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米粉で地域と日本を変える！ 

重野 徳夫 

（しげの・とくお） 

1947年、新潟県柏崎市生まれ。

鯉渕学園卒業後、1968年4月新

潟県農協中央会に入会。2002

年～05年参事職、05年～06年

常務理事、06年～10年専務理

事。06年～10年新潟県米消費

拡大推進協議会会長、新潟県

協同組合間提携協議会会長。 

米政策の転換期 

 日本の水田農業は、美味しい米や新鮮な野菜、肉を食卓に届け

るだけでなく、故郷の大地を守り、景観や環境を保護してきた。

そして地域社会をつくり、中山間地域でムラ社会を育て、「国の

基」と言っても過言でないほど重要な役割を果たしてきた。しか

し、「瑞穂の国」である日本の水田農業が大きな転換期を迎えて

いる。とりわけ「コメ王国」新潟県にとっては、目指すべき水田

農業の姿を考える年になりそうだ。 

 昨年は、農政改革元年と言われ、米の生産過剰基調からの脱却

を目指して、主食用米から飼料用米や加工用米など非主食用米へ

の転換を進める政策が打ち出された。 

  

粒がダメなら粉へ 

 国やＪＡは、コメの消費拡大を永年呼びかけているが、食生活

が多様化していることもあり、一人当たりの消費量は1962年

（118.3㎏）をピークに年々減少し、すでに60㎏を割り込みさらに

減少する傾向にある。  

 米飯食は、かつて「コメを食べると太る」とか「コメを食べる

と高血圧になる」など根拠のない中傷を受けて来たが、今は、む

しろ食習慣病を防ぐ食品として見直されてきている。また、医学

界には「ジャパンパラドクス」と言う言葉がある。欧米並みに

肉・脂肪やカロリーを摂取していながら、心筋梗塞、狭心症など

の虚血性心疾患が減っているのだという。「青味の魚を食べ、コ

メ中心の生活をしている事も要因の一つ」と専門家から聞いたこ

とがある。 

 粒のコメを食べてくれないなら、粉で食べてもらって消費拡大

をはかれないかと新潟県が、2008年度にﾞにいがた発「Ｒ１０プロ

ジェクト」゛を立ち上げ、国民的な運動を提起し「トップラン

ナー」として米粉の需要拡大に力を入れて来た。農林水産省で

も、2020年の米粉用米の生産を50万ｔまで拡大する方針を掲げ取

り組んでいる。しかし、米粉用米の市場は、2011年度の４万ｔを

ピークに需要が停滞し、生産も伸び悩んでいる。 



PAGE 3 第18号 

出口対策の充実を 

 農水省によると、飼料用米の潜在需要量は450万ｔと試算し、生

産拡大を目指している。需要が伸び悩む米粉用米よりも需要が期

待できる飼料用米にシフトするのは当然かもしれないが、せっか

くの米粉拡大の機運が盛り上がりつつある中で、その火種を途絶

えさせてはならない。このままでは、2020年50万ｔ目標も机上プ

ランになりかねない。 

 販売に苦戦する製粉会社では、各地で米粉用米を原料にでんぷ

んを製造する大型設備の導入や手軽に食べられる麺製品の開発な

どに積極的に取り組み、需要拡大に向けた新たな需要開拓の動き

も出て来ている。 

 製粉会社等の設備投資や小麦粉との価格差補填などへの国によ

る出口対策支援の充実が欠かせない。  

  

「和食」がユネスコ世界遺産に 

 一昨年（2013年12月）に日本人の伝統的な食文化「和食」がユ

ネスコ無形文化遺産に登録された。日本の国土は、南北に長く、

海、山、里が広がり、四季が明確な日本には多様で豊かな自然が

あり、そこに生まれた食文化もまたこれに寄り添うように育まれ

てきた。 

 まもなく戦後70年を迎えようとしている。アメリカの小麦戦略

により日本人の胃袋は洋食化したが、日本の和食文化が世界的に

見直されたこの機会を大きなチャンスとして捉え、日本人の胃袋

を今一度米食・米粉食文化に取り戻したい。 

 「米粉で地域を変え、日本の農業を変えよう。そして新しい米

粉食文化を創造したい」という「ＣＡＰ・Ｎ」の取り組みは道半

ばかも知れないが、その道の奥には明るい七色の虹の光が見えて

くる。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 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.ＮＥＴ）は2014年

12月6日、山形市の山形調理師専門学校で「米粉の名人」料理グランプリ2014／第２回全国

米粉料理コンテストの東北地区決勝大会を開きました。今年度の同料理グランプリは、全国

６ブロックで地区決勝大会を開くことにしており、今春3月の全国決勝大会に向け東北地区

はその皮切りになるものです。審査の結果、宮城県の佐藤貴彦さん（36）が調理した「ゴボ

ウとココアのチュロス」がグランプリに輝きました。ゴボウのパウダーを練り込んだ生地

を、ココア生地で挟み焼き上げました。材料には小麦粉は使わずに米粉、水、卵などです。 

 東北地区決勝大会は、東北６県から応募があった137点のうち、１次、２次の書類審査を

通過した「主食」６点、「主菜・副菜」６点、「デザート」５点の３部門17点で出場者が自

ら調理し、審査委員にアピールし、自慢のレシピで腕前を競いました。その結果、佐藤貴彦

さんの作品がグランプリ、準グランプリには、山形県の曽根田友佳さん（28）の「米粉のト

ルティーヤでタコス」、青森県の小比類巻眞弓さん（53）の「三沢の特産すいとんだんご

汁」が選ばれました。これら３点が３月８日に東京都中央区の「製粉会館」で開かれる全国

決勝大会に、地区大会代表として進出することになりました。 

 審査委員長の安達茂氏（山形グランドホテル常務取締役総料理長）は、審査講評で「佐藤

さんのチュロスは、他の人が真似したいと思うほどに完成度が高かった。また、商品化して

も十分に活用できる作品が多かった」と、調理作品の質の高さを強調しました。 

 

 なお、グランプリ、準グランプリ以外の表彰作品は以下の通りです（敬称略） 

 ○優秀賞・外食向け:矢吹里沙（福島県）「豚とん拍子～レンジで大根もち～」 

 ○優秀賞・給食向け:玉谷貴子（山形県）「お手軽♪お米のお汁粉」 

 ○優秀賞・家庭向け:菅原久美（山形県）「野菜たっぷり米粉ケークサレ」 

 ○特別賞・学生の部:長尾優磨（青森県）「冷製 ふるさとロマン麺」 

  （特別賞「食物アレルギー対応」の該当作品はありませんでした） 

表彰者、審査委員の皆さんを囲んで（山形市・山形調理師専門学校） 
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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.ＮＥＴ）は2014年

12月13日、長野市の長野調理製菓専門学校で「米粉の名人」料理グランプリ2014／第２回全

国米粉料理コンテストの関東・甲信越地区決勝大会を開きました。同料理グランプリの全国

６ブロック決勝大会のうち、昨年12月6日の東北地区決勝大会に続くものです。審査の結

果、伊東有由美さん（18）の「さくっ！とろっ！ブランマンジェ」がグランプリに輝きまし

た。同作品のレシピは、伊東さんら埼玉県の県立高校生のメンバー５人が考案しました。米

粉と豆乳で作ったプリン状のデザートに、みたらし団子の蜜を掛け、米油で揚げたご飯を添

えました。 

 関東・甲信越地区決勝大会は、管内１都９県から応募があった124点のうち、１次、２次

の書類審査を通過した「主食」６点、「主菜・副菜」６点、「デザート」６点の３部門18点

で出場者が調理し、それを試食した審査委員に作品をアピールして競いました。その結果、

伊東有由美さんの作品がグランプリ、準グランプリには、神奈川県の中村祐希さん（20）の

「米粉点心」、東京都の石井ゆかさん（47）の「ホタテ貝柱と彩り野菜の黒米粉キッシュ」

が選ばれました。これら３点が、３月８日に東京都中央区の「製粉会館」で開かれる全国決

勝大会に、地区大会代表として進出することになりました。 

 審査委員長の板花芳博氏（ホテルメトロポリタン長野調理部長 総料理長）は、審査講評

で「上位の方々はアイデアに溢れ、発想力の富んだ作品を提供してくれた。アレルギー対応

にも配慮されている」と評価し「出場者皆さんの料理を、自らが広げていく挑戦をしていた

だきたい」と、米粉活用の広がりに期待を込めていました。 

  

なお、グランプリ、準グランプリ以外の表彰作品は以下の通りです（敬称略） 

 ○優秀賞・外食向け:井口しほり（新潟県）「簡単ヘルシー米粉のもっちりクレープ」 

 ○優秀賞・給食向け:米持満寿重（新潟県）「もっちり醤油トマトパスタ」 

 ○優秀賞・家庭向け:羽生雅代（東京都）「パタンギョウザ」 

 ○特別賞・「食物アレルギー対応」:平田正子（東京都）「米粉のしっとりブラウニー」 

 ○特別賞・学生の部:川口朋子（山梨県）「今が旬！栄養満点緑のケーキ」 

表彰者、審査委員の皆さんを囲んで（長野市・長野調理製菓専門学校） 
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米粉で地域と日本を変える！ 

■概要■ 

 日時：平成27年３月７日（土）10:00～13:00 

 会場：製粉会館 東京都中央区日本橋兜町15-6 

 定員：100名（先着順） 参加費：無料 
 

■日程■ 

  10:00  開会  

  10:05  開会挨拶 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク理事長 島田圭一郎 

第１部 「発症リスクを下げる学校給食」をテーマに 

10:15～10:45 基調講演Ⅰ 「食物アレルギーと学校給食」（仮題） 

         講師 女子栄養大学短期大学部食物栄養学科教授 金田雅代  

10:45～11:15 基調講演Ⅱ 「食物アレルギー対応の実際」（仮題） 

    講師 袋井市立浅羽東小学校（中部学校給食センター）栄養教諭 原田康子  

第２部 「アレルギーにおける製粉会社対応と食品メーカーの取組事例」 

11:20～11:35 新潟製粉「コンタミ対策の対応事例と現状報告」 

11:35～12:20 大潟村あきたこまち生産者協会「アレルギー対応非常食について」 

    銀座コージーコーナー「アレルギー対応商品について」 

    フレンズスウィーツ「みんなと一緒に同じデザートを」 

      コーディネーター 食物アレルギーの子を持つ親の会代表 竹内澄子 

12:20～12:25 閉会挨拶 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク副理事長 萩田敏 
 

■試食コーナー■ 

12:25～13:00 「米粉アレルギー対応食品試食展示会」 

     ・大潟村あきたこまち生産者協会 ・銀座コージーコーナー 

     ・フレンズスウィーツ 

       「米粉食品試食展示会」 

     ・全国米粉食品製造メーカーによる米粉パン他の米粉製品 
 

＊このセミナーは、農林水産省「日本の食魅力発見・利用促進事業」です 

 2014年８月に「米粉の名人料理グランプリ第２回全国米粉料理コンテスト」の関連セミナーとして、当法人

主催で初の「米粉活用による食物アレルギー対応セミナー」を開催いたしました。米粉を原料にした食品で、

アレルギーのある方もおいしく食べられることは素晴らしいことではないか、との考え方で主に医療現場から

の基調講演を柱に、患者の子を持つ親や学校栄養士の方々も含め米粉活用における課題や期待などをデスカッ

ションしました。 

 その２回目として同コンテストの全国決勝大会に合わせて「食物アレルギー対応セミナーⅡ」を開催する運

びとなりました。今回は「発症リスクを下げる学校給食」をテーマに、基調講演とともに学校給食現場からの

報告さらに製粉業界、食品メーカーそれぞれからの取り組みを発表していただき、各分野からの複眼的な視点

で「より楽しい、より豊かな学校生活」に向けて、参加者とともに考えていきます。また、メーカー各社から

ご提供いただいたアレルギー対応食品を含めた米粉食品を展示試食し、意見交換をいたします。 

■申し込み・問い合せ■ 

「米粉の名人」料理グランプリ事務局セミナー係 

TEL:03-5283-6335 FAX:03-5283-7634 

電子メール:seminar@komeko-meijin.com 

受付時間:平日10時～17時 
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 昨年６月、台湾の行政院農業委員会農糧署（農林水産省）の招きで台

北に行ってきました。中華穀類食品工業技術研究所での「米粉食品加工

技術の交流」及び行政院農業委員会農糧署主催の「米食加工技術国際研

討会（国際シンポジュウム）」で講演を行いましたので、その概要をレ

ポートします。 

 台湾の行政院農業委員会（農林水産省）がなぜ米粉かと言えば、米の

消費量減少と食料自給率の低下があります。日本と同様に台湾の米消費

量は経済の発展とともに外食の増加、食料消費スタイルの変化などに

よって減少が進んでいるとのことです。台湾の一人当たり米消費量は、

1970年代に130kgを超える水準であったが、2002年に50kgを割り、現在は

45kg程度と日本以上に減少となっています。この結果、米の生産量より

小麦の輸入量が上回っている状況となっています。 

 このことから、日本ではすでに米粉パン、ケーキなど普及を図ってい

ることから、台湾でも同様に米を原料に新しい食品の普及に取り組むこ

とで、米消費の拡大が図れるとしています。 

 中華穀類食品工業技術研究所では米粉入りインスタントラーメンの試

作や米粉パンなどの開発を行っています。しかし、米粉の製粉特性と製

パンの加工適性、加工技術で十分でないところがあるようです。そこで

日本で行っている製パン、製菓技術の交流を行ったところです。角食パ

ン、ピザ、フランスパン及びケーキ、ムースなど調理実習、試食を２日

間に亘り行いました。皆さん熱心にメモするなど習得に意欲的で、試作

した各米粉食品の食感、加工技術にも大いに好評で関心を持っていただ

きました。 

 また、「米食加工技術国際研討会（国際シンポジュウム）」では、

「米粉特性と米粉製品の加工適性について」の演題で講演を行いまし

た。質疑では、米粉と米粉食品の加工における影響について多くの質問

が寄せられ、有意義な意見交換ができました。試作した米粉パン、ケー

キや日本からの米粉食品展示を行い多くの方に関心を持っていただきま

した。今後、台湾においても日本のノウハウにより米粉食品の普及が図

られることに期待しています。 

米粉パン調理実習① 

米粉パン調理実習② 

米粉ムース作り 

「米食加工技術国際研討会」講演 米粉食品展示の模様① 米粉食品展示の模様② 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 2014年５月、神奈川県鎌倉市に「グルテンフリー café Rice 

Terrace かまくら」をオープンいたしました。『グルテンフリー』…

文字通り、小麦粉小麦関連の材料は一切使用せず、秋田県産「あきた

こまち」の米粉でパンやケーキ・おやつ類・料理のすべて作っており

ます。 

 200坪ほどの庭先を江ノ電が走る、ちょっと大人の隠れ家的なモダン古民家風の

cafe＆レストランですが、お客様のほとんどが「グルテンフリー」だから「米粉」だ

からということに興味を持って来られるわけではありません。でも、「おいしい」と

いう言葉をたくさんいただき皆様に喜んでいただくたびに、決して米粉製品がもう

特別食ではないと実感する毎日です。 

 日本のおいしいお米だからこそ、そのままおいしい米粉になって、おいしい料理の

数々を作りだす。私はそれを「新たな米の食文化」と考えます。もちろん、グルテン

を添加して米粉製品を作るという方法もあります。でも、私はあえて不可能とされた

「米粉100％」のパンや製品にこだわってきました。それは、国産小麦と白神こだま

酵母で無添加のパン屋をやっていた頃、小麦アレルギーでパンが食べられないとい

う切実な声を耳にするようになり、「ほかの子と同じように、この子にもサンドイッ

チを遠足に持たせてあげたい」等々、そんな多くの声に背中を押されて、グルテンフ

リーの米粉パンに挑戦しようと思ったことがきっかけだったからです。 

 当然、初めはまったく試行錯誤の毎日でしたが、ある失敗がきっかけで米の性質を

学ぶことができました。あれから８～９年ほど、ずっと米粉100％にこだわってきま

したが、米粉を知れば知るほどその計り知れない魅力にとりつかれていきました。つ

まり小麦粉はライバルではなく、まったく別次元の食文化だということを理解して

さえいれば、小麦粉にできて米粉流にできないものはほとんどないという確信に至

りました。むしろグルテンがないからこそ作り出せる、素直なおいしさに、私たちの

遺伝子が喜ぶかもしれません。 

 まさに『食は感動』だと、私は思います。おいしいからこそ伝えたい！誰かに食べ

てもらいたい！そんな連鎖が、まさにRice Terrace かまくらで起きています。一度

来られた方が、また誰かを連れて来てそのまた誰かが誰かを連れてきてくださる。そ

れが、日本のお米の実力なのだと私は感じています。 

 とはいえ、まだまだ米の品種、製粉技術、米粉の品質などによってばらつきがあり、

米粉の品質基準の統一化も望むところではありますが、それらは「新たな米の食文
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化」を目指す中で、少しずつでも認知され改善されてほしいと願っています。そして、

米粉に携わるようになって、遅ればせながら私は日本の食の根幹「田んぼ」が徐々に

消えゆく現実を目の当たりにし、私たち消費者も田んぼを守る義務と権利があるの

ではないかと考えるようになりました。 

 食料自給率40％を切る現実、高齢化する米農家の後継者不足。もう一度、日本の家

庭の食卓に「米」を乗せるためにどうすべきか…それは、この技術を少しでも多くの

方々にお伝えすること！との想いから、米粉のレシピ本の出版や、米粉クッキングス

タジオでもその技術を伝え、全国から志のある皆様に来ていただいています。そし

て、農家支援にも今年から携わっていく予定です。もしも、自分たちの田んぼで作っ

たお米で小さなCafeやケーキ屋などができたら、若者も戻ってきてくれるのではな

いか…そんな想いで、微力ではありますが自ら習得できた技術を伝えていきたいと

思っています。 

 でも、なかなか米粉製品の本当のおいしさと、バリエーションの数々を実感してい

ただく場所と機会がないので、まずは召し上がっていただきたいという想いから「グ

ルテンフリー café Rice Terrace かまくら」をオープンさせた次第です。お店では、

お客様にあえて訊いていただきたくて「田んぼのパン」「田んぼのおやつ」「田んぼ

の麺」とメニューで紹介させていただいています。 

 「田んぼのパンって、なんですか？」私は胸を張って言います。「それは日本のお

いしいお米だけで焼き上げたパンです」と。未来の子供たちに「田んぼ」を残すため

にも、新たな米の食文化を伝えていきたいと思っています。 

東京都港区南麻布5-15-26 六幸館305 

TEL＆FAX:03(6450)4203 

E-mail:otsuka.sala@gmail.com 

http://www.riceterrace.jp/ 

サラ米粉クッキング広尾スタジオのカリキュラムの一部 グルテンフリーcafeRiceTerraceかまくら店で 

提供するメニュー・田んぼのおやつプレート 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 農水省は昨年11月に開いた食料・農業・農村政策審議会食糧部会に「米粉用米・米

粉アンケート調査」結果を提出しました。「米穀新用途法」（注）の施行から５年経

過し、次期基本方針策定の時期を迎える中で米粉の現状や課題について現場のアン

ケートを行ったものです。調査は昨年８、９月に米粉用米の生産者と米粉製造事業者

及び米粉食品製造販売事業者を対象に行い、95件から回答がありました（有効回答率

82.6％）。 

１．「米粉生産製造連携事業制度」を活用した理由について、「水田フル活用」を挙げる

生産者が最も多く、次いで「施設整備への国費等支援」、「米粉の将来性」がほぼ同数で

した。米粉製造、米粉販売の実需者では、双方とも「施設整備への国費等支援」を最も多

く挙げ、その他の理由としては「米粉事業に本格参入するため、製粉から製品化までの設

備体制を構築したかった」「学校給食で米粉パン導入の動きを見据えて」などと回答して

います。 

【問】生産製造連携事業制度を活用して米粉用米の生産、米粉事業を行おうと考えた理由をお聞かせくださ

い。（複数回答可） 

（注）：農水省は2009年に「米穀新用途利用促進法」を施行し、米粉用米や飼料用米の普及を推進して

きましたが、現在は施行から５年経過し、同省は新たな基本方針の策定を検討しています。アンケート

調査対象者は、同法に基づく「米粉生産製造連携事業制度」に参加、連携する米粉用米生産者と米粉実

需者です。 
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２．米粉需要が伸び悩んでいる理由として、生産者は製粉コストを挙げる回答が多く、そ

の他では「業務用ヒット商品の大型需要が起こっていないため」などを挙げています。米

粉実需者でも同様な傾向で、「製粉コストがかさみ、小麦粉に比べて価格が高い」と回答

していますが、魅力的な商品の乏しさを挙げる実需者も多くなっています。製粉コストを

どう下げるかは、米粉の需要増に向けて避けて通れない課題です。 

３．米粉利用拡大の課題については、実需者は「消費者ニーズを踏まえた米粉の特性、機

能性を生かした新製品の開発・市場投入」が最も多く、２番目には「消費者の米粉への興

味・意識を高める」を挙げるなど、消費者にとって、小麦粉の代替品にとどまらない、米

粉独自の魅力のある商品づくりを求めていることが分りました。 

【問】新規需要米である米粉用米の利用は、年々、着実に増加していますが（平成21年度：0.5万トン→平成

25年度：2.5万トン）、近年はその伸びが鈍化傾向にあります。鈍化の理由は何であると思いますか。（複数

回答可） 

【問】米粉用米利用の拡大に向けて、どのようなことが必要と考えますか。（複数回答可） 
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 平成２６年１１月２２日、２３日の両日、埼玉県羽生市の羽生水郷公園で

「第５回世界キャラクターさみっとin 羽生2014」が開催されました。このイ

ベント会場では、関東米粉食品普及推進協議会と公益社団法人米穀安定供給

確保支援機構との共催で「米粉米（ベー）級グルメ王座決定戦」も開かれ、

「米粉のスフレチーズケーキ」（ＪＡ埼玉みずほ さくらファーム・埼玉県）

が「米粉米級グルメ王」の栄冠に輝きました。  

 今年で３年目となる今回は、関東農政局管内１都５県から集結した選りす

ぐりの米粉商品１６品が、グルメ王の座を目指して味を競い合いました。奨

励賞には、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ。東京

都）と徳島県名東郡佐那河内村の（株)みむらが共同出展した「なると金時 

古代米蒸し菓子」と（株）ラップジャパンまいどーなっつ（神奈川県）の

「米粉焼きドーナツ」の２商品が受賞し、また特においしさが改良されたと

評価された商品に対し、特別賞として、ふれあいパーク八日市場有限会社

（千葉県）の「野菜たっぷり！米粉クレープ」が選ばれました。  

 コンテストは、エントリーした１６社の米粉商品１品購入（展示即売）に

つき１票の投票権を得、その投票数により勝敗を決する方式で行われまし

た。１６のブースには、多くの来場者が訪れ、「米粉」の多様性を直に体験

する機会となりました。   

 今回、ＣＡＰ.ＮＥＴが共同出展した(株)みむらは、徳島県で古代米プロ

ジェクトを推進している企業です。今回は、古代米を使用した米粉で「なる

と金時古代米蒸し菓子」を出展していただきました。 

 同社のＨＰは、http://www.mimura-awa.com/ です。 

“米粉米級グルメ王座”決定戦  

なると金時古代米蒸し菓子 共同出展のブース 
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 万博史上初めて「食」を扱う「ミラノ国際博覧会」が、「地球に食料を 生命にエネルギー

を」をテーマに、約150の国や国際機関が参加し、5月1日から10月31日まで、スローフード発

祥の地、イタリア・ミラノで開催されます。日本館の出展にあたっては、農林水産省および経

済産業省を幹事省、国土交通省を副幹事省、日本貿易振興会（ジェトロ）を参加機関として、

準備が進められています。日本館では、日本の農林水産業や日本食および食文化、関連産業を

含め、その魅力を国際社会に広く発信し、食を絡めた「ジャパンブランド」の確立を目指しま

す。 

 ミラノ万博で日本が展示の主題に掲げるのは「共存する多様性」。自然と調和、共生する多

様な農林水産業が、食をめぐる課題解決に貢献すると強調します。特に、世界無形文化遺産に

も登録された和食ＰＲへの期待が高まっています。日本館のレストランなどでは、懐石から

ファストフードまで幅広く揃え、日本らしい食事を提供します。イベント広場でも、全国の団

体や自治体が世界の来場者に特産品を売り込む計画です。また、国産食品・農産物の輸出倍増

に向けても、世界に発信する絶好の機会となります。 

 ミラノ万博の会場の広さは110ha。半年間にわたる会期中、約2,000万人の入場を見込んでい

ます。日本館は4,170㎡を占め、各国に割り当てられる敷地の中では最大規模です。国産木材

をふんだんに使うなど、日本の文化と技術を生かしたものになります。 

 国際博覧会は、国際博覧会条約に基づいて５年ごとに開かれます。ミラノ博の前は2010年の

上海万博、2005年の愛知県での「愛・地球博」でした。 

「食」で史上初の「ミラノ国際博覧会」 

●消費者庁は、食品安全に関する消費者問題への取り組みとして、料理レシピサイト「クック

パッド」に「消費者庁のキッチン」を開設し、食を楽しみながら食品アレルギーや食品ロスと

いった身近な問題に役立つレシピ集を掲載しています。 今回、小麦アレルギー対応（小麦グ

ルテンフリー）への一環として、米粉を使った料理のレシピが掲載されました。例えば、小麦

アレルギーの人がパンやチヂミが食べられるように、ということで米粉を使って工夫したレシ

ピが紹介されています。消費者庁のキッチン（クックパッド内）http://cookpad.com/

kitchen/10421939  
 

●北海道米粉食品普及推進協議会と米穀安定供給確保支援機構は２月１日午後、札幌市中央区

の京王プラザホテル札幌で米粉の利用促進を目的とした「米粉活用セミナー～米粉があれば！ 

主食もおかずもデザートも」を開きます。北海道農政事務所が共催します。講師は「食の探偵

団」団長のサカイ優佳子氏と副団長の田平恵美氏。参加対象者は、栄養士、調理関係者、食品

事業者、学校給食関係者。「食の探偵団」は、田んぼを残したいという思いから2007年から米

粉レシピ開発に力を入れ、2012年には米粉活用促進に関わる活動がフード・アクション・ニッ

ポンアワード「販売促進・消費促進部門」に入賞しました。 

【米粉短信】 



 今春３月８日の全国決勝大会（東京）を目指し、「米粉の名人」料理グランプリ2014

“第２回全国米粉料理コンテスト”の地区決勝大会が、昨年１２月６日の東北地区（山

形市）を皮切りに、全国６か所で相次いで開かれています。各会場では工夫を凝らした

自慢のレシピで腕を振るう出場者の熱気が伝わり、審査員の多くも「アイデアに溢れ、

発想力に富んだ作品が多い」「完成度が高く、商品化して活用できる」と、米粉調理の

質の高さを評価しました。 

 本号に寄稿頂いたＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．ＮＥＴ）の重野

徳夫理事は「戦後７０年・・・日本の和食文化が世界的に見直されたこの機会を大きな

チャンスとしてとらえ、日本人の胃袋を今一度米食・米粉食に取り戻したい」と説きま

した。ＣＡＰ．ＮＥＴの取り組みに大変励みになる力強いメッセージです。 

 こうした一方で、国内政治・経済は益々「安倍一強」（官邸主導）の一途を辿ってい

ると言わざるを得ません。ちょうど２年前の当欄で「昨年末に政権交代がありました。

投票率５９％。得票率４割で獲得議席率８割の（巨大）与党誕生です。これが民意とか。

今の選挙制度にも問題がありそうですが・・・」とあります。それが、昨年末の衆議院

総選挙で、またもほぼ同じ結果が繰り返されました。各紙には今回も「自公大勝 ３分

の２維持」の見出しが躍りました。しかし、その実態は「戦後最低の投票率５２％。自

民党の得票率、小選挙区４割強、比例代表３割で獲得議席率８割。有権者全体だと４分

の１程度の与党支持率」。これで「安倍連立政権」が信任されたといえるでしょうか。 

 さらに非常に気になるのは、大半の在京マスメディア（一部を除く）が、政治家の「劣

化」に輪をかけるように、益々「翼賛化」し、社会の木鐸として政権を監視、批判する

どころか、権力に擦り寄り、持ち上げ、お先棒を担ぎ、「応援団化」「政府広報化」が露

骨になってきたことです。ただ、在京全国紙と地方紙では、アベノミクス、ＴＰＰ（環

太平洋連携協定）、農協改革、農政改革等への報道姿勢・論調が明らかに違うことが救

いでしょうか。 

 １月初旬、在京メディアでは“異端”のＴ紙に掲載されたコラム（都内大学教授の寄

稿）が目に留まりました。「困ったことに、多くの当たり前は時代遅れとか、金もうけ

の邪魔とみなされ、それらを取り払うことが改革ともてはやされるようになって何年も

たつ。さらに、困ったことに、当たり前が希少価値になると、当たり前を大事にしよう

とする人々が特権にしがみつくと非難され、当たり前が例外になってしまう」と。これ

は、アベノミクスの金科玉条として掲げられ、日夜「呪文」のごとく唱えられる岩盤規

制、既得権益、農政・農協改革（実質ＪＡ解体・全中潰し）、成長戦略、国家戦略特区・・・

などの空虚なスローガンを痛烈に皮肉ったものではないでしょうか。正に図星ですね。

ここで、故宇沢弘文先生が説かれた「社会的共通資本」の意義を、改めてかみしめたい

と思います。（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 

「第２回全国米粉料理コンテスト」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。 

ホームぺージ  

http：//www.komeko-meijin.com/ 
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米粉で地域と日本を変える！ 


