのが蒸し春巻き「バイン・クオン」（写真

⑥）。これは、一見ライスペーパーを使う料理のように見えるが、作り

方は違う。生地は、米粉と少量のコーンスターチを水に溶いたもの。こ

の生地を、湯を入れた鍋のくちに布を張り、その布上に広げて湯気で蒸

しながらクレープ状に蒸し上げる。竹べらや菜箸などで布から器用には

がし、炒めた豚肉やキクラゲ、野菜などで作った餡（あん）を包み込む。 

 米粉の皮はモチモチでツルツル。器にとり、揚げたタマネギやモヤシ、

ハーブと一緒に、あるいはスープに入れるなどして食べる。のど越しも

よく、「フォー」同様、街中でよく作られ朝食にも食べられている。 

 米粉を直接調理に用いることも多い。例えば、ベトナム風お好み焼き

「バインセオ」（写真⑦）。米粉をココナッツミルクで溶き、豚肉やモヤ

シ、緑豆、エビなどを挟みながらパリッと焼いたものである。「バイン

セオ」が鮮やかな黄色なのは、卵ではなく、ターメリック（ウコン）を

使った着色であるからだ。小麦粉と卵で作る日本のふわりとしたお好み

焼きとは全く別の料理である。 

 街頭や市場で大きな中華鍋を巧みに使い、「バインセオ」を焼く姿を

見かけた（写真⑧）。「バインセオ」は魚醤を付けたり、たっぷりのハー

ブをトッピングするなどして食べ、とてもヘルシーだ。日本では米粉料

理の普及が大きな課題になっている。普及のポイントは米粉パンだけに

頼らず、ベトナムの米粉料理に見習えば、日本でも様々な料理に利用で

きると考えた。 
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 農林水産省は９月２日から６日まで、東京・霞が関の同省「消費者の部屋」で特別展示「毎

日楽しい米粉の食卓」を開きました。米粉を食卓に並ぶ食材として手軽に使用してもらえる

よう普及を図るのが目的です。 

 米粉はパンや麺類のほかに、クッキーやスナック、天ぷらや唐揚げの衣など、幅広い用途

に使われるようになってきました。 

 特別展示では、小型の卓上製粉機による精米から米粉への製粉の実演を行うとともに、米

粉料理レシピやパンフレット、米粉食品の販売店舗を紹介した「米粉マップ」の配布、多彩

な米粉食品とポスターを展示したほか、米粉レシピ、米粉の作り方を紹介したＤＶＤも放映

しました。 

 米粉スイーツの試食コーナーは人気で、40 歳代の主婦は「甘さが控えめで、かえって美味

しく食べられますね」と語り、好評でした。また、開催期間中は、同省内の４カ所の食堂で

も唐揚げや野菜かき揚げなどの米粉メニューを提供しました。 

農水省「消費者の部屋」で米粉の特別展示 
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 国内で唯一の学校給食をはじめ病院・介護食等、「給食産業」に関わる調理設備や食品・食

材業界の関係者が一堂に会する専門展示会「フードシステムソリューション 2013」が９月 25

日から 27日まで、東京都江東区の東京ビッグサイトで開催されました。今年で９回目を迎え

た同展示会では、多彩な米粉加工食品や製粉機械、製麺機械・技術にフォーカスした特設ゾー

ンとして「米粉パビリオン」が設置され、人気を集めました。 

 地産地消、６次産業化、食育 食料自給率向上などでも注目される米粉ですが、最近は特

に、学校給食、病院・介護施設給食関係者にとって問題となる食物アレルギーへの対応食と

しても関心が高まっており、米粉の分野に新規参入を目指す企業などにとっても、情報収集

の場として、米粉の各ブースは好評でした。 

 米粉を作るための製粉機や米粉の麺を作る製麺機などの機器をはじめ、米粉 100％のパン、

麺、それにピザ、ホットケーキミックス・天ぷら粉・お好み焼き粉などの米粉食品の展示と

調理実演、試食も行われました。「米粉パビリオン」には、こっけん料理研究所(一般財団法

人日本穀物検定協会)などが出展しました。 

食物アレルギー対応で米粉展示に注目 

「越のかおり」の米粉麺試食コーナー 食物アレルギー対応をアピールした展示物 

食物アレルギー対応専用工場で作った米粉パン食品 

PAGE 11 第13号 



 農林水産省は９月末、2013 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、全国平均は 10アール当たり予想収量が 543キログラムで、作況指数 102の「やや良」

が見込まれています。今年は全国的におおむね天候に恵まれ、北海道と青森が 105 の豊作、

宮城、福島、茨城、千葉、京都、岡山の６県が 104でした。一方、秋田、山口、高知、福岡、

佐賀の５県が 99の「平年並み」で、沖縄県は 90の不作でした。 

 13年産の水稲作付面積は 164万７千ヘクタールで前年に比べ６千ヘクタール増。需給調整

用の備蓄米、加工用米などの作付けが増え、主食用米の作付けは同２千ヘクタール減の 152

万２千ヘクタールとなる見込みです。予想収穫量は 824 万５千トンとなり、今年産の生産数

量目標（需要見込み数量）791万トン（面積換算で 150 万ヘクタール）を 33 万５千トン上回

る見込みです。10アール当たりの予想収量は、08年産と並んでここ 10年で最高となりまし

た。 

 12年産米の作況指数 102に続き、13年産も豊作予想を受け、消費減退などで民間在庫が増

える状況にあります。農水省がまとめた今年６月末時点の民間流通在庫は前年同期に比べて

46 万トン多い 226万トン達し、12年産の持ち越し在庫と 13 年産の生産量から消費が想定さ

れる需要量を差し引いても 60 ～ 80 万トンの供給過剰になると見込まれ、民間在庫量は 260

万トンを超え、ここ 10年間で最も多い在庫水準になりそうです。 

 今後は、豊作基調で過剰米による米価の下落が予想される中、生産者団体などは政府に対

して、政府備蓄米の柔軟な運営や非主食用米生産拡大などの需給改善、消費拡大対策への支

援を要請しています。 

米の作況指数、102の「やや良」 

 農研機構・東北農業研究センター（盛岡市）は、国内初となる米粉パン専用の水稲新品種

「ゆめふわり」を開発しました（2013年９月）。今までにないしっとり、もっちり、ふんわ

りとした柔らかさを持ち、米らしい風味と食感が楽しめる夢のような米粉パンができること

から、「ゆめふわり」と命名されました。多くの人においしい米粉パンを提供できるように、

との願いがこめられています。  

 「ゆめふわり」は農水省の委託プロジェクトとして、人気が出ている米粉パンの原料用に

と、2002 年から開発に取りかかり、2010 年からは同センターと製パンメーカーなどが共同研

究に着手して育成しました。 

 「ゆめふわり」の米粉は、米粉用途も多い「あきたこまち」やパン加工に向く低アミロー

ス米「スノーパール」の米粉より粒径が小さく、損傷デンプンの割合が少ない粉です。粒度

分布は「あきたこまち」「スノーパール」と異なり、粒径が小さく狭い範囲に分布している

のが特徴です。 

出穂・成熟期、玄米千粒重、精玄米重、収量は「あきたこまち」と同程度で、稈長（かんちょ

う）は「あきたこまち」よりやや短く倒れにくい品種です。玄米は厚みがあり、やや円形で、

アミロース含有率が低いため、もちのような白さです。耐冷性が弱いため、冷害常発地帯で

の栽培は避けることが必要です。 

 現在、秋田県の一部産地で試験栽培が行われており、来年からは共同研究した大手パン

メーカーが、「ゆめふわり」を使った食パン（米粉３割混成）を販売する計画です。 

米粉パン専用新品種「ゆめふわり」 国内で初の育成 
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●関東米粉食品普及推進協議会は 11月 23、24日の両日、埼玉県羽生市の羽生水郷公園で、「米

粉米（ベー）級グルメ王座決定戦 inかんとう」を開催します。米粉食品のＰＲのため、昨年

11 月に「米粉米級グルメ王座決定戦 in さいたま」を初めて開催し、好評を得ました。今年は、

埼玉県内だけでなく、関東地域から広く出店者を募集し、「米粉米級グルメ王座決定戦 in か

んとう」として開催するものです。共催は、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構で、16

店舗の出店が予定されています。問い合わせは、関東米粉食品普及推進協議会事務局（関東

農政局生産振興課）、（電）048-740-0100まで。 

 

●千葉県では、県産の「米粉」と「さつまいも」の利活用促進、知名度向上を図るため、参

加する飲食店や菓子店で県産の米粉またはさつまいもを使用したスイーツを提供する「千葉

のスイーツフェア（米粉＆さつまい）」を、11 月１日～ 31 日に開催します。今回のフェアで

は、ちばコメ粉食品普及会が共催団体として参画しており、米粉スイーツで参加される会員

の方に向け、新作開発のコスト負担の軽減を目的とした、米粉無償助成事業（※試作用米粉

を上限８キロまで提供）を実施します。県では「この機会を活かし、多くのお客様に自慢の

おいしい米粉スイーツをアピールしていただきたい」と呼びかけています。なお、会員でな

い米粉販売店でも、簡単な手続きで入会できるので、「ちばコメ粉食品普及会事務局」（電）

043-251-8307まで連絡を。入会は無料です。 

 

●新潟県は、県産米粉を使用した新商品開発、メニュー開発等を図るため、首都圏の食品関

連企業（食品メーカー、外食産業、ホテル、流通など）を対象に、米粉の特性・活用方法に

関する説明やメニュー試食会を行う「米粉活用セミナー」を、11月 13日に東京都中央区日本

橋兜町の「こっけん料理研究所」（製粉会館内）で開催します。新潟県は食料自給率向上のた

め、小麦粉消費量の 10％以上を米粉に置き換える、新潟発「Ｒ１０プロジェクト」を推進し

ています。この一環として、新潟県産米を原料とした米粉及びその加工食品をＰＲするため

に「米粉活用セミナー」を開くものです。問い合わせは、新潟県農林水産部食品・流通課米

粉普及推進室、（電）025-280-5427まで。 

米粉短信 
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 「米粉の名人」料理グランプリ 2013“第１回全国米粉料理レシピコンテスト”の募集が始

まりました。2008年（平成 20 年）に発足した国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.Ｎ）は、

ＣＡＰ.Ｎ通信の標題にある「米粉で地域と日本を変える！」を実現すべく、これまで５年間

にわたり米粉の需要拡大と普及促進運動に取り組んできました。「米粉の名人」料理グランプ

リ 2013は、本年度からスタートした農水省の新規事業「日本の食を広げるプロジェクト」の

一環として全国規模で行うものです。詳細については、本通信の特集ページをご覧ください。

全国からアイデアに富んだ米粉レシピの数多い応募を期待するものです。 

 世界に誇る我が国の水田機能を活かし、基本食料を守り、自給率を高めるーーそれには、新

規需要米の米粉の安定生産と需要拡大が不可欠です。ＣＡＰ.Ｎの島田圭一郎理事長は「米粉

料理グランプリの開催を契機に、米粉生産を地産地消、６次産業化などと結びつけて地域を活

性化し、米粉の需要拡大で新しい粉食文化を創造する国民運動として盛り上げていきたい」と

強調しています。 

 国民運動として展開するには、農業者、ＪＡグループ、ＪＡ女性組織はじめ、栄養士、学校

給食、病院・介護食関係者から製粉業者、食品業界、外食業界、試験研究機関、行政機関など

を巻き込み、これらが一体となったオールジャパンの取り組みが求められます。とりわけ、最

近の急激な「円安」で小麦食品が値上がりし、また食物アレルギーの代替食としても注目され

ていることなども、米粉にとっては追い風です。 

 こうした中にあっても、依然目が離せないのは日本の国柄を変えかねないＴＰＰ（環太平洋

経済連携協定）参加交渉の行方です。 

 日本は７月下旬のマレーシアでのＴＰＰ会合から参加しましたが、農畜産物の関税問題（市

場アクセス）に限らず、国家主権と国民生活にとって大いに関わる広範な問題が交渉分野に

なっているにもかかわらず、案の定、自由貿易交渉とは名ばかりの「守秘義務」を盾に情報開

示がほとんどされないままの“暗闇交渉”が続いているのが実態です。 

 一部を除く多くの在京大手マスコミはひたすら、米国主導の「年内大筋合意・年内妥結」な

どの交渉日程の進捗状況に焦点を充てた大政翼賛報道に終始し、今に至るもＴＰＰの本質を

検証する素振りすらありません。今や権力に追従し、“政府の木鐸”と化したマスメディアか

らは、ＴＰＰが異常協定であるとの情報発信は金輪際ありえません。繰り返しますが、憲法や

原発をめぐっては百家争鳴なのに、ことＴＰＰ参加問題に関しては一部を除き推進一色の翼

賛報道が絶えないことは、国益をしのぐ何か余程の「私益」があるのでしょうか。情報から隔

絶された国民不在のＴＰＰ交渉もいいところです。 

 元々は小国同士の経済協定だったＴＰＰは、米国が自国の利益確保のために政治色を強め

て途中から乱入したことから、米国主導の異常協定に変質しました。最近、ＴＰＰの本質をズ

バリ言い当てたマレーシアのマハティール元首相の講演内容が目にとまりました。「ＴＰＰに

署名すれば外国の干渉なしでは国家としての決定ができなくなり、再び植民地化を招くよう

なものだ。ＴＰＰはアジア太平洋地域の国々を自国の勢力圏に取り込もうとする米国の企て

にすぎない・・・」と。 

 重ねて強調します。ＴＰＰは関税自主権を奪い、食糧自主権を奪い、食料自給率の向上、米

粉の普及活動にも逆行する壊国協定なのです。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 

〒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 

「米粉の名人」料理グランプリ事務局 

電話:03-5283-7633  ＦＡＸ:03-5283-7634 

Ｅｍａｉｌ:info@komeko-meijin.com 

ホームページ:http://www.komeko-meijin.com 
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