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日本有数の米どころ福島県“新米”特集
●福島県の米収穫量は全国5位（平成27年）（P.１）
●浜・中・会津、“金賞米”生産者に聞く、米作りへのこだわり（P.２～４）
●米・食味分析鑑定コンクール国際大会における福島県生産者の実績（P.５）
●うまさ金賞！『ふくしまプライド。』TVCM「お米」編・好評オンエアー中！（P.５）
●トピックス そうま 天のつぶブランド協議会 ８月に新商品を発表（P.6）
●ここで食べる、福島県産米・ここで買う、 福島県産米（P.7）
●若き生産者・こだわりチャレンジャー（P.８）
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福島県の米収穫量は全国5位（平成27年）
東日本大震災前も、そして今も、ずっと変わらぬ米どころ
●福島県の平成27年の米の収穫量は全国５位となっています。前年より順位を２位上げ、東日本大震災
の前の状況に戻りつつあります。福島県は昔も今も変わらぬ米どころとして、全国に米を供給する重
要な産地です。
■水陸稲の収穫量の推移
（t）
年 次

全国

東北

福島県

全国順位

参考：１位

平成20年

8,823,000

2,374,000

438,200

４

北海道 647,500

平成21年

8,474,000

2,322,000

436,600

４

新潟

626,900

平成22年

8,483,000

2,339,000

445,700

４

新潟

617,800

平成23年

8,402,000

2,199,000

353,600

７

平成24年

8,523,000

2,288,000

368,700

７

新潟

665,700

平成25年

8,607,000

2,328,000

382,600

７

新潟

664,300

平成26年

8,439,000

2,354,000

381,900

７

新潟

656,900

平成27年

7,989,000

2,209,000

365,400

５

新潟

619,200

北海道 634,500

今年も豊かに実った福島の米

■平成27年水陸稲の収穫量（都道府県別）
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出典：表・グラフとも「作物統計（作況調査）」（農林水産省）より作成
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html
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浜・中・会津、“金賞米”生産者に聞く、米作りへのこだわり

浜通り・佐藤徹広さん（相馬市）
米ならではの甘みにこだわり相馬地方で初の金賞を受賞
福島県は、海側から、浜通り、中通り、会津という３つ
の地方から成り、これらの各地方で米作りが盛んに行われ
ています。

相馬市

浜通りの相馬地方では、弘化２（1845）年に、二宮尊徳
の提唱する「御仕法」が導入され、農民の労働意欲を高め
生産力をあげる施策がとられました。このように、昔なが
らの米どころとして知れらています。

“お殿様のお米”としてお墨付きを得る
佐藤徹広さんの地域は、その昔、相馬中村藩の藩主に献上
された“お殿様のお米”として、その味はお墨付きでした。
「ここは、水と土がいいんです。」と語る佐藤さん。阿武
隈高地の分水嶺、霊山を水源とする宇多川の清澄な水に、
粘土と砂のバランスのとれた土壌が、良質な米を育みます。
そのおいしさをひと言でいうと、米ならではの“甘み”が感
じられる米とのこと。

何もいらないから相馬の水を持って帰りたい
遠路遊びに来た従妹が、「お土産は何もいらないから相馬
の水を持って帰りたい。」と言ったのが50年前のこと。それ
くらい水の良さは自慢です。
「水、土、そして“腕”がいい。最後の部分は強調してくだ
さいね（笑）。」とおどける佐藤さん。秘訣を聞くと、
「当たり前の基本を、手を抜かずにしっかりやること」と
答えます。

コンバインを操る佐藤さん。今年も収穫は順調です

初めてのエントリーで金賞受賞の快挙
そんな佐藤さんの作ったコシヒカリが、平成25年の第15
回米・食味分析鑑定コンクール国際大会（米・食味鑑定士
協会主催）で金賞を射止めました。
このコンクールには、毎年全国から約4,000点の応募があ
り、機械による食味分析で40点が総合部門の最終審査に残り
ます。そして食味鑑定士が実際に炊いた米を食べて金賞を選
出します。第15回のときは、17点がこの金賞を受賞しました。
佐藤さんがこのコンクールにエントリーするのは、これが
初めてでした。実は、浜通りでは初の最終審査対象となり、 佐藤さんは、コシヒカリの他に、ひとめぼれと天のつ
見事に金賞を受賞しました。「はじめは、その価値がわから ぶも作っています
なかった。」という佐藤さん。今では、「金賞受賞者として、 佐藤さんは、種もみを直接
地域の米作りを盛り上げ、『相馬の米はうまいんだ』という 田んぼにまく直播（ちょく
は）という方法で栽培して
ことを伝えていきたい。」と語っていただきました。
佐藤さんの『ふくしまプライド。』
風評に負けない、それが矜持かな。金賞をとった責任の
ようなことも感じています。これからも、地域のみんな
の代表として米作りをやっていきたいですね。
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います。これによって、苗
を育てる手間と田植えの労
力が省けるため、大幅に作
業が軽減されたそうです。
雨で流されたり、鳥に食べ
られたりしないよう、鉄粉
でコーティングした種もみ
（写真）を使っています。

浜・中・会津、“金賞米”生産者に聞く、米作りへのこだわり

中通り・天栄米栽培研究会 副会長 内山正勝さん（岩瀬郡天栄村）
生きる伝説、孤高のブランド米作りにかける情熱
中通りの天栄村には、平成19年に設立された天栄米栽培
研究会という米生産者の組織があります。そこに所属する
生産者たちは、肥料などすべて同じ資材を使い、生産する
米の均一化を図り、良質な米を選りすぐって、「天栄米」
というブランド名を冠して世に送り出しています。

岩瀬郡天栄村

前代未聞の８年連続で金賞受賞者を輩出
その天栄米栽培研究会から、昨年まで８年連続で、米・
食味分析鑑定コンクール国際大会の総合部門で金賞受賞者
を輩出しています。ひとつの生産者団体が８年連続で金賞
受賞者を出すことは全国でも前例のないことで、それはす
でに現代に生きる伝説のように語り継がれています。
その天栄米栽培研究会で副会長を務める内山正勝さん自
身も過去４回、金賞を受賞しています。「田植えをしてか
ら収穫するまで生育調査が行われ、毎月欠かさず例会を開い
てそのデータを分析し、良質米作りの研究をしていま
す。」と語る内山さん。「全国で数多くの優秀な生産者が
しのぎを削っているので、気を緩めるわけにはいきませ
ん。」と語気を強めます。

基本に忠実であることが重要
「稲作は、毎年のように新たな農法が出てきますが、それに振
り回されることなく、基本に忠実であることが最も重要です。」
という内山さん。収穫するまでは、毎朝、夜が明けて太陽が昇る
前に田んぼをまわり、稲の状態を見ています。「稲の葉が上を向
き、受光態勢をとっているかどうか見極めます。朝露を多く宿し
ているときは、根に力がある証拠です。逆に、肥料が多過ぎると
稲が垂れて虫がつきやすくなります。」と語る内山さんは、稲の
状態にあわせて、水や肥料の量を小まめに調整しています。

内山さんの自宅に飾られた、米・食味分析鑑定コン
クール国際大会・総合部門金賞の賞状

そうやって稲を育てながら、収穫期に入ると、今度は刈り取
る時期を見極め、最も食味が良くなるタイミングで収穫します。
生育調査のデータをもとに、自分の目で見て、必要な時にすべ
きことをする、それが内山さんにとっての“基本”なのです。

常に輝いていないといけない
「直近で８年連続ということは、東日本大震災があった年にも
金賞受賞者が出ているのです。風評で気持ちが落ち込みそうに
なりましたが、みんなで踏ん張った結果です。」と内山さん。
「あの頃を忘れず、攻めの姿勢で、常に輝いていないといけな
い。それが、震災から得た教訓です。最近では、ようやく風評
も克服しつつあると感じられるようになりました。」

天栄米栽培研究会の例会では、生育調査のデータを元
に、県の指導員も交えて活発な議論が行われる

内山さんの『ふくしまプライド。』
究極のおいしい米を作り、それを提供したいという思い
が常にあります。究極の味を求めて技術を高めたい。
それが私のプライドですかね。
刈り取りを待つ黄金の稲の生育状況を確認する内山さん
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浜・中・会津、“金賞米”生産者に聞く、米作りへのこだわり

会津・三瓶鉄江さん（耶麻郡西会津町）
土、水、気候に恵まれた中山間地帯で
極上の西会津げんき米（特別栽培米コシヒカリ）を作る
新潟との県境に位置し、深山に囲まれた福島の奥座敷、西
会津町。「ここは、ライオンとキリン以外は何でもいる
よ。」とおどけるのは、この中山間地域で米作りを続ける
三瓶鉄江（さんぺいてつえ）さん。そんな野趣あふれる西
会津町に、ある日、大きな吉報が届きました。その三瓶さ
んが作った米が平成26年の第16回米・食味分析鑑定コン
クール国際大会の総合部門で金賞を受賞したのです。

耶麻郡西会津町

米作りの盛り上げに貢献した金賞受賞
「西会津町では、初めてのことだか
ら、初代チャンピオンだよ（笑）。
みんな、たくさん祝ってくれて嬉し
かったね。」と三瓶さん。この受賞
をきっかけに、西会津町は、“金賞米
の町”とPRするようになったとか。
「町の米作りを盛り上げることに、
少しは貢献できたかな。」
西会津町では、堆肥代わりの鶏糞
を配合した特性の微量要素肥料を
使って、西会津げんき米（特別栽培
米コシヒカリ）などが作られていま 金賞の賞状を手にする三瓶さん
す。日較差（１日のなかでの温度
差）が大きいことも米作りには好条件です。さらに、水と土
が良いことを三瓶さんは強調します。「山にはブナ林が
あって、水が枯れることなく湧き出てくる。天然のダムだ
ね。それを受けとめる土は粘土質で保水力があるから米作
りに適しているんだね。」

たわわに実った稲に囲まれた三瓶さん。「米作りは楽
しいよ。」

稲の声が聞こえる
米作りでは、特別なことは何もしていないと話す三瓶さ
んは、「稲の声が聞こえる」といいます。「水が欲しいっ
ていったら水をあげるんだ。50年もやってると自然にわか
るんだよね。」
肝心の米の味について三瓶さんは、「炊きたての米は、何で
もおいしいけど、本当においしい米は、冷えてもおいしい米だ
よね。そこで実力がわかるんだ。」と教えてくれました。

三瓶さんの金賞受賞を機に立てられたという看板。ミ
ネラル米の文字が目を引きます

今年の新米には期待
「今年の米は、実りが良く、死米（しにまい・光沢が無く
てやせた米）が少なくて、すごくいいです。」とのこと。
「期待して欲しいよね。」と笑顔で話してくれました。
三瓶さんの『ふくしまプライド。』
プライド？ それ食べられるの（爆）。平平凡凡と生きて
きて、誰に恨み辛みもなく好きな米作りができて、「おい
しいね。」といってもらえて幸せだな。それでいいかい？
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西会津町の中山間地域における米の収穫風景。そこに
は悠久の時が流れています

米・食味分析鑑定コンクール国際大会における
福島県生産者の実績
長野県、山形県に次ぐ、全国３位の総合部門・金賞獲得数
福島県の生産者が作った米は、過去の米・食味分析鑑定コンクール国際大会で30名が総合部門・金賞
を獲得しています（Webサイト上で公開されている第2回から第17回までの合計）。これは、長野県42
名、山形県36名に次いで全国３位の多さです。
■米・食味分析鑑定コンクール国際大会・金賞獲得数（過去のコンクール第2回から第17回の合計）
年
平成1１年
平成12年
平成13年
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年

回
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
計

金賞受賞者（総数）

長野県

山形県

福島県

6
6
7
11
16
14
12
15
15
13
13
15
15
17
17
18
210

0
0
0
2
1
1
1
3
2
4
2
4
5
8
3
6
42

1
1
2
3
7
8
4
2
3
0
1
2
0
0
1
1
36

1
0
1
1
2
2
4
3
3
4
1
1
2
2
2
1
30

うまさ金賞！『ふくしまプライド。』
TVCM「お米」編・好評オンエアー中！
大人も子供も、「金賞、とったぞー！」
福島県では、TOKIOの皆さんが出演するTVCM「お米」編を制作。新米のシーズンインに合わせて、
11月30日まで、関東（日本テレビ・テレビ朝日・フジテレビ）、福島県（福島中央テレビ・テレビユー
福島・福島放送・福島テレビ）、沖縄県（沖縄テレビ、琉球放送）でオンエアーしています。今回のこだ
わり通信でレポートした、佐藤徹広さん、内山正勝さん、三瓶鉄江さんも同CMに出演しています。
※TVCM「お米」編の動画は、Webサイト「ふくしま新発売。」でもご覧いただけます。
http://www.new-fukushima.jp/tvcm_2016meijin

好評オンエアー中の『ふくしまプライド。』TVCM「お
米」編で、TOKIO・山口さんの「福島には米作りの名人
がたくさんいます。」というセリフに応えて「金賞、
とったぞー！」と雄叫びをあげる、佐藤さん（左）、
内山さん（中）、三瓶さん（右）

続いて、TOKIO・長瀬さんの「大人だけではありませ
ん。」というセリフに応じて「金賞、とったぞー！」と
声を合わせる福島県喜多方市立豊川小学校の皆さん（同
小学校は、第17回米・食味分析鑑定コンクール国際大会
の小学生部門で金賞を受賞しています。）
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トピックス

そうま 天のつぶブランド協議会 ８月に新商品を発表
プレミアム米や日本酒、新たな６次化商品を統一パッケージで新発売
そうま 天のつぶブランド協議会は、水田農業地帯である相馬地方で、「そうま 天のつぶ」が浜通り
を代表する新たなシンボルであると位置づけ、ブランド育成を推進するため、平成27年11月1日に設立
されました。
同協議会は、①ブランド認知度向上対策として、一般消費者・観光客向けに「そうま 天のつぶ」の情
報発信、スーパーや量販店、専門店、外食中食業者向けに産地の顔が見える販売として、産地交流を図
りながら販売強化に取り組むこと、また、②一般消費者に天のつぶの特長を知っていただくための加工
品づくりや、米と加工品の品揃えで売場に「そうま 天のつぶ」コーナーを展開するなど、ブランドの発
信に努めることなどを主な活動としています。
その一環として、天のつぶ（精米）、特別純米酒、お米せんべいといった既存の商品をリニューアル
し、さらに、「そうま 天のつぶ」の特徴を生かした加工品、たこ飯の素、しらす飯の素、ライススイー
ツをラインナップに加え、統一パッケージで平成28年８月５日に発表し、販売を開始しました。
相馬産天のつぶの美味しさや地域食材との組み合わせによる食文化の継承、それを育む風土など、
“そうまならでは”のおいしさを発信し、ブランド育成による生産振興・販売拡大を図ることで、相馬地
方のイメージ向上に寄与することを目的としています。新米のシーズンを視野に入れて数種類の商品を
一気に発表したことで、注目度も高まっています。

そうま 天のつぶブランド協議会が、統一パッケージで平成28年８月５日に発表した新商品。左上から、
天のつぶ２kプレミアム（精米）、特別純米酒天のつぶ、つぶ炊き揚げお米せんべい天のつぶ、天のつ
ぶ×たこ飯の素、天のつぶ×しらす飯の素、天のつぶライススイーツ

6

ここで食べる、福島県産米

會津郷土食と桜鍋 鶴我・東京赤坂店、超食with鶴我赤坂
「福島のお米はおいしいから食べなよ！」って猛アピールしてきました
馬刺しと桜鍋、郷土料理と地酒が楽しめる会津の人気店が３年
前、東京に出店したお店。馬肉は会津から直送しています。「一
頭から数kgしかとれない赤味が自慢です。ほかでは、なかなか食
べられないですよ。」と語るのは若女将の村上知我（むらかみち
が）さん。「カルビやタンから、ユビヌキ（心臓の大動脈）、脊
髄などの希少部位まで一皿で楽しめる全種盛りも人気です。」
鶴我では、肉や野菜からアルコール類、ソフトドリンクま
で、ほぼすべて会津を中心とした福島県産のものを使ってお
り、米も会津産のひとめぼれ。「会津といえばコシヒカリと
いう印象が強いかもしれませんが、私は、ひとめぼれが一番
好きです。粒がしっかりしていて、粘り気も程よくて、食べ
れば食べるほど引き込まれます。水を少な目に炊くのがコツ
ですね。」と若女将。
震災後、東京に出て来て、スーパーで福島の米が一番安く
売っていたのを見た村上さん。「有り得ない！って憤りまし
た。そこからは、もう意地ですよね。ずっと福島の米だけを
使い続け、福島のお米はおいしいから食べなよ！って、猛ア
ピールしてきました。」
＊鶴我・東京赤坂店：東京都港区赤坂7-5-33 ベルバン赤坂B104
※夜間のみ営業で完全予約制。
＊超食with鶴我赤坂：東京都港区赤坂5-4-15 若山ビル1F
※ランチタイムのみ営業。

会津産のひとめぼれを勧める村上若女将（上左）。
鶴我・東京赤坂店ののれんには「福島の誇り」の文
字が堂々と躍っています（下左）。その店内では、
食材だけでなく、食器から内装まで、すべて会津か
ら取り寄せたものを使用（上右）。スタッフも全員、
会津出身者で固める徹底ぶりです。超食with鶴我赤
坂で提供されているランチ（下右）。お代り自由の
炊きたてご飯を目当てに来る人も多いとか

村上若女将の『ふくしまプライド。』
私たちは、つらい風評を経験しました。東京に出てきたからには、風評に立ち向かうために、ここで福島
の良さを広め、少しでも多くの人に福島に来ていただきたい、そういう思いでやっています。

ここで買う、福島県産米

日本橋ふくしま館 MIDETTE （ミデッテ）
福島の米が好き、食べたいから買っていく人が増えています
日本橋ふくしま館 MIDETTE（ミデッテ）の米販売コーナーには、今年も、早生品種
の五百川や瑞穂黄金から、特別栽培米コシヒカリ、会津産のコシヒカリやひとめぼれ、
天のつぶなどの新米が出そろいました。副館長の富田潤也さんによると、米の販売自
体は、ここ年１～２年、かなり顕著に伸びているとのこと。平日はサラリーマン、土
日は中高年の夫婦やお友達連れが多く来館します。商品は、配送もできるので利用す
る人も目立つとか。「当初は応援で買っていただいた方が多かったのですが、最近で
は福島の米が好きで食べたいから買っていく人が増えています。」（富田副館長）
富田副館長の『ふくしまプライド。』
福島の一番の魅力である米やお酒、食品類など自信を持って提供できる商品を多
数とりそろえ、お客様に喜んでいただけるのが一番のモットーです。県内の有名
飲食店が名物メニューを提供するなど、お客様を飽きさせないよう努めています。
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特に天のつぶは人気で、品
薄になることもあるほどで
す。「TOKIOさんを起用し
たTVCMや口コミの効果を
感じます」（富田副館長）
日本橋ふくしま館 MIDETTE
のショップインフォメーショ
ンは、P.９をご参照ください。

若き生産者・こだわりチャレンジャー

有限会社すとう農産 企画・申請担当 須藤Bond亜貴さん
（会津若松市北会津町）
新たな価値観やライフスタイルを“売る”６次化商品をプロデュース
合鴨農法による無農薬・有機栽培で米を生産する農業生産法人・すとう
農産の次女である須藤Bond亜貴さんの肩書きは、アーティスト兼商品開
発プロデューサー。「うちの会社には、デザイナーもいるんですよ。」と
須藤さん。少し異色な農業生産法人です。米の生産はお父さんとお兄さん
が行い、ご自身は主に６次化商品の開発等に取組んでいます。

玄米コーヒーとカレー米を開発
そんな須藤さんがこれまで開発した６次化商品は、玄米コーヒーとカ
レー米。既に商品として販売されています。

自ら開発したカレー米を手にする須
藤さん。「これでみんなを笑顔にし
たい。」とほほ笑んでくれました

玄米コーヒーは、粗挽きのドリップタイプと粉末タイプ、水出しタイプ
の3種類があります。味はコーヒー、香りは玄米という一品。「評判は
上々です。ノンカフェインなので、若い女性や妊婦さんにも好評です。会
津の道の駅では、玄米コーヒーを使ったジェラートも販売されています。
後で知ったのですが、漢方でも玄米を焙煎したものが飲まれているそうで
す。」と須藤さん。
カレー米の方は、精米した白米にターメリックとクミンを混ぜたインド
カレー用、カルダモンとシナモン、ローリエを混ぜたタイカレー用、ガー
リックとパセリを混ぜたビーフカレー用の３種類を開発しました。「単純
にお米にハーブを混ぜただけですが、これを使うだけでワンランク上のカ
レーが作れます。」とのこと。

すとう農産の社内に展示されてい
た玄米コーヒー

生産者視点、供給側の発想ではいいものは作れない
「『米の消費拡大や米食の促進が目的です。』といえば聞えはいいので
しょうが、狙ったのはそこではありませんでした。そもそも何を作ろうか
と思案してたときに、『生産者視点、供給側の発想ではいいものは作れな
い。』という父のひとことが大きな転機となりました。」と語る須藤さん。
「結局、物を売るのではなく新たな価値観やライフスタイルを“売る”こと
が重要だと気付きました。今は付加価値がないと物が売れない時代です。
それを使う事で雰囲気がパッと明るくなるとか、食べたら綺麗になるとか、
そういう付加価値があって初めて消費者は物を手にしてくれます。」

５時間じっくり焙煎して作られる
玄米コーヒー

付加価値をつけることにこだわって
須藤さんのお父さんは、農薬を一切使わず、田んぼに放った合鴨に害虫
を駆除させています。長年、有機栽培にこだわり、肥料もすべて、籾殻
（もみがら）と糠（ぬか）で手作りしたものを使っています。「父は、生
産性は度外視してでも、かたくなに、“食べる人に優しい”という付加価値
をつけることにこだわって米作りをしてきたんだと思います。そこは、私
も受け継いでいきたい部分です。方法は違うかもしれませんが、案外、
やっていることは同じなのかもしれないと思うことがあります。」と話し
てくれました。

須藤さんのお父さんがデザインした
アイガモ栽培米の袋。アートセンス
にあふれ、血は争えません?!
福島県内の書店とコラボして、須藤さん
と『チームふくしま』のメンバーたちが
開発した６次化商品と、関連する書籍を
同時に並べ、ライフスタイルを提案する
という、新たな取組が始まりました。写
真のディスプレイも須藤さんたちのグ
ループがデザイン、改修したものです。
（岩瀬書店福島駅西口店にて）

須藤さんの『ふくしまプライド。』
「いつも、みんなを笑顔にしたい！」と
いう思いでやっています。強いていえば、
それが私のプライドです。笑顔は元気の
源ですから。
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日本橋ふくしま館 MIDETTE（ミデッテ）
「日本橋ふくしま館 MIDETTE」では、全国に誇る日本酒や果物、工芸品などの特産品の販売をはじめ、それらの魅力
や季節ごとの観光情報、食の安全・安心を確保する取組など、復興に向かう「ふくしまの今」を発信しています。また、
市町村や各団体などによる多様なPRイベントも随時開催していますので、ぜひお立ち寄りください。

■住所/ 東京都中央区日本橋宝町4-3-16柳屋太洋ビル1F
■TEL/ 03-6262-3977
■FAX/ 03-6262-3978
■営業時間/ 平日 11:00～20:00、土日祝日 11:00～18:00
■休館日/ 年末年始

■URL/ http://www.midette.com
■アクセス/
・東京メトロ「三越前」駅A8出口より徒歩3分
・JR「神田」駅東口・南口より徒歩5分
・JR「新日本橋」駅2番出口より徒歩1分
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