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米粉で地域と日本を変える！

特集「平成 30 年度通常総会」＆
「10 周年記念懇話会」
ノングルテン米粉認証 第１号が誕生

■髙橋正郎初代理事長ら 3 氏に感謝状が贈呈された（6 月 8 日） ■記念懇話会で米粉の魅力や期待を語るパネリスト（6 月 8 日）

■ノングルテン米粉認証第 1 号の「米粉パウダー」

■米粉特別展示で説明を聞く中学生
（6 月 4 日：農水省「消費者の部屋」で）

■ 2 頁：「教訓に学び 新しい歴史を創造しよう」 通常総会あいさつ：理事長 島田圭一郎
■ 3 頁～ 4 頁：平成 30 年度事業計画、役員名簿、感謝状贈呈者
■ 5 頁：記念懇話会第 1 部 CAP.N 10 年の歩み（冊子とスライドで紹介）
■ 6 頁：記念懇話会第 1 部 欧米グルテンフリー食品市場調査報告
■ 7 頁～ 9 頁：記念懇話会第 2 部 パネルディスカッション「米粉への期待と展望」
■ 10 頁：日本米粉協会ニュース
■ 11 頁：トピックス（食育米粉展示、伊藤忠食品関連展示会、農業白書）
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■ 12 頁：編集後記

全提出議案を承認

平成 30 年度通常総会

NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は 6 月 8 日、東京・永田町の衆議院第 2 議員会館第 1 会議室で
平成 30 年度通常総会と CAP.N10 周年記念懇話会を開きました。同総会では、提出した平成 29 年度事業報告、収
支決算報告、30 年度事業計画案、収支予算案などを承認しました。また役員改選が行われ、島田圭一郎理事長を再
任し、新たに富田孝好氏を副理事長に、松原博氏を専務理事に選任しました。（詳細は「特集」で掲載）

「教訓に学び

新しい歴史を創造しよう」
開会のあいさつ

島田圭一郎理事長

国内産米粉促進ネットワーク（CAP.N）は今年 9 月に 10 周年を迎えます。これも会員
皆様のご支援、ご協力の賜物と御礼申し上げます。この 10 年は決して順風満帆ではなく、
試行錯誤でした。今でこそキャップネットは全国の多くの皆様にご認識いただいています
が、スタート当初は事務所も変転、会議する場所もなく、文字通りの手弁当でした。
基礎固めの 10 年
この 10 年は、今なぜ米粉なのかを問いかけつつ、米粉の魅力と活用の輪を全国に広げて
いく基礎固めの時代でした。米粉で農家を励まし、地域と日本農業を変え、新しい食文化
を創造するという理念のもとで活動してきました。このため、新規米粉の啓発、普及を目
的に米粉フォーラム、懇話会、食物アレルギー対応セミナーの開催、6 次産業化によるパン工房支援、米粉パビリオ
ンへの参加や全国米粉料理コンテストの実施など多彩な事業を展開してきました。
到達点は 2、3 合目
それでは今の到達点はどうか。まだ 2、3 合目と思います。これからやらねばならない課題はたくさんあります。
日本農業は今、激変期を迎えています。この 20 年間で国内農業の生産額は 4 兆円減り、農家所得は半減しました。
今も米の消費量は年間 8 万トン減り続けていますが、今後さらに少子高齢化と人口減少が進み、農産物の輸入圧力
も続くでしょう。それら諸環境を予測すると、主食用米を減らしても減らしても、なお米の供給過剰は続きます。価
格は低迷、意欲も減退。田園荒れなんとする未来を回避するには従来のパラダイムを本気で転換、政策を総動員し
て水田のフル活用に全力を挙げるしかありません。飼料用米もそろそろ限界点と言われ、次の戦略作目は米粉用米
しかない、と思います。輸入麦が年間 500 万㌧以上あり、足元に大きな需要があるのですから。今や米粉で作れな
い商品はありません。
米粉需要フォローの風
幸いにも、
最近米粉需要にフォローの風が吹き出しています。これまで米粉流通量が 2 万㌧台で推移していたのが、
今年度は久しぶりに 3 万㌧台に乗る見通しです。米粉を利用したソフト菓子や麺類需要も高まり、新商品開発や輸
出に挑戦する企業も増えています。世界的にもグルテンフリー、健康指向が確実に高まり、成長商品となっています。
日本の米粉食品の品質の良さ、多様性、美味しさに対する評価は高く、消費者に米粉の特性と意義、活用の場をさ
らに広げていくと将来の可能性は十分ある、と確信しています。
米粉普及を国民運動に
それを現実のものとするために、挑戦すべき課題は多い、と考えます。これまでの教訓や歴史に学びながら、新
しいこれからの 5 年、10 年先の歴史を創造的につくっていかなければなりません。今の時代、我々自ら行動を起こし、
米粉の普及を国民運動に発展するよう主導的な役割を担っていかないと事態はなかなか変わりません。今後とも会
員の皆さんと力を合わせ、頑張ってまいりたいので、引き続き変わらぬご支援を宜しくお願い致します。
2

「コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」を継続
平成３０年度事業計画

CAP.N の平成 30 年度の事業計画では、米粉の利用、拡大に向け、引き続き日本米粉協会と連携して事業に取り
組みます。29 年度に続き、輸出特別支援事業を発展させるため現地でマッチングイベントなどの活動を展開するほか、
新たに米粉輸出戦略セミナーを開催し、事業参加者などによるパネルデスカッションを行い、輸出促進のための個
別具体的な手法を探ります。
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
日本米粉協会が事業実施主体となっている「外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業」と連携して、川
上から川下までの一体的な取り組みで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．コメ・コメ加工品輸出特別支援事業（継続）
28 年度の「コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」
（29 年度繰り越し事業）の継続・発展に向けて、28 年度に展開し
た国の中から輸出商機の可能性が高かった国・都市を選び、マッチングイベントを設定する。輸出を具体化するため、
事前に現地のバイヤーやグルテンフリー食品の卸売業者とも情報を共有して、
商談の機会を設ける。
また、
日本国内では、
CAP.N 及び日本米粉協会会員に対して参加希望を募る。現地では、グルテン含有量の低さなど技術的な優位性や加工
適性に優れている調理性の魅力を周知・普及するため、日本産米粉の調理実演、試食会、プレゼンテーションを設定する。
日本国内でも 10 月に行われる輸出イベントにブースを確保、CAP.N 及び日本米粉協会会員事業者の米粉・加工
品を展示、海外の食品バイヤーなどとの商談会を提供する。
3．
「米粉輸出戦略セミナー」の開催（新規）
CAP.N が実施主体となっている補助事業「コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」を始め、JFOODO 日本産米粉プ
ロモーション、農水省が立ち上げた「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」など米粉製造・販売事業者が参加した
海外市場開拓の取り組み広がっている。米粉・加工品輸出のノウハウや解決すべき課題など、すでに輸出に取り組
んでいる国内の事業者や貿易会社などの専門家、CAP.N、JFOODO など事業実施団体などによるパネルデスカッショ
ンなどで輸出促進の個別具体的な手法を探る。
4．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、情報発信力を高める。
(3) 電子媒体の有効的な活用など広報機能強化に向けた検討を進める。
5．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 ･ 洋菓子など )、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、起業化への協力支援を行う。
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6．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等で紹介する。
7．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を行う。
8．日本米粉協会事務局の受託
29 年度に引き続き、日本米粉協会の事務局を受託する。
9．その他
米粉普及のための新たな事業を検討する。
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、補助事業の活動
報告など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．輸出支援事業等と連動した持続的な会員拡大
■全議案を承認した平成 30 年度通常総会

2．各種事業の活性化により事業収入の増収を図る
◇
今通常総会で選任された第 6 期新役員は次のとおりです。

第 6 期 ( 平成 30､ 31 年度 ) 役員

〈理事は 50 音順 )
理事長		

島田 圭一郎

専務理事

松原 博		

副理事長
常任理事
常任理事
理事		
理事		
理事		
理事		
理事		
理事		
理事		
理事		
理事		

監事 		
監事 		
顧問		

( 一社 ) 協同総合研究所顧問

元 ( 株 ) 日本農業新聞代表取締役社長

富田 孝好

日本労働者協同組合連合会

高橋仙一郎

協同組合米ワールド 21 普及協議会

萩田 敏		

江川 和德

岡阿弥 靖正
折田 浩		

小谷 あゆみ
重野 徳夫
堤 公博		
平岡 豐		

丸山 清明
横田 修一
青木 輝光

風間 与司治

髙橋 正郎

元 ( 株 ) 日本農業新聞

副理事長

代表取締役社長

専務理事

元農林水産省近畿農政局兵庫農政事務所所長
江川技術士事務所所長

元全国農業協同組合連合会専務理事

全日本司厨士協会 東京地方本部 副会長

フリーアナウンサー、農業ジャーナリスト
元新潟県農協中央会専務理事

九州米粉食品普及推進協議会会長、米 ･ 食味鑑定士他
マーケティングプロデューサー

東京農業大学客員教授、元農林水産省研究総務官

元中央農研所長

全国稲作経営者会議副会長、( 有 ) 横田農場 代表取締役
税理士法人世田谷税経センター代表、税理士
東都生活協同組合専務理事

第１期国内産米粉促進ネットワーク理事長、元日本フードシステム学会会長
◇

通常総会の議事終了後、CAP.N10 周年を記念して、米粉の普及活動と CAP.N の発展に長年貢献された 3 氏に島
田理事長から感謝状が贈呈されました。受賞された 3 氏は次の方々です。
○髙橋 正郎

第１期国内産米粉促進ネットワーク理事長

○堤 公博

九州米粉食品普及推進協議会会会

○向畑 宣秀

中四国米粉食品普及推進協議会会長
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積み重ねた歴史を網羅

10 周年記念
懇話会第 1 部

「歩み」を小冊子とスライドで紹介

総会に引き続き、
「CAP.N10 周年記念懇話会」（2 部構成）を開催しました。第 1 部では、富田孝好副理事長が、
小冊子「CAP.N の 10 年

2008 ～ 2018

History

calendar」＝ 21 頁＝について説明し、その後「CAP.N10 年の

歩み」と題したスライド集（写真）を約 5 分間にわたって紹介しました。
スライドは、時系列的に小冊子に記載した事業内容や出来事を引用しながら、創立時のメンバーが探し出した当
時の写真等を組み合わせて作成しました。特に冒頭では、2008 年 8 月 19 日の設立発起人会、同年 9 月 3 日の設立
総会、同年 10 月 3 日の設立記念セミナーの写真も掲載され、旗揚げ時に特徴的な緊張しつつも熱気にあふれた雰囲
気が醸し出されていました。
また、2013 年から展開した「米粉の名人」料理グランプリ――全国米粉料理（レシピ）コンテストでは、4 年間
すべての地区決勝大会、全国決勝大会のグランプリ、準グランプリの料理写真、審査風景や審査員、表彰された方
の写真や各回の応募リーフレットを掲載、貴重な資料となっています。 このほか、2017 年の事業である米粉の用途
別基準ノングルテン表示にかかわる「地方説明会」や「コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」の海外プロモーショ
ンの活動も紹介、正に設立から直近事業まで積み重ねた 10 年の歴史を網羅しています。
小冊子「CAP.N の 10 年

2008 ～ 2018

History

calendar」は、総会、懇話会参加者の全員に配られました。
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「懇話会 グルテンフリー食材には米粉を使用が多数
第 1 部」
欧米での食品市場調査結果を報告
「記念懇話会」第 1 部では、
「CAP.N10 年の歩み」の紹介とともに「平成 28 年度コメ・コメ加工品輸出特別支援事業」
の一つである「欧州 3 か国（ドイツ、イタリア、フランス）とアメリカでのグルテンフリー食品市場調査」につい
ての結果が報告されました。

プロモーション活動と並行的に取り組む

市場調査は、欧州では同支援事業の日本産米粉製品の PR などを行ったプロモーション活動とともに並行的に取り

組まれました。米国では、NY 州での現地調査と全州を対象にしたメールや電話での聞き取りで行いました。質問票
の回収数は、欧州 60 件で国別ではドイツ 19、イタリア 26、フランス 15、米国は 21 件でした。グルテンフリーの
食材としては欧州の 3 か国とも米粉が複数回答で 23 件と最も多くコーンスターチ、タピオカ粉、そば粉、コーンフ
ラワーなどが続きこれらを配合して使用していました。使用米粉の産地別では、イタリアは、ヨーロッパ 1 位の米
生産国となっていることもあり、主にイタリア産の米粉が使用されていました。他の 2 か国でもイタリア産が使わ
れていました。米国ではグルテンフリー粉として米粉が複数回答で 17 件と優位に立ち、そのほかコーンフラワー、
ホワイトソルガム粉、そば粉等を使用していました。米粉産地はほぼ米国産で、日本食材店以外では日本産米粉や
米粉加工品の取り扱い、使用しているところはありませんでした。

欧米とも米粉利用の理由は「グルテンフリーだから」

欧州の米粉の利用・取り扱い状況は、ドイツとイタリアでは、予定も含めると 3 分の 2 以上が利用などに積極的

な姿勢を示していました。一方、フランスでは、予定との回答を合わせても半数に満たない結果でした。その理由
については、3 か国とも「グルテンフリーだから」が多数ありました。2 番目に多いドイツでは「小麦アレルギー、
セリアック病の顧客用」、イタリアでは「低カロリー」
「味（おいしい）」が続きました。フランスでは「グルテンフリー
だから」以外は低い回答でした。米国での利用・取り扱い状況は、将来予定を含めると 3 分の 2 を占め、理由は欧
州と同様に「グルテンフリーだから」が最も多くありました。

利用しない理由は「割高」「よく分からない」

取り扱わない理由では、欧州ではドイツが「値段が高いから」があげられ、イタリアでは「米粉のことがよく分

からない」が最多でした。米国での利用しない理由は「米粉のことがよく分からない」「値段が高い」「米粉の種類
が少ない」
「米粉の代わりのグルテンフリー粉がいろいろある」があげられていました。関心のある日本産米粉製品
では、複数回答で欧州 3 か国では、「ノングルテン米粉（1ppm 以下）」「グルテンフリー米粉（20ppm 以下）」がお
しなべて多く、玄米米粉がイタリア、オーガニック米粉がドイツで高くなりました。米粉食品では、プレミックス粉、
米粉麺（ラーメン、パスタ、うどん）、米粉ピザに比較的人気が集まりました。米国でも欧州とほぼ同様な傾向とな
りました。
なお、今回の報告の最後に 28 年度の欧州プロモーション活動で、ドイツ、イタリア、フランス、スペインで調理
デモを行い「試食会・商品説明・意見交換会」の講師を務めた CAP.N の萩田敏常任理事から「米粉製品プロモーショ
ンで感じた点――米粉製品の輸出ポイント等」の紹介がありました。
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米粉の魅力、期待、展望を語り合う
～１０周年記念懇話会第 2 部「パネルディスカッション」～

CAP.N10 周年記念懇話会の第 2 部では、
「米粉への期待と展望」と題して各分野で活躍されているパネリスト 4 氏
がパネルディスカッションを行いました。グルテンフリー食品やアレルギー対応食材が注目され、国産米粉製品の輸出
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が関心を呼んでいる中で、
米粉の魅力と可能性について語り合い、
参加した 40 人の会員らは熱心に耳を傾けていました。

苦節 10 年、手探りの 13 年

自己紹介を兼ねて、皆さんから米粉への思いを聞かせてほしい。

涌井氏 「苦節 10 年。この 10 年間は非常に苦労した。特に 8 年間というのは米粉パン、 米粉麺がうまく作れず、
発芽玄米に添加物を使いながら小麦商品に似せようとやってきた。それが 2 年前に、テニスのジョコビッチ選手が
グルテンフリー食品を食べて優勝したという話を聞き、初めてグルテンフリーという言葉を知った。そこで弊社の
全商品をグルテンフリーに変えて営業した。国内展示会だけでなく、大潟村にも輸出促進協議会を作って海外の展
示会にも 2 年間で 15 回ほど出展した。米国・ロサンゼルスにも出向いたが、そこで驚いたのは日本の食材を日本で
作ることに価値があると言われたことだ。これからは 2020 年東京五輪に向け、都内の有名ホテルなどはグルテンフ
リーを進めており、今後は間違いなく増えていくだろう」
小林氏 「岐阜で製麺業を営んでいる。弊社は小麦粉麺とグルテンフリー米粉麺がメーンで、全体の売り上げのうち、
3 分の 1 をグルテンフリーの麺が占めている。13 年前からグルテンフリーの生麺を米粉うどんとして製造し始め、
ここ 3，4 年でようやく動きが出てきた。5 年前からはアメリカへの輸出に力を入れるようになったが、きっかけは
JETRO の紹介でニューヨークでの展示会だった。当時は私もグルテンフリーという言葉を知らずに、来場者に言わ
れて初めて知った。手探りの中での 13 年間だった」
長谷川氏 「病院で子どもの食物アレルギーに 15 年間にわたり、管理栄養士として関わってきた。乳幼児の時点で
パンや麺、ケーキを食べられるかどうかが、その後の食生活に影響を与えることは皆さんご存知のことと思う。か
つてアレルギーの子どもを持つ母親は、特殊なアレルギー対応食材を苦労して探していたが、今は安心して使える
米粉が一般的になってきたので、アレルギーのある子どもも他の友達と同じものを食べられるようになってきた」
横田氏 「茨城県の龍ヶ崎市で水稲の生産、販売、加工に取り組んでいる。横田農場での私の仕事は、収穫した米を
使って製粉し、
身体にやさしい米粉のスイーツを作っている。グルテンフリーで添加物を使わない米粉 100％のスイー
ツにこだわっている。いわゆる農家の 6 次産業化だが、一般に水稲農家の 6 次産業化は、揚げ餅やせんべいなどが
主流の中、なぜ、洋菓子なのとよく聞かれる。子どもが 6 人いるので、安全、安心のおやつを食べさせたいと思っ
たが、最近の子どもはあんこが苦手で、和菓子を食べない。そのため、子どもが手に取りやすいシフォンケーキやロー
ルケーキ、クッキーなどを作って販売している」
萩田

食物アレルギー対応の面でも米粉は注目されているが、課題も含め長谷川さん、いかがでしょうか。

長谷川氏 「米は母親が子どもに与える上で安心感のある食材だ。しかし、アレルギー用食品としては課題があり、
当初売り出した製品は正直なところ、たいてい 2，3 年で市場から消えることが多かった。需要が続かなければ、せっ
かく良い商品であってもスーパーでは継続して置かれない。しかし、今はグルテンフリーとして棚が確保されるよ
うになってきていることは頼もしい。
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保護者にとって近くのスーパーで購入できることは、とても魅力的で非常に利用しやすい食材になっている。食
物アレルギーのある子どもはどうしても小さい頃に和菓子を食べて育つので、大きくなって小麦が食べられるよう
になっても、習慣的に洋菓子を食べなくなる。逆に小さい頃から米粉を使った洋菓子に接している子は、小麦が食
べられるようになってからも洋菓子をしっかり食べる。アレルギーがあってもなくても、美味しく食べられるのが
米粉の魅力だ。ただ、グルテンフリーの基準が混在している問題もある。アレルギーを持つ子どもを抱える親にとっ
ては、パッケージにアレルギー表示されていないレベルなら大丈夫なのか。コ―デックスが定めるグルテンフリー
の基準 20ppm 以下なら良いのか。ノングルテン表示の 1ppm 以下なら良いのか、一般の方々には分かりづらい」
萩田 改めて米粉の魅力と新しい使い方の工夫、利用拡大への期待などを聞かせてほしい。
涌井氏 「私は米の消費拡大を目的に米粉を始めたが、出発点が間違っていたと思う。

■ 涌井 徹氏

小麦の代替ではなく無限の可能性秘める

小麦粉に対する米粉ということで、ついハードルの高い食パンに向かっていった。本来、
米粉はベーグルやあんパン、調理パン、サンドイッチパンなどに向いている。米粉が最
も苦手な食パンの分野に入っていったのが間違いだった。米粉は、カレーのとろみ付け
やソース、スープ類に使うほうがアレルギー対応の面で小麦粉と置き換えやすい。そう
した小麦粉が使われていることが見えづらい分野に無限の可能性がある。ただグルテン
が含まれていないから良い、ということだけではなく、もう一歩踏み込んで小麦粉と同等の機能性が持てれば、新
しい世界が待っている。年間 600 万㌧の輸入小麦がある中で、米粉の新たな使い方が今ようやく始まったなあと
思う。食パンではなく、ベーグルとか違った世界に発想を変えていかないといけない」
横田氏 「涌井さんがパンの世界では米粉と相性の良いパンがあるというお話しをされたが、ケーキの世界も全く一緒。
お客さんは、街のパテシェが作る上等なケーキではなく、うちにわざわざ買いにくる。その理由は、やはり安心・安全
を求めていることはもちろんのこと、小麦粉のシフォンケーキよりも米粉ケーキがしっとりしていて美味しいからと言
われる。これは米粉の魅力であり特性だ。小麦粉に似せるのではなく、そうした米粉の特性を生かしたものを作ってい
くことが、今後の米粉の加工で重要になっていく。それでもまだ天ぷら以外にも、スープのとろみ付けに良いなどの情
報は知らない人が多いので、そうした米粉の魅力を発信できれば、一般消費者にもより広がっていくだろう」
長谷川氏 「米粉の使い方については、どうしても小麦粉で作った物を米粉でもやろうとしていて、結果的にうまく
いっていない。小麦粉の代替ではなく、米粉ができることをもっと開拓していくべきだ。使い方の可能性を広げて
いくことも重要だろう」
萩田

コスト、認証に課題

グルテンフリーがキーワードになっている米粉の輸出について、早くから取り組

んでいる小林さん、いかがでしょうか。

■ 小林 宏規氏

輸出に追い風

小林氏 「米国への米粉輸出は 5 年前からだが、当初は商社がグルテンフリーを知らず、
現地スーパーにグルテンフリーの棚があることすら知らなかったので、取り扱ってもら
えなかった。そこで、まずはハワイのレストランに米粉麺を持っていく飛び込み営業を
1，2 年やった。その後、取り扱いたいという客を 10 社ほどまとめて、ようやく商社と
交渉できた。
（ハワイでの営業開始の翌年になる）4 年前にロサンゼルスに子会社を作り、
一般消費者に直接販売するため、アメリカのアマゾンに商品を出した。すると、そのレ
ビューを元に品質や価格の改善ができるようになった。確かに日本製品の評価は高いが、やはり価格に問題がある
という声が多い。日本で作ったものを送るので価格は高くなる」
萩田

涌井さんはどうでしょうか。

涌井氏 「輸出するにはまだコストが高く、ハードルが高いが、ミックス粉の段階で言えば、マーケットは大きいと思う。弊
社もアメリカの企業 5 社と輸出に向けた商談を進めており、今は最終調整の段階だ。秋口から輸出がスタートする見込みだ」
小林氏 「アメリカのグルテンフリー市場は前年対比 140％で伸びており、各社から安価な商品も増えている。品質
を追求していかないと残っていくことができないことを、身をもって感じている。弊社はパスタとラーメンを主に
出しているが、圧倒的にラーメンのほうが売り上げは多い。
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売れている。米粉はどうしても品質や原価の面で小麦粉と比べてしまい、もう少し安く
ならないかと思ってしまう。アレルギーを持っていないが、グルテンフリー的な食生活
をしている日本の方からも（弊社の）麺は高すぎると言われ、彼らは価格が高すぎると、

■ 長谷川 実穂氏

ニューヨークの展示会ではパスタでスタートしたが、今やラーメンがパスタの 10 倍

そうした食生活をすぐにやめてしまう。小麦の麺で育ってきており、それで十分生活で
きる。ただその半面、海外に目を向けると、先ほどお話しした通り、アメリカでは安価
な商品が増えているため、差別化ができるようになった」
萩田

欧米ではグルテンフリー食品が健康に良いということで成長しているが、輸出す

るには課題も少なくない。
輸出認証取得に政策的配慮を
涌井氏 「課題はグルテンフリー認証登録だ。ハラール、コーシャなどの認証もある。

個別メーカーでは限界があり、日本米粉協会が国と話し合い、輸出認証ができればいいが。認証がないと商談のテー
ブルにのらない。特に欧州の場合は遺伝子組み換えが問題になる。それと更新がどうなるか課題だと思う」
小林氏 「コーシャやハラールなどの認証を含め、付加価値のある米粉が出てくると、海外に販売していく上で非

常に強みになるだろう。それと、現在、岐阜にあるグルテンフリー工場は、頑張っても 1 日当たり 6,000 食程度し
か作れず、輸出量を増やすのは難しい。これからは工場を新設するか、原料を送って現地メーカーに作ってもらう
かのどちらかで、
弊社は後者の方向で今春から動き出している。アメリカの工場で製造すると、当然「メイドインジャ
パン」ではなくなるので、ポイントになってくるのは我々のブランドの価値を高める「グルテンフリーマイスター」を、
「メイドイン USA」でもいかに高められるかが鍵だ。アメリカのお客に日本の米の安心感を理解してもらうよう、ア
メリカの市場を開拓していきたい」
萩田

涌井さんも指摘したグルテンフリー輸出認証についてはどうか。欧州と米国では異なるが。

小林氏 「欧州の場合、日本の工場は HACCP 認証とか欧州仕様にしないとハードルが高い。アメリカの小さなスー

パーでは GFCO（非営利団体のグルテンフリー認証機関）の取得は必要だが、意外にもホールフーズ、ウォルマート、
クローガ―など大手・高級スーパーは、GFCO の取得は求めていない」
最後に米粉に期待することなどを話していただきたい。
米粉の新しい使い方を提案

横田氏 「米農家としては、米の消費量が減少している現状に歯止めをかけたい思いが

■ 横田 祥氏

萩田

ある。実際に最近はお菓子の需要が増えている。米粉で作ったスイーツはしっとり感が
あり、米粉スイーツが米の美味しさや健康を再認識するきっかけになってもらえるとあ
りがたい。家庭でも広まっていけば、と思う。一般消費者に対しては、小麦粉と違う米
粉の新しい使い方について、もっと提案をしていきたい。」
長谷川氏 「なぜ家庭で米粉が使いこなせないのか。1 つは吸水性にある。レシピ通りに作っ

ても失敗する。主婦目線でお母さんが家庭で使いこなせるような、手っ取り早く作れるような
失敗しないレシピがあればと思う。料理の苦手なお母さんでも失敗しないようなレシピづくり
をぜひお願いしたい」
涌井氏 「これからの米粉が抱える課題は、増えている飼料用米との兼ね合いだろう。

米粉用米は買ってくれる人がいないと農家は作れないが、飼料用米はいくらでも売れるので、なかなか米粉用米を
作ろうとはならない。私にとっては今年で米粉元年を迎えたと思っており、ようやく道が開き始めたと確信している。
この 2，3 年で答えを出したいと思っている。日本人は白黒、赤白決着つけたがる。グルテンフリーというと小麦が
悪いから小麦を食べない、と極端に走ってしまう。そういうことではなく、私は小麦の過剰摂取が駄目なのであって、
小麦は少し減らしたら、控えたらいい、ということだ。それだと、グルテンフリーのハードルが低くなる」
萩田

グルテンフリー、健康にいいというイメージがある米粉だが、これからは輸出も含め、米粉の需要拡大に向け、

さらにステップしたいと思う。本日は、貴重なご意見、ありがとうございました。
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ノングルテン米粉認証 第 1 号が誕生
みたけ食品工業の「米粉パウダー 300g」

グルテン含有量が 1 μ g/g（=1ppm）以下の米粉を認証する「ノングルテン (Non － Gluten) 米粉認証」の第 1
号が 6 月 14 日に誕生しました。この製品は、みたけ食品工業株式会社（本社＝埼玉県戸田市本町 4-1-1、武内秀行
代表取締役社長）の「米粉パウダー 300g」です。ノングルテン米粉認証ロゴマークが添付された製品が店頭に並ぶ
ことで、米粉の普及拡大の大きなバネになることが期待されています。認証の有効期限は 2 年間です。この間、認
証決定日から起算して 11 か月を経過した日から 30 日以内に中間検査が行われ、また必要に応じて抜き取り検査が
行われます。
（表紙「写真」参照）

推奨ロゴマーク米粉製品

第 2 号、第 3 号相次ぐ

用途別基準に適合した米粉、または地産・地消、域内流通に合った高品質
な米粉に使用が認められる推奨ロゴマーク使用商品の第 2 号、第 3 号が、6 月、
7 月に相次いで誕生しました。こうした分類、ラインナップによって、使い
勝手がよくなり、米粉の消費拡大が期待されています。
ネティエノの「やのくに純真米粉」
山口県田布施町にある株式会社ネティエノが生産している「やのくに純真

■ 推奨ロゴマークが貼付された「やのくに純真米粉」

米粉」の 500 グラム、1 キロ、10 キロ、20 キロの包材に、推奨ロゴマークが
貼付されました。今回の商品は 1 番、2 番に適合したものです。1 番の分類では菓子・料理用、ミドルタイプとし、
ラインナップではスポンジケーキ、クッキー、天ぷら粉、お好み焼き粉、唐揚げ粉、惣菜類（とろみ付け等）――
をあげています。また、2 番の分類ではパン用とし、ラインナップではパン全般――としています。
あみちゃんライズの「あみちゃん米粉」
株式会社 OGURA（秋田県大館市比内町）が製造し、あみちゃんライズ（岩手県紫波郡矢巾
町）が販売する「あみちゃん米粉

玄米スーパーパウダー」の 300 グラム包材に、推奨ロゴマー

クが貼付されました。今回の商品は 3 番に適合したもので、麺用が中心になりますが、レシピ
を付けることを条件にケーキ用としても使えます。そこで、パウンドケーキ、ブランマンジェ、
シフォンケーキのオリジナルレシピも貼付されています。

■「あみちゃん米粉」にも推奨
ロゴマークが貼付
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農水省消費者の部屋で米粉を展示
農水省は 6 月の第 1 週に、同省内の「消費者の部屋」で 6 月の食育月間に合わせた国産食材の特別展示会を開催
しました。初日の 4 日は、「お米と米粉」をテーマに、グルテンフリーのパスタやギョーザなど多彩な米粉食品の
展示や試食、お米の食べ比べなどを行いました。修学旅行で同省を訪れた愛知県の中学生は米粉パンを試食し、
「小
麦のパンよりも弾力があり、甘味がある」と好評でした。（表紙「写真」参照）

伊藤忠食品展示会でもアピール
6 月 12、13 日に東京・有楽町の東京
国際フォーラムで開かれた「伊藤忠食品
FOODWAVE2018TOKYO」の展示会ブース
内に日本米粉協会も協賛でブースを設けま
した。協会が会員に働きかけて展示希望者
を募り、熊本製粉㈱、共立食品㈱、みたけ
食品工業㈱、小林生麺㈱の各社が出展しま
した（写真）
。また、ブース内では、米粉の
利用、拡大に向けて、米粉の特性などを紹
介したパネルも展示されました。

農業白書、
「若手農業者」を特集
平成 29 年度の「食料・農業・農村の動向」（農業白書）が 5 月 22 日に閣議決定されました。同白書では冒頭に、
日本農業の牽引役として 49 歳以下の担い手や後継者がいる経営体を「次世代を担う若手農業者の姿」と題した特
集を組み、経営構造を分析しました。この中では、効率的な経営育成へ、規模拡大など若手農家が先行する取り組
みを強力に進めていく必要があると強調。また、続くトピックスでは、28 年の農業産出額が前年比 4．6％増の 9
兆 2000 億円に達して 2 年連続で増え、16 年ぶりに 9 兆円台を回復したことも強調。ほか、日 EU・EPA 交渉の妥
結と対策、動き出した農泊などをトピックスで紹介しています。さらに「米粉」関係でもページを割き、29 年 12
月に米粉の利用拡大に向け、ノングルテン表示ガイドラインに適合する米粉製品の認証制度、用途別基準に適合す
る米粉製品の推奨制度がスタートしたことを記載しています。
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編集後記

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）は創立 10 周年を迎え、6 月 8 日の
平成 30 年度通常総会では多彩な「10 周年記念懇話会」を開催しました。今通信は、これらの動きを特集しま
した。CAP.N 通常総会の開会あいさつで島田圭一郎理事長は「この 10 年は、米粉の魅力と活用の輪を全国に
広げていく基礎固めの時代でした。幸いにも最近は、米粉需要にフォローの風が吹き出しました。世界的にも
グルテンフリー、健康指向が確実に高まり、日本の米粉食品の品質の良さ、多様性、美味しさに対する評価は
高まり、消費者に米粉の特性と意義、活用の場をさらに広げていくと将来の可能性は十分あります・・・・こ
れまでの教訓や歴史に学びながら、新しいこれからの 5 年、10 年先の歴史を創造的につくっていかなければな
りません。今後とも会員の皆さんと力を合わせ、頑張ってまいりましょう」と強調しました。
30 年度事業計画では、引き続き欧州での米粉の輸出特別支援事業に取り組み、新たに米粉輸出戦略セミナー
も開催します。また、CAP.N の通常総会の議事終了後、CAP.N10 周年を記念して、米粉の普及活動と CAP.N
の発展に長年貢献された 3 氏に感謝状が贈呈されました。髙橋氏、向畑氏、堤氏 3 氏に改めて感謝申し上げる
次第です。総会後の「記念懇話会」は 2 部構成で行われ、会員とともに歩んだ 10 年の活動の足跡を小冊子と
スライドで振り返るとともに、続くパネルディスカッションでは、米粉の新たな魅力と展望について熱く語り
合い、好評でした。パネリスト 4 氏の皆さんに御礼申し上げます。
一方、CAP.N が事務局を受託している日本米粉協会でも大きな動きがありました。グルテン含有量が 1ppm
以下の米粉を認証する「ノングルテン (Non － Gluten) 米粉認証」の第 1 号が 6 月 14 日に誕生しました。みた
け食品工業 ( 株 ) の「米粉パウダー 300g」です。さらに、用途別基準に適合した米粉、または地産・地消、域
内流通に合った高品質な米粉に使用が認められる推奨ロゴマーク使用商品の第 2 号、第 3 号も相次いで誕生し
ました。これによって、消費者にとって使い勝手がよくなり、米粉の消費拡大が期待されています。
CAP.N10 年をステップにして、“ 米粉新時代 ” の実現に向け、会員の皆様の協力のもとで、さらなる飛躍し
ていきたいと思います。（T）

NPO 法人 国内産米粉促進ネットワーク

(NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内 )

〒 101-0054

TEL 03-5283-6335

東京都千代田区神田錦町 1-21

FAX 03-5283-7634

大手町モダンビルディング 702 号

E-mail:

TEL&FAX：

日本米粉協会ホームページ

E-mail:

03-5283-6336

cap.net08@siren.ocn.ne.jp

http://www.komeko.org

CAPnet ホームページ
http://www.cap-net.jp

info@komeko.org
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