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米粉で地域と日本を変える！
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■ 日本米粉協会の会長に就任した服部幸應氏

■ 米粉食品への期待と可能性を探った米粉懇話会

“ 米粉新時代 ” の創造へ機能発揮を
「平成 29 年度通常総会」＆「米粉懇話会」

■ 各界の関係者が出席し米粉の発展を誓った日本米粉協会の設立総会
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　NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は 6 月 8 日、東京・永田町の衆議院第 2 議員会館第 1 会議室で平
成 29 年度通常総会と米粉懇話会を開きました。総会では、提出した平成 28 年度収支決算や 29 年度事業計画など 7
議案を承認し、懇話会では「米粉食品への期待と可能性」と題し、全国米粉料理コンテストの審査員を務めた 3 氏が
パネリストとなって、米粉の魅力、アイデアに富んだ米粉料理への熱い思いを語り合いました。

収支決算や事業計画を承認
 提出 7 議案を全会一致で

米粉新時代の出発点に力を結集しよう
島田圭一郎理事長　

　NPO 法人国内産米粉促進ネットワークは来年 10 周年を迎える。これまで皆様と
ともに、一歩一歩運動を積み重ねてきたが、やっと最近になって、2 万㌧前後にとど
まっていた米粉の需要拡大に、新しい風が吹き始めてきたという感じを持っている。
そういった状況に火をつけたのは、先般、5 月 25 日に設立した日本米粉協会だ。多
くの人たちに、米粉に対する関心、興味が非常に高まってきたのではないかと思う。
　我々はこの 4 年間にわたり全国米粉料理コンテストを展開してきた。延べ 4,000
人を超える方々から応募をいただいた。同時にこのコンテストを通じて、全国各地
にいる地域のリーダーあるいは 6 次産業、地域コミュニティービジネス等の実践者
を大きく広げて，各地に仲間を増やしてきた。（略）昨年度、農水省が米粉の品質

調査とグルテンフリー表等に関する学識者のヒヤリング調査事業を興し、CAP.N が FAN（フード・アクション・ニッ
ポン）とともに受託し、1 年間にわたって検討、調査してきた。この結果を踏まえ、3 月 29 日に農水省から「米粉
の用途別基準」と「米粉製品普及のための表示に関するガイドライン」が発表された。この実効を期することも含め、
先般、日本米粉協会が誕生した。この協会を産む原動力となり、各業界を橋渡しして、糾合してきたのは CAP.N で
あり、我々が果たしてきた役割は実に大きいと思う。　
　今後、関係者、団体が一丸となり、新たな取り組みが期待されるが、CAP.N の健全な機能があってこそ、新たな
日本米粉協会の歯車を回すことになる、ということを十分ご理解いただきたいと思う。今回の協会は川上から川下
まで生産者及び生産者団体、製粉、食品加工、流通業者、消費者、学識経験者を糾合した組織であり、今後その潜
在的な力は大きなものがあるだろうと感じる。しかし、車に例えるなら、立派な車体はできたが、実際それを動か
すエンジンはどうか。それは、今の段階では、様々な情報収集、政府、関係団体等との折衝、あるいは事業を受託
したうえでの実際の推進力などは、私たち CAP.N が具体的に機能を担っている、と考えてもらいたい。財政規模か
らも協会で専任事務局体制を整えるには何倍もの資金を要する。
　もちろん、遠い将来においては発展的に一本化するということもあるかもしれないが、相当な間、現実的には
CAP.N が基軸となって、日本米粉協会と相連携し、事業と運動を展開し、相乗効果をいかに発揮していくかが大事
なことと思っている。そうしたことから、今年度、皆さんに提案する事業計画の中で、協会との連携事業を多く組
み入れて提案していることをご理解いただきたい。
　いずれにしても、米粉新時代に向け、まだまだ多くの課題がある。しかしながら、欧米でのグルテンフリーブー
ムをとらえた海外輸出とか、インバウンド需要、健康志向の高まりなど、様々な形で新しい風が吹いている。その
ことを直視し、創造力をたくましく挑戦することによって、これまでしばらく低迷していた 2 万㌧台という壁を破っ
て、少なくとも 10 万㌧という目標は突破できる可能性を秘めている段階にあると思う。本日の総会は、米粉新時代
をつくる出発点にお互いに立っていることを確認して、決意を新たにしたいと思う。

通常
総会
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　CAP.N の平成 29 年度の事業計画では、米粉の利用、拡大に向け、日本米粉協会と連携して多彩な新規事
業に取り組みます。新たに策定された用途別基準やノングルテン米粉などの表示に関するガイドラインを
普及・啓発するために、全国 8 か所で地方説明会を開催するほか、欧州でノングルテン日本産米粉調理デモ、
意見交換、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 を展開します。さらに、関
連して国内では米粉輸出戦略フォーラムの開催も計画しております。

Ⅰ．事業活動について
1．米粉普及・啓発事業
(1) 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、講習会などを日本米粉協会と連携して開催、米粉の普及啓発を図る。
(2) 地域、企業、団体などと提携した米粉利用促進活動
　日本米粉協会の設立で、川上から川下までの一体的な取り組みが可能となった状況を活かし、米粉・米
粉製品の製造業者と流通・販売業者のマッチング（商談会）などを開催、米粉利用の促進を図る。
(3) リーダー養成へ技術的支援
　これまでの米粉料理コンテストで高まった地域レベルからの取り組みを一層高めていくため、全国、特
に地方における米粉促進リーダー養成も兼ね、技術支援や講習会などの開催を支援する。

2．米粉の用途別基準、ノングルテン表示に係る普及・啓発事業（新規）
　農林水産省は米粉製品の普及拡大に向け、菓子・料理用、パン用、麺用等の用途別の加工適性に関する「用
途別基準」を定めた。また、グルテンを含まない米粉は、グルテンを含有する小麦を摂取できない人々など
の世界的な需要に対して高い安心感を提供することも期待されるため、世界に例を見ない低い基準値をクリ
アした「ノングルテン米粉」などの表示に関するガイドラインを公表した。
　こうした内容を広く普及・啓発するために、7 ～ 8 月に全国 8 か所で地方説明会を開催し、その内容等を
紹介する専用ホームページを開設する。一般消費者にも理解を得るため、米粉料理動画（DVD）も制作する。
　さらに、用途別基準やノングルテン表示を活用した米粉製品を製造しようとする製造業者等に専門家を
派遣し、開発助言・指導等を行う。

3．コメ・コメ加工品輸出特別支援事業（新規）
　欧米では、小麦をはじめとした麦類のアレルギー対応からグルテンフリー（GF）食品市場が拡大してい
る。平成 27 年度に策定されたグルテンを含まない米粉・米粉製品の表示ルールの基準値である、グルテン
含有量 1ppm 以下（ノングルテン）は、欧米の GF 基準値（20ppm 未満）を大きく下回っており、欧米の
GF 食品市場から高い評価が期待される。こうしたことから今新規事業では、まず、欧米の GF 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）を行う。さらに、仏、独、伊の 3 都市で現
地の GF 食品製造・販売事業者等を招いてノングルテン日本産米粉調理デモと試食会、意見交換、そして健
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 を展開する。
　また、スペインでは、食イベント「マドリッド・フュージョン」に参加して、ノングルテン米粉・加工
品のプロモーション活動を行うほか、他都市と同様に試食・意見交換会等を予定している。

新規で啓発活動や輸出支援事業
平成２９年度事業計画

日本米粉協会と連携、多彩な取り組み
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4．「米粉輸出戦略フォーラム」の開催（新規）
　コメ・コメ加工品輸出特別支援事業の報告会を兼ねて海外への輸出、インバウンド需要の取り込みへの関
心が高まっていることに対応した「米粉輸出戦略フォーラム」を開く。日本米粉協会と連携して、すでに輸
出に取り組んでいる先進的な国内の事業者や専門家を招いてのパネルデスカッションやノングルテン米粉商
品試食会など多彩なプログラムで、輸出促進に寄与する。

5．米粉に関する情報収集及び情報提供事業
(1)『CAPnet 通信』の定期刊行
　『CAPnet 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と情報発信力の強化
　ホームページを随時更新し内容を充実、
より的確な情報が行き届くよう努めると
共に電子媒体を活用し情報発信力を高め
る。特に、平成 29 年度に CAP．N が実
施する「革新技術等波及展開支援事業」
及び「コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」
に関しては、随時内容を更新し、会員へ
の情報提供に努める。
(3) これまでの米粉料理コンテストの応募
レシピ集の有効活用

6．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、産地形成などに係るハード、ソフト面の相談、起業化への協力支援を行う。

7．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、米粉製粉器機、米粉製品製造器機など
に関する情報をホームページ等を通じて紹介する。

8．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や世界のグルテンフリー食品状況などの情報収集と分析。

9．その他
　米粉普及のための新たな事業。

Ⅱ．会員間ネットワークの強化について
　『CAPnet 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．日本米粉協会の活動と連動した積極的な会員拡大
2．各種事業の活性化により事業収入の増収を図る

■ 事業計画などを承認した通常総会
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【パネリスト】
・井田仲弘氏（ホテルメトロポリタン総料理長）
・折田　浩氏（銀座イタリー亭オーナーシェフ）
・平尾由希氏（料理家　フードコーディネーター）
【司会進行】
・萩田　敏（CAP．N 副理事長）

　懇話会では冒頭に、CAP．N の萩田副理事長が、3 月末に策定された「米粉
の用途別基準」と「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」につ
いて説明した後、パネルディスカッションに入りました。萩田副理事長は、新
潟県が行った米粉アンケート調査結果をもとに、米粉をめぐる現状について問
題提起しました。

■ 萩田 敏（CAP.N 副理事長）

米粉食品への期待と可能性を語り合う
全国米粉料理コンテスト審査員をパネリストに

　通常総会に引き続き、「米粉食品への期待と可能性」と題した米粉懇話会が開かれました。全国米粉料理
コンテスト（2013 年～ 2016 年）の地区決勝大会、全国決勝大会の審査員を務めた 3 氏（パネリスト）が、
米粉の魅力、アイデアに富んだ米粉料理、米粉食品への熱い思いを語り合い、約 40 人の会員等は熱心に耳
を傾けていました。

　全国米粉料理コンテストは年々レベルがアップし、いろいろなア
イデアの料理レシピが出ている。昨年の全国大会で米粉のナンを
使ったキーマカレーがグランプリを受賞した。自分は 30 年、料理
長として和、洋、中、パン、菓子に接してきたが、ホテルでは小麦
アレルギー対策として小麦粉ははずしたが（代わりに）米粉を使う
ことはなかった。それが今回、コンテスト審査員の一人として、米
粉料理で本当に工夫を凝らし、よく考えているなと、実際驚かされ
た。本当に感心する。若い世代の作品も目についた。ただ、これは
辛口意見だが、多彩なアイデア料理があるが、本当に世の中に出し
て欲しいと思われるものを出していかないと・・・まだ模索中かな
と思う。小麦アレルギーでない人も美味しく食べられるよう米粉の
魅力を打ち出していけば、もっと普及していくのではないかと思う。
米粉を中華料理の揚げものに使うと油を吸いこまない。パンでは米
粉ミックス粉を使っているが、グルテンではないもっちり感がある。
日本人は昔から米で育ってきた。米は日本人の体内にしみついてい

る。日本人だからこそ、米粉は日本人の体にいいのが原点だ。さらっとして、胃にもたれない。

■ 井田仲弘氏（ホテルメトロポリタン総料理長）

日本人の体によいのが原点〈井田 仲弘氏〉
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　全国米粉料理コンテストには毎年 1,000 点の応募レシピがあり、
書類審査から関わったが、その中には料理人には思いもつかないよ
うなすごいアイデアのレシピもあり、（米粉について）何も勉強して
いないことが分かった。小麦粉の代わりに使うというのではなく、今、
米粉でなくてはできない料理がたくさんあると思う。昨年のコンテ
ストで優秀賞を受賞したチーズケーキは、米粉でなければ、こうい
うしっとりさが出ない作品だった。小麦粉は、どこのメーカーの粉
を使っても同じようにできる。米粉だとメーカーによって違う。そ
れがこれからは（用途別基準もできたし）、作り手（メーカー）と料
理家とがもっとタイアップして、A 社の米粉ではこういう料理がで
きる、とレシピ付きで作ったらどうか。生産者（農家）も台所から
商品開発にあたっては連携してはどうか。商品開発は、根気よくやっ
ていきたい。家庭では、米粉をベースにしたホワイトソースなどを

冷蔵庫にストックしておくといい。デザートづくりにも使える。

■ 折田 浩氏（銀座イタリー亭オーナーシェフ）

平尾 由希氏（料理家　フードコーディネーター） 

　応募作品の書類審査から携わってきた。例えば、中国・四国地区
の場合、お好み焼きのレシピの応募がたくさんあった。それも、小
麦粉の代わりに米粉を使う、というよりは、米粉を使うからこそ美
味しい料理、小麦粉にはない米粉の特性を生かした料理、という印
象が残った。書類審査だけでなく、実際に調理した作品をいただく
経験もさせてもらったが、本当に思いもよらない料理が出てきたり、
しみじみ米粉の美味しさを実感した。また、コンテストを通じて特
に若い世代、調理専門学校の学生さん、高校生たちからの応募も多
くあり、米粉料理への関心の高さにも感心した。
　米粉の用途別基準ができたことは、外食、家庭、料理関係者、消
費者にとって大変分かりやすく、大きな成果だと思う。米粉を導入
していくには価格が高いことが一番のネックになると思うので、そ
れには生産量を増やし、価格を抑えることも 1 つの方法だが、今、
日本米粉協会が設立された勢いのある時に、思い切って小麦と同等
ぐらいの価格に設定しないと。特に家庭での普及は唐揚げとか天ぷ
らに期待したい。米粉は油の吸収率が低いのでダイエット効果もあることをうたいたい。家庭の主婦が携
帯を見ながら料理をする時代なので、目に入りやすい米粉料理レシピの提供が必要だと思う。また、米（主
食用）に地域ブランドがあるように、米粉でも地域ブランド化によって地域興しをすることで、地域活性
化の活路になる取り組みも必要ではないか。今回、せっかく用途別基準ができたことだし、消費者などに
広くアピールしていくには、表示やパッケージの面でも分かりやすいものに工夫を凝らしたい。

　通常総会、米粉懇話会終了後、衆議院第 2 議員会館食堂で懇親会が開かれました。懇話会パネリスト、製粉・
機械メーカー会員、専門紙記者、それに CAP.N 役員など関係者約 30 人余りが、米粉の需要拡大に向け、
熱心に意見交換し、交流を深めました。

米粉ならではの料理はたくさんある〈折田 浩氏〉

米粉でも地域ブランド化で地域振興を〈平尾 由希氏〉

懇親会で情報交換 
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　設立総会には会員等関係者約 70 人が参加。日本米粉総会設立
準備会を代表して全国農協中央会（JA 全中）の田波俊明副会長
が開会挨拶し「米粉に係る川上から川下までの関係者が連携して
日本米粉協会が発足する運びになりました。現在年間 2 万トン台
前半で推移している米粉用米の利用拡大、国内の水田の有効活用や食料自給率向上をめざします。今日は『米
粉新時代』の創造を目指す記念すべきスタートの日になることを祈念します」と協会設立の意義を強調しま
した。

　続いて来賓として出席した農林水産省の奥原正明事務次官が
挨拶しました。奥原次官は 10 年前の食糧部長時代に「米の形
で生産調整する」と米粉の普及に取り組み、米粉の生産・利用
拡大に関する法律も整備した当時を振り返り「当時から思えば、
本日の日本米粉協会の設立は本当に嬉しい。用途別基準を作り、
表示のガイドラインもできた。グルテンフリーを売り物にして
海外にも出ていき、欧米で好評ならば、日本国内にも還流して
くることは歴史が証明している。米粉については今、相当大き
なチャンスがきていると思う。本格的な米粉時代がやってくる。
どこのスーパーに行っても米粉商品が必ず置いてある、という
時代を一日も早くつくり出したいので、皆さんの健闘を是非お
願いしたい」と激励しました。

　わが国初の全国規模の米粉に係る広範な関係者が結集した日
本米粉協会の設立総会が 5 月 25 日、東京都千代田区の TKP 神
田駅前ビジネスセンターで開催され、会長に服部学園理事長・
料理研究家の服部幸應氏が選任されました。生産者団体、米粉
の製造業者、流通・販売、食品製造、料理家、学識者、食物ア
レルギーに関心のある消費者等が一体となった組織で、40 余の
団体・企業や個人の会員でスタートしました。
　同協会は今年度、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.
N）と連携し、米粉の使い勝手をよくするために策定した用途別
基準と「ノングルテン米粉」を製品に表示するガイドラインの
普及・啓発のため、「認証委員会」と「米粉の品質向上委員会」
を設置します。また、輸出促進策では欧州 4 か国での国産米粉
の PR 活動に関するフォーラム等を計画しています。

日本米粉協会が設立総会
新たな時代へ広範な関係者を糾合

■ 開会の挨拶をする JA 全中の田波俊明副会長

　その後、新潟薬科大学応用生命科学部食品・作物資源利用学
研究室教授の大坪研一氏を議長に選出し総会の議事に入りまし
た。提出された「設立趣意書（案）」「運営規約（案）」「役員（理事・
監事）選任（案）」「平成 29 年度事業計画（案）及び収支予算（案）」
の 4 本の議案について協議した結果、いずれも賛成多数で了承、
採択されました。

■ 来賓で出席した農林水産省の奥原正明事務次官
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　理事会では服部会長が議長となって議
事に入り、29 年度事業計画で示した「認
証委員会」「米粉の品質向上委員会」「新
規米粉製造部会」の設置と委員、事務局
体制等を承認しました。
　理事会終了後に再開された設立総会で
服部新会長は「我が国は瑞穂の国。米は
日本の文化そのもの。しかし、米の消費
量は年々減っており、現在は 52㌔（国民
1 人当たり）と（ピーク時の）3 分の 1 近
くにまで減った。（以前に比べ）他の食材
が増えているとはいえ、これは由々しき
問題。今、米粉利用量は 2 万㌧だが、数
年で 10 万㌧の利用量に増やしたい。でき
ればその倍にもっていければと思う。小
麦アレルギーが世界的に問題になっている中で、グルテンフリーが欧米で評価されている。先ほどは欧州に
向けて（ノングルテンの）国産米粉をアピールしていくという説明があったが、これからは評価が高い国産
米粉の輸出にも力を入れたい。今後は会員一丸となって頑張っていくので、皆様方のご協力をお願いしたい」
と就任挨拶を行いました。
　設立総会、理事会終了後、情報交換会・交流会（懇親会）が開かれ、参加者は日本米粉協会の発足を祝う
とともに、さらなる親睦を深め、これからの発展を誓いました。　　

理事会で服部幸應氏を会長に選任
議案審議の終了後、第 1 回理事会を開催し、会長に服部学園理事長の服部幸應氏を選任しました。

【日本米粉協会の役員】
会　　長　服部　幸應（服部学園理事長　料理業界）
会長代理　田波　俊明（全国農業協同組合中央会副会長　生産者団体）
副会長　　井田　仲弘（ホテルメトロポリタン総料理長　料理業界）
　〃　　　武内　秀行（全国穀類工業協同組合新米粉部会長　製粉業界）
　〃　　　島田圭一郎（NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク理事長）

理　事　　岩城　晴哉（全国農業協同組合連合会常務理事）
　〃　　　浦郷　弘昭（新規米粉製造部会　製粉業界）
　〃　　　中島　宣明（新規米粉製造部会　製粉業界）
　〃　　　　　　　　（流通業界　要請中）
　〃　　　加藤　一隆（日本フードサービス協会理事・顧問　外食産業）
　〃　　　平尾　由希（料理研究家）
監　事　　青木輝光（税理士法人世田谷税経センター代表）
　〃　　　向畑宣秀（中四国米粉食品普及推進協議会会長）

■ 役員体制や事業計画などを決めた理事会
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資料 1
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平成２９年度事業計画
1．基本方針
　設立趣意書に掲げた情勢と課題を踏まえ、米粉に係る広範な関係者が賛同して設立された日本米粉協会の特性を生
かし、“ 米粉新時代 ” の創造に向け着実な活動を目指します。
　平成 29 年度は、設立初年度であり、効率的かつ効果的な予算執行に努めつつ、米粉の用途別基準、ノングルテン
表示の普及が図られるよう、諸施策を早急に整備し具体化していくことを重点に、関連した事業を展開していきます。

２. 重点施策
（１）「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」の全国的な普及・啓発（CAP.
Net と共催）
　製粉業界をはじめ食品業界、JA など関連団体に具体的な内容の周知に取り組むことにより基準に沿った商品提供
を促進し、消費者への認知の輪の拡大を図り、その需要拡大につなげます。
　「革新技術等波及展開支援事業」（農林水産省の補助事業）に取り組む NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.
Net）との共催等により全国 8 か所で予定する「説明会」への参加を促し周知を図ります。
　また電子媒体などのネットワークを活用し、量販店、飲食店等での新たな需要創出を目指します。
　さらに、会員たる流通業界団体等と連携し、用途ごとの加工適性にも優れたノングルテン米粉などの「よりアピー
ルポイントの明確な米粉製品」を製造販売する米粉製造業者・食品事業者と流通業界とのマッチングに取り組みます。

（２）「認証委員会」及び「米粉の品質向上委員会」
　「米粉の用途別基準」や「米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン」の早期の実効を期すため二つの委
員会を設置し、用途別基準に基づく自主的な製品製造の取組推進、ノングルテン米粉認証に必要な基準を早急に整備
し、具体化に取り組みます。

① 認証委員会
　米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインでは、グルテン含有量が 1ppm 以下の米粉について、第三者
機関認証による「ノングルテン表示」ができるとしていますが、特定原材料タンパク質の分析、食品衛生管理等の的
確な工場監査に要する基本事項に精通した専門家等で構成する委員会を中心として、可及的速やかに、当該認証制度
の運営に必要な工場監査基準や共通の認証ロゴマークを整備します。

② 米粉の品質向上委員会
　米粉の主な用途について、菓子・料理用、パン用及び麺用に分類し、1 番、2 番、3 番の基準に基づく自主的な製
品製造の取組を推進することとしています。多くの米粉製造業者による基準に基づく表示の取り組み・推進が図られ
るよう、具体的表示方法等を示すなどしながら、啓発・普及に取り組みます。
　米粉の品質向上のため、米粉製造技術の専門家、米粉製造業者の団体、製粉機械製造業者等で構成する委員会を設
置し、米粉の用途別基準の推進を図ります。
　また、その際には、基準策定の趣旨に即しつつ、小型製粉機械の普及状況などにも考慮しながら取り組みます。
　さらに、今後の米粉普及のためには、原料米の低コスト生産の推進や麺への利用推進が重要であるため、多収品種
の導入・高アミロース米の普及に向けた諸課題と対応策について検討します。

（３）欧州における米粉プロモーション活動の報告と合わせた「米粉輸出戦略フォーラム」の開催（CAP.Net と共催）
　「コメ、コメ加工品輸出特別支援事業」（農林水産省の補助事業）に取り組む CAP.Net との共催等により、欧州４
か国におけるグルテンを含まない食品市場調査、現地の健康食品販売事業者・店舗等でのノングルテン日本産米粉の
ＰＲ活動、スペインで開催される「マドリードフュージョン」（世界のトップシェフが集う我が国との友好記念イベ
ント）を活用したアピールに取り組みます。
　また、これらの取り組みの成果もいかしながら、海外への輸出、インバウンド需要の取り込みへの関心が高まって
いることに対応した「輸出拡大フォーラム」を実施します。フォーラムでは、既に輸出に取り組んでいる先進的な国
内事業者や専門家等を交えた「米粉輸出戦略セミナー」（ノングルテン商品試食会も併設）も計画します。

資料 2
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　“ 本邦初 ” の日本米粉協会が発足しました（5 月 25 日）。今通信は、CAP.N の平成 29 年度通常総会の開催（6
月 8 日）と合わせ、まとめて編集しました。
　山本有二農相は閣議後の記者会見で、敢えて日本米粉協会の設立について言及し「米粉の利用拡大や米粉用
米の生産拡大にを加速することにつながる。米粉の特徴を生かした魅力ある製品によってアピールしていくこ
とが重要」と期待を寄せました。設立総会には、農水次官も来賓として駆け付け、激励の挨拶を行いました。
総会参加者からは「団体の総会に次官が顔を出すことは極めて異例だ」と驚きの声が聞かれました。
　CAP.N の島田理事長は、その二週間後の通常総会開会挨拶で「今回の協会は川上から川下まで生産者及び生
産者団体、製粉、食品加工、流通業者、消費者、学識経験者を糾合した組織で、その潜在的な力は大きい。しかし、
車に例えるなら、立派な車体はできたが、実際それを動かすエンジンはどうか。それは、私たち CAP.N が具体
的に機能を担っている、と考えてもらいたい。CAP.N が基軸となって、日本米粉協会と相連携し、事業と運動
を展開、相乗効果をいかに発揮していくかが大事なことと思っている」と決意を表明しました。
　7 月中旬からは、CAP.N の新規事業として「用途別基準」「ノングルテン表示」に関する地方説明会（8 か所）
が始まります。日本米粉協会の「認証委員会」、「品質向上委員会」も動き出しました。“米粉新時代”の実現に向け、
会員の皆様の協力のもとでさらなる飛躍の年にしたいと思います。（T）

編集後記

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 号　　　　　   　
TEL&FAX：　03-5283-6336
E-mail:　cap.net08@siren.ocn.ne.jp
CAPnet ホームページ
http://www.cap-net.jp

TEL 03-5283-6335
FAX 03-5283-7634
E-mail:　info@komeko.org

(NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内 )

　「米粉で地域と日本を変える！」をスローガンに、米粉の普及運動を展開してきた国内産米粉促進ネットワー
ク（CAP.N）は来年、創立１０周年を迎えます。この間、会員の皆様のご協力で、全国規模では初めての米
粉料理（レシピ）コンテストを４年連続で開催するなど、米粉の利用拡大に尽力し、米粉の魅力を発信して
まいりました。今年度は新たに発足した日本米粉協会の事務局機能を担い、米粉の一層の生産・需要拡大を
進めてまいります。つきましては、活動の源泉となる CAP.N の財政基盤の充実強化に向けて、会員の皆様の
呼びかけなど、さらなる会員の増大を図るためのご支援とご協力を賜りたく、改めてお願い申し上ます。

会員募集協力のお願い


