


International Contest on Rice Taste Evaluation

ご挨拶

　まずは、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　世界中でコロナウイルス感染症拡大が続く中で、「第 22 回　米・食味分析鑑定コンクール：
国際大会 in 富士山」は最終審査を、静岡県小山町にある、小山町総合文化会館にて無観客で
実施し、受賞結果を追って発表することが決定致しました。21 年に渡るコンクールの歴史
の中で、最も難しい選択の末、このような結論となりました。
　また、今大会は例年行ってまいりました、「展示ブース」「講演会」「懇親会」「農業高校
生の素晴らしいプレゼンテーション」「表彰式」など、皆様よりご好評いただいている催し
も中止となり私どもと致しましても、非常に残念ではございますが、現状を鑑みこのよう
な決断をさせて頂きました。
　さらに、本来全国の審査員にて官能審査を行いますところ、感染症対策といたしまして
地元を中心とした審査員にて、最終審査を執り行います。
　表彰状、記念品につきましては、コンクール終了後、弊会より送付いたします。
　長年に渡り、開催地、関係企業、出品者など皆様に支えられ、国内外にて大きく成長し
てまいりました、米・食味分析鑑定コンクール：国際大会へのご出品を心よりお待ちする
と共に、今後ともご指導、ご鞭撻の程を心よりお願い申し上げます。

米・食味分析鑑定コンクール：国際大会は、国内外のお米を一堂に集め、これを審査・評価し、安全性や良食味を求め「良質な米作り」
に日々精進する生産者や生産団体を支援し、さらにこれを認める事を目的とする。 
また、2020 年度産米の評価を確立し、市場での米価値を高め、健康維持に最適な米食を推進し、ひいては日本農業の核である「米
作り」を守る事により、豊かな田園風景を守り、地球環境保全の一端となる事を目的とする。 
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　富士山大会実行委員会より御挨拶申し上げます。
　本大会の開催地である静岡県小山町・御殿場市は、世界遺産である富士山麓に広がる田園地帯にあり、富士山の豊富な伏流水と冷涼で寒暖
差のある気候を利用した水稲栽培が盛んな地域です。また、稲作の後、冬場でも水温が変わらない湧水で栽培される伝統野菜の「水かけ菜」は、
早春にしか味わえない当地区自慢の特産物として多くの人たちに親しまれています。
　22 回目となる今大会は、小山町・御殿場市・ＪＡ御殿場・静岡県東部農林事務所で連携体制を構築し、さらに生産組織・関係団体が一丸と
なって実行委員会を組織し、11 月 27・28 日の小山町開催に向け、皆様を迎える準備を進めてまいりました。
　しかしながら、本年に入り国内外において新型コロナウイルスの感染が拡大し、静岡県においてもクラスターが多発するなど、皆様をお迎
えし、大会を開催することが難しい状況となってしまいました。そのため、今年度は食味官能審査のみを無観客で実施することとし、改めて
令和３年度第 23 回大会を小山町で開催することとなりました。
　今回は、食味官能審査のみの実施となりますが、歴史と伝統のある大会の名を汚さぬよう、スタッフ一同しっかりと取組んでまいりますので、
引き続き多くの出品をお待ちしております。
　また、来年度は、延期となった東京２０２０オリンピック・パラリンピック自転車競技ロードレース開催の後、お米のオリンピックと称さ
れる本大会を当地で改めて盛大に開催し、全国の生産者の皆様に、日本の米づくりの素晴らしさと、金太郎の生誕の地らしく、「元気」と「活
力」を国内外の皆様に伝える、そんなメッセージをここ「富士山」から発信してまいります。より多くの皆様に御来場いただき、米でつなが
る素晴らしい交流ができますことを楽しみにしております。皆様の御理解と御協力よろしくお願い申し上げます。

米・食味鑑定士協会

会長
鈴木　秀之
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特 別 協 賛 企 業

国際名稲会（ダイヤモンド褒賞）とは、過去の米・食味分析鑑定コンクールにおいて、連続 5 回以上の入賞と総合
部門で 3 回以上の金賞の栄誉に輝いた生産者が生涯使用出来る名称です。
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最終審査

令和 2年 11 月 28 日　　　（予定）土

※�無観客審査の為、一般の方 ( ノミネート者を含む）のご入場はお断り

しております。

※懇親会、表彰式も行いません。

※�コンクールの受賞結果は、米・食味鑑定士協会ホームぺージにてご確

認ください（11 月下旬発表予定）

※�受賞者の表彰状、記念品につきましては、米・食味分析鑑定コンクール：

国際大会終了後、郵送いたします。

静岡製機 （株） 静岡製機 （株） 東洋ライス （株） タイガー魔法瓶 （株）



出品参加方法
第１期　出品期間 令和２年 10月 1日 ～ 令和２年 10月 26日（米・食味鑑定士協会　必着）

第 2期　出品期間 令和2年 10月 27日～令和 2年 11月 4日（米・食味鑑定士協会　必着）

審査対象米 令和２年度産うるち米（もち米不可）を、玄米（精白米不可）にて 1.3 ｋｇ

送付先
米・食味鑑定士協会
〒 532-0011　大阪市淀川区西中島 3-12-15　第 5新大阪ビル 203
TEL　06-6100-1151　　FAX　06-6100-1150

分析料

第１期 /第２期　により、出品金額が変わります。
お得な第１期での出品増加にご協力ください。

出品者 第１期（10 月１日～ 10 月 26 日） 第 2 期（10 月 27 日～ 11 月 4 日）
一般 ４０００円 / １検体 ４５００円 / １検体

静岡県在住 ３５００円 / １検体
鑑定士 ３５００円 / １検体 ４５００円 / １検体
小学校 ３５００円 / １検体

農業高校 無料

※出品期間は米・食味鑑定士協会到着日が基準です。
※お振込みの場合は、≪口座番号・残高≫の部分をマジックで塗り潰した、振込明細書
　のコピーを玄米に同封下さい。尚、分析料金の確認が出来ない出品は受付けかねます。

振込先 三菱UFJ 銀行　新大阪駅前支店　普通　1110857
米、食味鑑定士協会

出品用紙
（出品に関する資料）

分析資料集の作成・送付及び、ノミネートの選定に必要です。該当部分には全てご記入
下さい。尚、読めない部分や誤字等の為のノミネート選出漏れ他に対して、当方は責任
を負いかねます。正しく、読みやすい字でのご記入をお願い致します。

分析資料集 開催終了後、ご出品者様に順次発送致します（12月下旬頃）。
団体での一括別送の場合は、代表者に送付致します。

ノミネート者へのご連絡
（1次・2次の結果発表）

最終審査対象者（ノミネート者）が決定次第、ノミネート者のみに FAX・電話にて
11月下旬（予定）にご連絡を致します。
尚 11月下旬（予定）、弊会HPにてノミネート者を公開致します。
※分析結果の個人的なお問い合わせにはお答えできません。ご了承下さい。

注意事項

コンクールの確実な運営開催の為、出品期間を第１期と第２期に分け、出品料金をそれ
ぞれ変更しております。
開催地（静岡県）以外は、第１期（10/26 まで）でのご出品がお安くなります。
ご送付頂きました玄米に関しましては、出品をキャンセル頂いた場合でも、ご返品いた
しかねます。

1次審査
　◎全出品検体を対象とする
1. 静岡製機株式会社の食味分析計による、玄米分析をおこなう
2. 静岡製機株式会社の穀粒判別器によって玄米整粒度を測定
3. 食味スコアが８５点以上で、玄米整粒度が７５％以上の検体を 2

次審査に選出
※ 低・中アミロース米は食味スコアが８０点以上で 2次審査に進出
※ 低・中アミロース米は白濁しているため、穀粒判別は行わない

2次審査
　◎ 1次審査で選抜された検体を対象とする
1. 約１００ｇを精米する
2. 東洋ライス株式会社の味度計による数値の測定
3. １次審査・２次審査の合計により、各部門のノミネート者を選出

最終審査
  ◎ノミネート者対象とする
1. お米の特性に合わせ、専門家が搗精後、

コンクール会場にて、官能審査法に基づ
き炊飯致します。

2. 各部門、鑑定士等の専門家を含めた審査
員を中心とし、官能審査を行い、投票し
ます（本年は、新型コロナウイルス感染
症対策として、近隣県在住者のみ審査員
といたします。）

3. 無観客開催の為、ノミネート者を含む一
般の方はご入場できません。

審査方法（1 次審査・2 次審査・最終審査）
※玄米水分値１２％以下と１６％以上の検体はノミネート対象外です。（正確な結果が出ない為）



国際 総合部門

都道府県代表 お米選手権

審査日程 令和2年 11月 28日　（無観客開催 ノミネート者を含む一般の方は入場できません。)
選抜対象 国内出品者・海外出品者　　　　（お米甲子園・小学校部門を除く）　

選抜方法 全ての出品検体より、1次・2次審査合計の上位約 40名
（認定委員の推挙により 1名以上が、選出される場合があります）

ノミネート者数 約40名（同点その他により、前後致します）
受賞者数 ＜金賞＞　約 15名　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート者

審査日程 令和2年 11月 28日　（無観客開催 ノミネート者を含む一般の方は入場できません。）

選抜対象 国内出品者・海外出品者　　　　（お米甲子園・小学校部門を除く）　

選抜方法

国際 総合部門でノミネートされた方を除いた出品検体を都道府県別に分け、出品検体数が 30検
体以上の都道府県より各 1名を選出
＜選抜条件＞ ※コシヒカリに偏らないため　　　
　都道府県のコシヒカリ出品率が８０％以上の場合、コシヒカリより選抜
　都道府県のコシヒカリ出品率が８０％以下の場合、コシヒカリ以外より選抜
　※尚、コシヒカリとその他の品種で大きく点数に差がある場合、適用されない事があります。

ノミネート者数 約35～ 45名（同点その他により、前後致します）
受賞者数 ＜金賞＞　約 10名　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート者

審査日程 令和2年 11月 28日（無観客開催 ノミネート者を含む一般の方は入場できません。 ）
選抜対象 国内出品者・海外出品者　　　　（お米甲子園・小学校部門を除く）　

選抜方法

国際 総合部門、都道府県代表 お米選手権、大型農業法人部門、にてノミネートされた方を除いた
出品検体から、各部門 3～ 5名程度
●米の精：「米の精」を「土壌改良剤」や「肥料」として使用した圃場で出来た米を対象とする。
●低・中アミロース米　
●ＪＡＳ・ＪＡＳ転換中
●若手農業経営者 ：39歳までの生産者
●水田環境特A：水田環境鑑定士に特Ａと認定され、弊会のホームページに公開されている圃場
●早場米：８月中に市場に流通しているお米　
●環境王国：環境王国認定地域よりの出品

ノミネート者数 約20名　（数値により若干の変更があります）

受賞者数 ＜金賞＞　各部門約１名　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート者

栽培別部門 ●低・中アミロース米 ●ＪＡＳ・ＪＡＳ転換中●米の精 ●若手農業経営者
●環境王国●早場米●水田環境特Ａ

大型農業法人部門　
審査日程 令和2年 11月 28日（無観客開催 ノミネート者を含む一般の方は入場できません。）
選抜対象 国内出品者・海外出品者　　　　（お米甲子園・小学校部門を除く）　

選抜方法 国際 総合部門、都道府県代表 お米選手権　にてノミネートされた方を除いた出品検体から
●大型農業法人：20ha 以上の圃場で栽培している農業法人

ノミネート者数 20ha 以上　4名　/　50ha 以上　3名　/　100ha 以上 3 名
受賞者数 ＜金賞＞　各 1名　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート者



＜個人情報の取り扱いについて＞
• 出品用紙に記載頂きました内容及び出品米の分析結果は、分析資料集として冊子にまとめ、①出品者、②米・食味鑑

定士協会関係者（鑑定士含む）、③都道府県、市町村等の行政関連機関（申請があった場合）④大学等の研究機関（申
請があった場合）、⑤研究や栽培技術向上の為、購入のお申し出があった場合に配布致します。

• 出品用紙に記入いただきました内容及び分析資料集の送付先をもとに、弊会並びに関係機関より次回開催コンクール
や講習会等の資料を送付致します。

• コンクール開催にあたり集積致しましたデータ（出品用紙記載内容 / 出品米分析データ）は弊会が管理保管致します。
尚、デジタルデータを外部に配布する事はありません。

• 分析資料集を使用した、弊会以外が行う活動において、弊会はいかなる責任も負う事が出来ません。
• 冊子記載による個人情報の流出が気になる場合は、都道府県を必ず出品用紙に記載し、出品要項の「分析資料集の送

付先」に住所を御記入ください。

個人情報 / 送付物について

＜出品の際の送付物について＞
• ご出品頂きました玄米は、弊会が所有権を有する事とし、いかなるご請求が有りましても返還には応じかねます。また、

コンクール使用後の処分につきましては、弊会に一任される事と致します。
• ご入金金額の間違いに際しましては、出品者様からのお問い合わせがあった場合のみ、出品者様の振込手数料負担に

てご返金致します。ご連絡を頂けない場合、返金を致しかねますのでご注意ください。

全国農業高校 お米甲子園
審査日程 令和２年 11月 28日（無観客開催 ノミネート者を含む一般の方は入場できません。 ）
選抜対象 全国の農業高校及び農業科や農業選択課程のある高校

選抜方法
1次・2次審査合計の上位 7校を選出。7校以外を地域に分け、8校を選出。尚、基本的に 1地
域 1校選抜。（数値により変更あり）。また、選定委員の推挙により選出される場合があります（特
別な品種や栽培方法など）。

ノミネート校数 約15校　（数値により若干の変更があります）
受賞校数 ＜最高金賞＞　1校　　＜金賞＞　4校　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート校

小学校部門
審査日程 小学校部門は、コンクール会場での官能審査はございません
選抜対象 全国の小学校からの出品
選抜方法 1次・2次審査合計の上位校を選出。

ノミネート校数 約10～ 20校（出品検体数によって若干の変更があります）
受賞校数 ＜金賞＞　数校　　＜特別優秀賞＞　金賞を除くノミネート校

＜出品後の訂正について＞
• ご出品後はいかなる事情がございましても、出品者の氏名・団体名・住所・品種・栽培内容（その他を含む）の変更は、

コンクールの公平性を保つため受け付けません。十分にご注意ください。
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