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　2008 年に NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）を設立して以来、8
年間にわたり運動してまいりました。貴重な我が国の水田機能を生かしながら、米粉
の生産と普及を通じて農家に元気を与えようと取り組み、食料自給率の向上につなが
る多様な運動を展開してきました。
　現下の米粉用米の生産量は、政府の基本計画による目標 10 万㌧に対し、3 分の 1
弱と厳しい現実にあります。しかし最近の新しい流れや消費者ニーズを見れば決して
悲観するものではありません。今日は新しい発展への重要な転換期を迎えているのではないかと思っておりま
す。これからも気を緩めることなく、国民的広がりのある運動にしなければならないと思っております。
　例えば、この 3 年間、CAP.N は全国規模の米粉料理コンテストに取り組んできました。主婦の方から専門家
まで多数の参加をいただいていますが、そのうちの約 6 割は、高校生や専門学校生等の若い人たちです。応募
作品についても審査員の先生からも「米粉でこんな料理ができるのか」と評価されるなど、年々米粉料理の完
成度、技術力が高まってきたのが現実です。こうした人たちが全国各地に広がり、原動力となっていることは
大変嬉しいことでもあります。当初は多くの人が、米粉は小麦粉の代替品ではないのか、と思われていましたが、
そうではなく、それをきっちり遮断し、米粉ならではの特性を生かした商品を提供することによって、大きな
感動が広がっています。
　また、熊本地震の被災地では、若いお母さんたちは子どもたちのための離乳食が、また高齢者の方々は食べ
やすい介護食がないという中で、米粉を活用した商品を提供したら大変喜ばれたと話題になったことも伝えら
れています。会場にそれらのサンプルが展示されています。
　こうしたことを考えると、米粉食品は新たに介護食とか離乳食、非常食としての分野も今後拡大できる大き
な可能性を秘めていると思っております。さらに、世界的に見ると、最近は、グルテンフリー米粉食品、グル
テンフリー食品を食べようという流れがあります。米仏では前年比 20％台増という高い伸びを示している分野
です。米粉は食べながらダイエットできる、健康を保つことができる、精神の集中力を高めるなど、グルテン
フリー食品を食べることによって米粉の機能性が見直されています。
　このような状況を踏まえて今年度は何を為すべきか。全国規模の米粉料理コンテストは、今年も行いたいと
念願しております。これは国の事業のコンペですが、果敢に挑戦して、ぜひ実現したいと思っております。さ
らに今年度は、新たに国の事業として、米粉の用途別基準づくりとグルテンフリー表示について検討していき
ます。この事務局を CAP．N が担うことは決定しております。これから 1 年間かけて　専門家を交えて協議を
重ねていきます。こうした取り組みを通じて、一歩一歩前進して、新たな道を切り開いてまいります。宜しく
お願い致します。

事業計画や収支予算案を承認　平成 28 年通常総会
　NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は 6 月 8 日、衆議院第二議員会館第一会議室で平成 28 年
度通常総会と「米粉懇話会」を開きました。総会には、理事役員及び会員約 40 人が出席し、27 年度事業報告
と収支決算報告、28 年度事業計画と収支予算案などを承認しました。また、役員改選が行われ、島田圭一郎氏
が再任されました。（詳細は「特集」で掲載）

「米粉需要拡大へ、新たな発展の道を切り開こう」
開会の挨拶　島田圭一郎理事長
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I ．事業活動について
　１．米粉普及・啓発事業
　　(1) 全国米粉料理コンテストの開催
　　　　　米粉需要の増大を図ることの重要性に鑑み、米粉および米粉　
　　　　製品を広く周知させるため、前年度に引き続き「全国米粉料理
　　　　コンテスト」の地方および中央での開催を目指す。
　　(2) 米粉促進のためのセミナー等の開催
　　　　　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。
　　(3) 地域、企業、団体などと提携した米粉利用促進活動
　　　　　行政組織、教育機関、各種団体、企業などと提携した米粉利用促進活動を展開する。とくに、
　　　　地方におけるイベントや講習会を地域組織と提携して開催し、全国各地域において米粉の普及
　　　　啓発を図るとともに米粉促進リーダーを養成する。
　　(4) 米粉促進のための技術的支援
　　　　　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。
　２．「米粉に係る調査」農林水産省の委託事業 ( 新規 )
　　　　家庭及び食品メーカーにおける米粉の利用を拡大するため、米粉製品の粒度やタンパク質含有
　　　率、グルテン添加量等の実態と用途との関係性及びグルテンを含まない米粉製品に関する技術・
　　　市場性等を調査し、分析結果を取りまとめ報告する。　  
　　(1) 米粉製品の分析
　　(2) 米粉製粉事業者の現地調査
　　(3) 食品メーカーの意識調査
　　(4) 海外のグルテンフリー表示に係る調査
　　(5) 有識者に対するヒアリング調査
　３．米粉に関する情報収集及び情報提供事業
　　(1)『CAP.net 通信』の定期刊行
 　　   　　『CAP.net 通信』「米粉で地域と日本を変える！」の内容を充実させ、年４回全会員に配信
　　　　配布する。
　　(2) ホームページの充実
　　　　　ホームページを随時更新し内容を充実させ、より的確な情報が行き届くよう努める。
　　（3）全国米粉料理コンテストのレシピを有効活用する。
　４．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。

通常総会 米粉懇話会特集

平成 28年度事業計画
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理	事	長	島田圭一郎	 ( 一社 ) 協同総合研究所顧問	( 株 ) 日本農業新聞	元代表取締役社長
副理事長	萩田　敏	 農林水産省近畿農政局兵庫農政事務	元所長
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　松原　博	 ( 株 ) 日本農業新聞	前代表取締役社長　事業推進本部長
常任理事　小池経二	 ( 株 ) 東宣	元顧問　事業推進 ･企画開発担当　
常任理事　富田孝好	 日本労働者協同組合連合会	副理事長
常任理事　安村碩之	 日本大学生物資源科学部	元教授
理　　事　岡阿弥靖正	 全国農業協同組合連合会	元専務
理　　事　風間与司治	 東都生活協同組合	専務理事
理　　事　川村耕太郎	 東京商工会議所	元常務理事
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長
理　　事　重野徳夫	 新潟県農協中央会	元専務理事
理　　事　堤　公博	 九州米粉食品普及推進協議会	会長、米 ･食味鑑定士他
理　　事　平岡　豐	 マーケティングプロデューサー
理　　事　横田修一	 全国稲作経営者会議副会長、(有 ) 横田農場	代表取締役
理　　事　市原るり子	 いばらきコープ生活協同組合理事、上級食育指導士
理　　事　折田　浩	 全日本司厨士協会　東京地方本部　副会長
理　　事　小谷あゆみ	 フリーアナウンサー、農業ジャーナリスト
理　　事　丸山清明	 東京農業大学客員教授、農水省元研究総務官		中央農研元所長
監　　事　青木輝光	 税理士法人世田谷税経センター代表、税理士
監　　事　小林裕子	 日本労働者協同組合連合会	理事	
顧　　問　高橋正郎	 日本フードシステム学会　元会長、日本大学	元教授
総務部長
参　　与　島村忠雄	 ( 株 ) 農協観光	元総務
広報 ･渉外部長
参　　与　竹村　晃	 農政ジャーナリストの会事務局長
事業推進主幹
参　　与　柏崎元一	 ( 株 ) 日本農業新聞　元広報

　５．米粉関連物品・機器の紹介事業
　　　　賛助団体会員などの事業内容や製造供給している米粉、米粉商品、米粉製粉機器、米粉製品製
　　　造機器などに関する情報をホームページや『CAP.net 通信』等を通じて積極的に紹介し斡旋する。
　６．米粉に関する研究開発事業
　　　　全国各地における米粉関連事業事例などの情報収集と分析
　７．その他
　　　　米粉普及推進のための新たな事業
II．会員・組織対策について
　　　会員間ネットワークの強化
　　　　　『CAP.net 通信』( 年４回 )、ホームページで米粉情報、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。
III．組織、財務基盤の強化
　１．全国米粉料理コンテストなど米粉普及運動と結合した積極的な会員拡大
　２．各種事業の推進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	　　第５期 (平成 28、29年度 )	役員・参与
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井田さん
　米粉は中華やカレーなど幅広いメニューに使えるのがいい。米粉料理の印象
を高めるためにも、美味しく見せるための色彩を豊かにし、食欲をそそるアレ
ンジも大切です。米粉で揚げた油は何回でも使える。燃費の面でも利点がある。
ホテルの６５％が外国人客の今日、料理人のプロとして安全、安心の食物アレ
ルギー対応表示してこそ一流ホテルの証しになります。これからも米粉の魅力
を伝えていきたい。

石井さん
　米粉は一緒に入れても味のじゃまをしません。小麦粉を使って混ぜたりこね
たりするとグルテンが出ます。米粉だと、小麦粉を使うより生地が固まりやす
く、短時間で簡単に調理ができます。米粉にはグルテンが含まれないから簡単
に料理ができます。そこが小麦粉と違います。スーパーではグルテン入りとグ
ルテンなしの米粉があり、買い物もはしごしないと手に入らないのが現状です。

中村さん
和でも洋でもどちらでも合うのが米粉。もちもち感も魅力の１つで、から揚げ、
てんぷらは翌日になってもサクサク感が残ります。小麦粉ではできない。食物
アレルギーに配慮しながら、一般の人でも美味しいと思う食品をつくることは
大変ですが、米粉なら美味しいものでも手軽に作れると感じています。どんな
米粉が料理に合うのか、表示されていると消費者にとっても分かりやすいと思
います。

「世界のトレンド　米粉 de　グルテンフリーレシピの魅力」
〜ホテル総料理長と米粉料理コンテスト受賞者が語る〜座談会

　通常総会に引き続き、「世界のトレンド　米粉 de　グルテンフリーレシピの魅
力」〜ホテル総料理長と米粉料理コンテスト受賞者が語る〜と題した「米粉懇話会」
が開かれました。その中で、４人の受賞者はグルテンフリーの受賞作品を紹介し
つつ、米粉を使う利点やレシピ開発の要点などを説明し、約６０人の参加者は熱
心に耳を傾けていました。

（米粉懇話会出席者）
井田仲弘氏（ホテルメトロポリタン総料理長）
石井ゆか氏（第２回全国米粉料理レシピコンテスト全国グランプリ受賞）
中村祐希氏（第２回全国米粉料理レシピコンテスト関東・甲信越地区大会準グランプリ受賞）
羽生雅代氏（第２回全国米粉料理レシピコンテスト関東・甲信越地区大会優秀賞・家庭向け受賞）
林　秀和氏（第３回全国米粉料理コンテスト関東・甲信越地区大会特別賞・食物アレルギー対応レシピ受賞）
進行：萩田　敏（CAP.N 副理事長）
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羽生さん
　米粉料理は簡単にでき、シチューも、あまり失敗のないのが魅力です。子ど
もでも簡単に作れます。ただ、粉が違うと水分調節が難しいですね。米粉も使
う用途によって変え、分かりやすい配合で表示してあったら使いやすいし、手
にとりやすいと思います。主婦の目線からも望みたいですね。小麦粉と同じく、
強力、中力、薄力みたいな表示基準があるといいと思います。

林さん
　受賞作品で工夫したことは、米粉の皮は薄くし、伸ばしやすくして作った肉
まんを、かわいい豚の顔の形にして、アレルギーの子どもたちに喜んでもらえ
るようにしました。具材には子どもたちが好きなスイートコーンを使いました。
小麦アレルギーのお子さんをもつお母さんは本当に苦労しています。ケーキを
出されても食べたことがない。病院食として米粉麺、米粉パンを提供して喜ば
れています。

■	座談会終了後、会場からも意見が寄せられました。
・米粉食品をもっと学校給食で活用したら米粉消費が伸びると思います。米粉パン以外でもケーキ、特にカステラな　　
　どスポンジに向きます。小麦粉で作らなくても、米粉で多彩な料理ができるようになりました。

・製粉メーカーは、この粉にはこんな料理が合うとか、レシピをつけて販売するなどの提案を望みたいと思います。

・米粉の規格基準（区分表示）については、名称が難しい。大きく３分類ぐらいが適当と思われますが、例えば、松
　竹梅とか甲乙丙、ＡＢＣとかなると、（優劣の）順番のような印象が強くなる。小麦粉はたんぱく含量で強力、中力、
　薄力と区分されていますが、米粉についても、名称自体はこれでもいいのではないでしょうか。ただ、粒度分布
　をどこで切るのか、加水率の違いのどこを基準にするのかなど、課題があります。

　地震などの災害で避難所生活を余儀なくされる被災者にとって、乳幼児の離乳
食の確保が大きな問題ですが、特に４月の熊本地震では食物アレルギー対応の離
乳食として米粉製品が喜ばれました。CAP.N 総会に出席された堤公博さん（熊本
県菊池市在住）は、会場に米粉製品を持参展示し（写真）、被災地での支援活動に
ついて報告しました。堤さんは、九州米粉食品普及推進協議会会長で、CAP.N の
理事でもあります。これまでにも米粉の普及活動に取り組まれ、このたびの熊本
地震の被災地でも献身的な支援活動を続けておられます。

熊本地震の被災地で、米粉の離乳食が貢献
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小麦粉とは異なる用途開発を！
 東京農業大学客員教授・中央農業総合研究センター元所長　　丸山清明

　私は二毛作地帯の群馬県で生まれ育ち、朝は麦飯、昼は給食のパン、夜はうどんという食生活をおくってき
ました。趣味で 6 歳の時からメノウという石を収集しています。63 年も経ちましたので、家中メノウだらけです。
10 年前から始めた道楽は緑提灯です。緑提灯とは居酒屋に緑色の提灯を飾ってもらい、国産食材の使用をアピー
ルしてもらう運動です。緑提灯を飾るお店は、全国で約 3600 店がホームページに登録されています。参加す
るお店に緑提灯を送るときに、私からの手紙を同封していますので、緑提灯店を訪ねて、緑提灯の発案者と名
乗ると大歓迎してもらえます。
　在職中は農林水産省の研究所で稲の品種改良を担当してきました。1974 年に入省した当時は、安定多収から
育種目標が切り替えられ、良食味米の開発に重点が移されていました。これには、デンプン中のアミロース含
量に関する遺伝育種研究が効果を発揮しました。今では、販売されている米の大部分がコシヒカリ並みかそれ
以上の食味です。
　わが家の近くに農協の直売所がありまして、週に一度は訪れて、野菜や米を購入してきます。その中の定番
に米粉入りうどんがあります。稲の研究者だったので、思わず手にするのですが、品質に特に変わったことは
ありません。やはり、小麦粉を米粉に置き換えるのではなく、米粉の特徴が発揮される商品が嬉しいですね。
本会の活動を通じて、従来にない米粉の商品が出現することを期待していますし、私もお手伝いをしたいと考
えていますので、よろしくお願いします。

米粉の魅力を、メニュー提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 銀座イタリー亭代表取締役・オーナーシェフ　　折田　浩　

　この度理事に任命されました折田浩です。よろしくお願い致します。私は東京都中央区銀座で銀座イタリー
亭のオーナーシェフを務めながら、2010 年より日本穀物検定協会のこっけん料理研究所で家庭料理の講師を務
めてまいりました。その時初めて米粉に出会いまして米粉料理を研究してまいりました。
　最初は米粉＝小麦粉というスタンスでイタリア料理のパスタを米粉で製造する事だけを考えてまいりました
が、どうしても小麦粉を超す製品とその調理法が見つかりませんでした。試行錯誤の末、米粉の為の調理法を
考案しなくてはならないとの結論に達したのです。　
　小麦粉は強力粉、薄力粉とも、どのメーカーの物を用いても同じように料理（パン麺類）が出来上がりますが、
米粉はワインと同じで、作り手さんによって微妙に性格が違っているようで、作り手さん、または地域でメニュー
を提案していく必要があるように思います。
　米粉料理コンテストの審査員を務めておりますが、若い人達は最近私達プロの料理人とはまったく違った角
度から米粉料理を提案してくる方が増えてきました。これには私もビックリしているところで、米粉に対する
認識が、かなり高い水準にきているなと感じています。まだまだこれから長い時間がかかると思いますが、ア
レルギー対応等健康、人々が好む米文化、そして作り手さんと共においしさを求め、米粉料理作りに微力なが
ら皆様と一緒に前を向いて研究してまいります。共に頑張りましょう。

新任理事からのメッセージ
　NPO 法人国内産米粉促進ネットワークの通常総会で新たに理事に選任された丸山清明氏、折田浩氏、小谷
あゆみ氏、市原るり子氏の 4 氏からメッセージが寄せられましたのでご紹介します。
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アジアの米文化は米粉文化
 農業ジャーナリスト・フリーアナウンサー　小谷あゆみ

　国内産米粉促進ネットワークのみなさま、このたびはお仲間に加えて頂きありがとうございます。わたしの
お米（米粉）との出会いは、石川テレビでアナウンサーをしていた頃、ニュース企画として能登の棚田オーナー
になって米づくりを体験取材したのがきっかけです。
　代かき、あぜ塗りから始まって半年間棚田へ通ううち、水を張ってきらきら光る田んぼ、夏空の風にそよぐ
鮮やかな稲、そして輝くように色づいた黄金色の稲穂、棚田とは四季折々、こんなにも美しいものだったのか。
段々に照らされる夕暮れの里山を見渡しながら、わたしは何度も泣きたいような気持ちになりました。日本人
の主食であるお米とは、こんなにも人の心の奥を揺さぶる風景の中から生まれることを知ったのです。そして
この景観を創り出してきたのは、紛れもなく日々土を耕し、草を刈り、水の管理をしている農家の営みそのもの。
代々農村に暮らす人々が紡ぎだしたのでした。
　昨年、地球の食と農を考えるミラノ万博を取材しました。大人気の日本館以外に、ミャンマー、ラオス、カ
ンボジアなどアジア各国のパビリオンも大々的に稲をモチーフにしていました。アジアの米文化はライスペー
パーやフォーなど、米粉文化です。
　食生活が多様化する中、米粉の機能性や利便性からの利用促進も大切ですが、アジアの中の日本と日本人を
形成する田んぼの価値を伝えるツールとしても、米粉の果たす役割は大きいと考えます。

米粉普及は「用途に応じた規格・表示」から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 いばらきコープ生活協同組合理事　上級食育指導士　　市原るり子　

　米粉料理コンテストがご縁でこの度理事に就任しました。私達消費者の願いは、「安全、安心」そして「健康
で豊かなくらし」です。
　そのためには、地域の生産者を応援し、支える取り組みもあわせて行っていく必要があると考えており、い
ばらきコープでは、全国第二位の農業県である茨城県の農畜産物を応援する「茨城をたべよう！」運動の推進
にも力を入れています。担当する食育分野では、長年にわたり田植えや稲刈り・収穫体験の他に、茨城県の野
菜や果物を販売体験するキッズマルシェなど、生産者と消費者を繋ぐ活動を積極的に行っています。
　学校や幼稚園に向けた食育教室では、「米粉 de トルティーヤ」「米粉ナン」などアレルギー対応、米粉普及の
ためのプログラムを用意、お子さんや保護者の方と “ 楽しく ” 調理し米粉の利用を促しています。また、大学
の食育授業では 6 次化を目指したレシピ開発なども行っています。
　私達は、こうした地産地消や 6 次化などの取り組みをすすめ、地域経済の発展にも寄与していく必要がある
と考えています。
　米粉の普及には消費者が利用しやすく選びやすい「用途に応じた規格・表示」が必要です。CAP・N の活動
に消費者として声を上げ、微力ではありますが行政や地域と連携し米粉の普及のお伝いができればと思います。
よろしくお願い致します。

新任理事からのメッセージ
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　平成 27 年度の「食料・農業・農村の動向」（農業白書）が 5 月 17 日に閣議決定されました。農業白書では、冒頭
の特集として昨年 10 月に合意し、今年 2 月に署名が行われた TPP（環太平洋経済連携協定）と関連政策を取り上げ
ています。
　特集は「TPP 交渉の合意および関連政策」と題し、交渉の経過から合意内容、関連政策大綱の策定や経済効果分析
に至るまで幅広く紹介しています。TPP 参加 12 か国合せて 8 億人を超える巨大経済圏が誕生し、14 兆円の経済効
果と農林水産業は輸出拡大が期待されるなど政府が強調してきたメリットを改めて強調しています。一方で、TPP が
国内農業与える影響について白書は「関税の削減による海外の農林水産物との競争が起きる可能性がある」と指摘。
生産額は約 1300 億〜 2100 億円減るものの、農業の体質強化による生産コストの低減・品質向上で生産や農家所得
が確保され、国内生産量は維持されるとしましたが、合意後の、影響評価は過少だとの指摘や各県が独自で試算して
いる動きなどについての記述はありませんでした。また、日本の農林水産品で関税を撤廃しなかった割合は 17．7％
と、TPP 参加国の平均 1．5％に比べ高いと受け止め、米、麦、牛・豚、乳製品、甘味作物の重要 5 品目についても
国家貿易制度・枠外関税の維持、関税割り当てなど有効な措置を獲得したとしています。これを踏まえて白書では総
合的な TPP 関連政策で掲げた政策を「着実に実行していく」と明記しました。
　このほか、白書では今回、初めて重点テーマとして「食料自給力の動向」「輸出促進と日本食・食文化の海外展開」

「農業構造の変化」「地方創生の動き」の 4 項目を設定したのも特徴です。これによると、農業総産出額は年々減少し、
2014 年は 8 兆 4000 億円に。2015 年の農地面積は前年比 2 万 2000㌶減少して 449 万 6000㌶。基幹的農業従事者
数も減少傾向にあり、65 歳以上が 65％、40 代以下は 10％と、日本農業の厳しい実態を明らかにしています。さらに、
食料を生産する潜在的な力を示す食料自給力も低下傾向にあり、農地と担い手の減少が響いていると考えられます。

農業白書、「TPP交渉の合意」を特集

米粉短信

トピックス

●関東農政局「消費者の部屋」7 月特別展示
開催期間：平成 28 年 7 月 1 日（金）〜 8 月 1 日（月）、　9:00 〜 17:00 平日のみ開催
　　　　　（7/1 は 14:00 から、8/1 は 13:00 まで）。 
場所：埼玉県さいたま市中央区さいたま新都心合同庁舎 2 号館 1 階エントランスホール 
内容：パネル展示、パンフレット等配布 （今回の特別展示では、米消費拡大の必要性について、広く国民に理解を
　　　深めてもらうため、米粉利用の現状や地域での取り組み、米飯学校給食の推進に向けた政策などをパネルで紹
　　　介するとともに、関連したパンフレットを配布）
 
●第 14 回 東北米粉利用拡大セミナー（おうちで簡単！米粉レシピ）
　家庭で日常的な米粉の利用促進を図るため、料理に携わる方々や米粉に関心のある方を対象にセミナーを開催。
平成 28 年 7 月 27 日（水）、14：15 〜 16：15。
主催：東北米粉利用推進連絡協議会
場所：仙台市青葉区「エル・パーク仙台」（141 ビル 5 階）
講師：NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク副理事長 萩田敏氏
講演内容：「お米の新たな魅力」〜グルテンフリー・食物アレルギーにも安心 米粉の力〜
　　　　　「米粉食品の情報交換・試食」（米粉を使ったパン、麺、洋菓子など）
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　「全国米粉料理レシピコンテスト 2016」の作品募集が始まりました。本コンテストのスローガンは「未来に広がる　
米粉の多様なレシピ」————。今年は農林水産省の主催で、同省が平成 24 年度から毎年 11 月に実施している「食
と農林漁業の祭典」の一環として開くことになり、コンテスト運営を受託する事業体として NPO 法人国内産米粉促
進ネットワーク（CAP.N）が選定されました。CAP.NET は平成 25 年度から 3 年間にわたり、全国統一審査基準によ
る全国米粉料理コンテストを展開してきました。レシピの募集期間は 7 月 8 日から 8 月 15 日までで、今年も全国の
多くの皆さんからの応募を期待します。

　CAP.N 通常総会の開会挨拶で島田圭一郎理事長は「この 3 年間、CAP.N は全国規模の米粉料理コンテストに取り
組んできました。多数の参加をいただいていますが、そのうちの約 6 割は、高校生や専門学校生等の若い人たちです。
審査員からも “ 米粉でこんな料理ができるのか ” と評価されるなど、年々米粉料理の完成度、技術力が高まってきま
した。こうした人たちが全国各地に広がり、原動力となっていることは大変嬉しいことです」と強調しました。また、
総会後の「米粉懇話会」では「グルテンフリーレシピの魅力」と題し、ホテル総料理長とコンテスト受賞者との座談
会が行われました。その中では、「アレルギーを持つ子供が多い。米粉ならではの特性を生かすためにも、グルテンフ
リーへの取り組みが必要」との声があり、さらに米粉の用途別の基準作りへの期待も寄せられました。 

　また、今号では新任の理事さんからも「小麦粉を米粉に置き換えるのではなく、米粉の特徴が発揮される商品が嬉
しい」「米粉はワインと同じで、作り手によって微妙に性格が違う。作り手または地域でメニューを提案していく必要
がある」「アジアの米文化はライスペーパーやフォーなど米粉文化。アジアの中の日本と日本人を形成する田んぼの価
値を伝えるツールとしても、米粉の果たす役割は大きい」「米粉の普及には、消費者が利用しやすく選びやすい、用途
に応じた規格・表示が必要」などの、米粉への温かい応援メッセージが寄せられました。嬉しい限りです。

　CAP.N は米粉の利用拡大を図るため、平成 28 年度事業計画の中に、初めて用途別の基準作りとグルテンを含まな
い米粉製品の市場調査・表示の検討を盛り込みました。米粉の普及によって地域農業と水田を守り、食料自給率向上
に貢献し、新たな食文化の創造を目指す運動に取り組んで 8 年。CAP.N は会員の皆さんに支えられ、ここに国の事業
に関わる新たな業務に着手しました、これも、3 年間にわたる全国米粉料理コンテスト開催という活動実績があった
ればこそです。ホップ、ステップ、ジャンプ。そして「米粉需要拡大へ、新たな発展の道を切り開こう」（島田理事長）。
大きな飛躍の年度です。　（T）

編集後記

「全国米粉料理レシピコンテスト 2016」の詳細については、
同実行委員会のホームページをご覧下さい。

ホームページ

http://www.komeko-cooking.com

CAP.N ホームぺージ

http：//www.cap-net.jp/

NPO法人国内産米粉促進ネットワーク

〒 101-0054
東京都千代田区神田錦町 1-21
大手町モダンビルディング 702
電話&FAX：03-5283-6336
E-mail:cap.net08@siren.ocn.ne.jp


