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米粉で地域と日本を変える！ 

あいさつをする島田理事長 

科学的な知見を踏まえて 

島田圭一郎理事長 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は８月２５日、東京・銀座の紙パルプ会館

（銀座フェニックスプラザ）で、初の「米粉活用による食物アレルギー対応セミナー」を開きました。セミ

ナーには全国から約１００人が参加。食物アレルギー研究の第一人者である、（独法）国立病院機構相模原

病院臨床研究センターの海老澤元宏アレルギー性疾患研究部長が「食物アレルギーとその対応」と題して基

調講演し、続いて 病院や学校の栄養士、食物アレルギーの子を持つ親ら４人のパネラーによるパネルディ

スカッション「食物アレルギーと米粉活用」が行われました。この中では、小麦アレルギー対策には米粉活

用が有効であることを確認しました。会場では米粉食品の展示・試食が行われ、セミナー参加者に多彩な米

粉製品への理解を深めました。 

 本日のセミナーの基調講演をお願いした海老澤先生はじめ、パネラー

の皆さんにはご多忙の中、ご出席いただき誠にありがとうございます。

心から御礼申し上げます。 

 国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．ＮＥＴ）が、食物アレルギー

を中心テーマにセミナーを開催するのは、今回が初めてです。近年は、

食物アレルギーに悩んでいる人が年々増えています。牛乳や小麦、卵な

ど特定の原料を中心とした食生活をすることで人体に悪影響を及ぼし、

大変な事態を招くことは、最近の報告でもご存知のことと思います。本

来、食は命（いのち）なりと言われますが、特定の原材料を含む食品を

食べることによって、健康被害が生まれることは実に悲しいことです。 

 近年の調査では、わが国で食物アレルギーに悩む人は全人口の１～

２％と推定され、乳児期にあっては5～10％という報告があります。欧

米では日本よりもはるかに食物アレルギー患者が多く、米国では小麦ア

レルギー患者だけで3,000万人にのぼるといわれております。ひとたび

こういうことになると、日常小麦やグルテンの入ったパンやケーキは食

べられず、子供たちはクリスマスや誕生日祝いのケーキも食べられなく

なるわけです。特に19歳以上発症者の原因食物の第一は、小麦となって

おり、家族そろってのパン食はできなくなります。 

 こうした中で、ＣＡＰ.ＮＥＴでは、グルテンを使わない米粉パンや

ケーキなどが技術的に十分可能となってきた現在、この問題に真剣に取

り組み、解明したらどうかという声が高まってきました。そこで本日

は、医学、栄養学など専門家の方や食物アレルギーを持つ母親の方をお

招きし、科学的な知見を踏まえたセミナーの開催となったわけでありま

す。 

 わが国は「瑞穂の国」と言われながら米の消費が減り続け、水田農業

の衰退が大変危惧されています。新米の生産者販売価格は１俵６０㌔１

万円割れという史上最低の水準に落ち込み、生産者は苦境にあります。

こうした中で私たちは、パンや麺、ケーキなど何でも作れる米粉によっ

て農業を元気づけ、６次産業化で地域経済を活性化しながら食料自給率

の向上に結びつけたいと思っていますが、米粉が深刻な食物アレルギー

対策として有効な道が開けるなら、大変な喜びであり、今後継続し追求

してまいりたいと思います。本日はその第一歩として、有意義なセミ

ナーになることを期待します。 
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食物アレルギーの原因は食物のたんぱく質が殆んどであり、原因物

質のアレルギーを起こす力は食品に含まれるたんぱく質の量によって

決まります。原因物質が体内に入ってくることで全身にアレルギー反

応を起こすのは、小腸から原因物質が吸収され、それが血液を介して

皮膚にいったり、肺にいったりして、食べてから３０分から１時間で

症状が出ます。ほかにアレルギー症状を起こす例としては、口に入れ

た途端に、かゆみや口の中で違和感を感じたり、唇が腫れるなど果物

や野菜などで起こることが知られています。これは、口腔アレルギー

症候群と呼ばれます。 

乳幼児期に発症する即時型の原因食物としては、鶏卵、牛乳、小麦

が多いですが、年齢とともに自然に治り、食べられるようになる傾向

が強く、一般的に3歳までに50%、小学校に入る頃には80-90%が食べられ

るようになります。学童期以降になると、甲殻類、果物類、魚類などが

新たな食物アレルギーの原因となります。 

血液検査の結果が陽性でも、その食物が食べられないとは限られませ

ん。アレルギー診断の基本は、食物経口負荷試験です。この負荷試験を

ベースにした正確な診断がいちばん重要になります。負荷試験は、アレ

ルギーを持つ方々が、実際はどのくらいまでアレルギー食物を食べても

大丈夫なのかということの確認作業です。負荷試験はアレルギーを起こ

す原因と考えられる食物を実際に食べてアレルギー症状が出るかどうか

を観察し、原因食品かどうかを判断する検査です。したがって、それま

で除去していた食物を解除できるかの判断を行う上で最も信頼性が高い

検査です。それには、負荷試験に熟練した専門の医師がつきっきりで行

う必要があります。 

このことにより、アレルギー食物を一切口にしないという選択から一

歩進めるごとができる点に負荷試験の大きな意義があるのです。ただ単

純に食べないという選択ではなく、どの程度までなら食べても大丈夫な

のか、ということを確認していくことが負荷試験によって判明します。

ただ食べてはいけない、という状態になると食生活の質が悪くなってし

まう一方です。 負荷試験は日本が世界でいちばん取り組んでいる国で

す。負荷試験実施医療施設は、食物アレルギー研究会のホームページで

公開されているので、活用して下さい 

食物アレルギーにとってありがたいことは、米粉を小麦粉の代替とし

て使えるようになってきたことです。小麦粉はパンや麺など主食に広く

使われるため、特に小麦アレルギーのある人にとっては、食事（主食）

の種類の制限が多く、厳しくなりがちです。しかし、米粉があれば、子

どもが好きなお菓子類なども小麦と代替でき、主食のパン、麺類のほ

か、ギョーザや春巻きの皮も米粉が代替できる非常に良い食材です。 

食物アレルギー研究会のホームページ 

http://www.foodallergy.jp/ 

(独法)国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

海老澤元宏アレルギー性疾患研究部長 

海老澤 元宏 

（えびさわ・もとひろ） 

1985年、東京慈恵会医科大学

医学部卒。ジョンス・ホプキ

ンス大学医学部内科臨床免疫

学教室留学。東京慈恵会医科

大学大学院医学博士号取得。

国立小児病院アレルギー科、

国立相模原病院小児科、同医

長、同臨床研究センター病態

総合研究部長を経て、2004年

から現職。専門は小児アレル

ギー疾患、特に食物アレル

ギー。 

～「負荷試験」で正確な診断を～ 
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 パネルディスカッションはＣＡＰ.ＮＥＴの萩田敏副理事長をコーディネーターに進められ、４

人のパネラーがそれぞれの立場から食物アレルギーの現状と課題、行政、食品メーカーなどへの

要望、米粉活用の期待などについて意見を述べました。 

萩田敏副理事長「消費者庁の調査によると、即時型食物アレルギーの原因は鶏卵、牛乳、小麦が３大

抗原で全体の７割以上を占めています。１９歳以上の群では１位が小麦となっている。皆さんから食

物アレルギー現状と課題、行政・食品業界などへの要望や提案などを聞かせて下さい」    

長谷川実穂氏「食物経口負荷試験によって食べられる量がはっきりしてきました。食べられないも

の、食べられるもの、これらをきちんと整理することで、アレルギー患者の食生活は随分変わってく

るし、生活の質も上げられるような支援を当病院では行っています。ただ、患者側と病院側では温度

差があり、病院・医療機関でも負荷試験をやらず、近くの病院で簡単に見てもらって終わらせてしま

う方が多い。食に携わる人たちを中心に食物アレルギーに対する認識の底上げが求められるし、食品

業界全体でも考えてもらえれば、と思います。また、表示方法が食品メーカーにより異なっているの

で、患者は混乱することがあります。現場でどういう問題が起こっているか、それに対しどういう見

直しができるのか検討してもらいたい」 

武内澄子氏「食物アレルギーの子を持つ親の会が設立されて来年で３０年になります。この間、広く

情報交換、広報活動、学習会、食品メーカーとの意見交換会、米粉料理講習会などを通じて患者を支

える活動に取り組んできました。また、外食や旅行がしにくい中で、これを解消し、親子で元気にな

る食物アレルギー対応ツアーを企画し、今春も北海道に行ってきました。ただ、アレルギ―対策では

調理中に小麦粉を使えば粉が飛散し、混入して重大事故を引き起こす可能性があります。コンタミ防

止対策を完璧にしてもらいたい。これによって、アレルギーの子が知らないうちに摂取してしまうと

いった事故の回避にもつながります。専用工場で製造しているなど製造状況が分かる情報をホーム

ページなどで提示してほしいと思います」 

杉本眞吾氏「学校の栄養教諭として３０数年ですが、最近は担任の先生と一緒に食に関する授業も

行っています。知、体、徳、食という４本柱で、その根底にあるのは食です。特にこの１０年は児童

の食物アレルギー対応が中心で、学校では専門の調理室を設けております。お医者さんの中にも、食

物アレルギーに対する認識度に差があるとことを感じております。１０年前と同じ診察をする医者も

おります。食品メーカーにお願いしたいことは、加工品などについて教えてくれないこともあります

が、アレルギーのことなので、企業秘密に抵触しない範囲内で、何がどれくらい入っているかを教え

てほしい」 

中塚裕子氏「アレルギーを持つ中学生の娘に洋菓子などを米粉で作っています。１歳４か月で食べら

れたのはアレルギー用ミルクとお米とニンジンだけでした。以前は、単にアレルゲンを完全に除去す

る対応での食生活でしたが、今は小さい頃から負荷試験を行い、食べられる量を見つけていくという

パネラー 

長谷川実穂氏（国立病院機構相模原病院臨床研究センター栄養士） 

武内 澄子氏（食物アレルギーの子を持つ親の会代表） 

杉本 眞吾氏（公益社団法人全国学校栄養士協議会理事） 

中塚 裕子氏（食物アレルギーの子を持つ親） 
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考え方に変わっております。ただ、食材などを購入する際、頼るのは原材料表示しかないため、もっ

と見やすい表記に工夫してもらうと嬉しいです。また、ある日突然、原材料が代わることがあります

が、その時にはすぐ分かるような工夫がほしい。私たちにとっては表示が全てです」 

萩田副理事長「食物アレルギー対応としての米粉の活用と米粉への期待についてはいかがでしょう

か」 

長谷川氏「アレルギー患者が病院給食でなるべくいろいろなものを食べられるように、米粉を活用し

て食事を手助けしていければよいと思います。ハンバーグのつなぎも卵、牛乳、小麦の代わりに米粉

を使い、通常は小麦と牛乳で作るグラタンも、米粉と豆乳を上手に使うことで皆んなと一緒に食べら

れるように工夫を凝らすことが大事です。ほかにも、米粉でナポリタンやケーキ、おやつ代わりに電

子レンジでできる米粉の蒸しパンなども、母親と子どもが一緒に料理する楽しみも、米粉なら可能に

なります。子どもが（米粉で作った食品が）美味しいと思えば、母親にも伝わることで、米粉が家庭

にも浸透するきっかけになるといいなと思います。地産地消、食料自給率向上、食育の面からも学校

の先生たちにも調理実習などで米粉を活用して欲しい」 

武内氏「日本農業を守り、人間の身体に合った主食の米ですが、毎日ご飯だと飽きてくる。以前に比

べ、粒子の細かい米粉ができるようになり、小麦粉と同じように使えるようになった米粉をもっと活

用する必要があります。米粉を使うとパンも麺類もお菓子も簡単に調理でき、美味しい。アレルギー

患者の食生活の質も格段に良くなりなりました。ただ、料理教室や保育園、学校給食などで使いたく

ても、入手しずらい、米粉の使い方が分からないという声が多いので、米粉の長所や使い方、食べ

方、優れた特性をマスコミの協力でもっと広げてもらいたい。食品メーカーにも、様々な商品開発で

米粉の利点のアピールをお願いしたい。子どもの命を守るためにも」 

杉本氏「学校給食で米粉を使用したことは何度かありますが、小麦粉と代替するのではなく、小麦粉

と米粉のパンを２種類用意し、アレルギーのない子どもたちにもどちらを食べるか選択させる、とい

うやり方をしました。単に、小麦粉パンの代替品としての米粉パンではなく、『米粉だからこそ出来

るパン』をもっと提案し、米粉でなければ作れない製品開発をしてもらえると嬉しい。新製品ができ

れば、普及が進むと思います」 

中塚氏「以前は米粉で作ったパンは正直言って硬くて切れず、美味しくなかったのですが、最近の米

粉は性能が良くなり、感謝しております。小麦粉と同じように使えるようになりました。以前のかち

かちの米粉パンが懐かしいくらいです。市販の米粉パンと調整豆乳、砂糖だけで卵と牛乳を使わない

フレンチトーストを作りました。残った液をレンジで２分チンし、かき混ぜると米粉のカスタードク

リームになります。アレルギー対応の米粉食品も出ていて、身近なスーパーでも買えるようになった

のでありがたいです」 

萩田副理事長「本日はありがとうございました」 

右から長谷川実穂氏、武内澄子氏、杉本眞吾氏、中塚裕子氏の皆さん 



 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ.ＮＥＴ）は８月４日、東京・銀座の紙パルプ会館（銀

座フェニックスプラザ）で初の米粉展望に関するマスコミ関係者との意見交換会を開きました。意見交換

会には１２社の専門紙誌記者が出席し、日頃、米粉生産、米粉食品関係を取材、報道している中で、米粉

の普及、促進に向けた意見や提案、要望が出されました。また、会場では各地域で米粉食品製造・販売に

取り組む企業の紹介と出展商品の紹介も併せて行われました。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 意意見交換会の冒頭、主催者挨拶したＣＡＰ.ＮＥＴの島田圭一郎理事長は「国内産米粉

促進ネットワークが発足して６年目になりますが、本日このような形でマスコミの皆さんと

一緒に意見交換するのは、今回が初めてです。ＣＡＰ.ＮＥＴ側からも幾つか説明がありま

すが、今回は今までと違い主役はマスコミの皆さんです。本日のテーマにもありますが、こ

れからの米粉の新しい展望を見出すには、何が求められるのか、どうすればいいのか。米粉

の需要を増やすにはこれまでの延長ではダメで、どのようにして新しい需要を創造し需要を

確保していくか、またＣＡＰ.ＮＥＴはこんなことをやったらどうかなど、ここは日頃、皆

さんの取材活動を通じて思っていること、考えていることをいろいろ提案してもらいたいと

思います。それを踏まえて、意見交換したく思います」と述べました。 

 続いて、コーディネーター役を務めた萩田敏・ＣＡＰ.ＮＥＴ副理事長が、最近の米粉を

取り巻く情勢と米粉の普及推進の課題と展望、米粉食品の活用と品質表示などについて説明

しました。これを受け、マスコミ各社から米粉普及拡大への意見や提言が次々に出されまし

た。 

 「米粉のＰＲも、時代に合わせたものにするべきだ。それにはもっとターゲットを絞るべ

き。例えば米粉ケーキショップやホームベーカリー、クックパッドなどに、どう広げていく

かだ。もっと商品開発すれば伸びるのでは」 

 「地方の現場で米粉を取材し、美味しい米粉パンを食べてきて東京に戻ったら、米粉食品

は殆んど食べられない。１千万人という大消費地なのに、どこで売っているのか分らない。

たまにスーパーで「米粉入り」表示のパンを見かけるが、それが何％入っているか疑問に思

う。まず、東京でどうしたら米粉食品を食べられるのか考えないと。表示のルールづくりが

必要だ」 

 「生産面では、農家にとって多収米で作った米粉パンよりは、コシヒカリなど銘柄米の米

粉パンなど地域ブランドの品種名を前面に出した方が消費者には分かりやすく、売れるとい

う声を聞く」 

 「認知度を高めるため、小麦粉では得られない米粉の特性をもっとアピールすべき。米粉

を使うとこんなに美味しくなり、こういう食感が得られるとか。健康（身体）にもいい。そ

れなら家庭でも米粉を使ってみよう、となるのでは」 

参加したマスコミ媒体と米粉商品提供社(順不同) 

食料ジャーナル、食品産業新聞、食品新聞、パンニュース、農業共済新聞、日本農民

新聞、日本食糧新聞、味の２１世紀、全国農業新聞、食品化学新聞、日本農業新聞、

商経アドバイス 

新潟製粉、給材、ＳＳ製粉、グリコ栄養食品、日本米粉クッキング協会、大潟村あき

たこまち生産者協会、エイテイエイト、大幸、片山製粉、天鷹酒造、西村機械製作所 
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 また、マスメディア関係者以外の出席者からも、多様な意見が出されました。 

 「米粉は小麦粉の代替ではない。米粉を主食以外の食品素材の原材料としての有意性を考

えてみてはどうか。例えば、魚のすり身でかまぼこを作る時のでんぷんの代わりに米粉を使

うとか」 

 「小麦アレルギーの子どもが最初に食べられるようになったのは米粉パンだ。  欧米先

進国では食物アレルギー患者が増えており、米国ではグルテンフリー市場が4,200億円

（2012年）。17年には6,000億円と予測される。海外からも引き合いがある」 

 「小麦粉は水を入れこねると２度と粉に戻らないが、米粉は乾くと米粉に戻る。田んぼを

守るために、グルテンフリーの米粉食品を提供しているが、アレルギーの有無に関係なく、

美味しい米の米粉で作るパンや麺は誰が食べても美味しい。米は甘いから砂糖も少なくてす

む」 

萩田副理事長「米粉を原材料として価値ある使い方があることをアピールしていくことも重

要で、食品メーカーに伝えていく必要があります。米粉食品にはアレルギーがない中で、食

物アレルギー対応もこれからの大きな問題です。安心、安全、機能性食品の面からも、今後

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

米粉普及へ多彩な発言が出された意見交換会 



PAGE 8 
ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

審査委員長 小泉武夫 東京農業大学名誉教授 

審査委員  青山浩子 農業ジャーナリスト 

審査委員  大西茂志 全国農業協同組合中央会常務理事 

審査委員  中田寿夫 ピザハット・ナチュラル代表取締役社長 

審査委員  長谷川実穂 国立病院機構相模原病院臨床研究センター栄養士 

審査委員  八重樫孝 中野サンプラザ／レストラン１２１ダイニング総料理長 

審査委員  農水省 未定（昨年度は生産局穀物課課長補佐） 

審査委員  萩田敏 NPO法人国内産米粉促進ネットワーク副理事長 

（敬称略・審査委員は五十音順） 
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（平成２６年３月２６日） 

委員（農業団体）「日本としては米粉を小麦粉代替として戦略的に生産し、小麦全体の需要量から言え

ば10％ぐらいは米粉で供給していくということで50～60万という目標が設定されたと理解しておりま

すので、なるがままに任せているのではなく、政府として戦略的に需要を作っていくということが大事

なのではないかと思います。最近では、米粉だけで、グルテンを添加しないでパンを作る技術も開発さ

れたと聞いております。そういうことになれば、グルテンアレルギーでなかなか小麦粉では食べられな

いという方は、米粉で作ったパンを食べられるということです」 

農水省「米粉の伸び方がちょっとずつ減っているという見方はありますが、実際に米粉自体は使われて

きてはいる、と見ています。先週の土曜日にありましたが、米粉料理のレシピコンテストというような

ことで取組みをしていただいておりまして、1,200ぐらいのレシピの応募があるということで、そうい

う点では消費者の皆さんにも御関心はある程度いただけているのだと思います。新しい商品開発とい

う点では、やはりグルテンフリー訴求製品というようなものが開発段階ということで聞いております。

米粉用米は、言ってみれば米粉の製品の需要をきちんと作っていかないと米が行かないものですから、

そこのところをきちんと課題を解決して、米粉の需要拡大に取り組んでもらいたいと考えております」 

 

（平成２６年７月３１日） 

委員（女性農業者）「米粉用米の支援として、高校生や中学生の家庭科の授業でも適用していただけれ

ばと思います。私の地元高校では米粉に対し「食品の無限の可能性」という題でプロジェクトの意見発

表を行っています。米粉に対して、日本食のお米をなくしてはいけないというよう思いから研究をして

いる話を聞きました」 

農水省「米粉については、「米粉の名人料理グランプリ」というようなことで、私どもで支援させてい

ただいています。高校生からいっぱい応募もございました。若い方に是非とも米粉の利用の拡大のいろ

んなアイデアをいただくのが良いということで、民間の取組がありまして支援をしております」 

委員（ジャーナリスト）「これからは米粉を使う食文化が定着するような取組をしてほしいと思ってい

ます。米粉は全国各地で様々な面白い取組が展開されています。例えば、島根県の山合いにある邑南町

では、特産のお米から米粉を作り、そして町内に1校ある高校の高校生達がお味噌を作っていて、その

お味噌と米粉を合体させて、味噌風味米粉かりんとうというお土産を作り出しているんですね。また、

秋田県で米粉プロジェクトを推進している人たちは、米粉を練り込んだ餃子の皮を使って餃子を作っ

ているということなども伺っています。全国各地でおもしろい取組をしているのですが、それをネット

ワーク化することが必要なのではないかなと思います。例えば米粉博覧会とか、全国米粉お土産マップ

とか、米粉のページというようなものを作って、米粉を使う食文化が定着するような仕組、ネットワー

クを作っていくということが課題になってくるのではないかと思っています」 

農水省「米粉については、いろんな可能性を広げていくという点で、今、料理グランプリという形で、

これも支援をさせていただいています。こういうものも併せて情報提供をどんどん進めて行きたいと

思います」 

（農水省のＨＰから） 

 農水省の食料・農業・農村政策審議会は現在、新たな食料・農業・農村基本計画の策定作業に取り組んで

おります。新基本計画は５年ぶりの改定で、来春３月に閣議決定されます。同審議会の食糧部会では米粉に

ついても論議されておりますので、その内容を紹介します（要旨）。 
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 農林水産省は9月1日から５日まで、東京・霞が関の同省「消費者の部屋」で特別展示

「新発見！米粉の魅力」を開きました。米粉を食卓に並ぶ食材として、手軽に使用して

もらえるように普及を図るのが目的です。米粉は単に小麦粉の代わりとして利用するだ

けでなく、最近は食感や吸油性といった特性・機能性なども注目されています。 

 特別展示では、米粉料理レシピのパンフレットの配布や、パネル・ポスターによる米

粉を使った多彩な楽しい食卓を提案した展示を行ったほか、米粉の作り方を紹介したビ

デオも放映され、パン、麺、ケーキ、菓子等、様々な米粉商品の紹介、試食も行われま

した。また、開催期間中は、同省内４カ所の食堂で米粉フェアーとして「米粉チキンの

ミックスグリル」「北海道産縞ほっけの米粉フライ」「塩麹米粉から揚げ」「米粉の鶏

から黒酢」「米粉入りうどん」などの米粉料理メニューを一斉に提供し、好評でした。  

農水省「消費者の部屋」で米粉の特別展示 
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 農林水産省は9月末、2014年産水稲の9月15日現在の作柄概況を発表しまし

た。これによると、全国の作柄は、作況指数101の「平年並み」が見込まれて

います。地域別には東日本が「良」「やや良」に対して、西日本は日照不足

などで作柄は「平年並み」か「やや不良」となっています。 

 最終的な作況は収穫後に確定しますが、これによって、米の民間在庫量が

さらに増え（今年6月末現在、209万㌧）、農家、ＪＡ、米卸等にとって米の

販売環境が一段と厳しくなることが心配されます。事実、今年の米産地ＪＡ

の概算金（仮払い金）も1俵60㌔ 1万円を大幅に割り込むという状況で、米価

の下落が現実のものになりつつあります。このため、ＪＡなどの生産者団体

は政府に対して適切な政策支援を要請していくことにしております。 

米の作況指数、101の「やや良」 

 農林水産省が8月に公表したカロリー（供給熱量）ベースの2013年度食料自

給率は39％となり、4年連続で横ばいとなりました。これは、小麦と大豆の国

内生産量の減少が下げ要因となりました。ちなみに、食料自給率は1960年

（昭和35年）には79％でした。現行の食料・農業・農村基本計画の食料自給

率目標（2020年）は50％となっています。生産額ベースは65％で、2008年度

と並ぶ過去最低水準でした。生産額ベースでは円安の影響で輸入単価が上昇

したのが響きました。 

食料自給率、４年連続の39％ 

●関東米粉食品普及推進協議会は11月22、23日の両日、埼玉県羽生市の羽生

水郷公園で「米粉米（べー）級グルメ王座決定戦」を開催します。共催は公

益社団法人米穀安定供給確保支援機構（米穀機構）で、16店舗の出店が予定

されています。 

●農研機構・作物研究所（茨城県つくば市）は理化学研究所との共同研究

で、発芽処理した際にギャバ含有量の高い製品ができる米の品種として、高

アミロースの「ホシニシキ」や多収の「北陸193号」などを選抜しました。こ

れら品種の発芽玄米を米粉パンなどに利用すれば、機能性を持つ食品として

付加価値をつけて有利に販売できると期待されます。 

【米粉短信】 



 「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”には、全国

からアイデアに富んだ多くの応募がありました。感謝に絶えません。“あなたの米粉

レシピから日本の「食」が動き出す”―――来春３月８日の全国決勝大会（東京）に

向け、１２月６日の山形（東北地区）を皮切りに全国６か所で地区決勝大会が開かれ

ます。昨年の第１回に続く２回目となるコンテストですが、国内産米粉促進ネットワー

ク（ＣＡＰ．ＮＥＴ）のスローガンである「米粉で地域と日本を変える」ことにつな

がる弾みになることを期待したいと思います。 

 ＣＡＰ．ＮＥＴは８月に、第２回全国コンテスト開催の弾みをつける食物アレルギー

対応セミナーとマスメディア意見交換会を相次いで開きました。詳細については、本

通信の特集ページ等をご覧ください。論議の中心になったのは、食物アレルギー患者

対策として改めて米粉が注目されているということです。初の食物アレルギー対応セ

ミナーでは、食物アレルギーの現状報告に加え、小麦アレルギー対策には米粉の活用

が有効、という現場からの実践事例の報告が相次ぎました。欧米では食物アレルギー

患者が急増しています。 

 小麦粉はパン、うどん、パスタなど麺類の主食やお好み焼き、たこ焼き、餃子、て

んぷら、揚げ物の衣、つなぎ、スイーツ（ケッキ、クッキー）等多くの調理や加工食

品に使用されています。米粉はこれらの全てで代替可能なのです。それだけ、同セミ

ナーでも「近年は米粉の性能が格段に良くなり、小麦粉と同じように使えるようになっ

た・・・」と、異口同音に強調されました。ＣＡＰ.ＮＥＴは、同セミナー開催趣旨

の中で「米粉を原料とした食品で、アレルギーのある方もない方もおいしく食べられ

ることができれば素晴らしいことではないでしょうか。それには、家庭以外にコンビ

ニ、スーパーやレストラン、ホテルなどで安心して食べられる米粉を活用したメニュー

や選択肢が増えることが望まれます」と呼びかけました。 

 第２回コンテスト全国決勝大会の表彰では、特別賞として「食物アレルギー対応」

１作品を新設しました。もちろん、米粉の需要拡大はアレルギー対策だけに特化する

ものではありません。ＣＡＰ.ＮＥＴは、米粉拡大のため何に取り組めばよいのか、

どんな方策があるのか、という観点から「米粉アイデア提案」を広く募集しておりま

す。こちらも多くの応募を期待します。（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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