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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、キャップネット）は

３月８日（日）、東京都中央区の製粉会館で第２回全国米粉料理コンテストの全国決勝大会を開きまし

た。同コンテストは、農水省の「日本の食魅力再発見利用促進事業」の一環として行われるもので、ＪＡ

全中と日本フードサービス協会が後援しています。決勝大会は全国6地区の決勝大会を勝ち抜いた18名の

“精鋭”が顔を揃え、考案したレシピを自ら調理・実演し、試食した７人の審査委員に作品内容を説明し

て覇を競いました。審査の結果、主菜・副菜部門で応募した東京都江戸川区の主婦、石井ゆかさん（47）

の作品「ホタテ貝柱と彩り野菜の黒米粉キッシュ」が２代目「米粉の名人」（全国グランプリ）に輝きま

した。全国準グランプリには、熊本県上益城郡山都町の赤星静香さん（47）の「米＊米グラノーラ」と宮

城県仙台市の佐藤貴彦さん（36）の「ゴボウとココアのチュロス」が選ばれました。 

全国グランプリを獲得した石井さんは、受賞者あいさつで「地方予選の時からどなたが受賞してもおか

しくない素晴らしい作品ばかりだったので、グランプリを頂けるとは思ってもいませんでした。嬉しいで

す。ありがとうございました」と、控え目に喜びを語っていました。 

表彰式でＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークの島田圭一郎理事長は「全国コンテストは今回が２回

目。高校生から高齢者まで全国から766点の応募があった。一般の人たちにも広く米粉の良さを喚起させ、

草の根的な広がりにつながっている。米粉需要が目に見えて増える環境にはないが、和食が世界に認めら

れた今、米粉の特性を生かした日本の食文化を築き上げるオピニオンになって、引き続き頑張って欲し

い」と、コンテストの意義を強調しました。 

また、来賓を代表して農水省生産局穀物課の那須慎吾課長補佐が審査講評を含めてあいさつしました。

那須課長補佐は「米粉の拡大に向けて、足かけ６年法律を整備して利用促進を図っているが十分に効果を

上げていない。本日の大会に進出した皆様のような興味、好奇心、熱意を持った人たちのすそ野を広げて

いくことが重要だ。創意工夫がなされた素晴らしい作品が多かった。主催者には、各作品の情報発信を

しっかりやってほしい」と、米粉拡大の必要性と参加作品の質の高さを讃えていました。 

表彰される石井ゆかさん 



第２回全国米粉料理コンテストでグランプリに輝いた東京都江戸川区の主婦、石井ゆかさん（47）に、

受賞の喜びを聞きました。 

 ―― 応募のきっかけは 

   「知人に募集を聞いた事からでした」 

 ―― 米粉の魅力は 

「簡単に使えて安心安全、ヘルシーというところです。お菓子の時も、計るだけでふるう手

間がなかったり、ホワイトソースも混ぜて火にかけるだけ。油も給油？も少ないのも嬉しい

ですね」 

 ―― 受賞作品レシピの特徴と苦労したところは 

「アレルギーのある方もない方も、楽しんで美味しく食べて頂ける物を、と考えたことと、

味もどこか懐かしいお米の風味の残る物に仕上げて行く事にこだわりました。その他、ソー

スに米粉だけでなくパン粉状の米粉で出来たフレークを入れてふやかしてから焼く様にし、

一緒に焼く野菜などを焼き過ぎる事なく仕上げる工夫をしました。彩りはイタリア国旗をイ

メージした緑、白、赤（アスパラガス、ホタテ貝柱、ミニトマト使用）の３色の料理に仕上

げました。地区決勝大会（長野市）は、持って行く距離が長いため、周囲の生地が薄いのは

割れてしまい、厚めにしてお出ししたのが・・・全国大会では、薄いのをと思い、薄くして

いるとオーブンから出す前に割れたり、置いてるだけで割れたりして、低温で焼いたら解決

しましたが、途中リタイアか？と思う場面やら、大会当日も朝５時まで作っていました(笑) 

 ―― 米粉料理について 

「これからも簡単に作れて美味しくて可愛いかったり、見た目が綺麗な物を色々作って行き

たいです」 

PAGE 3 第1９号 

レシピの紹介 

※材料及び分量・4人分（24×10×2.5㎝ 長方形タルト型１台分）  

生 地＝黒米粉60㌘、水20㌘、豆腐20㌘、グラニュー糖6㌘、 

  オリーブオイル10㌘、塩少々 

ソース＝豆乳60㌘、おみそ調味料20㌘、米粉フレーク20㌘、 

  米粉10㌘、白ワイン10㌘ 

具 材＝ホタテ貝柱3個、アスパラガス3～4本、プチトマト4個、 

  米粉フレーク適量、オリーブオイル適量 

 

※調理手順 

【生地】 

①ボウルに豆腐をほぐし入れ、水、グラニュー糖、オリーブオイル、塩を入れ、よく混ぜる。 

② ①に黒米粉を入れ、ゴムべらでつぶすように混ぜ、次に手で混ぜひとまとめに丸める。 

③ラップで挟み、麺棒で２～３㍉の厚さ「に伸ばし、型に敷く。 

④オーブン１７０度Ｃで２０分焼く。 

【具材】 

⑤アスパラガスは２㌢、ホタテ貝柱は４等分し、プチトマトは1/2に切る。 

【ソース】 

⑥ボウルに豆乳とおみそ調味料を入れよく混ぜ、米粉、米粉フレーク、白ワインを加え、混ぜ合わせる。 

⑦型から出した④の生地に⑥のソースを流し入れ、⑤のホタテ貝柱と彩り野菜を並べ、 

 米粉フレーク、オリーブオイルを振りかける。 

⑧クッキングシートを敷いた天板にのせ、オーブン１８０度Ｃで１０分焼く。 

グランプリを受賞した 

「ホタテ貝柱と彩り野菜の黒米粉キッシュ」 



主食部門は、米粉の特徴を生かした発想豊かな作品、主菜・副菜

部門では、すぐにでも街中で売れるような作品が多くあり、デザー

ト部門でも、全体にレベルの高い作品がそれぞれ多く、驚いた。昨

年度の作品と比較させてもらったが、今年の方が確実に進化してい

る。全ての料理について米粉の特質を生かした作品が多く、感銘を

受けた。力が伯仲し、大接戦となり、審査会議でも激論となった。

各賞が発表されたが、出品作品全体に差はない。米は日本の民族食

だ。粉と粒が食べられるのは、米とソバしかない。和食がユネスコ

の無形文化遺産に登録された。外国から米粉やダシの引き合いが多

くなっている。今年はミラノ国際博覧会（万博）が開かれる。米の

文化を見直させる良い機会となる。受賞作品は、これから海外に出

ていくチャンスでもある。ぜひ、来年度もまたチャレンジしてほし

い。来年度こそグランプリと、皆さん周りを誘っていっぱい出品し

て下さい。 

審査講評 

小泉武夫審査委員長 

審査委員から一言 

◇「地元農産物を使った作品が多く見られた。地元を活性化する手段として、楽しく続けてほしい」

（樋口直樹委員） 

◇「食物アレルギー対応の作品では、アレルギーの子供たちは、こんな料理も米粉で作ったの、と驚

くのではないか」（長谷川実穂委員） 

◇「ぜひ、自慢の料理を直売所などでレシピも掲載し、売るよう働きかけ、米粉の消費拡大のきっか

けづくりにしてほしい」（青山浩子委員） 

◇「米粉をどのように料理したらよいのか、という発想がたくさんあった。レシピを公開し、活用し

てぜひ売ってみたい」（中田寿夫委員） 

◇「大変おいしいものを提供してくれた。ホテルとしても米粉の（メニュー化）展開を考えている。

協力して欲しい」（矢部喜美夫委員） 

審査講評を行う 

小泉武夫審査委員長 
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米粉で地域と日本を変える！ 
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ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは、「第２回全国米粉料理コンテスト」開催

と連携した独自企画として米粉消費拡大に向けた「米粉拡大アイデア募集」を実施いた

しました。提案内容のポイントは、米粉を普及・拡大させるための方策として、１人ひ

とりの取り組み、運動や米粉ビジネスとしての視点から米粉の商品化、マーケティング

等、自由な発想のもと、何に取り組み、何を目指し、アピールし、具体的な効果につい

てまとめることです。全国各地からは、たいへん有益で示唆に富んだアイデアが寄せら

れました。 

 当法人理事会による厳正な審査の結果、下記の方々が最優秀賞並びに優秀賞として

選定されました。またその他応募いただいた方々のアイデアも、今後の米粉消費拡大事

業でたいへん傾聴に値する内容が寄せられました。厚く御礼申し上げます。なお、この

結果は、３月８日に行われました「第２回全国米粉料理コンテスト」全国決勝大会表彰

式の席上、発表させていただきました。 

【最優秀賞】 

  一條 忠子さん（宮城県大崎市） 

  タイトル：米粉の普及は家庭料理で！「米粉普及１・２・３運動」で米粉拡大を 

 

【優秀賞】 

  佐藤 路登世さん（兵庫県三田市） 

  タイトル：マーケットに即した米粉利用拡大について 

 

【優秀賞】 

  寺門 麻美さん（千葉県市川市） 

  タイトル：米粉拡大はこれだ！ 

        ～規格統一、売り場確保、消費者に知ってもらう～が３つの柱 
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米粉で地域と日本を変える！ 



私はＪＡの生活指導員として、３４年勤務し、東日本大震災の年に定年退職しまし

た。米粉を一過性のものに終わらせてはいけないという思いが強く、退職してから穀

物検定協会の米粉食品指導員の資格を取得し、現在は県内各地から依頼を受け、家庭

料理で普及を図ろうと、米粉料理講習に出向いています。 

講習に参加して下さる方達には、「今なぜ米粉の普及なのか」を農業政策がどう変

わったのかなども含めて説明し、このままの状況が続けば、水田が少なくなり、食環

境も変化してしまうことも話しています。また、料理を試食しながら米粉のことにつ

いての話が飛び交います。「米粉ってどこで売っているの？ 」「米粉を１ 袋いただ

いたが使い方が分からないので、そのままにしている」「米粉パンを講習で作ったこ

とはあるけれど、家ではパンは作らないのでそのままにしている」などです。確か

に、農村部でも米粉の認知度は上がってきていると思いますが、普及・活用となると

別だ、と感じています。 

そこで提案したいのですが、各地域で家庭に米粉を１袋ずつ備え、２０人以上の米

粉グループを作ってもらい、簡単な米粉料理アイデアを３品以上互いに教えあうとい

う「米粉普及１・２・３運動」を展開できないか、と思っています。行政傘下の組織

やＪＡ組織に運動に参加してもらうと、よいと思います。企業では、米粉食品（例え

ば、シチュウやカレーの素、病人食、介護食、離乳食、から揚げ粉など）を、さらに

開発してＰＲしてもらいたいです。学校給食、病院、幼稚園、保育園などでも大いに

使っていただけたら、と思います。また、米粉は高いし、使い勝手が良くないからの

イメージも多々あります。もう少し米粉の製粉料が安くなるように製粉機の開発な

ど、関係係機関で早急に進めることが必要です。 

講習では、製粉方法によって違いが出る米粉の吸収率など商品テストしながら説明

し、「地元で販売されている米粉の特徴を理解していただいて、地元のものを大いに

使いましょう」と、呼びかけています。宮城県内でも製粉機を設置しているＪＡで

は、担当職員が一生懸命に米粉拡大に取り組んでいますが、まだまだ、地域によって

温度差があります。パンや麺、菓子はプロに委ね、家庭料理で普及拡大を図るべき

だ、と思います。 

そのためにも、我々のような米粉食品指導員にレシピを早めに公開してほしいで

す。講習する際には、地元の米粉の特徴を知り、その米粉に合ったメニューとの調整

が必要になるので、とにかく早く公開してほしいです。米粉の普及を一過性のものに

してはいけません。関係者みなが、他人事ではなく諦めないで、本気になって本気に

取り組んでいきましょう！ 日本の農業を守るためにも。 
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 「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”全国決勝大会に併

催して、同大会前日の３月７日（土）、東京都中央区の「製粉会館」で、「米粉活用による食物

アレルギー対応セミナーⅡ」が開かれ、６０人余りが参加しました。昨年８月に開き、好評だっ

たセミナーのパートⅡで、「発症リスクを下げる学校給食」を主たるテーマに、大学教授の基調

講演、栄養教諭の学校給食現場報告をはじめ、製粉業者、食品メーカー関係者が取り組み事例を

発表し、アレルギー対応食品を含めた米粉食品を展示試食し、参加者と意見交換しました。。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 セミナーの開会冒頭、主催者を代表してＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークの島田圭一郎理事長が

「食物アレルギーに悩んでいる人は増えており、文科省の調査では食物アレルギーのある小中高校の児童・

生徒は全体の４．５％に上っています。本日は、より現場での実践的な内容として発症リスクを下げる学校

給食での問題を中心とした議論を進めてもらいたいと思います」と挨拶しました。 

 セミナー第１部「学校給食における食物アレルギー対応」では、女子栄養大学短期大学部食物栄養学科の

金田雅代教授が「食物アレルギーと学校給食」について、静岡県袋井市立浅羽東小学校の原田康子栄養教諭

が「食物アレルギー対応の実際」について基調講演を行いました。 

 その中で、金田教授は「食物アレルギーは命に直結する。事故を防ぐためにも、学校現場の栄養教諭・教

職員、保護者、給食関係者だけでなく、市町村などの地方自治体と教員委員会担当者も含めて、現場まかせ

にするのではなく、責任持って広く関係者が連携して共通理解を進め、認識を高める必要がある」と強調し

ました。 

 また、学校給食の現場で先進的に実践している原田栄養教諭は「市の協力を得て食物アレルギー対応委員

会を立ち上げ、細かな対応をしている。関係機関とも連携し、校内研修も重ねるなど、緊急時の事故防止に

努めている。例えば、カレールウに米粉を使うなどしたアレルギー対応食の提供では、学校内で専用の容器

や食器で区別し、誤食を防いでいる」などと、具体的な取り組み事例を紹介しました。 

 セミナー第２部では、「食物アレルギーの子を持つ親の会」代表の武内澄子氏をコーディネーターに、製

粉業者、食品メーカー関係者がアレルギー対応の取り組み事例を発表し、その後、会場内でアレルギー対応

食品を含めた米粉食品の試食展示会を行い、参加者と意見交換しました。製粉業者、食品メーカーの各社か

らは、製造工程でのアレルギーに対するコンタミネーション対策の先駆的取り組みや、食物アレルギー特定

原材料不使用保存非常食、卵・乳・小麦を除き、米粉を使った学校給食用のスイーツ等の開発、販売に取り

組む事例の報告がありました。 

 これらを受け、武内氏が「報告頂いた各社は、アレルギー対応に作業的、コスト的にも大変な努力をなさ

れていることを感じた。そのための従業員教育もしっかり行っていることも分かった。安全なことは食べる

側にとって安心感につながり、美味しさにもつながる。アレルギー対応食品は本当に美味しい。ぜひ試食会

ではそれを感じて欲しいし、アレルギー対応食品は美味しくないとか、米粉食品は高いという先入感を払拭

（ふっしょく）して欲しい」とまとめ、アレルギー対応食品の普及に期待を寄せました。 

 試食展示会には、新潟製粉(株)、ＪＲ東日本・日本レストランエンタープライズ、（一社）日本米粉クッ

キング協会、中国リス販売(株)、(株)大潟村あきたこまち生産者協会、(株)日東ベスト、グリコ栄養食品

(株)、(株)銀座コージーコーナーの各社が出品しました。展示会会場となった調理教室には、セミナーに参

加したほぼ全員が足を運び、試食しながら製粉会社、食品メーカー関係者に質問をしていました。 

＊第2部のコーディネーターは、武内澄子氏（食物アレルギーの子を持つ親の会） 
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金田雅代氏 原田康子氏 武内澄子氏 

事例発表の４氏 

試食展示、意見交換会のもよう 
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米粉で地域と日本を変える！ 

会場の製粉会館 試食する審査委員の皆さん 

来賓挨拶の 

農水省・那須氏 

主催者挨拶の 

島田理事長 

調理風景 



PAGE 13 第1９号 

石井さん受賞挨拶 審査会議 

集合写真 

調理品アピール 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 政府は３月３１日、今後10年の農政の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計

画」を閣議決定しました。食料・農業・農村基本法では「おおむね５年ごとに、10年

程度先を見通して」基本計画を策定することになっています。今回の新基本計画は

2010年以来の５年ぶり、４回目の改定となります。法定目標となっている食料自給率

目標は、カロリーベースで現行（民主党政権時代）の50％から５％下げて45％に

（2025年）、金額ベースでは３％引き上げて73％（同）としています。農水省では

「実現可能性を重視して設定」と説明しています。ちなみに、カロリーベースの自給

率は直近の４年間は39％で推移しています。また新基本計画には、初めて「食料自給

力」の指標を盛り込んだことも特徴です。食糧輸入が途絶えるという不測の事態に備

え、今ある農地をフル活用し、農業従事者、技術でどれだけ生産できるかを、４つの

食生活パターン（カロリー）で示しました。 

 主食用米の消費が減り続ける中、新基本計画では米政策改革の推進も盛り込み、飼

料用米については2025年の生産努力目標を110万㌧と設定し、現在の10倍に増産しま

す。また、米粉用米については、現行の50万㌧から５分の１の10万㌧に設定されまし

た。 

 農水省は、新基本計画で示した生産努力目標の達成に向け、米粉用米と飼料用米の

生産と利用拡大を目指す、今後５年間の基本方針もまとめました。特に米粉用米につ

いては、需要拡大の切り札として新たにピューレ状やゼリー状などに加工して活用す

る技術の利用を位置付けました。これは、競合する小麦粉と比べ、食味や日持ちを高

める強みに加え、製粉コストの低減やパン以外の用途の多様化が期待できるためで

す。ただ、ピューレ状やゼリー状だけでは生産目標の達成は難しいため、同省は従来

の粉状の利用も引き続き推進していく方針です。米粉用米の生産量は、需要の低迷で

伸びが鈍化し、2014年産は２万㌧弱にとどまっています。 

新「食料・農業・農村基本計画」を策定 

米粉用米の生産努力目標は１０万㌧に 



  政府は４月３日、農協法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。60年ぶりの

大幅改正となります。国会審議を経て成立後、来年（2016年）４月の施行を見込み、

移行期間は改正法施行後３年半とし、2019年９月末までに全面移行することとしてい

ます。 

 改正法案の柱は①ＪＡ全中（全国農業協同組合中央会）は一般社団法人に移行（た

だし、農協法の付則に「代表機能」や「総合調整機能」などの役割を明記）②ＪＡ都

道府県中央会は農協法に基づく連合会組織とする③ＪＡ全中の監査部門は分離し（外

出し）、新たに公認会計士法に基づく監査法人として新設する④地域農協（ＪＡ）に

は、公認会計士や新監査法人による監査を義務付ける（選択制）⑤経済事業を担うＪ

Ａ全農（全国農業協同組合連合会）は株式会社に転換できるようにする⑥地域農協の

理事は原則、過半数を認定農業者などのプロ農家で構成する・・・などです。また、

ＪＡ事業運営の原則に「農業所得の増大に最大限配慮する」と明確化されました。な

お、議論となったＪＡの准組合員の事業利用量規制については、改正法施行日から５

年間実態調査を行うこととし、当面は見送られることとなりました。 

 ＪＡ全中はこれを受け、ＪＡグループの自己改革をめぐる議論を本格化させ、農協

法改正に伴う組織転換、事業変更を見据え、今後の組織、事業の在り方を整理し、10

月に開く第27回ＪＡ全国大会の議案に盛り込む方針です。 

農協法改正案、国会に提出 

ＪＡ全中は一般社団法人に 

●農研機構・九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）は、米粉パン用の水稲新品

種「こなだもん」を育成しました。ふくらみが良く、型くずれしにくい米粉パンが作

れるのが特性です。「ヒノヒカリ」を栽培する西日本の広い地域で栽培を見込み、将

来は100㌶の作付けを期待しています。米粉にすると、粒が細かく、でんぷんの損傷

が少なくできます。育成地の福岡県筑後市では、出穂期や収穫時期は「ヒノヒカリ」

に近く、10㌃収量は約520㌔で、「ヒノヒカリ」並み。既に兵庫県の但馬地域で2012

年から試作され、14年には「こなだもん」の米粉を10％混ぜた米粉パンが試験的に売

られ、実需者からは「良質な米粉が作れ、パンの味も良い」との評価を得ました。 

●愛知県農業総合試験場は、従来の品種に比べて収量が多く、米粉麺や飼料用米にも

利用できる水稲の新品種「愛知１２５号」を開発しました。10㌃当たりの収量は、同

県平均の520㌔を上回る600～700㌔が見込まれます。米粉麺用の米は一般的には「越

のかおり」が多いですが、「愛知１２５号」は、さらにもちもちした食味があるのが

特性です。同試験場では、多収品種の「タカナリ」と、製麺に適したフィリピンの高

アミロース米品種を交配し、品種を固定化させて両方の特性を持つ「愛知１２５号」

の開発に成功しました。今年度から原種種子の生産と現地栽培試験を行い、一般栽培

は2017年度からとなる見込みです。同試験場では、生産者や製麺業者ら実需者らと連

携しながら普及を図っていきたい、としています。 

【米粉短信】 
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 ２代目の「米粉の名人」大賞には、主菜・副菜部門で応募した東京都の主婦、石井ゆかさんが

輝きました。決勝大会には全国６か所の地区大会を勝ち抜いた１８名が出場し、創意工夫あふれ

るレシピを自ら調理し、試食した審査委員にアピールしました。小泉武夫審査委員長からは「昨

年にも増してレベルアップした作品が多く、しかも全体に差がなく、審査は大接戦となった。和

食がユネスコの無形文化遺産になり、今年はミラノ博も開かれる。受賞作品でぜひ海外にも・・・」

と、今後の励みになる講評がありました。ほかの審査委員の方々からも「作品の情報発信に力を」

「レシピの公開、活用で商品化を」などと、米粉の普及、拡大に向けた期待が寄せられました。 

 「米粉料理グランプリ」も今年で２回目。新たに「外食向け」「給食向け」「家庭向け」「食物

アレルギー対応」「学生向け」という部門別の表彰制度を設けたことが特色です。これは、多彩

な米粉料理需要の発掘をさらに深めるのが目的です。米粉料理グランプリの表彰式で挨拶したＮ

ＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークの島田圭一郎理事長も「高校生から高齢者まで多くの応募

があり、一般の人たちにも広く米粉の良さを喚起させ、草の根的な広がりにつながっている」と

強調しました。また、米粉料理グランプリの開催と連携して実施した「米粉拡大アイデア募集」

と「食物アレルギー対応セミナーⅡ」も好評でした。アイデア募集で最優秀賞を受賞したＪＡ元

生活指導員の一條忠子さん（宮城県大崎市）は、家庭料理で米粉の普及拡大を図り、そのために

もレシピを早めに公開して欲しいと説きました。食物アレルギー対応セミナーⅡのテーマは「発

症リスクを下げる学校給食」。現場での具体的な実践事例はとても印象に残り、米粉の新たな需

要拡大に向けた戦略強化の必要性を改めて実感しました。 

 新年度に入り、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは第３回全国米粉料理コンテスト開催

をめざし、準備作業をスタートさせております。こうした中で、米粉を巡る国の政策に大きな動

きがありました。今後１０年の農政の指針となる新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定さ

れ、米粉用米の１０年後の生産目標を１０万㌧にしたことです（本号１４頁「トピックス」参照）。

農水省はこの目標の実現に向け、利用拡大を促進するための今後５年間の基本方針も策定しまし

た。この中で特に目を引いたのは、製粉・加工コストの低減と米粉用途の拡大が期待できるピュー

レ状やゼリー状などの新しい加工技術に着目したことです。これらについては、最近、民間レベ

ルと国傘下の独法研究機関で急速に技術開発が進み、商品化も始まっています。 

 国内産米粉促進ネットワークは足掛け７年にわたる米粉普及運動に取り組む中で、一環して米

粉用米の生産で水田を守り、米粉で新しい食文化を創造しようと広く呼びかけてきました。行政

が米粉の推進・拡大を法的に位置付けて５年が経過しました。これからが「米粉で地域と日本を

変える！」ための真価が問われる時です。米粉普及運動を国民運動に発展させましょう。そのた

めの環境が整いつつある今がチャンスです。（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 

【平成２７年度通常総会のお知らせ】 

下記の通り、ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク通常総

会を開催します。   

◎平成２７年度通常総会  

日時：６月４日（木）午後２時２０分開会  

会場：衆議院第２議員会館Ｂ１大会議室  

   （東京都千代田区永田町2-1-2）  
議題は26年度事業・決算報告、27年度事業計画、収支予算案等で

す。総会終了後の「米粉懇話会」では、宮腰光寛・自民党衆院議

員の講演「農政改革と米粉推進」（仮）、全国米粉料理コンテス

ト受賞者との座談会を予定しております。 
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米粉で地域と日本を変える！ 


