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和カフェ「夢宇」〜

特
集

初の「米粉の用途別基準」「米粉製品
普及表示ガイドライン」を公表

NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク
は、農林水産省の平成 28 年度委託事業
「食
の魅力発掘による消費拡大のための国民
運動推進事業」に基づき、
フード・アクショ
ンニッポン（FAN）事務局とともに「米
粉の用途別基準」及び「米粉製品の普及
のための表示に関するガイドライン」づ
くりに取り組んできました。この間、有
識者で構成する専門部会も立ち上げ、ヒ
ヤリングを重ねてきました。これらを踏
まえ、3 月にその成果を同省に提出しま
した。これを受け、農林水産省は 3 月末
にプレス発表するとともに、同省の HP
にその内容をアップしました。今特集で
は、この 2 つの新たな指針を紹介します。

■ 最終報告をまとめた有識者ヒヤリング（3 月 22 日、東京・港区の電通本社で）

【米粉の用途別基準】
近年、米粉用米の利用量が年間 2 万㌧前半で推移している中、米粉の利用拡大に向けて、製粉コスト低
減の取り組みのほか、グルテンを使用しない米粉製品の開発等、様々な取り組みが進められています。米
粉については、小規模な米粉製造業者が多く、米粉用米の品種や製粉方法も様々なことから、米粉製造業
者によって製品の吸水量が異なるなどの製品の品質の違いがみられ、利用が広がりにくいといった課題が
あります。
「用途別基準」は、米粉普及の観点から、米粉製品の品質向上を図るため、米粉製造業者による共通の用
途別の米粉の基準に基づく自主的な製品製造の取り組みを促すものです。同基準の対象事業者については、
事業規模の大小に関わりなく、全ての米粉製造業者が対象となります。
■ 用途別基準の内容及び表示

1、米粉の主な用途について、菓子・料理用、パン用、麺用に分類する。

2、1 によって分類した各用途ごとの米粉の粒度、でんぷん損傷度、アミロース含有率及び水分含有
    率等の基準は、別紙の通り。

3、2 の基準を満たしたものについては、別紙の通り用途を表記する。
4、その他、留意すべき事項については、別紙に掲げる通りとする。

なお、これらの制度の推進に当たっては、事業規模等、米粉製造業者ごとの事情にも十分に配慮して参
ります。
2

米粉の用途別基準
用途表記

1番

2番

3番

主な用途
菓子・料理用

パン用

項目

粒度

麺用

（※一部、菓子・料理
用を含む）

粒径 75μm 以下の比率が 50％以上

レーザー
回折散乱式

10％未満

酵素法
(AACC 法
76-31)

(μm)

澱粉損傷度
(%)

15％以上

アミロース
含有率

20％未満

(%)

適応する用途の詳細は
【参考】のとおり

水分含有率

25％未満

20％以上
適応する用途の
詳細は
【参考】のとおり

10％以上 15％未満

(%)

グルテン
添加率

測定法

ー

(%)

18〜20%程 度
（※グルテンを添加している旨を
明記する必要）

注）各用途の具体的例は【参考】を参照
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ヨウ素呈色
比色法又は
近赤外分光
方式

105℃
乾燥法
又は
電気抵抗式
（電気水分計）

ー

【参考】

各米粉の具体的な用途の例及びアミロース含有率に応じた用途詳細
1番

2番

3番

アミロース含有率

アミロース含有率

ソフトタイプ

ミドルタイプ

ハードタイプ

15％未満

15％以上
20％未満

25％以上

柔らかいスポン
ジケーキ（例え
ばシフォンケー
キなど）
、クッ
キー

スポンジケー

強弾力の麺、洋酒

キ、クッキー、

に浸すなどの硬め

天ぷら粉、お好

のケーキ

み焼き粉、から
揚げ粉、惣菜類
（とろみ付け等）

パン全般

麺全般

＜付帯事項＞
1.

1 番の米粉は、アミロース含有率の別によって適応する用途が異なるので、米粉製
造業者は、上表を参考としながら、表示等により、消費者等に対して用途の詳細情
報を伝達するものとする。

2.

3 番目の米粉であってアミロース含有率 25％以上のものは強弾力の麺への適性が高

いので、米粉製造業者は、上表を参考としながら、表示等により、消費者に対して、当
該情報の積極的な提供に努めるものとする。
注）上新粉など、既存用途向けの米穀粉は対象としない。
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【米粉製品普及のための表示に関するガイドライン】
Ⅰ

趣旨
近年、米粉用米の利用量が年間 2 万㌧前半で推移している中、米粉の利用拡大に向けて、製粉コスト低

減の取り組みのほか、麦類に含まれるグルテンを使用しない米粉製品の開発等、様々な取り組みが進めら
れています。
このような中、グルテンフリー食品の需要が増加傾向にあり、これらの需要を取り込むことによる米粉
の利用の拡大が見込まれることから、米粉製品の普及に向け、製造業者の自主的な取り組みを推進するため、
米粉製品の普及に向けた表示に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という）を策定しました。
Ⅱ

ガイドラインの位置付け
本ガイドラインは、米粉製品の普及の観点から、米粉製造業者及び米粉加工製品の製造業者によるグル

テンを含まない製品の表示の自主的な取り組みを促すためのものです。
Ⅲ

対象事業者について
本ガイドラインは、事業規模の大小に関わりなく、全ての米粉製造業者及び米粉加工製品の製造業者を

対象としています。
Ⅳ

表

示

1、適用対象
本ガイドラインは次の製品に適用する。
ア Ⅴのグルテンの検査方法によりグルテン含有量のサンプル検査を行った結果、当該グルテン含有量
が 1ppm 以下の米粉
イ アの米粉を主たる原料として使用した製品であって、当該米粉以外の米粉、グルテン及び食品表示
法（平成 25 年法律第 70 号）により表示が義務付けられている範囲の「小麦」を含まない加工製品
2、表示事項
前項の製品（以下「ノングルテン米粉製品」という）に表示すべき事項は次のとおりとする。なお、
アの表示に当たっては、表示を行う米粉製造業者及び米粉加工製品の製造業者以外の第三者機関の検
査を受けることとする。
ア 前項のアの製品は、
「ノングルテン
（Non-Gluten）
」
の用語を表示するもの とする。なお、
表示に当たっ
ては、グルテン含有量が 1ppm 以下の製品である旨を付記することとする。
イ 前項のイの製品は、原材料としてグルテン及び小麦を含んでおらずノングル テン（Non-Gluten）
の米粉を使用している旨の表示をするものとする。
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Ⅴ

グルテンの検査方法
グルテンの検査方法は
「食品表示基準について」
（平成 27 年 3 月 30 日消食表 第 139 号消費者庁次長通知）

の別添「アレルゲンを含む食品の検査方法」の別添 1 の 2 に定める特定原材料等の定量検査法を準用する
ものとする。また、定量検査法の試験室間バリデーションに係る試料を含むグルテンたんぱく質の濃度レ
ベルについては、1 μ g/g（小麦たんぱく質の濃度として 1.2 μ g/g）となるよう設定するものとする。なお、
この検査方法に基づく定量検査法の評価は、下段の検査キットによるものとする。
Ⅵ

留意事項について
1

Ⅳの 1 のアの製品の製造業者は、本ガイドラインに基づくノングルテン（Non-Gluten）表示に当たっ
て必要な検査を受け、当該検査を受験した記録その他関係書類の整理を行うものとする。また、優良
誤認防止の観点から、必要な注意喚起表示に努めるものとする。

2

ノングルテン米粉製品の製造業者は、ノングルテン米粉製品の製造工程におけるグルテン及び小麦
の混入を防止するため、必要な検査を実施し、当該検査を実施した記録その他関係書類を整理するこ
と等、必要な対応を行うこととする。

3

ノングルテン米粉製品の製造業者は、適切な食品安全管理体制を構築するため、ISO や HACCP など
の取得に努めるものとする。

◆本ガイドラインの策定における米粉のグルテン含有量検査法の検証（定量検査法に係る試験室間バリデー
ション）にご協力いただいた企業・団体
【分析キットメーカー】
日本ハム株式会社中央研究所、プリマハム株式会社基礎研究所、株式会社森永生科学研究所
【分析機関】
一般社団法人日本海事検定協会、一般財団法人日本穀物検定協会 ( 東京分析センター )、一般財団法人日
本食品分析センター、オリエンタル酵母工業株式会社、株式会社つくば食品評価センター、株式会社ファ
スマック、公益社団法人日本食品衛生協会食品衛生研究所
【試料の作製、データ集計等】
江崎グリコ株式会社、グリコ食品安全センター、グリコ栄養食品株式会社、公益社団法人米穀安定供給
確保支援機構、国立医薬品食品衛生研究所
（各

五十音順）

＜検査キット＞
「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」のⅤの検査方法に基づくグルテンの定量検査法と
して確認された小麦タンパク質定量検査キットは以下のとおり。
・日本ハム社製 FASTKIT エライザ Ver．Ⅲ 小麦
・プリマハム社製 アレルゲンアイ ELISA Ⅱ 小麦
・森永生科学研究所社製 FASPEK エライザⅡ 小麦（グリアジン）
（五十音順）
（注）上掲のエライザキット以外のキットであって、今後、本ガイドラインのⅤの検査方法によるグルテン
定量検査法の試験室間バリデーションに基づきグルテンの定量検査法として確認されたエライザキットに
ついては、順次、本ガイドラインに定めるグルテンの定量検査法とする。
参照

農水省のＨＰ（米粉情報）

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
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7
（農水省資料）
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用途別基準、表示ガイドライン
普及浸透へ全国で PR
欧米など海外輸出も後押し

米粉の大幅な利用拡大に向け、3 月末に新たに「米粉の用途別基準」及び「ノングルテン米粉及び当該
米粉を使用した米粉製品の普及に向けた表示に関するガイドライン」が公表されました（特集面掲載）。こ
れを受け、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP．N）は

農水省の補助で新たに 2 つの新規事業

に取り組みます。1 つは我が国初の米粉の用途別基準やグルテンを含まない米粉・米粉製品の表示ルールを
全国的に広く普及・啓発するための PR 事業であり、もう 1 つは、こうした米粉および加工品の海外輸出を
積極的に後押しする事業です。
家庭内消費、製粉業者、食品メーカー、学校給食、外食業界などで米粉の利用を大幅に拡大するには、誰
もが用途に応じて選択でき、安心して使える米粉の表示ルールの確立が欠かせません。また、小麦アレルギー
に悩む人たちや教育関係者にとっても、グルテンを含まない米粉製品で安心して使える表示制度の整備が望
まれていました。
それだけに、今回の「米粉の用途別基準」及び「ノングルテン米粉及び当該米粉を使用した米粉製品の普
及に向けた表示に関するガイドライン」の策定は、米粉の利用拡大に弾みになると期待されています。今後、
これらを全国的に周知、徹底するために、
「革新技術等波及展開支援事業（米粉）
」では、全国 8 か所で米粉
事業者等への地方説明会を開催するなど、広く情報発信を行います。この中では、実際の米粉料理レシピの
調理を実演した動画をはじめ、関連パンフレットの作成など、新ルールへの理解を深めてもらうため、分か
りやすい PR 活動を行います。
一方、海外、特に欧米などでは小麦アレルギー対応からグルテンフリー食品市場が拡大傾向にあり、グルテ
ンを含まない米粉が健康食としても見直されています。とりわけ、今回策定されたグルテン含有量 1ppm 以
下（ノングルテン）という基準値は、欧米のグルテンフリー表示基準値（20ppm 未満）を大きくクリアし
た製品となり、欧米のグルテンフリー食品市場からも高い評価が得られることが期待されます。新規事業で
は、1 つは欧米のグルテンフリー食品市場調査（アレルギー等疾病患者団体、医療機関等の意識調査含む）
を行い、2 つめは欧州を対象に現地のグルテンフリー食品製造事業者、同食品販売事業者と国内の米粉製造
販売事業者とのマッチング、PR を行います。具体的には、ノングルテン日本産米粉による調理デモと試食会、
意見交換会を実施したり、健康食品等を販売する店舗で日本産米粉、加工品の展示試食等の PR など、活発
な取り組みを展開します。
◇
なお、このような新たな状況を踏まえ、現在、米粉に係る川上から川下までの関係者が一丸となり、国民
的な広がりのある運動として米粉の利用、活用を一層拡大していくための新たな民間の自主的な団体として、
「日本米粉協議会」
（仮称）設立に向けた準備も進められています。これには、
米粉製造業者、
当該業者の団体、
原料米の生産団体、食品製造業者及び流通業者、米粉製粉機械製造業者、さらには消費者団体、料理研究家、
栄養士、学識経験者等を会員として設立を目指すものです。同協議会は「新ルールを活用した米粉・米粉製
品の普及と新商品開発」
「6 次産業化の支援」
「世界最高水準の日本産米粉・商品の輸出の拡大」
「消費者が
安心して購入できるノングルテン米粉の認証基準づくり」
——などの活動に取り組む予定です。5 月 25 日に、
設立総会を予定しております。
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“ 和の優しさ ” で米粉スイーツ召し上がれ
〜グルテンフリーのお店

和カフェ「夢宇」〜

埼玉県川越市で、グルテンフリーのお店・和カフェ「夢宇」
（むう）を
母親と切り盛りする藤澤美宇さん（30）
。米粉 100％使用し、小麦粉は一
切使っていないお菓子が人気を呼んでいます。昨年秋開催の全国米粉料
理レシピコンテスト 2016（農水省主催）の関東・甲信越地区決勝大会で
は藤澤さんが考案した「もっちりお米のスフレチーズ」が最優秀賞のグ
ランプリを受賞し、続く全国決勝大会でも優秀賞（外食向けレシピ）を
受賞するなど、コンテスト審査員からも高い評価を受けました。
「小江戸」
の中心街にあるお店を訪れました。

■ 米粉の魅力を語る藤澤美宇さん

和カフェ「夢宇」は、関東の名刹「喜多院」から近く
にあります。開店して 4 月で、丸 2 年。店頭では招き猫
が出迎えます。デザート担当でパティシエールの美宇さ
んと、ランチメニュー担当でお店のオーナーでもある母
親の森まゆ美さん（60）で切り盛りしています。
ランチタイムが終わった午後、一息ついたところで開
口一番「小麦粉を使わないグルテンフリーのお菓子でも、
一般の人が食べて美味しいと選んでくれることが嬉しい。
米粉特有のもちもち感はあまり好きでない」と、美宇さ
んは微笑みます。取材中も、米粉スイーツ目当ての来客
がひっきりなしに・・・。
美宇さんは横浜出身。市内の製菓の専門学校でお菓子
づくりを学びました。出産を契機に母親と共同でお店を
開くことに。子供に安心して食べてもらえる商品を提供
したいとの思いから、小麦ではなく、グルテンを含まな
い米粉に注目。他店との差別化も図れると思い、使用す
■ 店先では「招き猫」がお出迎え

「米粉は小麦粉に比べて原料
の配合がとても難しく、試

行錯誤の連続でレシピの開発にはすごく苦労しました」と振り返ります。
それが今は店内にケーキから季節のフルーツタルト、各種の焼き菓子まで、
米粉を使った多彩なグルテンフリーのデザートが並んでいます。特に人気が
あるのがシュークリ—ムとロールケーキ。また、ランチタイムのメニューに
も米粉麺を使用していています。コンセプトは “ 和のやさしさでホッと一息 ”。
美宇さんは「開店して 2 年になります。場所柄、
観光客の方も多く訪れるので、
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■ 店では母親㊧がランチを担当

ることに決めました。ただ

小麦アレルギーを持つ方だけではなく、
ダイエットや健康面からもヘルシーな米
粉の良さを知ってもらいたく、これから
も美味しいスイーツと食事の提供に心が
けたいと思います」と、抱負を語ってい
ました。

■ 多彩な焼き菓子コーナーも人気

■ ショーケース内の米粉スイーツ

■ 店内のもよう

和カフェ「夢宇」
〒 350-0055
埼玉県川越市久保町 2−19
TEL：049-227-3497
HP：http://koedo-mu-u.com/
営業時間 10:30 〜 17:00（スイーツ販売は 18:00 まで）
。定休日

毎週火曜日、第 1、第 3 水曜日（8 月

から定休日変更）。28 日は曜日に関わらず営業。アクセスは、
本川越駅から徒歩 10 分、
喜多院から徒歩 1 分。
ドックランも併設されていて、テラス席は愛犬と同席が可能。
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トピックス
グルテンなしで 100％米粉パンの製造技術を開発
農研機構・食品研究部門と広島大学は 1 月末、パンを膨らませるために添加する小麦グルテンや増粘剤
を使わない 100％米粉パンを製造する技術を共同開発したと発表しました。市販のオーブンやホームベー
カリーでも焼くことが可能です。この技術のポイントの 1 つは、原料にでんぷん損傷度が低い米粉を使う
ことがあげられます。小麦アレルギーへの対応と米の消費拡大に貢献するものと期待されます。
現在市販されている米粉パンの多くは、パンを膨らませるために小麦グルテンが添加されており、小麦
アレルギーの方は食べられませんでした。また、これまで大手で製造されているグルテン不使用の米粉パ
ンは、増粘剤やでんぷんを加えて膨らみやすくしたり、特別な製造機器を必要としたりするものがほとん
どでした。
農研機構などは、でんぷんの損傷度が 5％以下の低い米粉を使うことで、グルテン不使用の米粉パンの
製造にこぎつけました。でんぷんの損傷度が低い米粉は栽培品種にかかわらず、湿式気流粉砕の製粉機で
作られるものに多く、でんぷん損傷度が低いと米粉は水を吸いにくく、パンの膨らみに必要な気泡を形成
しやすくなります。
今回共同開発した技術は、主原料が米粉 100% で、米粉に水、イースト、砂糖、食塩、油脂 ( バター
等 ) のみを加える基本的な方法です。小麦粉パンと同様な流れで作れるのが特徴です。同技術で作られる
100% 米粉パンは、小麦アレルギーやセリアック病に悩む方にとって朗報になるとともに、お米のおいし
さを活かした新しいパンを提供することで、米の消費拡大に貢献すると期待されます。
発酵中に形成した気泡を維持させる技術は現在、特許を出願中で、今後は、この 100% 米粉パンについ
て、製パンメーカーはじめ家電メーカーなど様々な業種と共同研究を実施する予定で、1、2 年以内をめどに、
品質改善や商品化を計画し、米加工品の 1 つとして海外輸出を含めた実用化研究を進めるとしております。
グルテン
小麦、ライ麦など、穀物の胚乳で生成されるタンパク質。その粘り気で、パン酵母が出す発酵ガスを閉じ
こめるため小麦パンが膨らみます。一方、小麦アレルギーやセリアック病の主要因です。
セリアック病
グルテンに対する異常反応に誘発される自己免疫疾患。小腸上皮組織に炎症を起こすため、栄養を吸収で
きなくなり、栄養不足に陥ります。アジアでは稀な病気ですが、欧米では患者が多く社会的問題となって
います。異物に対する防御反応である小麦アレルギーとは発症メカニズムが異なります。

農研機構・食品研究部門

HP

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nfri-neo/073238.html
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学校給食に役立つ献立づくりのヒント集を作成
農水省はこのほど「和食・米飯・米粉の学校給食に役立つ
献立づくりのヒント集」
（A4 判 18 ページ・カラー）＝写真
＝を作成し、関係方面に配布しました。同冊子はデータ編と
取材編で構成され、①全国の小中学校約 2,600 校へのアン
ケート調査結果②特徴ある学校給食の取り組み事例③米粉の
活用方法などを掲載しています。写真もふんだんに載せ、分
かりやすい説明も好評です。
アンケート調査結果によると、米粉パンを提供している学
校は半数以上に達し、小学校、中学校で大きな差はなく、栄
養教諭の配置や設備でも大きな差はみられませんでした。米
粉麺を提供している学校はまだ 1 割強と少ないのですが、地
域別では東北地方、中国地方で比較的多い傾向にあります。
米粉メニューの提供状況は、3 割以上の学校が「提供してい
る」と回答し、米飯提供の多い地域でよく提供され、また今
後も米粉パンを積極的に使いたいと回答した小学校は 21％、
中学校で 16％でしたが、全体としては「現状維持」との回
答が多い結果となりました。
米粉を学校給食に取り入れている事例として千葉県旭市立中央小学校と京都府南丹市立美山中学校を紹
介しています。旭市立中央小学校の場合は、地元産のお米を使った米粉を材料にしたカップケーキを土台
に、地元の特産品を加えたオリジナルのケーキ作りに挑戦。5 年生が各クラスでコンテスト形式でレシピの
立案、調理、試食を行い、投票によって 1 つに決めるという熱の入れようです。南丹市立美山中学校では、
月に 2 度のパン食以外は米飯給食を提供し、おかずに使う揚げころも（天ぷら粉）には、吸油率が低い米
粉を 100％使用するなど、米の摂取量アップに努めております。
最後の 3 ページは、料理研究家・栄養士の今別府靖子さん “ 直伝 ” の「失敗しない米粉の活用術」と題し、
給食向け米粉レシピ集として 8 点の多彩なレシピを紹介しています。
なお、今回の学校給食調査に協力した給食に使える業務用の米粉取り扱い企業として、みたけ食品工業
( 株 )、( 株 ) 中国リス食品販売、( 株 ) 波里、新潟製粉 ( 株 ) の 4 社を記載しています。
問い合わせは、農林水産省政策統括官付穀物課米麦流通加工対策室消費流通第 1 班
7950

電話：03（3502）

まで。

● 新潟米粉研究会が米粉セミナー開催

米粉短信

新潟米粉研究会は、
「米粉の日」記念日の 4 月 4 日に新潟市の新潟調理師専門学校で「米粉セミナー」を
開きました。江川和徳・新潟米粉研究会副会長（CAP.N 理事）が「米粉の用途別新基準とこれからの米・
米粉の可能性」と題して講演。公表されたばかりの「米粉の用途別基準」の内容を説明しました。また、農
林水産部食品・流通部の担当者が「新潟県における米粉普及推進の取り組み」について報告しました。こ
のほか、セミナーでは、調理実習として 4 名 1 班編成で 3 班に分かれ、
「米粉パンのサンドイッチ」
「米粉
団子入りミネストローネ」
「チヂミ三種」の米粉料理に腕を振るいました。
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編集後記
NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）が発足して今年で 9 年目。2008 年（平成 20 年）9 月
に任意団体としてスタートし、翌 2009 年 4 月に NPO 法人として認可され、今日に至っています。また、会
員向け広報誌「CAPnet 通信」の前身にあたる「メール通信」が 2009 年 5 月に創刊されました。その時の標
語「米粉で地域と日本を変える！」は今でも変わらず引き継いでいます。その後、2010 年 8 月に発行した第 5
号から「CAPnet 通信」と名称を変更し、今号で 27 号に達しました。
第 5 号の特集は 2010 年度通常総会（同年 6 月開催）です。新理事長に就任した島田圭一郎氏は「米粉産業
の新しい時代を創造するために、会員を増やし自主的な事業を積極的に拡大していこう」と、米粉普及促進運
動の大きな目標の実現を呼びかけました。この CAP.N の基本的な方針は、現在に至るも変わりありません。
この間、CAP.N は昨年度まで 4 回にわたり、初の全国規模の米粉料理コンテストを開催するなど、農林水産省、
JA グループ等の支援を得て、米粉の利用拡大に努めてきました。とりわけ、米粉ならではの料理レシピが満載
の応募件数が約 3,800 件に達した全国米粉料理コンテストの開催を通じ、米粉は、和食から洋食、デザートに
いたるまで幅広く使え、日本の新たな食文化を創造していく可能性を秘めていることを実感しました。さらに、
学校給食、
病院食、介護食、災害非常食などの献立にも利用範囲が広がる期待も大きくなっています。特に最近は、
アレルギー対応の代替食としても注目され、米粉の新たな需要拡大戦略の 1 つに位置付けることが求められま
す。
このような、9 年近くにわたる CAP.N の活動実績を踏まえ。CAP.N は次の新しい活動に踏み出そうとして
います。今 27 号の特集は、このたび公表された “ 本邦初 ” の「米粉の用途別基準」及び「米粉製品の普及の
ための表示に関するガイドライン」に関わる情報です。これを受け、CAP.N は現在、賛同する米粉製造業者及
びその関連団体等とともに、米粉の生産・利用・普及に取り組む、川上から川下までの幅広い関係者から成る
新組織の設立に向け、準備作業に取り組んでいます。この新組織を要として、今後は同基準及びガイドライン
を活用し、農水省等の支援を得ながら、更なる米粉の利用と拡大、普及を目指します。
今は正に “ 米粉新時代 “ を迎えようとしています。今こそ「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。新たな米粉普及運動を国民運動に発展させましょう。会員の皆様の各段のご協力をよろしくお
願い致します。
（T）

【平成 29 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。

NPO 法人

国内産米粉促進ネットワーク

日時：6 月 8 日（木）午後 1 時 30 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）
総会議題は、平成 28 年度事業報告・収支

〒 101-0054
東京都千代田区神田錦町 1-21

決算報告、監査報告、平成 29 年度事業計画、

大手町モダンビルディング 702 号

収支予算案等です。総会終了後の午後 4 時

TEL&FAX：

30 分から懇親会を予定しております。

E-mail:

03-5283-6336

cap.net08@siren.ocn.ne.jp

CAPnet ホームページ
http://www.cap-net.jp
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