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米粉で地域と日本を変える！ 

 昨年から現在に至るまで、日本農業を左右するような性急な改革提案、ＴＰＰ（環

太平洋経済連携協定）など対外交渉が続いています。そうした中、最近も各地を回る

機会がありましたが、急速に農村の元気が失われ、政権交代によってめまぐるしく変

わる目先の政策変化に翻弄（ほんろう）され続けているような感じがします。人、農

地、地域は非常に空洞化している。あるいは、人の心もその地域で頑張って生きよう

という人が次第に稀薄になりつつあります。その中で、将来どのような再生の礎を作

り上げられるのか、十分な議論のないままに政策の大転換が行われようとしています。

農政改革に続き、最近ではＪＡ（農協）、農業委員会の抜本的な改革、ずばり言うな

ら解体的改革というようなことまで提案されております。 

 私はこういう激変の時代に頭に浮かぶのは、以前にも述べたかも知れませんが、100

年以上も前、民俗学者の柳田国男さんが、当時の農商務省時代の若かりし官僚の頃、

その時に書かれた文章の一節であります。そこには「現在の農業、農村は、生きている私たちの

ためにだけあるのではない。今後生まれてくるであろう幾兆億の子孫のために現在があるのだ」

ということを強く書かれている。そうした政策哲学が今日の政治家、官僚にあるのでしょうか。

これからの時代は予測しえない変化が地球規模で予想されます。世界情勢も地球環境も、そして

日本の農業の将来も、従来経験しえない大変な変化が起きるでしょう。そういうことをしっかり

見据えた上で、どのような国家、食料・農業政策をつくるか、慎重な検討をした中で政策を示し

てもらいたいと強く感じています。 

我々ＣＡＰ.ＮＥＴは昨年、農水省の補助事業で初の米粉料理グランプリを主催しました。会員

の皆様には大変お世話になり、感謝申し上げます。また、この事業のために、ＪＡグループはじ

め関係団体、食品企業、個人の多くの方々から協賛金をいただきました。このような方々の力が

あったればこそ、無事に米粉料理グランプリを開催することができました。心から感謝申し上げ

ます。今年度も２回目のグランプリ開催を申請していたのですが、実は昨日（５月27日）、農水

省から事業実施計画の承認通知をいただいたので、２回目もＣＡＰ.ＮＥＴが行うことになりまし

た。昨年は地区予選を全国４か所で行いましたが、今年は６か所に拡大し行うことにしておりま

す。参加者もより多く広げ、地域に重点を移しながら、かなり細かな掘り起しをしながらプロ、

アマ、学生を問わず呼びかけて、多くの参加者を募りたいと思っております。 

また、昨年の反省、意見もあって審査については、出展作品が家庭や地域で利用されるだけで

なく、外食産業や介護食、学校給食、社食などにその商品が結びつくものであるか、そういう視

点も踏まえた審査に変えていきたいと思っております。 

このグランプリ事業と合わせて、全国の様々な皆さんに、こうすれば米粉の消費が拡大する！

といった、米粉普及拡大の提案論文募集も計画しており、入賞した方には全国大会で表彰するこ

とにしています。皆さんもぜひ応募して下さい。 

いずれにせよ、平成21年から３年間は急速な伸びを示し、４万トン台になった米粉生産でした

が、それ以降は減り、今は２万トン台まで落ち込んでいます。こういう状況を何とか復元するた

めに、いろいろな知恵を集めてやらなければなりません。まだまだ我々の取り組みは大きな目標

からすると道半ばどころか、スタートした直後で、課題はたくさんあります。しかし、日本の食、

米粉の力を再発見し、新しい食文化を皆さんと一緒になって作っていくという強い気持ちをもっ

て、今年度も頑張って参りますので、本日の総会に提案した議案につきまして、よろしくご審議

のほど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.ＮＥＴ）は５月２８日、東京・永田町の衆議院第

二議員会館で平成２６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、２５年度事業報告

と収支決算報告、２６年度事業計画と収支予算案などを承認しました。 

「地域から消費の堀り起こしを」 

島田圭一郎理事長の開会挨拶 
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平成２６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)米粉料理グランプリの開催 

  米粉需要の増大を図ることの重要性に鑑み、前年度に引き続き「米粉料理グランプリ」の地方およ

び中央での開催を計画し、米粉および米粉製品を広く周知させることに努める。 

  (2)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。 

 (3)地域、企業、団体など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。 

 (4)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。 

 (5)その他 

 ２．米粉に関する情報収集及び情報提供事業 

 (1)『ＣＡＰnet通信』の定期刊行 

 『ＣＡＰnet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。 

 (4）米粉料理レシピ集を編集し公表 

 (5)その他 

 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 

６．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 

 『ＣＡＰnet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。また、 増大する事務業

務の分担効率化を図る。 

Ⅲ．組織、財務基盤の強化 

 １．米粉グランプリなど米粉普及運動と結合した飛躍的な会員拡大 

 ２．会員拡大により経常収入の増大を図る 

 ３．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26.27年度役員・参与 

理 事 長  島田圭一郎 (一社)協同総合研究所顧問 元(株)日本農業新聞 代表取締役社長 

副理事長  萩田 敏  元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長 

副理事長  安村碩之  元日本大学生物資源科学部 教授 

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 島村忠雄  元(株)農協観光 総務 

常任理事  富田孝好  日本労働者協同組合連合会 常任理事 

理  事 江川和德  元新潟県農業総合研究所 食品研究センター長 

理  事 岡阿弥靖正 元全国農業協同組合連合会 専務理事 

理  事 風間与司治 東都生活協同組合 常務理事 

理  事 川村耕太郎 元東京商工会議所 常務理事 

理  事 重野徳夫  元新潟県農協中央会 専務理事 

理  事 髙橋正郎  元日本フードシステム学会 会長 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 豐  マーケティングプロデューサー 

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  

理  事 横田修一  全国稲作経営者会議 青年部会長 

監    事  岡元カツ子 労協センター事業団 副理事長 

参  与 浅井由剛  (株)カラーコード 代表取締役 クリエイティブディレクター 

参  与 竹村 晃  農政ジャーナリストの会事務局長 

実行委員長  島田圭一郎  元(株)日本農業新聞 代表取締役社長 

副実行委員長 萩田 敏  元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所長 

副実行委員長 高橋仙一郎  協同組合米ワールド21普及協議会 専務理事 

事業推進本部長 松原  博  前(株)日本農業新聞 代表取締役社長 

事務局長  小池経二  元(株)東宣 顧問 

企画主幹  高橋英昭  元協同広告(株)役員待遇 営業局長 

企画主幹  橋ヶ迫 覚  (株)セコー代表取締役 

米粉グランプリ実行委員会 
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【第１回全国米粉料理コンテスト 応募者の概要とアンケート結果報告】 

副理事長 安村碩之 

 「米粉料理グランプリは、募集期間が僅か２ヵ月と短時間であったにもかかわらず、全国で

1,146の有効応募がありました。これまでの米粉料理未経験者がグランプリに応募参画することに

よって米粉料理をはじめて経験し、その意欲を強めていることがはっきりと読みとれました」 

 

１．応募者の概要 

 有効応募1,146件の内、85.4％の987件が女性で、男性は僅か14.6％の169件。年齢別にみると10

歳代が46.5％の537件、その大部分は高校生だった。続いて20歳代が14.2％、30歳代が10.1％と40

歳未満層で全体の７割を占め、若い層で米粉への関心が強いと言えよう。地区別に年齢構成を比較

すると、特に「関東・甲信越」地区で最も若い10歳代の割合が20％台と低く、逆に40代、50代の割

合が高いという特徴を示しているのに対して、他の地域では10歳代の割合が40～50％と高く、より

高齢層の割合が低い。 

 応募者を職業・学生等によって区分すると、「中・高校生(大部分が高校生)」が42.1％次いで

「専門学校生・大学生」が16.5％で、この両者で678件、58.6％を占めている。主婦の応募は174

件、15.1％と少ない。 

 全国４地区別の応募件数は、「北海道・東北地区」が195件(16.9％)、「関東・甲信越地区」が

248件(21.5％)、「近畿・東海・北陸地区」が289件(25.0％)、「中四国・九州」が423件(36.6％)

と西に多く、東に少ないという応募件数に大きな差が生じた。都道府県別の応募件数で見ると、福

岡県が103件で飛び抜けて多く、次いで岐阜県と三重県が63件、北海道、広島県が59件、岡山県が

57件、新潟県が51件、熊本県が50件と多い。一方応募の少ない県を見ると「０」の岩手県および沖

縄県を筆頭に、一桁台の群馬県、静岡県、山梨県、京都府、和歌山県、奈良県、鳥取県、島根県、

高知県、徳島県、佐賀県、大分県の１２県では応募が極めて少ない。これら応募の少ない県の米粉

事情の検証と普及宣伝の在り方が問われている。 

 応募部門別にみると「デザート部門」が最も多く521件で全体の45.1％、次いで「主食部門」が

342件、29.6％、「主菜・副菜部門」は293件、25.3％と最も少ない。年齢層別に見ると、若年層、

なかでも「専門学校、高校生」で「デザート部門」への応募割合が高く、「主菜・副菜部門」への

応募は、高齢層、および「主婦」で応募割合が高い。 

 

２．アンケート結果 

 ４問の米粉アンケートについては、応募総件数(1156)のほぼ半数の586件の回答があった。特に

高校生は、サークルや教室で大勢の生徒を対象にした指導教員からの推薦や指導を得ながら集団で

組織的にまとめて応募することが多く、その個々の生徒からはアンケートの回答が得られないケー

スが多く、回答率を大きく低下させる要因になっている。 

 

 (1)米粉グランプリの存在をどこで知りましたか？ 

 今回のグランプリの周知方法として、制作したポスターやパンフの配布や料理雑誌や新聞を媒体

とした広告宣伝活動を行ったが、実際に応募者が何によってこの「米粉グランプリ」を知ったの

か。選択肢として、①新聞、②雑誌、③ポスター、④ネット、⑤知人より、⑥その他 を用意し

た。その結果は、「⑥のその他」が48％と半数を占めた。この内容は、メモ欄にある「高校の先生

に勧められた」「ＪＡの講習会などで教えられた」と言った内容が多くを示している。次いで具体

的媒体としては、「ポスター」が24％、「ネット」が17％であるが、「新聞」「雑誌」の媒体機能

は低いようだ。 
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 年代別に見ると、10代、20代の高校生は、指導教員や学校から教えられたと言う「その他」が半

数以上を占めているが、次いでポスター及び雑誌からの情報により知ったようだ。「ネット」は30

代で、「雑誌」は30代～60代で重要な媒体となっている。地区別に見ると、高校生の「その他－指

導教員から」を除くと「北海道」、「関東・甲信越」、「近畿・北陸」でポスターからの情報が多

い。 

 

 (2)米粉はどこで購入(調達)しましたか？ 

 米粉の購入(調達)先について最も多いのは、「スーパーなどお店で」が59％と圧倒的割合であ

る。ついで「その他」が37％である。これには、応募者全体の42％と圧倒的割合を占める「高校

生」が「指導の先生から提供された」「学校の農場で自ら栽培した米を使った」ということなどが

含まれる。また、ＪＡ婦人部や農家では農協の製粉機により製粉した米粉や自家栽培米の委託製粉

あるいは自家製粉の米粉を使うことも少なくない。年代別に米粉の調達先を見ると、若い層でスー

パーなどの店頭で、高齢になるに従って自家栽培、自家製粉などを含む「その他」の割合が高く

なっている。全国６地区別では、「スーパーなどの店で」調達する割合が北海道で71％、近畿北陸

で69％と高く、逆に東北では42％と低く、自家栽培などの「その他」の割合が高い。 

 いずれにしても、「常時米粉が売られているスーパーやお店が少なく、米粉普及にとってネック

になっている」、「スーパーなどで何時でも米粉が買えるようにしてほしい」といった意見が多

い。 

 

 (3)これまで米粉を使った料理を作った経験がありますか？ 

 米粉料理の経験については、「少しある」(40％)と「かなりある」(25％)を合わせると65％が経

験者であるが、35％の者が未経験である。その米粉料理経験について年齢層別に見ると、若いそう

で未経験者割合が高く、年齢層が上昇するに従って経験者割合が高まる傾向がはっきりと読みとれ

る。特に60歳代以上層では80％が経験者である。全国６地区別では、「関東・甲信越」と「九州」

で経験者割合が高いのに対して、「近畿・北陸」と「中四国」で未経験者割合が高い。応募部門別

に見ると、パン、麺、などの「主食部門」で他の部門に比較して経験者割合が高くなっており、米

粉料理はパン・ピザや麺からはじめる人が多い傾向が読みとれる。 

 

 (4)今後も米粉料理を作ってみたいとお考えですか？ 

 グランプリへの応募によって米粉料理への意欲は変化しているのであろうか。今後米粉料理を

作ってみたいと言う考えが「かなりある」という割合は66％、「少しある」(29％)を加えるとほぼ

95％。米粉料理作りの考えが「あまりない」人は僅か4％である。 

 グランプリへの応募する前と比較すると米粉料理への意欲が急速に高まっていることが確認でき

る。このグランプリが、はじめて挑戦した若い高校生の米粉料理に意欲的に取り組む契機となって

いることは間違いない。こうした若年層を含めて全ての年齢層で米粉料理意欲は高まっているが、

とくに壮齢、高齢層ではその傾向が強い。地区別に見ると「関東・甲信越」と「九州」で米粉料理

への意欲が高い。 
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 通常総会後の米粉懇話会では、「米粉普及はこれだ！米粉関係企業と大いに語る」と

題したパネルディスカッションが行われました。ＣＡＰ.ｎｅｔの萩田敏副理事長をコー

ディネーターに、機械メーカー７社の担当者（別掲）がパネラーとなり、米粉の普及、

促進に向け熱い意見を交わしました。 

パネラ― (株)ケツト科学研究所      営業部海外担当 千木良沖正氏 

     (株)静岡製機          担当部長    室井 郁夫氏   

     (株)東洋商会          代表取締役   髙木 敏弘氏 

     奈良機械販売(株)        取締役副社長  笹子 勝彦氏 

     (株)西村機械製作所       主任      鈴木 善也氏 

     槇野産業(株)          代表取締役   槇野 利光氏 

     (株)東京コトブキインダストリー 専務取締役   吉澤 健三氏 

 ７社の機械メーカーは、 製粉機をはじめ、自家製粉加工から品質管

理に欠かせない米粉水分計、米粉製粉プラント製造、乾燥機、粉砕機、

製パン機に至るまで多彩な製品の開発製造、販売で米粉事業と農家を支

援しています。 

 パネルディスカッションの冒頭、萩田敏副理事長は「米粉懇話会は、

これまで主に生産者、消費者、食品製造業者などを中心に行うことが多

かったのですが、今回は初めて、機械を製造、販売しているメーカーさ

んの意見を聞こうということで、日頃、現場で米粉の普及、促進に努め

ている皆さんからは、従来とは違った角度、視点からお話し頂ければと

思います」と挨拶しました。 

 続いて萩田副理事長は、最近の米粉を取り巻く状況について説明した

後、第２回米粉料理コンテストについて「今年は特に、米粉普及のため

には業務需要にも目を向け、レシピの募集を外食や給食部門などにも広

げていきたいと思っております。それと、昨年の地方大会は全国４地区で開催しましたが、今年

は２地区増やして６地区とし、広く各県から応募されるよう周知を図っていきます。また、レシ

ピのプレゼン紹介、審査などもオープンしていきます」と話しました。 

 その後、機械メーカー各社からは、自社製品の特徴などについて説明があり、品質を向上させ

るための製粉技術開発と米粉製粉事業を通して地域農業の活性化に取り組んでいることが強調さ

れました。これらを受け、パネルディスカッションでは、パネラーから米粉の需要をどう見る

か、米粉の普及には何が必要か、普及促進に向けた意見、要望などが次々に出されました。 

萩田副理事長 
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 「米粉については水分の問い合わせが少なく、米粉の品質管理、品質評価についてはまだ成熟していな

いようだ。小麦粉に比べると、品質の幅、ばらつきが大きい。米粉の品質を安定化することが、米粉を使

う食品メーカーや家庭にとって使いやすい食材になっていくことが必要になってくるのでは」 

 「やはり、製粉コストが高くなってしまう。この対応には、機械の稼働時間を長くすることが一つのポ

イントになると思う。当社の製粉機は多用途な米に対応できるので、例えば、ニンジンを入れた米粉の

キャロットパンとか、最近桑の葉茶が人気だが、これと組み合わせることで付加価値の高い製品を作れ

ば、機械の稼働時間が長くなって米の製粉コストも下がるのでは」 

 「米粉がブームになる前から、熱心な農家は粒以外の米に着目して米粉を活用してきた。農家の自家製

粉による米粉食品加工を応援しているが、米粉加工は６次産業化の本質であり、もっと普及する必要があ

ることを痛感している。美味しいものだったらお客は必ずついてくる。米粉の普及は都市部、特に東京が

遅れているのでは。米粉の普及には、米粉食品ならではの、米粉にしかできない特徴をアピールすること

が重要で、それは食物アレルギー対応だと思う。安全、安心で美味しい米粉食品をまず東京で普及してい

くことが、今後の米粉の需要を増やすきっかけになると思うし、それにはもっと消費者ニーズに応えた

“川下”の開発を行う必要がある」 

 「機械メーカーなので、米粉が増えないとがっかりする。米粉は差別化、規格化されていないので、現

状では価格競争に陥っているのでは。新潟県のガイドライン（注：パン、ケーキ、麺に適した「米粉の用

途別推奨指標」。平成24 年2月策定）があるが、やはり小麦粉と同じ様に一目で分かるような規格づくり

が必要なのでは。水の加減が分からないなど、規格がないとどんな米粉を使ったらいいのか分からない」 

（農水省ＨＰ資料） 
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 「近年、米粉の引き合い、問い合わせが減ってきている。消費者の方が米粉をまだ認知してい

ないのでは。農家、法人など個人的な問い合せは増えている感じで、地方に熱心な人は多い。米

は小麦と違って輸入品でないし、全国どこも生産地になるので各地から盛り上げていく必要があ

る。販売面では付加価値の面の問い合わせが多い。機能性があり、精米しないので歩留りも良い

玄米粉を活用すれば既存の米と差別化できるのでは。米粉普及は６次産業化対応もキーワードに

なる」 

 「米粉は地産地消に向いている。その地で作って道の駅（直売所）で売る。顧客のニーズに

合った規模の、小型機械での粉作りも提案したい。コンビニでおにぎりが売れているように、米

粉食品でも手軽に食べれる製品開発も」 

 「普及するためのキーワードはグルテンフリーにあると思う。欧米ではグルテンフリーのマー

クを付けた製品が売られている。米国では１０人に１人はアレルギー発症の恐れがあると言われ

ており、グルテンフリーダイエットに関心が高い。健康に良い和食は人気があり、米粉製品は期

待できる。品質の安定したものを出さないと流通に乗らない。機械メーカーとしても研究してい

きたい。グルテンフリーマークを考えて欲しい」 

 「米粉（食品）は、食物アレルギーを起こしやすい原材料表示２７品目には入っていない。安

全、安心な食品にこだわりのある若い世代、特に女性は関心高く、そこに米粉（普及）の可能性

がある。美味しいものをきちっと伝えていけば消費が増える」 

  

 萩田副理事長「パネルディスカッションでは、規格の策定が必要、地域食材の活用で付加価値

を、アレルギー対応、地産地消、６次産業化も重要、簡便に食べられる工夫を、東京はじめ都市

部でどう増やしていくかアピール法が課題など、多くの提案を頂きました。これらを今後の米粉

のマーケティング戦略に生かしていきたいと思います。本日はありがとうございました」 

活発な意見を交わしたパネラーの皆さん 
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 平成２５年度の「食料・農業・農村の動向」（農業白書）が５月２７日に閣議決定されまし

た。白書は農業の構造改革を進める意志を示すとともに、冒頭のトピックスとして「和食・日

本人の伝統的な食文化」の国連教育科学文化機関（ユネスコ）無形文化遺産登録を明るい話題

として取り上げています。食の欧米化が進行し、おせち料理など日本の食文化の慣習が薄れて

いることから、白書では地域における食育の推進、地域食材の利用拡大など、食文化を保護・

継承する取り組みの重要性を説いています。 

 また、白書が注目したのは、単身・高齢化がもたらす食の変化です。近年、カロリ（供給熱

量）ベースの食料自給率が４０％前後で推移している要因の一つとして、「高齢化の進行によ

る１人当たりの供給熱量の減少」を指摘しました。さらに、単身・高齢者世帯では生鮮食品の

消費が減り、惣菜などの簡便な食事が選好されるなど、今後こうした世帯のニーズにかなった

食品・農産物を推進する必要性を指摘したのが目を引きます。しかも、この世帯層は今後も増

える見通しで、農業生産現場にとっても、国民の食生活の変化は大いに気になるところです。

その対応方向の一つとして白書は、需要拡大が見込まれる「介護食品」を基軸とした新規需要

の掘り起こしが重要、と強調しました。 

 ほかに白書は、農林漁業に従事する割合が高い市町村ほど人口減が顕著に進むとする推計を

盛り込みました。担い手の確保を急がなければ、農業生産の弱体化や農村地域が崩壊する恐れ

があることが浮き彫りになりました。 

農業白書、「和食の文化遺産登録」「単身・高齢化の食の変化」を強調 

 ＪＣ総研が６月末に発表した今年の「米の消費行動に関する調査結果」では、米粉について

も調査しています。それによると、米粉を使用して作ったことのある料理のトップは「パン」

で43.8％（前回は45.0％）、次いで「だんご」が37.1 ％（同36.2％）で続く。属性別では主婦

は「パン」「だんご」が４割を超え、既婚男性は「パン」が半数超え、「だんご」も４人に１

人となっています。単身女性では多様な料理を作り、「パン」「だんご」「お好み焼き」

「クッキー」が２割りを超えています。米粉・米粉商品を買う理由については、「もっちり感

が好きだから」が66.6 ％（前回62.8％）と群れを抜き、また「小麦粉を使用したものより美味

しいから」「小麦粉よりあっさりしているから」も１割前後に上っています。属性別では

「もっちり感が好きだから」は主婦、単身女性で高く、７割を超え、「健康に良いから」も女

性層で高く、２割を超えています。 

 米粉・米粉商品の今後の購入意向についてもたずねました。それによると米粉については

「現在と同程度以上買いたいと思う」は29.0％（前回 28.5％）と３割に満たない。一方で「購

入しないと思う」が16.1％（同 21.7％）、「わからない」が54.7％（同 49.1％）と両者で概

ね７割に上っています。属性別では「現在と同程度以上買いたいと思う」が主婦で38.4％（同 

38.2％）と４割に近いですが、ほかの属性では低かった。米粉商品については、「現在と同程

度以上買いたいと思う」は38.6％（同 42.5％）と米粉の比べややポイントが高くなっていま

す。属性別では、「現在と同程度以上買いたいと思う」は主婦で49.3％（同 51.4％）、単身女

性で41.4％（同 52.0％）と女性層でポイントが高い一方で、単身男性は18.6％（同 28.8％）

と低く、４人に１人が「購入しないと思う」と回答しています。今回の調査は民間会社への委

託を通じ、全国２,０２６人（有効回答）を対象に３月中旬に行われました。 

ＪＣ総研が米粉食品の消費行動で調査 



 第２回全国米粉料理コンテストの募集が８月１８日から９月３０日まで行われる。“あなた

の米粉レシピから日本の「食」が動き出す”・・・昨年に引き続き、多くの応募を期待したい。

それが「米粉で地域と日本を変える」ことにつながる。 

 一方、通常国会後の国内の政治・経済に目を転じると、「官邸主導」の急進的な政策が、異

常なスピードで進んでいる。さすがに、最近の一部マスコミは敢えて“暴走”と批判的な論調

も散見するが、それを許している要因の１つには、本来の「権力監視」という役割と使命を放

棄し、劣化した大半の在京メディアにあるといえよう。まるで「政府広報」機関のように世論

誘導、情報操作に奔走しているあり様だ。十分な議論と検証もないままに、雇用、医療、農業

の３分野は既得権益に懲り固まった“岩盤規制”で、これらを「ドリルで風穴を開ける」（実

際には破壊）ようにしないと日本の成長は臨めない、といわんばかりだ。 

 農業改革も急ピッチで性急な改革が実施されようとしている。特に驚くべきことは、日本の

農業を衰退させたのは農協（ＪＡ）のせいだ、という暴論もまかり通っている点だ。官邸の「有

識者会議」に巣食う「民間議員」とはそもそも何者だろうか？まだ、懲りずに無責任な発言を

繰り返している。選挙で選ばれた国会議員がこのまま振り回されていくようでは、議会制民主

主義も危うい。従来の中央官庁の各種政策審議会も形骸化されつつあるのでは、とさえ思うこ

の頃だ。要は、政府がＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加を決め、交渉しているのになぜ今

だにＪＡ・農業団体が反対しているのか・・・その（官邸の）“怒りと苛立ち”がＪＡグルー

プに向けられているところに根源があることは明白だ。「成長戦略」の究極の目的は、これま

で以上に外資に国内市場を開放することであり、その象徴がＴＰＰ参加に尽きる。 

 拙速な改革が、日本の将来に不測の事態をもたらさないとも限らない。「成長戦略」は人口

減が続く地方の疲弊を加速させ、農業の衰退と農村の荒廃に拍車をかけることにならないのか。

「成長産業」「強い」「攻め」などの言葉が空虚に躍る中、日本の将来に禍根を残すような政治

であってはならない。（Ｔ） 

【 編 集 後 記 】 
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 本年５月より事務局長と致しまして参加させて頂くことになりました、 島村忠雄

と申します。㈱農協観光を定年退職後、２年間ほど自由にしておりましたところ、島

田理事長より米粉普及促進ネットワークで共に働いて欲しいとのお誘いを頂きました。

理事長の米粉普及促進にかける熱い思いを伺いまして、私も微力ながら協力させても

らいたいと感じ、お引き受けすることとなりました。前職におきましては、旅行会社

でありながら様々な経験をさせて頂き、旅行の添乗業務よりも経理、広報、ビル建設

事務局、秘書業務、総務等を中心に携わってきました。特に長かったのは通算年数１

４年となる秘書業務であります。 

 お蔭様でこの期間は農業団体の方々、他業界の方々と知り合える機会に恵まれまし

た。私にとりましては一番の栄養であり、かけがえのない貴重な財産になったものと

感謝しております。この度ＣＡＰ．Ｎで再び社会と接する機会を頂きましたので、な

お一層自分の糧とし、また逆にこれまで教えられたことを多少なりともお返しできますよう

精一杯努力して参る所存ですので、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

新 任 挨 拶 

島村忠雄・事務局長 

「第２回全国米粉料理コンテスト募集」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。 


