
ＮＰＯ法人 国内産米粉促進ネットワーク 

〒116-0041 東京都荒川区東日暮里6-40-22 

TEL:03-6314-4626 FAX:03-6314-4643 

E-mail:cap.net08@gmail.com 

需要拡大にさまざまな挑戦 

理事長 島田圭一郎 

事業推進へ業務体制を強化 

平成２４年度事業計画 

今後の米粉推進への期待 

自民党米粉推進議員連盟幹事長 小池百合子衆議院議員 

「米粉ビジネスに取り組む元気な女性」事例報告 

 ・油を使わない焼きドーナツを開発 

新潟県・大幸 専務 小林千冬世さん 

 ・“冷やしにっぽん”の定着めざす 

東京都・たふぃあ 代表 田中順子さん 

 ・料理教室で米粉レシピ普及に貢献 

金沢市・料理研究家  石野典子さん 

 ・小麦粉にない米粉の利点、強調を 

東京都・管理栄養士 宮本千華子さん 

 ・知っておきたい米粉の紛体特性と加工性 

副理事長 萩田 敏 

トピックス 

新任役員からのメッセージ 

新事務局次長挨拶 

事務所移転のお知らせ 

編集後記 

2 

3 

9 

11 

5 

10 

12 

14 

13 

8 

7 

14 

14 



PAGE 2 ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

 本日は民主党の篠原孝先生のご紹介で、議員会館の会議室で総会が開催で

き、皆様と共にお礼を申し上げたいと存じます。 

世界も日本も大きな歴史的転換期を迎え、新たな創造的な挑戦が求められて

います。しかし、あの3・11東日本大震災から何を学び、日本は如何に変わろ

うとするのでありましょうか。残念ながら歴史的な災禍を契機に、日本の新

たな再生と国づくりのグランドデザイン、復興ビジョンは今だ提示されず、

政治は政争に明け暮れ混沌とした状況にあります。 

 いま世界から「日本は歴史に学ばない民族なのか」という問いがあります

が、そうであってはならないと思います。とりわけ異常な事態に遭遇する中

で、食は命の源であり、国民食料はいかなる時も確保する準備が必要です

し、その土台である農業・農村を持続的に発展させることなしに国の未来は

ない、との思いを強くされた方は多いと思います。まして農業を潰し国を壊すTPP

など論外であります。 

 さて、私たちは皆様と共に2008年、貴重な水田機能を活かし「米粉で地域の農

業を元気づけ、日本の農業を変えよう。そして新しい米による粉食文化を創造し

よう」を合言葉に、キャップネットを立ち上げました。 

 あれから４年目を迎えます。これまで、米粉フォーラムや米粉事業の実践交

流、東京、大阪、横浜などでの米粉パビリオンへの会員の皆様との参加、製粉機

械の展示・相談会、さらに米粉パン、菓子などの技術者養成の料理教室、震災地

など各地での米粉レストランなど起業化支援、生協等と連携した米粉あっ旋な

ど、まだまだ力不足の点は多々ありますが、いろんな事に挑戦し、米粉の促進に

努めてまいりました。 

 この間、米粉用米の生産は昨年４万トン台、今年は５万４千トンと見込まれ、

加工、流通、地域での６次産業化など我が国の米粉産業のすそ野が徐々に広がっ

ています。本日も総会後実践発表をいただきますが、米粉料理教室を卒業した女

性が各地でパン工房を立ち上げるなど草の根的な取り組みが各地に生まれ、地域

の活性化に寄与しておられることを大変嬉しく思います。 

 しかし、政府が目標とする50万トンからすればはまだまだ１合目程度の段階で

す。各家庭に米粉があるのは当たり前という状況にはありませんし、いやそれ以

前に、まだ米粉100％のパンやケーキを食べたことがないとか、米粉の特性や使い

方がよくわからないといった声が多々あります。健康・栄養面での良さをもっと

PRしてほしいとの要望もあります。 

 消費者の関心は確実に高まっていますし、学校給食などまだまだ拡大の可能性

は十分あり、需要拡大の起爆剤になる取り組みが重要と思っています。そこで、

今年度からもう一度初心に帰り、常任理事の拡充、会員拡大や事業推進、情報収

集と発信力強化などにあたる体制強化を図りたいと考えます。そして各地での米

粉食品コンテストが開かれていますが、それらを糾合した米粉グランプリの開催

を検討するなど新たな自主事業の拡大に積極的に取り組んでまいりたいと考えま

す。 

 本日の総会に於いて皆様からの積極的なご意見、ご提案を頂きますようお願い

し、挨拶といたします。 

理事長 島田 圭一郎 

 ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは６月２６日、東京・永田町の衆議院第２議員会館で平成２４年

度通常総会を開きました。理事及び会員多数が出席し、２３年度事業報告と収支決算報告、２４年度事業計

画と収支予算案、役員改選などを承認しました。 

米粉グランプリの

開催を検討するな

ど新たな自主事業

の拡大に積極的に

取り組んでまいりた

いと考えます 
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Ⅰ．事業活動について 
 １．米粉普及・啓発事業 

 普及啓発のため、米粉に関するフォーラム、セミナー、講習会、米粉関連イベントなどを積極的

に開催し米粉の普及啓発を図る。 

  米粉製品（パン・麺・洋菓子・料理）の製造・調理技術講習会を初心者、起業希望者、米粉普及指

導者などの技術水準に応じて開講し、技術を身につけた米粉普及のリーダーを養成する。今年度は

とくに地方における講習会の開催によって、各地域において米粉の普及啓発を図るとともに、米粉

製品技術普及のリーダーを養成したい。 

  (1)米粉促進のための啓発事業 

   フォーラム、講習会、セミナーの開催 

   大学等教育機関との連携による米粉啓発 

  (2)地域・企業・団体などと提携した米粉利用促進活動 

   学校給食や社食などとの提携による米粉促進 

   日本橋美人博覧会とのコラボによる米粉促進 

  (3)米粉促進のための技術的支援 

   米粉パン・菓子・料理教室の開催および協力 

  (4)米粉食品グランプリ(仮称)などの創設のための調査開始 

 ２．米粉に関する情報収集及び情報提供事業 

  (1)『メール通信』の定期刊行 

       「米粉で地域と日本を変える！」と題した『ＣＡＰ.Ｎ通信』を年４回全会員に配信、配布する。 

      (2)『メールマガジン』の刊行 

        米粉関連情報、ＣＡＰ.Ｎ企画情報などを会員に敏速に伝達するために適宜メールで配信す 

  (3)ホームページの充実 

      ホームページを随時更新し、より的確な情報が行き届くよう努める。 

３．米粉事業開発相談・支援事業 

 原料米の生産、製粉、製品製造(パン･麺･洋菓子等）、販売、消費にかかわる農商工連携による米

粉事業、産地形成などにかかわるハード、ソフト面の相談・コンサルタント事業、起業協力支援事

業を全国的に推進する。 

  (1)講習会・セミナー支援（共催セミナー企画、技術者・識者派遣） 

  (2)米粉関連事業の起業支援 

        東北被災地での米粉関連起業化への支援 

  (3)その他米粉関連事業支援 

４．米粉関連物品・機器の紹介事業 

  賛助団体会員などが製造供給している米粉、米粉商品、米粉製粉器機、米粉製品製造器機などを

ホームページや『ＣＡＰ.Ｎ通信』等を通じて積極的に情報を提供し斡旋する。 

 (1)生協等への米粉小袋販売の仲介 

 (2)CAP・Nを窓口とする米粉斡旋販売 

 (3)その他 

５．米粉に関する研究開発事業 

  (1)各地における米粉事業事例などの情報収集と分析 

      (2)その他 

６．その他目的を達成するために必要な事業 

      －米粉規格・安心システム－ 

     穀物検定協会および関係団体と連携をとりながら引き続き検討する。 

Ⅱ．会員・組織対策について 

平成２４年度事業計画 
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米粉で地域と日本を変える！ 

  １.会員間ネットワークの強化 

『ＣＡＰ.Ｎ通信』（年４回）、『メールマガジン』で米粉情報、イベント案内等の情報伝達を充実

させ、会員間の情報交流を活発にするためにネットワークの強化を図る。 

  ２.執行・事務局体制の強化 

ＣＡＰ.Ｎの活動の活性化を図るために事業企画、情報収集執行体制を再編強化する。 

増大する事務業務の分担効率化を図る。 

Ⅲ．財務基盤の強化 
  １.会員拡大により経常収入の増大を図る 

  ２.各種事業の活性化により事業収入の増収を図る。 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

平成24年度役員・参与 

理 事 長  島田圭一郎 協同総合研究所顧問 元日本農業新聞代表取締役 

副理事長  萩田 敏  (財)日本穀物検定協会 こっけん料理研究所長 

専務理事  高橋仙一郎 協同組合米ワールド21普及協議会専務理事 

常任理事 岡阿弥靖正  元全国農業協同組合連合会専務理事 

常任理事  風間与司治 東都生活協同組合常務理事 

常任理事 黒川陽子  料理研究家 

常任理事  小池経二   株式会社東宣顧問 

常任理事  富田孝好  日本労働者協同組合連合会理事 

常任理事  安村碩之  元日本大学生物資源科学部教授 

理  事 江川和徳  新潟県農業総合研究所 元食品研究センター所長 

理  事 川村耕太郎 東京商工会議所元常務理事 

理  事 佐藤正志  全国稲作経営者会議会長 新潟ゆうき㈱代表取締役 

理  事 高橋正郎  宮城大学客員教授   

理  事 堤 公博  九州米粉食品普及推進協議会会長 米・食味鑑定士 

理  事 平岡 豊  マーケティングプロデユーサー 

理  事 八巻美恵子 食工房みやふく代表 フードコーディネーター 

監  事 岡元カツ子 労協センター事業団副理事長 

参  与 壽原克周  日本産直センター代表 元日生協・東都生協 

参  与 竹村 晃  農政ジャーナリスの会事務局長 元日本農業新聞 

参  与 高橋英昭  (有)セブンケントス代表  元協同広告 

平成２４年度通常総会のもよう 
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 議員連盟の加藤紘一会長の代わりにごあいさつ申し上げます。自民党が野党

に転じてからは、正直なところ自民党米粉推進議員連盟は活発な活動をしてい

たわけではありません。私は環境大臣を３年務めた後、防衛大臣に就任しまし

た。中東が専門ですが、資源が少ない日本は安全保障の観点からも石油、エネ

ルギーが重要ですが、食料の安全保障も欠くことができない重要な課題です。

今日、国家として持続可能であり続けるには何をしなければならないのか。日

本は瑞穂の国。農業、中でも米は業であると同時に、心のふるさとであり、田

畑は環境保全の面から極めて重要な役目を果たしています。 

 田んぼはエコシステム、生態系を維持していくためにも、保水力の面からも

極めて重要です。また、漁業をする漁師も豊富な魚を維持していくためには、

山に登って木を植え、伐採する。自然とともに暮らしている方々は、生態系の

重要性を肌身に身にしみて感じているからこそ、「漁師、山に登る」をなさっ

ています。一方で、耕作放棄地が増えていることも、残念ながら事実です。こ

れはひとえに、農業はもうからない、高齢化が進んでいる、特に米作は魅力が

ない、次世代が承継しないためでしょう。米作は政策が大きな役目をしていま

すが、これに振り回され、日本農業の課題を全てひっくるめ背負っているよう

です。 

 私は東京が選挙区ですが、地元で練馬ダイコンを種まきから育てています。季節

になると「百合子漬け」という名称でネットで販売しております（笑）。昨年末に

収穫したダイコンは雨の関係で深く伸びた結果、１人で抜くと途中でポキンと折れ

てしまい、２人がかりで抜きました。“練馬ダイコン抜き機ロボット”のような補

助的な作業機があれば、腰も痛めず、売れるのでないかなと思ったりします。 

 ここから、米粉の話しをします。日本人が１ヶ月に３個パンを食べるようになれ

ば、食料自給率が１％改善されます。しかし、米国から小麦を輸入しては、逆の方

向に行ってしまいます。米粉入りのパンは美味しくないとなかなか普及しません。

食料安保のためとか、田んぼを守るために食べなさいと口に突っ込んでも誰も食べ

ません。何よりも美味しくないと食べない。パン屋さんに聞くと、米粉パン専門店

を売りにブランドしようにも、パン製造ラインを米粉用にしないと、あとがやりに

くいといわれる。米粉パンは足が速いですが、防腐剤を入れたのでは逆効果になり

ます。米粉パンの特徴であるもちもち感をプラスにして、美味しさを出すにも、製

造方法に工夫が必要です。 

 それと、米粉パンのブランド力をつける必要があります。教育の場としての学校

給食は大きなマーケットで、普及には確実です。他に、たくさんまとまって食べる

組織といえば、その代表例が２７万人の自衛隊があります。ただ、昨今の財政事情

から、高いのはなかなか難しく、価格問題をどう改善していくのかが課題です。日

本マクノナルドにも、米粉の活用をお願いしたことがありますが、残念ながらレ

ギュラーのメニューには入っていないようです。与党の時代には、航空会社（ＪＡ

Ｌ）の機内食（ファーストクラス）と、ビジネスクラス客の空港待合室に米粉パン

「米粉政策促進には大義がある」

と講演する小池議員 

 国会審議の合間をぬって、自民党米粉推進議員連盟幹事長の小池百合子衆議院議員（予算委員会理事）に

激励を兼ね、講演していただきました。 
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米粉で地域と日本を変える！ 

を提供してもらったこともあります。 

 ＪＡにもお願いし、ＪＡ・パン、つまりジャ・パンブランドに すればいいと思

い、商標登録も考えましたが、あまりにも一般的過ぎて、なり得ないということで

した。農家がせっかく米粉を生産するのですから、米粉促進のための予算もついて

いるので活用するためにも、いくつか課題はありますが、智恵を絞ることによって

大きく広がるマーケットだと確信しております。 

 私は、雇用の場としての農業、環境保全の場としての自然の保護を、ぜひ提唱し

ていかねばと思っています。私は米粉のことをいろいろ研究していく中で、農業を

雇用の問題などから改めて見直す例として、１９２９年の世界大恐慌があります。

この時、米国は何をしたのか。当時経済が悪化する中、雇用が確保できずにおりま

した。農業という伝統産業が雇用の問題、米国経済全体を引っ張っていくためには

どうしたらいいのか。そこで始まったのがファーマーズマーケットです。地産地消

ということです。ファーマーズマーケットの精神を生かして、危機があったからこ

そ新しい流れができて、今も米国各地で続き、ヨーロッパでも朝市が根付きまし

た。それによって雇用を確保したのです。 

 米粉の普及では、いろいろチャレンジするところはありますが、それをどうやっ

て長続きさせるのかが大きな課題だと思います。米粉の製造ラインをどうするの

か、とにかく米粉を使うことがもうかることだ、ということを見せなければなりま

せん。 

 改めて、米粉の普及を応援するためにも、１日も早く、政権に戻りたいと思いま

す（笑）。そのほうが手っ取り早いかと・・・。 

 環境大臣の時に、暑い日本の夏を乗り切るために、７年前の２００５年にクール

ビズを始めました。政治の世界では、政策を作りますが、そこには大義がないと政

策にはなり得ません。そして、そこに共感が生まれているのか。全て、大義のない

政策はないのです。地球温暖化対策という大義、錦の御旗があって共感を得たか

ら、クールビズという政策が実現できたのです。これこそ政治主導です。 

 日本は瑞穂の国であり、米粉にも同じく大義は山ほどあります。ではどうします

か。共感をどうしますか。じいさん、ばあさんから子ども達まで「米粉は美味しい

よ！」と言い、「人生最後に何を食べたいのか」、「米粉パンが食べたいね」と言

わせるような製法、物流を目指すため、皆んなで智恵を出したいですね。ジャ・パ

ン、いいと思いますよ。共に頑張りましょう。この国の自然を守り、地域を守り、

文化を守り、心を守るという、大義のある米粉、そしてそれを促進する国内産米粉

促進ネットワークの活躍を心からご期待申し上げます。ありがとうございました。 

米粉入りのパンは

美味しくないとなか

な か 普 及 し ま せ

ん。・・・何よりも美

味しくないと食べな

い。 



発表する小林さん 
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「油を使わない焼き

ドーナツ「コパドーナ

ツ」は、カロリーが低

くてもちもち、しっとり

しているのが特徴で

す。 

 小さな製粉会社でもこれだけ頑張っているんだ、ということを話します。

住宅設備工事会社を２５年間やってきましたが、主人の「これからは米粉

だ！」という声で、一昨年から倉庫を改築して米粉製造プラントを導入、米

粉の製造、米粉商品の販売を始めました。 

 まずは、原料の米粉用の米の確保です。苦労しましたが、新潟県主食集荷

商業協同組合から米粉用魚沼産コシヒカリ（新規需要米）４３トンを手に入

れました。大手と違い小さな会社なので、希少価値のあるものを作ろうと、

まずは発芽玄米にターゲットを絞りました。自社で手間ひまかけ、本当にい

いもの作っていこう、と。これが本社のポリシーです。次の課題が製粉機械

です。これも主人が東京ビッグサイトの展示会まで足を運び、ひとめぼれし

た機械を購入しました。 

 現在、販売する米粉は、魚沼コシの米粉、玄米粉、発芽玄米粉の３種を主

体にしていますが、この５月からは新たに発芽玄米の焙煎（ばいせん）も開

発しました。販売方法ですが、米粉はできたが、どうやって売っていいの

か。何のルートもない。新たな壁にぶつかりました。米粉の良さを分かって

もらおうと、東京のマルシェなどに出展しながら、お客さんの生の声を聞き

ました。その結果分かったのは、都会の人は「米粉って何？」「どうやって使う

の？」と認知度が低かったことでした。 

 米粉の販売ではまだ大口の取引はありませんが、パンの小売店を中心に小口の取

引が多数あり、インターネット販売も確実に増えてきています。そこで今度は、米

粉の加工食品を作って販売しようということで、毎日試行錯誤の積み重ねの連続で

したが、昨年からはＯＥＭですが、レトルトカレーやパスタ、麺も作り、加工メー

カーに持っていきました。 

 今も手探ぐりの日々ですが、そこで、今年４月から製粉工場内の一画に菓子製造

室を設け、女の目線で開発し、販売したのが、魚沼産コシヒカリの米粉を１００％

使った油を使わない焼きドーナツ「コパドーナツ」でした。これはカロリーが低く

てもちもち、しっとりしているのが特徴です。現在は、各地で開催されているイベ

ントに参加してＰＲ活動をしていますが、大変美味しいと好評です。試行錯誤を繰

り返しこだわり抜いた自信作です。今後は関東エリアを中心に販売の拡大を計画し

ております。 

 この２年間、素晴らしい世界と思って飛び込んだのに、あまりに普及度の低さに

愕然（がくぜん）とする毎日ですが、自分たちは米粉が大好きで始めた仕事です。

小麦アレルギーでお菓子が食べれない子どもが、美味しそうに食べてくれた笑顔が

忘れられません。なんてやりがいのある仕事だろうか。米粉がどんどん広まってく

れればいいな、と思っています。 

 ２年間はあっという間でしたが、素晴らしい人たちとお会いでき感謝です。これ

からも、「コパドーナツ」を中心に、美味しい米粉パン、米粉スイーツが手軽にど

こでも買えるよう、米粉を広くＰＲし、普及に頑張っていきます。 

新潟県魚沼市 有限会社大幸 専務取締役 小林千冬世さん 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 「たふぃあ」は、ニュージーランドの原住民の言葉で、「感動する」という

意味です。米粉商品に出会うきっかけは、虚弱体質だった子どもの頃、近所の

農家の米作りを手伝ったことでした。その時、大地からのエネルギーをすごく

感じることができました。そして、短大卒後に生まれ育った福島県いわき市の

農業資材会社で営業の仕事の傍ら、米を作り（１７アール）と畑（４０アー

ル）もしました。有機農業でしたが、当時は今のように有機ＪＡＳ認定もない

頃で、市場に持っていっても何の評価も得られす、値段がつけられないなど、

小規模農家には安定した収入が上げられないことを痛感し、農業を辞め、会社

もやめ、東京の青果市場の仲卸会社で働き始めました。 

 そこでは、スーパーなどを回り、農家と契約する付加価値をつけた野菜や米

の加工品も勉強しました。そして、自分でも農業していた時に感じていたこと

ですが、規格外の野菜や米を何とか出来ないのかということでした。 

その過程で、出会ったのが、５，６年前から注目され始めていた米粉パン、米

麺、お米スイーツでした。会社では私が好きだった麺類から始めようと、加工

食品を学んだ人脈から製麺会社を紹介してもらいました。一昨年の夏には米

麺、玄米麺、梅麺の３種類の米麺を作り、販売を始めました。原料のコシヒカ

リは、私が農業していた頃、苗づくりからお世話になった、いわき市の農家にお願

いしたものです。本当に美味しい米麺ができました。米麺が安定して普及してくれ

れば、私も再び米作りができる、と思います。 

 まずは、地産地消のＰＲからと、地元のお祭り、レストランなどのメニューづく

りに商品の提供を続けてきました。市内９つの給食センターや毎月１回の栄養士の

会議でも米粉で作ったワンタンスープの試食などを重ね、昨年１月からは学校給食

のワンタンスープも採用してもらい、麺類はホテルや旅館にも好評です。 

それから２か月後に３・１１東日本大震災が起きました。当時、いわき市にいたの

ですが、海沿いの道の駅は津波に流されてしまいました。気を取り直したのは、復

興フェアなどで声をかけていただき、事故前の商品だから大丈夫と販売の応援をし

て下さる方がたくさんいたことです。震災後は、いわき市の特産品を応援してくれ

る人がいっぱいいます。 

 現在、美味しい米麺をもっと多くの方々に知っていただくために、米麺の冷やし

メニュー「冷やしにっぽん」を商標登録中です。「冷やしにっぽん」は、本社が提

案するオリジナル「稲穂めん（米めん、玄米めん他）」シリーズを原料に、レスト

ラン、ホテル、旅館などで調理、提供する料理やメニュー、加工食品（ＯＥＭ含

む）に使うことができる名称です。冷やし中華ではなく、お米の麺を定着させるこ

とができないのか。中華、洋食、和食の中で、それぞれの“冷やし”のメニューと

いうことで、シェフに腕をふるってもらい、Ｂ級グルメ、冷やし日本選手権とかの

イベントを始めたら、とも思っています。都内のレストランでも「冷やしにっぽ

ん」にいくつか取り組んでくれています。今年も猛暑の夏になるとのニュースが流

れていました。節電の夏です。この「冷やしにっぽん」食べてクールダウン、と

思っております。 

 これからの目標と夢は、米粉商品を通して私の夢である就農に向けてもう一度進

んでいきたいことです。お米の消費拡大、米粉商品の定着化を進めるには、立ち食

いそば屋で、そば、うどんに加え、米麺も選べるようになって欲しいですね。米麺

の中でも、カロリーの低い米麺、機能性のある米麺、地域の特産品を練りこんだ米

麺など、農家さん方と共に商品開発もしたいです。全国各地で美味しいお米麺が定

着してくれれば、と思います。 

東京都豊島区 株式会社たふぃあ 代表取締役 田中順子さん 

発表する田中さん 

これからの目標と

夢は、米粉商品を

通して私の夢であ

る就農に向けても

う一度進んでいき

たい 
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県の広報誌やテレ

ビ、雑誌でも米粉

料理のレシピで米

粉の魅力を紹介し

たら、子どもの体に

もいいと好評でし

た。 

 金沢は山あり、海あり、土も良しで、美味しい食べ物の条件が全部そろっ

たところです。特産の加賀野菜は、京野菜にも負けず劣らずで、お米とも相

性があいます。最近は、米粉をアレンジするとレシピが浮かび、夜も寝られ

ないくらい睡眠不足になるいくらいです。 

 最初は、郷土料理研究家としてスタートし、料理教室を始めました。そこ

で米粉に出会ったのは７年前です。当時はまだ、米粉料理の資料も何もない

時代で、米粉を使ったレシピを依頼されましたが、頼む人も不安気に「でき

る？」・・「やれますよ」と言ったものの、上新粉と何ら変わらない、単な

るうるち米を粉にしたものとのイメージしかなく、教える側の立場にありな

がら、全く知識がなく、毎日眠れなくなり、悶々としていました。 

 不安のなかでのスタートでしたが、１年経って、米粉で試作しました。い

ろいろなものに利用できる。石川県生活研究グループ協議会からの依頼で、

イカと夏野菜の南蛮漬け、夏野菜スープにも、まんじゅうも米粉で美味しい

料理ができることが分かってきました。レシピも増え、皆様に米粉の知識が

深まるレシピを指導する機会が増えました。 

 ４年前には、介護者のための学校の料理教室で、誤嚥(ごえん)する食品レ

シピに、米粉でとろみやしっとり感を出すレシピを指導し、喜ばれました。反響も

よかったことから、米粉料理にますますはまってきました。金沢市のエコライフ料

理教室では、米粉生地でピザを作る際、生地に水の代わりにヨーグルトを使ってこ

ねたら、お米のおこげのにおいが消え、またトマトソースではなく、お米にはみそ

だろうと、みそソースを使ったら好評でした。米とみそとよく合うのですね。すご

く受けました。 

 この３年間は、米粉を使ってフライパンで手軽に出来る地産地消メニュー、米粉

尽くしでバレンタイン、親子で楽しくできる米粉の軽食は、毎年続くイベントに

なっています。小麦粉に比べ触食感、手触りが違うと好評です。米粉をテーマにす

ると、１回受けた人はまた来年も、と参加人数も増え、人気の教室になっていま

す。県などが主催する指導者向けの勉強会でも、米粉料理をやって欲しいと要望が

あり、参加者からは、こんな美味しいものがこんなに簡単にできるのか、と、参加

する人のレベルが上がってくるのも実感します。県の広報誌やテレビ、雑誌でも米

粉料理のレシピで米粉の魅力を紹介したら、子どもの体にもいいと好評でした。米

粉の良さの１つは、天ぷらやグラタン料理などで、揚げて、時間が経ってもべ

たー、となりません。みんな米粉にはまっていきます。 

 金沢の情報誌で紹介した米粉のお菓子とパンのレシピは、米粉の料理教室を広げ

るきっかけになりました。料理教室の参加者に聞くと、それまで米粉パンやお菓子

を食べた経験はあるが、料理で米粉を使ったことがある人はまだ２割ほどしかいな

いとおっしゃる。そこで、グラタンなど優しい米粉料理を教わると、みんな家で

作ってみると言うところまで辿りつきました。 

 昨今の健康ブームから健康食やサプリメントで栄養のバランスを頼りがちの傾向

がありますが、お米こそ栄養面からもバランスのとれたヘルシー食であることを認

識する事がとても大事です。米や米粉はあらゆる食材とも相性が良く、米粉料理は 

無限に広がる夢のある仕事、反響のある楽しい仕事です。これからも、石川の美味

しいお米と米粉料理の美味しいレシピで米粉の普及に貢献したいと思っています。 

石川県金沢市  料理研究家  石野典子さん 

発表する石野さん 
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米粉で地域と日本を変える！ 

 自宅、公民館、専門学校などでの料理教室や新聞への執筆、本、テレビでの

料理紹介、料理講習会などで米粉を使った料理を広めていきたいと思っていま

す。健康を考えた、美味しくて身体にいい、作りやすい料理、そして見栄えの

よい、お洒落な料理がモットーです。安心で安全な日本の食事を守り、自給率

を上げたい、という思いから米粉インストラクターの資格をとりました。 

米粉料理活動ですが、対象は主婦以外に、保健所、特養、学食、フリーの栄養

士さん、調理員、ヘルパー、料理研究家などで、食の専門家が多ですね。こう

した料理教室で米粉料理レシピを起こし、講習しています。また、保育園の栄

養士、調理員を対象にした地域の講習会でも米粉料理を紹介しております。最

近は、親子クッキングで小学生と米粉のクッキーの実習を行いました。お母さ

んは米粉を知らなかったのですが、子供たちは一生懸命に丸めて楽しそうに

作っていました。夏休み講習では、簡単にできる米粉のかぼちゃ団子などを予

定しています。 

 米粉料理レシピではこれまで、ヤリイカの米粉揚げ、イサキのナッツ入り米

粉揚げ、若草団子かき卵汁仕立て、米粉の小倉蒸しケーキ、米粉の胡桃ゆべ

し、米粉の苺蒸しパン、栗入りクリームチーズの米粉タルトなどを紹介してい

ます 

 米粉の特徴は、グルテンが含まれていないので硬くならず、初心者でも上手にお

菓子を作れます。クッキーは、こね過ぎてもグルテンがないので、焼き上がりが硬

くならず、タルト生地でも、生地がべとつかないので麺棒なしで、簡単に延ばすこ

とができます。クレープも、グルテンがないので、ねかさないで直ぐに焼けます

ね。米粉を使った揚げ物はかりっとあがり、冷めてもかりっとして、大量調理では

とても助かっています。粒子が細かく、溶けやすく、まぜやすい。特養ホームの栄

養士さんからの報告では、とろみをつけた料理が冷めても離水しにくい（水が出て

こない）。小麦アレルギーの代用として、添加物を含まないとか、安心、安全な米

粉は、保育園などで取り組みたいとの声を多く聞かれます。 

 アミロース含量の多い粉は食物繊維が多く、血糖値の上昇を緩やかにします。予

備軍も含めれば国民の６人に１人が糖尿病という国民病の食事療法に取り入れる。

これに野菜粉末を入れれば栄養価が高まるし、色素米の機能性にも着目したいです

ね。 

 消費者からみた米粉の問題点と普及の課題、これからの要望と展望についてお話

しします。スーパーなどでは目につくところに置かれてないか、商品がないところ

もある。あっても１種類。価格が小麦粉に比べまだ高い。しかし、小麦粉にはない

米粉の利点を強調すべきです。もっとＰＲすべきです。米粉のパンや菓子が少な

い。目に付かないから話題にならない。スーパーも売れないから置かない。米粉を

使用したいが、特養などの集団調理にどう取り入れてよいか分からない。こんな状

況ですから、現場の栄養士や地域の主婦や子供対象の料理講習会が定期的に企画さ

れることを望みます。 

 これからも、米粉レシピを起こし、講習会、新聞、本、料理教室などで広めてい

き、米粉の消費拡大を通して、食の安全さ、大切さを訴え、微力ながら自給率が上

がるよう努めたいと思います。 

東京都 管理栄養士 料理研究家 宮本千華子さん 

発表する宮本さん 

米粉の特徴は、グ

ルテンが含まれて

いないので硬くなら

ず、初心者でも上

手にお菓子を作れ

ます。 
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大事なことは、機能性

を活かした商品訴求

力 を ど う 伝 え るか で

す。そのためには、米

粉の持つ製粉特性や

成分特性をうまく使

い、小麦粉商品と差

別化できる商品を作る

ことです。 

 本日の懇話会事例発表を聞いても、米粉の良さは分かるが、まだ使い方が

分からずに使ってくれない人が多い、と思いました。国の食料・農業・農村

基本計画では、米粉の目標生産量は平成32年度（2020年度）に50万トンと

なっておりますが、昨年でまだ４万トン余で、目標までいくには大変です。

それにはまず、米粉の特性を知ってもらうことが重要です。 

 米粉の加工で重要なのは、「粒度分布」、「でんぷん損傷度」、「アミ

ロース含量」の３つです。それによってどんな商品ができるのか。 

 まず、粉の大きさ、細かい、粗いがどれくらいなのか、使う目的（食品の

種類）に合わせた粒度が大切になります。でんぷん損傷度は難しい言葉です

が、米粉食品を作るとき、必ず水分を加えます。その際、どれくらいの水を

吸うのか、粉によって吸水量の違いで加工や食感に大きな影響を与えます。

パン、ケーキにしろ、団子にしろ、加工する時は適度な粘度が必要になりま

す。また、米の成分のアミロース含量の多少によっても、加工特性が変わ

り、食感が違います。ですから、作ろうとする商品の加工適性に合った紛体

特性、成分特性のものが求められることを理解し、食品加工をすることが求

められます。この３つ以外では、産地と安全性がポイントです。米にはト

レーサビリティー制度がありますが、ビジネスとしてもその商品について、何処

で、誰が、どのように生産、加工等したのか等の情報を伝えることで商品価値が高

められます。これらを消費者にきちんとストーリー性を持たせ商品情報を積極的に

伝えることが重要です。 

 加工における影響としては、製粉特性（品質）と米粉食品の相性を見ますとパン

やケーキでは粒が細かく、でんぷん損傷度が低い方が比容積も多く、型崩れも少な

い結果となります。加工において求める米粉商品に対して、原料である米粉の製粉

特性により、どう加工への特性があるのかを、よく理解することが重要です。 

同じ様に、アミロース含有量の違いで食感や成型に影響しますので、どのような米

を使うかで加工適性が変わってきます。アミロース含量によって、加工に与える影

響が大きいので、うまく使いたい。高アミロース米品種には食物繊維が多く含ま

れ、健康に良く、機能性もあります。麺やパスタ、飲料に適性が高い。中アミロー

ス米品種（多収米）は、パンやケーキ、調理用、団子などいちばん幅広く使えま

す。黒米や赤米などの色素米は玄米粉で使うことになりますが、ポリフェノール、

食物繊維、ビタミン類も多く含まれることから高付加価値の差別化商品として考え

られます。 

 もう１つ大事なことは、機能性を活かした商品訴求力をどう伝えるかです。その

ためには、米粉の持つ製粉特性や成分特性をうまく使い、小麦粉商品と差別化でき

る商品を作ることです。素材が違うのだから、小麦商品と同じものを、と思ったら

技術的にも価格的にもハードルが高くなってしまいます。素材の持つ力をどう活か

すか。そこが重要です。 

 消費者が今、何を求めているのか。今後、米粉ビジネスを普及、拡大する上で

は、国産で低カロリー、機能性に富む、安全・安心のトレースができる等の情報伝

達、開示が重要なキーワードとして取り組めば、ビジネスチャンスは高められるこ

ととなります。ユーザー、消費者に商品情報をきちんと伝えることで普及拡大する

ことで、新しい食文化が生まれます。ぜひ、米粉を増やしていきましょう。 

 本日の懇話会事例発表でもお分かりの様に、米粉の普及推進には、決断力が早

く、発想が豊かで、商品ネーミングにも優れる女性目線がとても重要です。 

日本穀物検定協会 こっけん料理研究所長 ＣＡＰ.Ｎ副理事長 萩田敏 



PAGE 12 ＣＡＰ．Ｎ 通信 

米粉で地域と日本を変える！ 

農水省は平成２５年度予算概算要求で、新たに米粉の製造コストの削減技術の開発

を支援する事業を盛り込みました。食料・農業・農村基本計画では、平成３２年度

（２０２０年度）の食料自給率を５０％まで引き上げるために、麦、大豆、新規需

要米といった戦略作物の大幅な生産拡大を目標に掲げています。これに伴い、生産

が拡大している米粉用米については、米粉価格が小麦粉価格に比べ割高にあること

から、さらなる需要拡大を図るためには、製造コストを削減することが必要です。

そこで、同省は来年度予算の概算要求で、米粉の製造コストの削減と新たな需要の

開拓を目指し、米粉・小麦粉製造事業者、パン・めん製造事業者の二次加工メー

カーが一体となって行う、製造コストの削減技術や米粉と小麦粉のミックス粉など

の新たな安価で良質な米粉製品の開発を支援することにしたものです。 

農水省が米粉製造低コスト革新技術の開発支援へ 

「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」（６次産業化ファンド法）が７月末、

国会で可決、成立しました。国と民間企業が共同で投資ファンド（運用基金）を設

置して、農林漁業者が主体の合弁企業に出資し、農林水産物の加工・販売などに取

り組む６次産業化を支援するのが目的です。ファンドを運用する機構の設立は、１

０月を予定していましたが、法案成立が大幅に遅れたこともあり、年明けにずれ込

む見通しです。同法は、民間の資金とノウハウを生かし、ファンドからの出資を補

助金と並ぶ新たな資金調達の手段として活用するのが特徴で、米粉の普及、産業化

にとっても追い風になると期待されています。 

６次産業化ファンド法が成立 米粉普及に追い風 

農水省が８月に公表した食料需給表によると、２０１１年度の食料自給率（カロ

リーベース）は３９％で、前年度と同率にとどまりました。戸別所得補償制度の対

象を畑作物に広げ本格実施したことで小麦等の生産が増えましたが、東日本大震災

の影響などで米の消費が減り、増産効果を相殺しました。政府は政権交代後の２０

１０年３月の食料・農業・農村基本計画で、食料自給率を２０２０年度に５０％に

するとの目標を掲げていますが、１９９７年度に４１％、９８年度には４０％まで

低下して以降、１０年余にわたって４０％程度の水準で低迷が続いています。 

２０１１年度は飼料用米、米粉用米などの新規需要米や小麦の生産が増えるなど戸

別所得補償制度の本格実施が一定の成果をもたらしましたが、自給率を上げるまで

には至りませんでした。自給率の下げ要因となった米消費の減少は、昨年３月の東

日本大震災直後に消費者が食料確保を急ぎ米を買いだめしたため、１１年度に入っ

た４月以降の購入が減ったことが要因です。これに加え、小麦製品の消費増などの

影響もあり、１人当たりの米消費量が５７．８㌔と３％減ったことが響きました。

その結果、米だけで自給率を０．５ポイント押し下げました。 

２０１１年度の食料自給率は３９％ 小麦増産も米消費減 
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 今年度から、ＣＡＰ．Ｎの一員として参加させていただきました小池と申します。広告会社出身

で、主に最後は農業関連を担う部署で活動しております。その関係で稲作農家の方々を始め、農業

関係の方にはいろいろと貴重なご教示をいただいております。米粉全般に関しては、そのような背

景から３年以上前から、微力ながらお手伝いをいたしております。米は日本人にとりまして、食の

中心であることは申すまでもなく、国土の環境保全や古来よりの日本文化を形成してきた貴重な穀

物であります。私が育ってきた若い時代には、米はまさに主食であり、日本食の王道でした。しか

しながら、今日を顧みますと、食生活の多様性そのものを否定するわけではありませんが、やはり

食生活全般が何かおかしい方向に向かっているのではないかという感慨を禁じえません。そのよう

な想いを胸に、もう一度米穀そのものである米粉の健全な普及にいささかでもお役に立てればと考

えております。今日「米粉」という名前は、かなり浸透しつつあると認識しておりますが、今後は

米粉そのものの優れた特性や、技術革新により大いに拡大した使用場面を受け、その調理法の普及

や、栄養学面でも広く国民の皆様にお伝えできればと思っております。 

小池経二 

 この度、常任理事に就任しました黒川陽子と申します。日頃から、「食卓の向こう側」である農

業や林業、漁業や食文化の地域性・多様性を守ることの大切さを実感しており、生産者の方々との

お付き合いを深めるなかから、生産と消費のつなぎ手としての社会貢献を果たすための活動に従事

することの大切さを感じています。私にとっての米粉は、タイ、ベトナムなどの食材という認識

だったのですが、十年程前、東北の農家さんを訪ねたときに、米粉を使ったパン、ドーナツを食べ

させて頂いたことで日本でも米粉が身近な存在になりつつあることを知りました。それからほどな

くして、店頭でも米粉パンを見るようになり、今では米粉もスーパなどで扱われるようになってい

ますが、一部の人達のものであり、まだまだ、小麦粉のように手軽に利用されるまでには至ってい

ないのが現状のようです。米粉について考え、その存在意義、大切さ、普及に必要なことはどんな

ことなのかなどを考えつつ、ＣＡＰ.Ｎにおける米粉の普及に携わることができればと考えておりま

す。宜しく、お願い致します。 

黒川陽子 

 皆様、こんにちは。今年度理事としてお世話になります八巻美恵子です。宮城県仙台市を中心に

パーティ料理のケイタリングや企業様のメニュー開発の仕事をしています。お米を無駄なく有効に

活用したいとの思いだけで、米を水に浸して卓上ミルで撹拌し、使い始めたのがきっかけです。そ

の原始的な方法での自家製米粉は、ザラザラで状態は良くありませんでしたが、揚げ物の衣やパン

ケーキにと使用していました。パーティでは「今日の粉は米を撹拌して使っています」と説明する

と、多くの方が興味を持ち会話が弾んだものです。あれから７年、今では優れた米粉も手に入る様

になりました、全然知識のなかった当時を思うと恥ずかしくなりますが良い思い出となっていま

す。米粉を使う事で甘みや風味が増し、他にない良さが出ると感じていますし、嬉しい事に米粉に

出会って調理の幅も広がりました。その様に話しながら「米粉一家に一袋運動」を進めています。

どの家庭の台所にも普通に米粉が置いてあり、毎日の調理に使うきっかけになれば嬉しいです。微

力ではありますが、皆様のお力添えを頂いて米粉好き仲間を増やしていけたら嬉しいと考えていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

八巻美恵子 



今年も残暑が長く続き、近年の日本の夏は、すっかり「亜熱

帯気候」になってしまったようです。目を海外に転じると、

今年も世界各地で異常気象が頻発し、特に米国のコーンベル

ト地帯は半世紀ぶりという大干ばつに見舞われ、トウモロコ

シと大豆の作柄が著しく悪化しています。このため、穀物の

国際価格が再び高騰し、トウモロコシは史上最高値を更新す

る事態になりました。穀物の需給ひっ迫は、食料自給率３

９％の日本の食卓を直撃し、食料品の値上げを招いておりま

す。それだけに、国内で唯一、自給できる米の存在が改めて

認識されるよう世論喚起が求められます。総務省の家計調査

によると、昨年１年間の１世帯当たりのパンの購入金額が、

初めて米を上回りました。忙しい現代人にとって、「手間と

時間」がかかるご飯食は敬遠されたのでしょうか。かといっ

て、「輸入依存」が続く小麦に、日本人の主食の座を明け渡

すわけにはいきません。こういう時だからこそ、米粉パンは

じめ、魅力ある米粉食品を広く食卓に普及するための官民挙

げた運動の展開が欠かせないのです。（Ｔ） 

編集後記 
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 今回“縁”あって、「参与」として「事務局次長」の業務で本ＣＡＰ．

Ｎの事務局をお手伝いさせていただくことになりました壽原克周（すは

ら・かつのり）と申します。島田理事長には日生協時代の１９８６年に

「第２回全国産直研究交流会」の講演講師でお世話になって以来、安村事

務局長とは大学院生時代から同学の先輩としてお付き合いさせていただい

てきました。ＣＡＰ．Ｎにご協力させていただくにあたりまして“自己紹

介”の代わりに、今春“名実”ともに“リタイア”しました折に、これま

でにお世話になった方々にご挨拶させていただきました一文を添付いたし

ます。 

・・・本年３月末をもちまして、東都生活協同組合の嘱託職員を辞しまし

た。（2010年３月末日には日本生活協同組合連合会を定年退職し、一年間

嘱託職員として勤め、2010年４月より２年間、東都生活協同組合にお世話

になりました。）日本生協連・東都生協在職中は皆様から公私にわたり温

かいご厚情を賜り、四半世紀の“産直担当”の職を全うすることができま

したことを、心より感謝申し上げますとともに厚く御礼申し上げます。今

後は“フリー”の立場から、「農・食・産直」に関するライワーク・テー

マを引き続き追究したく思います。その“肩書き”として若干大袈裟かと

は存じますが、「日本産直センター」を名乗ることとし、目下、「商標」

登録中（＊７月27日付「商標登録」）です。そして、「日本産直セン

ター」代表として「農・食・産直」に関する活動を継続したく思います。

引き続き、何卒、一層のご指導とご厚情をたまわりますよう宜しくお願い

申し上げます・・・ 

新任挨拶 壽原克周(事務局） 

〒116-0041 

東京都荒川区東日暮里6-40-22 

電話 ０３（６３１４）４６２６ 

FAX ０３（６３１４）４６４３ 

Email: cap.net08@gmail.com 

ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク 

新事務所は、ＪＲ日暮里駅（東口）下車徒歩７分で

す。９月１０日から業務を開始しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新住所 〒116-0041 東京都荒川区東日暮里6-40-22 

  TEL:03-6314-4626 Fax:03-6314-4643 

  E-mail:cap.net08@gmail.com 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

電話、ＦＡＸ番号が、変更になりました。メールア

ドレスは変更ありません。引き続きよろしくお願い

いたします。 

ＣＡＰ.Ｎのホームページが閲覧できない状況（ウィ

ルス感染）が続き、ご迷惑をおかけしておりました

が、１０月中旬目途に新たにオープンします。よろ

しくお願いいたします。 


