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10 周年を機に米粉新時代創造の牽引力に
NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク

理事長　島田圭一郎

　平成 30年代に入りましたが、現代は内外共に何が起きるか分からない正に

“サプライズ時代 ”です。我が国の農業政策についても農業の基幹である米政

策について平成 30年度から行政による生産数量目標の配分や直接支払い交付

金が廃止され、生産者団体等による主体的な「需要に応じた生産」、いわゆる

需要と供給のマッチングが求められる時代へと変わります。これは予期された

政策変化ですが、自由化と規制改革を軸にした「安倍農政」の加速によって、

今後生産、流通、消費面で予期せぬ地殻変動が起きるかもしれません。

「米粉で地域の農業と日本を変えよう」が原点

　NPO法人国内産米粉促進ネットワーク (CAP.N) は今年創立 10周年を迎え

ます。この間、TPPや戦後レジュームからの脱却を掲げた大きな農政転換の下

で日本農業、特に米生産は翻弄され、消費減と板挟みの苦悩が続いています。

しかし私たちは「何としても水田を中心とした日本農業を守ろう」「国際的な

食料争奪が強まる中で、これ以上農業の崩壊は許しがたい。農業、地域経済を

守ることは国富の根幹」「米の消費減が加速する中で、500 万トンの輸入小麦

の何割かを国産米粉に置き換えパン、麺、ケーキなどの需要を取り込めば未来

はある」「より多くの人に米粉の魅力を知ってもらうことから始めよう」─そ

んな議論を交わしながら、米粉の料理技術支援、セミナー、6次産業による地

域での起業化支援、「米粉名人」全国米粉料理レシピコンテストなど試行錯誤

しながらさまざまな努力を重ねてきました。一貫して「米粉で地域の農業と日

本を変えよう！」というスローガンを掲げて……。

　近年は農水省の支援も得ながら会員からの要望も強かった「用途別基準」や

「ノングルテン米粉製品」の認証要領等の検討、具体化について事務局機能を

果たしてきました。我が国初の米粉のヨーロッパ輸出を目指しプロモーション

活動も展開しています。

　そして昨年 5月「日本米粉協会」が発足しました。米粉に係る川上から川下

まで各種業界、団体、学識経験者等が一丸となった組織で、形の上では日本を

代表する自主的な民間組織です。この実現に向け橋渡し役を果たし、現在、日

本米粉協会の事務局を担っているのもCAP.Nです。各種取り組みを通じ「CAP.

N」という名称は、広く政府、議員、自治体、消費者団体に説明しなくとも知

られるまでになりました。応援いただく方の輪も広がってきました。設立から

10年、あの貧乏所帯、手弁当で会議室もない中でスタートしたCAP.N ですが、

皆様のご支援を頂きながら少なからず米粉促進の役割を果たしてきたと思いま

す。関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。

島田　圭一郎　

（しまだ・けいいちろう）

1941年、岡山県高梁市生まれ。

2010年からＮＰＯ法人国内産米

粉促進ネットワーク理事長。元日

本農業新聞代表取締役社長。前一

般社団法人協同総合研究所理事長。

現同研究所顧問。
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米粉生産停滞状況から脱却の兆し

　さて、問題はこれからです。最近強く感じるのはこれまで米粉生産は 2万トン余りで推移してきましたが、その

停滞状態から脱却していく兆し、いわゆる第 2次米粉ブームとも言える状況が訪れる予感です。これは楽観的かも

しれませんが明るい諸変化が生まれています。

　例えば、①農水省調べで 2017 年の米粉用米生産量が前年比 49％増の 28331 トンに増大する見込みとなったこ

と②かつて一時的に米粉生産が増加したものの製粉業者が大量の在庫を抱え苦しんだ 12年当時に比べ、各業者も

需要増の手応えを感じ、今後の計画も増加を見込んでいるところが多いこと③製菓や麺類など一層需要面の広がり

が期待され、食品メーカーの新商品投入が盛んになってきていること④スーパーが米粉のグルテンフリー商品を品

揃えするなど、各種店舗で米粉の特性、魅力をアピールする状況が強まっている─などです。さらに今年から米粉

の用途別基準、ノングルテン米粉食品認証商品も発売される状況にあり、消費者の人気が膨らむことが期待されて

います。

　同時に欧米を中心に強まるグルテンフリーブーム、これはセリアック病や小麦アレルギー対応にとどまらず、各

国に見られる健康志向ニーズの強まりと相まって急速に拡大しています。例えば最近の調査報告書では、アメリカ

では 2007 年から 2013 年の 6年間で、グルテンフリー食品の全食品に占める割合は 3.4％から 24.3％に増加して

います。2015 年の同商品の売り上げは 15億 6600 万ドルに達し、近年 2桁の伸びを示しています。欧州でもグル

テンフリー食品への関心は高く、需要も増大しています。ただしその原料は米粉だけでなく、タピオカ、ホワイト

ソルガム、そば粉、コーンフラワー、大豆粉などを配合して製品化しており、日本の実情とは異なります。

　そうした中でグルテン含有量 1ppm以下という日本産米粉・製品への関心は高いものがあり、今後継続した調査

とそれを活かした多様なアプローチを粘り強く進めることによって、海外輸出の道は切り開かれると思います。欧

米に見る新しい風が伝播し、わが国でもインバウンド需要や健康志向ブームを追い風に消費が強まる可能性もあり

ます。最近マスメディアにも「米粉」の露出が増え、消費者の関心が高まっていることは嬉しいことです。

持続的な需要増に結びつける正念場

　しかし、私たちは一過性のブームは望みません。いかに持続的な需要増に結び付けていくかが重要です。政府が

食料・農業・農村基本計画で掲げた 2025 年までに 10万㌧とする目標に対し、ほど遠い現状にあることを直視しな

ければなりません。その目標達成のためには毎年 1万㌧以上増やさなければ届きません。かつての 50万トン目標

を 10万トンに下方修正して、なお 5割にも満たないとなると絵に描いた餅となり、「やはり米粉はだめなのか」と

いう失望感が広がります。現在はその重要な分岐点にあると思います。ここは歯を食いしばって、せっかく生まれ

つつある米粉人気を実需に結び付ける思い切った挑戦が必要と強く感じます。見据える道は遠くとも、挑戦を続け

なければ何ら新しい変化は生まれません。今こそ関係者の「本気度」が問われている時ではないのでしょうか。

　この目標を達成するには多くの課題解決が挙げられています。米粉用米の生産面に対しては、飼料用と同額出さ

れている補助金（10アール当たり 5万５千円～ 10万 5千円）削減への不安感払拭と長期的施策、原料米の安定供

給システムの確立、多収穫米品種開発とコスト減、外食産業や量販店、ホテルなど川下の需要測定や消費者への需

要喚起策、マーケットインにもとづく産地と実需者の一層の連携強化など課題は少なくありません。

　最後に、今年は日本米粉協会の法人化、事務局体制の確立が大きな検討課題とされており、CAP.N との関係整理

も求められる年となります。情勢の変化に伴いどのような変化が起きようとも、私たちは原点を忘れることなく、

米粉新時代を創造する気概をもって地道に努力していく所存ですので、今後共変わらぬご支援、ご協力をお願いい

たします。
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「米粉製品のノングルテン (Non-Gluten) 認証要領」を策定
認証ロゴマーク、推奨ロゴマークも決定

～日本米粉協会が理事会～
　日本米粉協会は 2017年 12月 20日、東京・大手町のＪＡビルで第２回理事会を開き、「米粉製品のノングルテ

ン（Non-Gluten）認証要領」及びロゴマークの使用要領について協議しました。審議の結果、一部修正の上、全て

承認されました。これによって “米粉新時代 ”の実現に向けた取り組みが、今年具体的に動き出すことになりました。

　

　理事会は、服部幸應会長が欠席のため、会長代理である全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）理事の田波俊明氏を

議長に選出し、協議しました。協会事務局からは日本米粉協会の活動状況、平成 30年度の主な事業等について説明

がありました。続いて議案として提出されたノングルテン認証要領及びロゴマーク使用要領について審議しました。

その中でノングルテン認証要領の中の一部項目について修正意見が出され、これを踏まえた「認証要領」が承認され

ました。「認証要領」は、米粉製品の製造業者によるノングルテン米粉製品の普及に向けた自主的な取り組みを促す

ためのものです。

　この結果、グルテン含有量が 1ppm以下の米粉及びその米粉が主原料で小麦粉を含まない加工製品を「ノングル

テン商品」として認証する制度が創設されることになりました。さらに、これと併せて、認証された商品は「ノング

ルテン」と表記されたロゴマークを添付して販売できることになりました（5頁参照）。また、米粉の用途別基準に

適合する米粉製品等にも推奨ロゴマークを添付して販売できることになりました。

◇

ノングルテン米粉製品認証機関の公募開始

　理事会の決定を受け、日本米粉協会は 2017年 12月 25日から 2018年 1月 31日まで、ノングルテン米粉製品

の認証を担う機関の公募（申請受付）を行いました。公募については年 2回行う予定です。

　公募対象は、ノングルテン (Non-Gluten) 米粉及びノングルテン米粉を使用した米粉加工製品を普及し、利用を推

進するために策定した「米粉製品のノングルテン（Non-Gluten）認証要領」に基づき、ノングルテン米粉製品認証

が適切に行える団体（認証機関）です。日本米粉協会は、申請書及び提出書類に基づき審査を行い、審査の結果を通

知します。認証機関として適当であると認められた団体には、協会から「ノングルテン（Non-Gluten）米粉製品認

証機関登録台帳」に当該団体の名称及び機関の住所が記載された旨が通知され、併せて、日本米粉協会のホームペー

ジでも公表されます。

　「認証要領」によると、認証機関は「審査基準」に基づき、米粉商品について、サンプル検査や製造現場の審査な

どを通じて、グルテンの含有率がノングルテン米粉の基準値を守っているかどうかを確かめます。

　なお、公募（申請方法等）並びに「認証要領」等の詳細な内容については、日本米粉協会のホームページをご参照

ください。日本米粉協会のＨＰは、

http://www.komeko.org

です。
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ロゴマークは３種類　米粉の利用拡大に弾み
　日本米粉協会の第２回理事会では、ノングルテン米粉認証ロゴマーク及びノングルテン米粉加工製品認証ロゴマー

クと用途別基準推奨ロゴマークの使用要領も承認されました。消費者への信頼の証しとして、ロゴマークが付与され

た米粉商品が、早ければ今春 4月にも店頭に登場すると思われます。

ノングルテン米粉認証ロゴマーク
・認証要領に基づくノングルテン米粉認証機関の認証を受けた米粉（ノングルテン米粉）に使用す

　ることができます。グルテンが 1ppm以下（1ppm	or	less）と表記しています。

・米粉認証機関から、認証を申請し、認証を取得した製造事業者に付与されます。

・	認証ロゴマークは、認証米粉製品の包装資材のほか、認証取得者のホームページ、プレスリリース、

　広告、対外的に発信する文書・電子メール並びに認証取得者に所属する担当社員の名刺等に表示

　することができます。

ノングルテン米粉加工製品認証ロゴマーク
・ノングルテン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粉を含

　まないことについて、認証機関から認証を受けた加工製品に使用することができます。

・米粉認証機関から、認証を申請し認証を取得した製造事業者に付与されます。

・認証ロゴマークは、米粉加工製品の包装資材のほか、認証取得者のホームページ、プレスリリー

　ス、広告、対外的に発信する文書・電子メール並びに認証取得者に所属する担当社員の名刺等

　に表示することができます。

用途別基準推奨ロゴマーク
・日本米粉協会から、申請した製造事業者に付与されます。

・推奨ロゴマークは、日本米粉協会が「米粉の用途別基準」に適合していると認める米粉製

　品に使用されます。また、「基準」に定める項目の一部が不適合でも、協会が「基準」に適

　合した米粉製品と同等の品位を有し、かつ、製品包材への表示等により、その使用法を的

　確に伝達していると認める米粉製品に使用されます。

・推奨ロゴマークは、米粉製品の包装資材のほか、事業者のホームページ、プレスリリース、

　広告、対外的に発信する文書・電子メール並びに事業者に所属する担当職員の名刺等に表　　
　　　　　　　　　　　	示することができます。
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料理の評価高く好評だった「マドリード米粉週間」
～スペインでもプロモーション活動～

　２０１７年１０月中旬の２週間にわたり欧州３か国で日本産米粉・米粉加工品のプロモーション活動を展開した

NPO法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は、その２弾として２０１８年１月末～２月初めにスペイン・マ

ドリードで「マドリード米粉プロジェクト」に取り組みました。今回のプロモーション活動でも、国内６社の米粉製造・

販売事業者から協力を得て、２０製品を現地にサンプル輸出しました。この取り組みは、農林水産省の補助事業「平

成２８年度コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」の中の「日本産コメ・コメ関連食品のプロモーション活動の強化支援」

の一環で実施したものです。

　スペインでのプロジェクトは、「マドリード米粉週間」（スペイン語「Ia	Semana	de	KOMEKO	en	Madrid」ラ・

セマナ・デ・コメコ・エン・マドリード）と銘打ち、現地産の米粉「Harina	de	Arroz( アリーナ・デ・アロース )」

との違いを明確にするために「KOMEKO」の名称を用いました。１月２７日から２月４日までの米粉週間の主要な

催しとして、２７日に「KOMEKOクッキング教室」（グルテンフリーKOMEKO料理）、２９日に「レストランウィー

ク　オープニングイベント」を開きました。

　「KOMEKOクッキング料理教室」は、「マドリード・セリアック病およびグルテン過敏症協会」の協力で同市内ラ

ヌサ通りにある同協会のキッチンで行いました。会員３０人余りが参加。スペイン人になじみのチュロスとチョコ

ラテ、発芽玄米入りパスタとベシャメルソースを使ったグラタンなどの調理実演を見ながら試食しました。日本の

米粉を初めて見る人がほとんどでしたが、親子で参加した女性は「普段食べているチェロスと遜色ない味と食感だ。

油分が少なくアレルギーのある子供に向いている」と、高く評価していました。また参加した同市内のクリステーナ

さん（４８）は「スペイン産米粉に比べきめ細かで、グラタンの味もまろやかで素晴らしかった」と話していました。

　「レストランウィーク　オープニングイベント」は市内の調理複合施設「A　PUNTO」で開きました。グルテンフ

リー（GF）レストランオーナー・シェフや５同ショップ経営者、メディア関係者ら延べ５０人を招待しました。日

本産米粉の紹介のほか、サンプル輸出したグルテンフリーヌードルのラーメン、ベシャメルソースを使った料理な

どを実演・提供しました。実習・試食の後、参加者は立食形式で意見交換をしました。市内で人気のラーメン店「か

ぐら」などを経営する小野田圭吾さんは「店では７．８ユーロで提供している。今日食べたグルテンフリーのラーメ

ンは、味では十分勝負できる」と評価し、グルテンフリーケーキ屋「マルケス」のオーナー、アレハンドルさんは「ぜ

ひ、日本産米粉を置いてみたい。できるところから輸入の可能性を探ってみるのも一つだろう。協力したい」と、ア

ドバイスをしてくれました。

　これより先、一行は２５日に、在マドリード日本大使館の青木勝弘書記官を訪問し、意見交換と情報収集を行いま

した。青木書記官は「若者を中心にスペイン人の健康志向は、EUはもとより世界でもトップクラスだ。グルテンフ

リーという付加価値がある米粉は輸出食材として有望品目だ。健康志向に適した食材として、受け入れられる素地は

確実にある」と強調しました。また、青木書記官は、２２日から２４日まで開かれていた世界の有名シェフなどが集

まるマドリードフュージョンに触れ、「日本ブースでは、グルテンフリーの米粉を使ったデザートが提供されていた。

この時期にマドリード米粉週間を持つのは良いタイミングだ」と、期待感を述べていました。
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親子連れらが参加して、調理デモと試食、意見交換した米粉料理教室
（1月 27日）

地元の関心も高く、メディア関係も多数取材に来た（1月 29日）

在マドリード日本大使館の青木勝弘書記官（右）と意見交換する
CAP.N の萩田敏副理事長ら（1月 25日）

	オープニングイベント会場「A	PUNTO」入り口（1月 29日）

日本スペイン外交関係樹立 150周年記念事業として大使館から貸
与されたロゴマークと日本産米粉のＰＲタベストリー（1月 27日）
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　ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワークは 2017年 12月	

13 日、日本米粉協会と共催し、東京・銀座の東京ガススタ

ジオ・プラスジー・ギンザで「ノングルテン＆米粉ワーク

ショップ」を開催しました（企画・運営は一般社団法人グ

ルテンフリーライフ協会）。多くの人に米粉の魅力を知って

もらうのが開催目的で、米粉を使ったグルテンフリーレシ

ピを紹介する料理教室には、健康や食、料理に関心の高い

主婦ら 33人が参加し、シェフら講師の指導で調理実習に挑

戦しました。

　初めに農林水産省穀物課の那須慎吾課長補佐から「米粉

の用途別基準、米粉製品普及のための表示に関するガイド

ライン」の説明があり、その後、講師の奥田政行シェフ（ア

ル・ケッチァーノ）と高橋ヒロ・米粉専門コーディネーター

によるレシピの紹介、デモンストレーション、実習、試食

を行いました。実習は米粉パン、パスタ、ドーナッツの 3品。

試食した参加者からは「意外に簡単にできるので驚いた」「米

粉の使用法がとても分かりやすく、料理も米粉に合いおい

しかった」「国と民間が協力してグルテンフリー、ノングル

テンの分野を広めていくことを期待したい」などの声が聞

かれました。

　また、会場

の後方には全

国の米粉製造

業者、米粉加

工品メーカー

から提供され

た米粉や米粉

加工品も展示

され（18社、

37点）、50人

余の参加者は

米粉の魅力について情報交換を行いました。今回の「ノングルテン＆

米粉ワークショップ」は、農水省の補助事業「革新技術等波及展開支

援事業（米粉）」を活用して開催したものです。

米粉の魅力を堪能
銀座でノングルテン＆米粉ワークショップ
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米粉用米、増産基調に転じる

　米粉用米の生産が久々に増産基調に転じています。農水省の調査によると、2017年産の米粉用米の生産量は 2

万 8,331㌧で前年の 1万 9,014㌧に比べ 9,300㌧、49％増加し、また作付面積も 5,307㌶と前年の 3,428㌶に比

べて 1,879㌶、55％も増加しました。これは 2012年産以来、5年ぶりの水準で、ピークだった 2011年産（3万

6,842㌧、7,324㌶）に近づく勢いです。こうした背景には、製粉メーカーの持ち越し在庫がはけ、原料米の手当て

が活発化していることや、新たな米粉の用途別基準の策定、ノングルテン米粉製品認証の動きなどの需要喚起が期

待される取り組みが追い風になっていると見込まれます。

ＪＦＯＯＤＯが米仏で米粉輸出戦略へ

　農林水産物の輸出拡大に向け政府が設立したＪＦＯＯＤＯ（日本食品海外プロモーション）は 2017年 12月、

牛肉や米粉、日本酒など今後取り組む 7品目の輸出戦略を明らかにしました。米粉については、グルテンフリー食

品需要が高まっている米国とフランスへ国産米粉の輸出を拡大するため、パンやピザの原料として売り込みます。

2018年 2月から開始する予定です。

血糖値が上がりにくい米粉用水稲品種を開発

　福岡県農林業総合試験場は 2017年 11月、血糖値の上昇が緩やかな米粉用の水稲品種「ちくし粉 85号」を開

発したと発表しました。難消化性でんぷん（ＲＳ）を多く含み、人体に吸収される糖質が少ないため、糖尿病患者

やダイエット食品などへの活用が期待されます。主食用米はＲＳをほとんど含みませんが、「ちくし粉 85号」は

17.1％含みます。炊飯時の食味は一般的な品種には劣りますが、一般品種並みに収量を確保できるのも特徴です。

このため、機能性の高い米粉として利用できるとして、同県では地元の製粉会社と連携して普及を進める考えです。

米粉ＰＲのＣＤを発売

　2017年 12月、米粉のＰＲ曲を収録したＣＤが発売されました。発売元はレコード会社のテイチクエンタテイメ

ントで、農水省と日本米粉協会が協賛。歌うのはハルオロイド・ミナミで、昭和を代表する歌手の三波春夫さんを

再現したバーチャル（仮想）アーティストです。歌詞では米粉の機能性を紹介、英語版もあります。

農業総産出額　１６年ぶり９兆円超す

　農水省が昨年末に発表した 2016年の農業総産出額は 9兆 2,025 億円で、2000年以来、16年ぶりに 9兆円台

に乗せました。全体として生産量の減少による価格の上昇が寄与した結果です。前年の2015年に比べ 4,046億円、

同 4.6％の増加で 2年連続の増加となりました。品目別には、米が前年比 1,555 億円、10.4％増加して 1兆 6,549

億円。野菜は 2兆 5,567 億円、果実は 8,333 億円、生乳と肉用牛は同じ 7,391 億円、豚は 6.122 億円。都道府県

別では１位は北海道で 1兆 2,115 億円、以下は茨城県（4,903 億円）、鹿児島県（4,736 億円）、千葉県（4,711 億円）、

宮崎県（3.562 億円）の順です。
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○米粉の普及運動を展開してきたＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク（ＣＡＰ．Ｎ）は今年で創立 10周

年を迎えます。またＣＡＰｎｅｔ通信も、今号で通巻 30号に達しました。“米粉新時代 ”の実現に向け、会員

の皆様の協力のもとで、2018 年をさらなる飛躍の年にしたいと思います。何卒、宜しくお願い致します。

○ＣＡＰ．Ｎは 2008 年 9月に任意団体として設立し、翌 2009 年 4月に東京都知事から特定非営利活動法人

としての認証を受け、正式にＮＰＯ法人として社会を構成する一員となりました。続く同年 5月には、本通信

の前身「メール通信」の創刊号が発刊されました。創刊に際して髙橋正郎理事長（当時、現ＣＡＰ . Ｎ顧問）は「わ

れわれのネットワークは、新規米粉を通じて地域農業の再構築、農商工消連携による地域産業おこし、それら

を通じてわが国の食料自給率を向上させるため、志ある個人・団体・企業などが相互に連携して、その実を挙

げてゆく情報の伝達・相互交流の組織であります。ここに創刊し、年 4回発行する『メール通信』がそのため

の有効な媒介手段となり、有効に活用されたことを期待してやまないところであります」とのメッセージを寄

せました。この熱意は今日も色あせることはありません。

○それから 9年近く経ち、今 30号に島田圭一郎理事長は「10周年を機に米粉新時代創造の牽引力に」と題し

た巻頭言を寄稿。「何としても水田を中心とした日本農業を守ろう」「農業、地域経済を守ることは国富の根幹」

と強調。ＣＡＰ．Ｎ運動とＣＡＰｎｅｔ通信の一貫したスローガン「米粉で地域と日本を変えよう」が原点、

と訴えました。

○ＣＡＰ．Ｎの 10年にわたる運動が実り、米粉の魅力が改めて注目されている中で、“米粉新時代 ”の実現に

向けた取り組みが具体的に動き出しました。日本米粉協会は昨年末の理事会で、米粉製品のノングルテン認証

要領を策定し、ノングルテン米粉製品認証機関の公募をスタートさせました。また、ノングルテン米粉認証ロ

ゴマーク、ノングルテン米粉加工製品ロゴマーク及び用途別基準に基づく推奨ロゴマークの３種類を決め、今

春 4月頃にもこれらロゴマークが付与された製品が店頭に並ぶと思われます。さらに、昨年 10月の欧州３か

国に続き、1月にはスペイン・マドリードでも国産米粉の輸出プロモーション活動を行い、好評でした。今通

信は、これらの動きを中心に編集しました。（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
ホームページ
http://www.komeko.org

(NPO法人国内産米粉促進ネットワーク内 )


