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伝えたい、日本食の素晴らしさ 

ＪＡ全国女性組織協議会会長 大川原けい子氏 

 

地元の底力見せたレシピ応募 

全国米粉料理グランプリ実行委員会事務局長 小池経二 

 

第１回全国米粉料理レシピコンテスト 

  ・関東地区決勝大会開催 

  ・全国決勝大会・セミナー 

 

ＣＡＰ.netの新パンフ 

 

新しい米政策 
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 みなさん、あけましておめでとうございます。ＪＡ全国女性組

織協議会の大川原と申します。私も福島で、毎年５ｈａほどの田

んぼでお米を作っている農家の一人です。 

 全国各地のＪＡ女性組織では、お米の消費拡大や、食料自給率

のアップをめざし、地産地消や伝統料理の継承などに取り組むと

ともに、さまざまな加工品を開発・販売しています。 

 その一環としてわたしたちＪＡ全国女性協も、同じＪＡグルー

プの出版文化団体である一般社団法人家の光協会と「地産地消料

理コンテスト」を共催しています。第１１回を迎えた今年度から

は「お米を使ったアイデア料理部門」を新設し募集したところ、

全国から米粉に限らず、お米を使ったさまざまな新しい料理のア

イデアが、約２００件も寄せられました。 

 また昨年１２月、お米を主食としたわたしたち日本の食文化で

ある「和食」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。 

 これは、わたしたち日本人自身が、改めて日本食を見直すチャ

ンスです。わたしたちＪＡ全国女性協も、このことを良いきっか

けに、改めてお米や米粉をはじめとした「国産農畜産物」の魅力

を再確認し、さまざまな形で全国に情報を発信していきたいと思

います。 

ＪＡ全国女性組織協議会 大川原けい子会長 

大川原けい子 

(おおかわら・けいこ) 

・1950年生まれ、福島県出身 

・2004年3月 

 ＪＡあいづ女性部長 

・2006年5月 

 ＪＡあいづ理事 

・2008年4月 

 ＪＡ福島女性部協議会会長 

・2008年6月 

 ＪＡ福島中央会理事 

・2011年6月 

 ＪＡ全国女性組織協議会副会長 

・2013年5月～現在 

 ＪＡ全国女性組織協議会会長 
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 初の「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

が昨年１０月、１１月に行われ、各地域でのサポートを全力でいただき、地元の底力に感服

いたしました。また、関係各方面の皆様からも多大なご支援をいただき、このご協力が結実

し、全国から約１,２００点というたくさんの応募を頂きました。深く感謝申し上げる次第

です。今年３月開催の「全国決勝大会・記念特別セミナー」に向け、１月からは全国４地区

で「地方決勝大会・特別セミナー」も行われております。 

 

 応募作品は今回のコンテストの趣旨を反映し、全般的に食材調達も市販品を利用した作品

が多く、家庭でも作れるレシピが多くを占めました。また、新しいレシピを対象としました

ので今回はプロの方々の応募が少ない傾向となりました。これは次回の応募要領での課題で

あろうかと思います。また、高等学校からの応募がこの時期での応募にかかわらず多く寄せ

られ、しかもかなりの力作が見られ、学校教育の充実が反映された結果であろうと思われ、

将来に向けて心強い実感を持ちました。さらに主婦の方々は勿論のことですが、関係企業・

団体からも応募をいただき応募の裾野が第一回開催にもかかわらず広がりつつあることは、

米粉普及事業に携わる者としては、感謝の念にたえません。 

 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）が米粉の普及運動に取り組ん

で６年目を迎えましたが、その間いろいろな経験を積む機会をいただき、今回初の全国米粉

レシピコンテスト開催にまで至ったことは、感慨深いものがあります。これもひとえにＣＡ

Ｐ.ＮＥＴを支えてきてくれた会員はじめ、全国の関係者の協力、支援の賜物と御礼申し上

げます。３月末日の全国決勝大会まで、気を緩めることなく本事業に邁進して参りますの

で、引き続き皆様のご支援ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。 

全国米粉料理グランプリ実行委員会事務局長 小池 経二 

（写真）＝米粉料理レシピ審査のもよう 
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 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.Ｎ

ＥＴ）は１月１２日、埼玉県坂戸市の女子栄養大学坂戸キャンパスで第１回全国

米粉料理レシピコンテスト関東地区決勝大会・特別セミナーを開きました。同大

会は、３月の全国決勝大会に向けた４地区大会開催の皮切りになるものです。審

査の結果、新潟県の奥村万利子さんら６名が地区代表として決勝大会に進みまし

た。 

 大会冒頭、開会挨拶した島田圭一郎ＣＡＰ.ＮＥＴ理事長は「米粉の普及のた

め６年前に立ち上げたＣＡＰ.ＮＥＴの念願だった米粉料理全国コンテストの開

催が実現しました。２か月間という短い募集期間にもかかわらず、約１２００件

の応募をいただきました。機能性に優れる米粉食品の普及を国民運動として広げ

ましょう。これを担う主役は皆さん１人、１人です」と強調しました。 

 セミナーでは、食生活ジャーナリストの会の佐藤達夫代表幹事が「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」と題して講

演し、地域活動報告として、横浜市でブルーベリー園を経営する金子明美さん

が、園内カフェなどで提供する米粉ピザ料理等の取り組みを発表しました。ま

た、管理栄養士・栄養教諭の佐藤あけみさんが、主食・主菜・副菜料理を３：

１：２の割合で詰め合わせる「３・１・２弁当箱法」を紹介しました。 

 コンテストには、関東・甲信越地区から主食部門８３件、主菜・副菜部門６１

件、デザート部門１０３件の計２４７件の応募がありました。審査会では、３部

門の予選通過者１８名が３分間のプレゼンテーションを行いました。審査員から

は「レシピには地元の食材を使い、研究熱心で大変レベルが高かった」「米粉愛

が地元愛に伝わっている」「高校生ら若い人の応募が多く感激した」との講評が

ありました。決勝進出者（優秀賞）は以下の通りです（敬称略）。◇主食部門＝

亀井英樹（東京）「こまツナおーカラフルライスピザ」、菊地真梨奈（栃木）

「枝豆つぶつぶもっちりパン」◇主菜・副菜部門＝奥村万利子（新潟・最優秀

賞）「春待ち越後の もちもちラザニア」、宇都宮幸子（東京）「米粉で大根

餅」◇デザート部門＝小松千夏（千葉）「恋する米粉和くっきーくちどけきな

こ」、久保田綾夏（埼玉）「米粉でポンランタン」。 

（写真）＝全国決勝大会進出者を囲んで 



● 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 

審査委員長：香川 芳子（女子栄養大学学長） 

審査委員  大西 茂志（全国農業協同組合中央会常務理事） 

      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（東京家政学院大学客員教授）  

      橋本 泰之（ベーカリーコンサルタント） 

      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） 

記念特別セミナー：「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（開催済み） 

開催日：平成 26年 1月 26日(日)10 時～  
 

・関東地区（開催済み） 

開催日：平成 26年 1月 12日(日) 10時～ 
 

・近畿･東海･北陸地区（開催済み） 

開催日：平成 26年 1月 19日(日) 10時～ 
 

・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 

審査委員長：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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 特定営利活動法人（ＮＰＯ法人）国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ｎｅｔ）は、活動内容を紹介し

た新しいパンフレット【いま米粉から、日本の「食と農」が 動き出す】を発行しました。Ａ４判の４ペー

ジです。広く活用いただき、ＣＡＰ.ｎｅｔの仲間（会員）を多く増やしましょう。ＣＡＰ.ｎｅｔは、初の

全国規模の本格的な米粉料理レシピコンテスト「米粉の名人」料理グランプリを主催します。引き続き、ご

協力、何卒よろしくお願い致します。 
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 農水省は2013年11月末、経営所得安定対策や米（水田農業）政策の見直しなどの農政の

転換を決めました。この中では、４０年近く続いた「米の生産調整」を見直すことが最大

の特徴で、2014年度から実施します。これに伴い、米の直接支払交付金については14年産

米から10㌃当たり単価を従来の半分の7,500円に削減した上で、2017年産までの時限措置

とし、2018年産から廃止されます。同時に、今後は新政策の定着状況を見ながら、５年後

をめどに国の米生産数量目標配分に頼らなくても、需要に合った生産ができる状況を目指

すことになりました。  

 一方、食料自給率・自給力の向上に向けた水田のフル活用対策として、需要が減退する

主食用米以外の新規需要米の飼料用米、米粉用米についての助成事業は継続します。た

だ、新しい米政策では、”転作助成金”にあたる助成措置を変更し、従来の面積払いをや

めて新たに「数量払い」を導入することが大きな特徴です。ポイントは、地域の主食用米

の平均収量を確保すれば従来通り10㌃当たり8万円、収量を増やせば数量払いの上限値と

して、最大10万5千円が支払われることです。これは、生産努力が交付額に反映される仕

組みにすることで、主食用米から飼料用米や米粉用への転換を促し、支援を拡充していく

のが目的です。したがって、米粉生産についても今後とも需要拡大に努め、需要先を確保

し、多収性品種の導入で経営所得をアップさせることが重要となります。農水省は2014年

度予算で、前年度の「日本の食を広げるプロジェクト事業」を引き継いだ「日本の食魅力

再発見・利用促進事業」の中で、米粉等を含む国産農林水産物・食品の全国的な消費拡大

促進のためのイベント開催の取り組みを支援します。 
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 長野県は米粉を使った料理やパンなどの商品を扱う店舗を紹介するガイドブック

「信州米粉物語」＝写真＝を発行し、昨年１２月末に県内の書店や道の駅などに約

１万６０００部を無料配本しました。県内７７店舗の米粉情報を片手サイズの１冊

にまとめています。「食事」と「商品」の２章立てで、県内のエリア別に各店のメ

ニューをカラー写真で紹介しているほか、店の営業時間と定休日、店主のコメント

や商品開発の秘話も掲載しています。巻末には、７７店舗の位置を記載した地図や

米粉製粉・販売店の

リスト、米粉パン講

習会の体験リポート

も 盛 り 込 ん で い ま

す。同県では「県内

の米粉情報をこの１

冊で分かるようにま

とめているので、米

粉の魅力をもっと身

近に感じてもらい、

消費を促して生産増

に 結 び 付 け た い」

（農 政 部 農 業 技 術

課）と 話 し て い ま

す。問い合わせは、

農業技術課(電)026-

235-7221。 

長野県が米粉商品・店舗情報ガイドブックを発行 

 関東米粉食品普及推進協議会が2013年11月23日(土)、24日(日)に開催した「米粉

米(べー)級グルメ王座決定戦in さいたま」で、栃木県大田原市の菓子店、バウムハ

ウス樹凛（じゅりん）が出品した「米粉を使ったバウムクーヘン」が栄冠に輝きま

した。全国でもユニークなこのイベントは、全国のゆるキャラが集う「ゆるキャラ

(Ｒ)さみっとin 羽生」の会場、埼玉県羽生市の羽生水郷公園の一角で、公益社団法

人米穀安定供給確保支援機構との共催で行われました。今回は関東農政局管内の全

域から出場者を募り、５県から１６出店者がエントリーし、自慢の米粉食品メ

ニューで味を競い合いました。来場者に実際に食べてもらい（100円～300円で購

入）、投票した結果、最も多くの投票数を得て、グルメ王に輝いたバウムハウス樹

凛（じゅりん）の「米粉を使ったバウムクーヘン」は、県産米粉と卵を使い、自家

工房で焼き上げ、しっとりした食感が人気でした。また、栃木県小山市の日の本穀

粉(株)の「米粉カレーパン」と、埼玉県秩父市の(株)龍勢の町よしだの「米粉入り

玉こんにゃくの煮付け」が、それぞれ関東米粉食品普及推進協議会の奨励賞を受賞

しました。 

“米粉グルメ王座”決定戦 in かんとう 
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＊長野県農政部プレスリリース 平成26年1月８日より抜粋 



●新潟県では、食料自給率向上に向け輸入小麦の10％以上を国産米粉に置き換える

運動“にいがた発「Ｒ１０プロジェクト」”を全国に向けて発信しています。この

趣旨に賛同し、自ら積極的にＲ10プロジェクトを推進する企業が、にいがた発「Ｒ

10プロジェクト」応援企業です。 2013年9月から11月までに、新たに４企業を登録

しました。(株)日本政策金融公庫新潟支店（新潟市）、(株)胎内リゾート（ロイヤ

ル胎内パークホテル＝胎内市）、(有)山波農場（柏崎市）、(株)孫作（刈羽村）の

４社です。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。 

 

●中国四国米粉食品普及推進協議会は公益社団法人米穀安定供給確保支援機構と共

催し、米粉の需要拡大・定着を図ることを目的として、消費者、生産者及び製造販

売者等の参加による意見・情報交換等を行う「中国四国米粉セミナーin高知」を、1

月29日午後、高知市の高知ぢばさんセンターで開催します。(株)ナチュラルアート

代表取締役の鈴木誠氏が「米粉で食料自給率向上を」－米粉で日本農業を元気に－

と題し、基調講演を行い、「米粉に適した極多収な日本型稲品種の育成とその特

性」、「米粉を使った新商品の開発」について情報提供があり、会場では米粉・米

粉食品の展示などもあります。問い合わせは、中国四国農政局生産部生産振興課、

（電）代表:086-224-4511（内線2369,2391,2448）。 

 

●広島県東広島市河内町の農事組合法人ファーム・おだ（吉弘昌昭組合長）は2013

年11月に、栄養価の高いＧＡＢＡ（ギャバ）米を製粉した米粉でパンを作り販売す

る「パン＆マイム西条店」（東広島市西条町）をオープンしました。地元に本社を

置くサタケ（東広島市西条西本町）が、ファーム・おだで生産された米を使ってＧ

ＡＢＡ米粉に加工し、パンの製造を同組合に委託したものです。〝しっとり、もち

もち〟のＧＡＢＡ米粉パンは約２０種類で、ＧＡＢＡ米粉を使用したクッキー、

ドーナツなども販売しています。新店舗はサタケが経営する既存の「おむすびのＧ

ＡＢＡ西条店」の敷地内にあり、ＧＡＢＡ米粉パンはテイクアウト専門ですが、隣

接する「おむすびのＧＡＢＡ西条店」内で飲食できます。ファーム・おだは、2005

年に設立された農事組合法人で、米・大豆・小麦・野菜などの栽培のほか、六次産

業化を目指す米粉パン工房「パン＆マイム」を経営しています。サタケは農業や畜

産業などの六次産業化を唱えており、ＧＡＢＡ米粉パンの店名は、ファーム・おだ

との六次産業化推進に向けた協同体制の一環として同一店名としました。ＧＡＢＡ

米＝玄米の胚芽に多く含まれるギャバはアミノ酸の一種で健康に役立つ栄養成分に

優れ、ＧＡＢＡ米はこれを白米に移す技術で作られた。 

 

●農研機構・食品総合研究所（茨城県つくば市）は、小麦粉の代替となる「米ゲ

ル」化の技術を開発しました。米粉や飼料用として使われ、粘りが少なくて、炊飯

米には不向きな高アミロース米を原料として活用し、水分量等を調整することでや

わらかいゼリー状から高弾性のゴム状まで多様な物性のゲル状（柔らかい固体状の

物質）の新規食品素材が製造できるのがポイントです。米ゲルによって、プリン、

ムース、パイ、シュークリームなどの洋菓子やもちもち感のある米麺等の多様な食

品の製造が可能です。 
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  初の「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”には、

全国からアイデアに富んだ約１,２００点という数多くの応募がありました。コンテストが、

国内産米粉促進ネットワークのスローガン「米粉から日本の食と農が動き出す」の弾みになる

ことを期待したいと思います。 

 それにしても、今年も気になるのが、投票率５０％台、その３割前後の得票率で議席の７～

８割を占めるという巨大与党を誕生させた衆参の選挙結果を「民意」とし、政策遂行の金科玉

条に掲げる安倍政権の動向です。その「安倍一強」の延長戦上に、昨年１１月末に決定された

「生産調整の見直し」「農政転換」にも、官邸主導の印象が拭い切れません。この「政高党低」

が顕著に現れたのが、先の臨時国会でした。当初はアベノミクス政策の是非を問う「成長戦略

実行国会」と銘打つ論戦の場になるはずだったのが、いつの間にか“特定秘密保護法、安全保

障政策”のための臨時国会に終始していました。この間、外に目を向けると、常に覆いかぶさっ

ていたのがＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉の陰です。「国のかたち」を変えかねない異

常な不平等売国条約（協定）のＴＰＰ。政府・与党が「ＴＰＰ参加と国内農業改革は関連しな

い・・・」といくら強調しても、まともに受け止める見方はほとんどありません。ＴＰＰ推進

派（一部マスコミ含む）には、かねてから“外圧”による農業改革を公然と唱えてきた“実績”

が少なくないからです。 

 そのＴＰＰ交渉は案の定、高いレベルの自由化に固執する米国の強硬な姿勢で年内妥結でき

ずに「越年交渉」となりました。しかし、４月に予定されているオバマ米大統領のアジア歴訪、

１１月の米中間選挙を念頭におけば、この春までが交渉の山場になることは必至で、その行方

は予断を許しません。安倍政権の基軸は日米同盟の強化にあり、すべての政治・経済政策はこ

れに即していることは言うまでもありません。国のかたち、伝統文化、地域コミュニティーを

守ることが「反米」「反規制改革」と見なされてはかないません。特に、関税自主権の維持は、

国の主権に関わる問題で、これをも放棄することは、明治時代の「条約改正」は一体何だった

のか、と思わざるを得ません。元々、日本の国土条件は米国、豪州等とは全く異り、農業生産

を同じ土俵で「国際競争」するなど、土台、無理があるというものです。昨年、ジャパンブラ

ンド｢和食」がユネスコの世界無形文化遺産に登録されたのに、その食材の大半が“多国籍”

になったのでは、何をか言わんやです。 

 今年の農政では、食料・農業・農村基本法に基づく新たな「食料・農業・農村基本計画」の

2015年3月策定に向けた作業も動き出します。2010年に続く４回目となる同計画は、まず民主

党政権時代の現行計画の検証から始まり、そのポイントになるのは食料自給率目標はじめ、自

民党政府・与党が打ち出した「農業・農村所得倍増目標１０カ年計画」や「農林水産業・地域

の活力創造プラン」との整合性です。しかし、これもＴＰＰ交渉の結果に大きく左右されるこ

とは言うまでもありません。 

 今度の新しい米政策で米粉生産への国の支援については、従来の面積払いから数量払いに変

わりますが、助成事業自体は基本的には継続されることになりました。初の「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”を、米粉普及に向けての新たなス

テップにするためにも、多くの皆さんの協力で成功させましょう。今年を「ＴＰＰで地域と日

本が崩壊する！」のではなく、「米粉で地域と日本を変える！」元年にしたいものです。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 
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米粉で地域と日本を変える！ 


