関東米粉食品メールマガジン
第２１３号

３０．１２．２６ 【毎月１回発行】
（18.7.20 創刊）

関東米粉食品メールマガジンは、関東米粉食品普及推進協議会が、会員の皆様か
ら寄せられた様々な情報をもとに、米粉の利用拡大のために情報発信しています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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＜ １ ＞ 米粉利用推進の取組紹介
◇「袖っ粉ミックス」に決定（千葉県）
袖ケ浦市（ちばコメ粉食品普及会会員）では、袖ケ浦の農産物を活用した商品開発として、
袖ケ浦産米粉使用のプレミックス粉の開発を株式会社デリコと共同で進めて来ました。
今回、一般公募により選考した愛称（ネーミング）が「袖っ粉ミックス」に決定したことに
伴い、袖ケ浦市農畜産物直売所ゆりの里で販売を開始しました。「袖っ粉ミックス」は「お好
み焼き粉」と「クレープ粉」の２種類で、どちらも混ぜて焼くだけで簡単、誰もが手軽に美味
しく調理できますので是非、ご賞味くだい。
また、ミニ冊子「食べる袖ケ浦」にも「袖っ粉ミック
ス」の情報のほか、米粉パンなど米粉食品の販売店情報が
掲載されています。併せて、ご確認ください。
●問合せ 袖ケ浦市商工観光課
住 所：千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１
TEL：0438-62-3428
FAX：0438-62-7485
E-mail：sode19@city.sodegaura.chiba.jp
左：クレープ粉 右：お好み焼き粉 （各 380 円/箱）
●「食べる袖ケ浦」は、こちらをご覧ください。
http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/shoukou/taberusodegaura.html

◇ポスター画像データの提供等について
日本米粉協会では、ノングルテン米粉を広くＰＲするためにポスターを作成しました。グル
テン含有量が 1ppm 以下の米粉には、第三者認証制度により認証マークが付くことなどを紹介
しています。制作枚数が限られていますので、使用を希望される方には、日本米粉協会から
データが提供されますので、印刷等をして活用ください。
農林水産省の公報誌「aff（あふ）」12 月号の背表紙にも使われていますので、そちらでも
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確認いただけます。
また、日本米粉協会は、近年の米粉の動向についての参考資料を公開しました。その中で、
市場変化やアレルギー対応により、平成 31 年度の米粉需要予測を前年に比べ２割程度需要量
が増加すると見込んでいます。これは、米粉用米の生産量の拡大が必要
な状況になっているともいえます。
有意義な資料だと思いますので、是非、ご確認ください。
●画像データについての問合せ
日本米粉協会事務局（NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク内）
担当：柏﨑元一、小林裕子
TEL：03-5283-6335
FAX：03-5283-7634
E-mail：info@komeko.org
●「近年の米粉市場動向について」は、こちらをご覧ください。

提供される画像データ

http://www.komeko.org/%E3%80%8C%E8%BF%91%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%B1%B3%E7%B2%89%E5%B8%82%
E5%A0%B4%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%AC%E3
%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/

***********************************************************************************

＜ ２ ＞ イベント等開催・出展のお知らせ
◇「消費者の部屋」１月特別展示のご案内（関東農政局）
農林水産省関東農政局では、およそ 50 年間で半減してしまった一人当たりの米の消費量を
回復させるため、米の消費拡大に取り組んでいます。今回の特別展示では、農林水産省が消費
拡大を目的に公開した、お米に関する情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」とノングルテン
食品として関心が高まっている米粉をパネルで紹介するとともに、米の消費拡大に関連したパ
ンフレット等を配布します。お近くにお越しの際は、是非、お立ち寄り下さい。
【会場１】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
期間：平成 31 年１月７日（月）～ ２月１日（金）
９：00～17：00 ※平日のみ開催
（７日は 14：00 から、１日は 13：00 まで）
【会場２】埼玉県男女共同参画推進センター交流サロン
（さいたま市中央区新都心２－２ホテルブリランテ武蔵野４階）
期間：平成 31 年１月７日（月）～１月 21 日（月）
９：30～17：30
（７日は 11：00 から、21 日は 15：00 まで）

◇米粉パンの予約販売を行っています（埼玉県）
埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、毎月１回「米粉パンの日」とし、米粉利用拡大に取り
組んでいます。現在は、国産米粉と北海道産小麦で作った「米粉ベーグル」と小麦、卵、乳の
一部または全部を除去した「米粉の焼き菓子」などを販売しています。（アレルギー対応につ
いては、製造者に相談してください。）
購入に当たっては、事前予約が必要になりますので、ご希望等の方は、関東米粉食品普及推
進協議会事務局（電話：048-740-0403）までお問い合わせください。
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●今後の販売予定日：平成 31 年１月 29 日（火）
●お渡し場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ２階ロビー
●製造者：ＷＡベーグル（有限会社 食生活）
住所：さいたま市南区神明 1-10-15 メゾン・ド・コリン１階
TEL：048-844-6313 FAX：048-740-7866
E-mail：wabagel1@gmail.com
ぐるっとあらびきソーセージ
***********************************************************************************

＜ ３ ＞ 各事務局からのお知らせ
◇平成 31 年度予算概算決定されました
平成 31 年度予算が、12 月 21 日に概算決定されました。その中で、米粉関連に関しては、
平成 37 年度までの米粉用米の生産目標を 10 万トンと定め、①米粉の需要拡大の取組の支援、
②水田を活用して米粉用米を生産する農業者の支援が盛り込まれています。
●詳細は、こちらをご覧ください。（農林水産省ＨＰ）
http://www.maff.go.jp/j/budget/31kettei.html

◇米粉製品の販売店等の情報について（関東）
関東米粉食品普及推進協議会では、米粉普及の一環として会員の皆様の店舗等で販売してい
る米粉食品などの情報を収集し、ＨＰへの掲載やイベントでのチラシ配布を行っています。
引き続き、会員の皆様の米粉食品に係る最新情報を募集していますので、掲載希望の方は
「米粉食品ＰＲシート」を、各都県協議会事務局宛てにメールや FAX 等でお知らせください。
●米粉食品ＰＲシート（エクセルファイル）のダウンロードは、こちらのページから。
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html

◇米粉に関する情報をお寄せください（関東）
関東米粉食品普及推進協議会では、会員の皆様はじめ米粉に関心のある方から広く情報を寄
せていただき、メールマガジンやホームページなどで、広く情報を発信しています。
イベント出展等、米粉利用拡大に係る情報がございましたら、「米粉に関する連絡票」をご
利用いただき、事務局宛てにメールや FAX 等でお知らせください。
●米粉に関する連絡票のダウンロードは、こちらのページから。（エクセルファイル）
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
***********************************************************************************

＜ ４ ＞ その他のお知らせ
◇「やっぱりごはんでしょ！」について（農林水産省）
農林水産省では、米の消費拡大を目的に、お米に関する情報サイ
ト「やっぱりごはんでしょ！」を公開しています。このサイトは、
一般の企業や団体で実施している米消費拡大の取り組みを広く募集
し、紹介していますので、事例がございましたら、本サイト内「わ
たしたち日本ごはん党」のコーナーより応募してください。
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●詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html

◇締切り迫る！

農のいとなみと鉄道フォトコンテスト（関東農政局）

農林水産省関東農政局では、関東地域の「農のいとなみ」と「鉄道」の魅力が表現された
写真を募集しています。関東地域は都心から少し足を延ばせば魅力的な農のいとなみがあり、
高度に発達した鉄道を利用することで素晴らしい農業景観に簡単に出会える
ことを、都市にお住まいの方や国内外の観光客の皆様に知っていただくた
め、「農のいとなみと鉄道フォトコンテスト」を実施しています。この機会
に米粉の製造装置である田んぼと鉄道の写真で応募してみませんか。
●詳細は、こちらをご覧ください。(応募締切：12 月 31 日)
http://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/photocontest.html

◇米粉ソング「米粉ジャパン！」の利用について
「米粉ソング」は、昨年 12 月 13 日にリリースされ、１年がたちました。既にお聞きになっ
た会員の方もいると思いますが、「米粉ソング」は、著作権者（株式会社テイチクエンタテイ
ンメント）の意向により、米粉利用を広める目的であれば、ネット配信、
店頭での演奏は「無料」にて利用できますので、是非、ご活用ください。
●ハルオロイド・ミナミ ボイスの詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/hal-o-roid/

◇「米マッチングフェア 2018」の開催について（東京都）
家庭内での米の消費が減る一方で、中食・外食等における米の需要は伸びており、業務用途
の米は、今後も堅調な需要が見込まれています。このような中、株式会社グレイン・エス・
ピー（とうきよう米粉ネットワーク会員）では、業務用途米への安定取引に取り組みたい米産
地と中食・外食事業者等とのマッチングを行う「米マッチングフェア 2018」を開催いたしま
す。求めているお米が手に入るチャンスです。
業務用途の米をお探しの方は、是非、参加ください。
●東京会場
日程:平成３１年２月６日（水）～８日（金）
場所: ホテルグランドパレス
東京都千代田区飯田橋１-１-１
●詳細や申込み方法は、こちらをご覧ください。
https://kome-matching.com/

◇海外市場開拓について（農林水産省）
農林水産省が立ち上げた「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」に参加する輸出事業者及び
産地の団体・法人を募集しています。
海外へ米粉食品の販売促進、展示会出展などのプロモーション活動などを計画している事業
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者の方は、プロジェクト参加に向けご検討してみてはいかがですか。
●米の輸出について分かりやすく説明した動画など、詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html#project

◇「関東農政局メールマガジン」について
農林水産省関東農政局では、行政情報・地域の食と農のイベント情報などをタイムリーにお
知らせするため、メールマガジンを発行しています。（隔週発行。無料）
購読を希望される方は、以下のリンクから登録をお願いいたします。
●関東農政局ＨＰアドレス
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html

◇ジェトロの海外情報発信サイトの紹介
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が運営する日本産農林水産物・食品輸出マッチ
ングサイトから海外への情報発信が可能となっています。
日本産米粉の輸出をお考えの方は、当該サイトの活用を検討してみてください。
●詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?koryu_keitai=01001000100010&kani=01&kuni=1&kibou_koku=9
000&keyword_j=%95%C4%95%B2&keyword_e=Rice+flour&disp_proj=500000039

◇「食べて応援しよう！」の取組について
農林水産省関東農政局では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再
生を通じた被災地の復興を応援するため、多様な関係者間で一体感を醸成できるよう、共通の
キャッチフレーズ「食べて応援しよう！」の利用を呼びかけております。ご賛同いただける方
のご参加をお待ちしております。
●「食べて応援しよう！」へのリンク（関東農政局ＨＰ）
http://www.maff.go.jp/kanto/ouen/tabete_ouen.html

【編集後記】
日本ほど、何でも受け入れ、食べ物のバリエーションが多い国はないのではないでしょう
か。それにより国民の舌がとても肥えていて、今さら目刺しに漬物に梅干しにご飯に味噌汁に
は戻れないと感じます。
しかし、食料問題は必ず来ると筆者は考えています。今後、今までのように食べ物が何でも
手に入るとは限りません。仮に輸入がストップし、日本産のいろいろな食材も無くなっても米
だけは必要量がいつでもある。という体制は重要だと思います。しかも今や、米があればパ
ン、麺、ケーキやクッキーなどの菓子類をはじめ天ぷら、唐揚げ、カレーなども作って食べる
ことができる。さらに、小麦アレルギーにも対応できるという安心感もあります。そういった
意味から、もっと米を食べ、米の生産の維持、拡大というのは、重要なことだと感じます。
本メルマガでも告知しましたが、１月に米の消費拡大関係のパネル展示を行います。お時間
がありましたら、是非、お越し頂き、米の大切さや米の消費拡大への理解を深めて頂ければ、
うれしく思います。
来年は、亥年です。歴代の亥年の出来事に、任天堂がファミコン発売 （ 1983 年）、
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Windows95 発売（1995 年）、iPhone 発売（2007 年）など、コンピューターに関する画期的な
商品が多く発売されています。
今度の亥年には、どんなものが発売されるか楽しみです。また、５月で平成も終わり新年号
は、何になるのでしょうか。更に 10 月には消費税が引き上げられるなどの大きな出来事が予
定されています。
今年一年ご愛読ありがとうございました。来年も皆様にとって良い年でありますよう心より
お祈り申し上げます。
●米粉食品に関する情報は・・・
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
●関東米粉食品普及推進協議会員を募集！「各都県協議会事務局まで」
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」公式サイト
http://www.syokuryo.jp/komeko/
●皆様のご意見・ご質問、ご要望をお待ちしています。
関東米粉食品普及推進協議会事務局 （関東農政局 生産部生産振興課内）
ＴＥＬ：０４８－７４０－０４０６（直通） ＦＡＸ：０４８－６０１－０５３３
*メルマガバックナンバー ⇒ http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/
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