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関東米粉食品メールマガジン 

 

第１９２号 ２９．３．３０ 【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 ＞ 米粉取組事例の紹介 

◇米粉ゲルを使った料理講習会の開催（埼玉） 

みたけ食品工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）は、「米ゲル料理講習会」

を２月 28日（火）に、Patia 四谷 （東京都新宿区四ツ谷）で開催しました。 

参加者は、米ゲルに興味のある製パン業者など

の実需者で、講師の吉岡久雄氏が実演で「アイス

クリーム」と「マドレーヌ」を作りながら、米ゲ

ルを利用する上でのポイントを講義し、節目で質

問を受けるスタイルで行われました。 

米ゲルを商品化に活かしたい方々の集まりと

あって、出される質問は、米ゲルの特徴や利用方

法についてのものから流通形態までと多岐にわた

り、吉岡氏やみたけ食品工業の担当者の回答に、

熱心に耳を傾けていました。 

今後も、米ゲルの特徴を実感していただけるような取組によって、実用化に向けた動きが広

がることを期待しています。 

なお、主な質問は,次のとおりです。 

Ｑ．米ゲルは、全て高アミロース米で作るのか？  

Ａ．粘り気が欲しい場合は高アミロース米、それほど必要がない場合は、一般の米、コシヒ

カリなどでも問題ない。 

 

Ｑ．米ゲルを使えばグルテンフリーになるのか？  

Ａ．米ゲルはグルテンフリーだが、作業環境や一緒に使う他 

の食材には注意が必要。醤油のように、原材料に小麦を使 

用していると、グルテンフリーにならないことも考えられ 

る。 

 

 
イチゴと米ゲルのみのアイス 

米ゲルの説明風景 
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Ｑ．グルテンフリー以外のメリットは？  

Ａ．油脂類を減らすことができるし、アイスに利用すれば乳製品にか 

かる規制が必要ない。 

また、嚥下食（えんげしょく）としても活用が期待できる。 

 

Ｑ．流通形態は何か？  

Ａ．現時点では、冷蔵を検討している。 

 

◇「米粉でインバウンド対応!グルテンフリーメニュー講座」を開催（東京都） 

とうきょう米粉ネットワークは、３月 18日（土）に、公益社団法人米穀安定供給確保支援

機構（略称：米穀機構）との共催で、東京都文京区の公益財団法人東京都学校給食会（東京

米粉ネットワーク会員）において、「米粉でインバウンド対応！グルテンフリーメニュー講

座」を開催しました。 

この講座は、2020 年の東京オリンピック、パラリンピックを控えて、激増する外国人観光

客のグルテンアレルギー等の疾患を持つ方々に対応できる人材を増やすことを目的に、栄

養、調理関連の職業を目指す大学や短大、専門学校の学生を対象に開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

講座は２部構成で、第１部では「米粉グルテンフリー料理の秘訣！」と題して、ＮＰＯ法

人国内産米粉促進ネットワーク（とうきょう米粉ネットワーク会員）副理事長の萩田敏氏か

ら、約 1 時間の講演がありました。参加者した学生たちは、米粉の基礎的な話から海外での

グルテンフリー事情など、非常に広汎にわたった話に耳を傾けながら、熱心にメモを取って

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２部では、調理実習が行われ、第 1部の参加者の中から 45名が参加しました。講師は、

一般財団法人日本穀物検定協会（とうきょう米粉ネットワーク会員）認定の米粉食品指導員

の石井ゆか氏（とうきょう米粉ネットワーク）が務め、板状のパスタを米粉で作ったほか、

事務局を代表して澤岡東京支局長の挨拶 共催者挨拶 米穀機構 高野調査役 

米ゲルを使用した
マドレーヌ 

第１部 萩田氏の熱のこもった講演です 熱心に話を聴く受講生 
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ベシャメルソースのとろみ付けに米粉を使った「ラザニア」と、すりおろした長芋と木綿豆

腐に米粉を混ぜ、野菜や大葉を混ぜ込んだものを油で揚げた「米粉のふわふわ揚げ」の２品

を調理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

 五人ひと組の班で行われた実習では、志を同じくする学生同士が、和気あいあいと作業を

進め、途中、ＳＮＳに投稿するのか、スマホで写真を撮る姿も多く見られました。 

 調理後は、石井氏がデモンストレーションで作った、シフォンケーキとアイスクリームも

加えて試食が行われ、「パスタがモチモチしていて、腹持ちがよさそう。」といった米粉料

理に対する感想のほか、「大変参考になった、もっと米粉のことを知りたい。」といった意

見も聞かれ、将来を担う学生たちの熱意が伝わって来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理実習講師の石井氏 ラザニアの盛り付け出来ました！後は焼くだけです！ 

美味しいラザニアにみんなでニッコリ！ 出来上がって盛り付けをします。 

講座のメニュー。ラザニア（切り分け後）、ふわふわ揚げ、シフォンケー

キ、アイス添え 
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◇「米粉料理講習会」を開催（群馬県） 

 米粉ネットぐんまは、公益社団法人

米穀安定供給確保支援機構との共催事

業で、２月 20日（月）、榛東村保健相

談センターにおいて、榛東村食生活改

善推進員連絡協議会会員を対象とした

米粉料理講習会を開催しました。 

当日は、米粉ネットぐんま事務局か

ら「米粉をめぐる状況について」の講

義を行った後、講師の女子栄養大学生

涯学習講師金子登美子氏（埼玉県米粉

利用食品推進連絡会登録講師）から、

米粉を利用することでカロリーを抑え

られるといったメリットや、「ダマにならないよう必ず水で溶くこと」などの調理のポイン

トについて説明を受け、「上州麦豚のフルーツ米粉カレー」、「かぼちゃの米粉パウンド

ケーキ」、「米粉のチョコプリン」の洋食メニュー３品を作りました。 

参加者の皆さんは、ポピュラーな料理に米粉を使用できるとあって、講師からの説明に熱心

に耳を傾け、調理実習も和やかな雰囲気で行われました。 

調理後の試食では、とても鮮やかな料理の出来映えに満足しながら、米粉のもっちりとし

た食感を十分に味わうことが出来ました。また、紅茶協

会認定のティーインストラクター資格をお持ちの金子氏

から、試食の時間を利用して美味しいロイヤルミルク

ティーの入れ方についても教えていただきました。 

参加者から「おいしかったので、すぐ家庭で作りた

い。簡単なメニューで作るのも楽しみです。」などの声

も聞かれました。 

この講習を機会に、ご自身の米粉料理のレパートリー

を増やしたいと思っている参加者が多く、家庭料理への

米粉利用の広がりを感じました。 

                              

《メニュー》 

○上州麦豚のフルーツ米粉カレー 

○かぼちゃの米粉パウンドケーキ 

○米粉のチョコプリン 

 

 

◇ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 2017 国際食品・飲料展で米粉をＰＲ（東京都） 

 ３月７日（火）～10 日（金）に、千葉県の幕張メッセで「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 

2017」が開催され、関東米粉食品普及推進協議会からも、株式会社さくら工房（神奈川県米粉

食品普及推進協議会会員）とみたけ食品工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）

がブースを出展して、シフォンケーキやビスコッティ、米粉パン、ミックス粉などの米粉製品

をＰＲしました。 

実習風景 

金子講師の説明に耳を傾ける参加者 

左から、チョコプリン、カレー、パウンドケーキ 
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また、公益社団法人米穀安定供給支援機構では、「お米の新たな可能性」と題して、全国か

ら米粉食品メーカーや製粉機器メーカーなど 13社を集めたブース（注）を出展しました。 

近年のグルテンフリー食品への関心の高まりから、いずれのブースにも多くの来場者があ

り、担当者が慌ただしく対応する姿が、あちらこちらで見受けられました。 

（注）農林水産省補助事業「外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業」の一環として取り組まれています。 

 

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

＜ ２ ＞ 米粉イベント＆募集のお知らせ 

◇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、米粉利用拡大の一環として毎月１回「米粉パン」の販

売を行っています。 

現在は、国産米粉と北海道産小麦で作った「米粉ベーグル」の販売を行っており、リピー

ターになる方も多く、好評を得ています。 

なお、購入に当たっては、事前予約が必要になりますので、購入希望等ございましたら、関

東米粉食品普及推進協議会事務局（電話：048-740-0403）までお問い合わせ下さい。 

 

●今後の販売予定日 

・平成 29年４月 18日（火） 

・平成 29年５月 23日（火） 

・平成 29年６月 13日（火） 

 

●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１F 

TEL：048-844-6313 FAX：048-740-7866 

E-mail：wabagel1@gmail.com 

 

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

＜ ３ ＞ 各都県事務局からのお知らせ 

◇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、広く発信していきます。 

イベントへの出展、米粉製品取扱店舗や米粉商品等の情報がございましたら、ホームページ

に添付されている「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。 

 

●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 

 

左から、（株）さくら工房、みたけ食品工業（株）、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構のブース 

mailto:wabagel1@gmail.com
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
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◇米粉料理教室の講師募集！！（埼玉県） 

最近の米粉への関心の高さから、米粉料理教室が各地で開催され、埼玉県米粉利用食品推進

連絡会にも講師派遣依頼についてお問い合せをいただいております。 

家庭での米粉の利用拡大につなげることを目的に、当連絡会においても講師をお引き受けい

ただける会員の皆様に登録をお願いしております。 

つきましては、以下のとおり講師の募集をしておりますので、ご応募をお待ちしておりま

す。 

 

●募集の案内はこちらからご覧いただけます（PDF 形式ファイル）。 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-

komeko/kyougikai/saitama/pdf/koushi_panfu.pdf    

 

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

＜ ４ ＞ その他のお知らせ 

◇「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」が公表されました（農林水産省） 

農林水産省は、米粉製品の普及に向け、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」により、米粉の菓子・料理用、パン用、麺用などの用途別の加

工適性に関する基準、グルテンを含まない米粉製品の表示に関するガイドラインの策定を民間

団体に委託し、今般、「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」が策定されたので、29日（水）農林水産省のホームページで公表しました。 

今後、米粉製造業者など米粉の生産・利用・普及に取り組む関係者の組織する団体により、

この「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」が活用

され、その利用・普及が図られることが期待されます。 

 公表の詳細については、農林水産省のホームページをご覧下さい。 

 

 ●ＨＰアドレス 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/ 

 

 【公表の概要（抜粋）】 

 

 （１）用途別基準について 

   

Ⅳ 用途別基準の内容及び表示について 

用途別基準の内容及び表示は、次により行うものとする。 

１ 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する。 

 

２ １により分類した各用途ごとの米粉の粒度、澱粉損傷度、アミロース含有率及び水

分含有率等の基準は、別紙のとおりとする。 

 

３ ２の基準を満たしたものについては、別紙のとおり用途を表記することとする。 

 

４ その他留意すべき事項については、別紙に掲げるとおりとする。 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/saitama/pdf/koushi_panfu.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/saitama/pdf/koushi_panfu.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
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 （２）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 

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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◇「農業競争力強化プログラム」について（関東農政局） 

国では、自由に農業経営ができる環境をつくり、農業の構造的な問題を解決し、農業者の皆

さんの所得向上を図るため、全 13項目の「農業競争力強化プログラム」を決定しました。 

 

【１３項目の内容】 

１．生産資材価格の引き下げ（肥料、農薬、機械、飼料など） 

２．流通・加工の構造改革（卸売市場関係業者、米卸売業者、量販店など） 

３．人材力の強化 

４．戦略的輸出体制の整備 

５．原料原産地表示の導入 

６．チェックオフ（生産者から拠出金を徴収、販売促進等に活用）の導入 

  ７．収入保険制度の導入 

  ８．土地改良制度の見直し 

  ９．農村の就業構造の改善 

  10．飼料用米の推進 

  11．肉用牛・酪農の生産基盤強化 

  12．配合飼料価格安定制度の安定運営 

  13．生乳の改革 

 

 ●プログラムの詳細については、こちらのアドレスから、各項目毎に説明動画がご覧にな

れます。 

  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html 

 

 

◇米政策説明動画が公開されました（関東農政局） 

30 年産からの米政策見直しへの円滑な移行に向けて、多くの生産者及び関係者の方々に理

解を深めていただくために、農林水産省の柄澤政策統括官が説明する動画を製作し、ホーム

ページに公開いたしました。 

   

●農林水産省ホームページ 

   http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html 

 

 

◇平成 29 年度予算が決定しました（関東農政局） 

 平成 29年度予算が、３月 27日に成立しました。 

 米粉関連予算については次のとおりです。 

 

 （１）米粉の用途別基準やグルテンを含まない米粉製品の表示ルールの全国的な普及に向け

た取組を支援します。 

     

    米粉の用途別基準やグルテンを含まない米粉製品の表示ルールについては、28年度

中にガイドラインが公表され、普及に向けた取組が始まります。 

 農林水産省では、産地活性化総合対策事業のうち革新的低コスト生産技術の波及展開

支援を拡充し、取組を支援します。 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html
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   ※本事業は、公募が開始されています。詳しくは、ホームページをご覧下さい。 

    http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/170216_1.html 

 

 （２）米粉用米への支援が継続されます。 

    米粉用米への支援は、水田活用の直接支払交付金の戦略作物助成により、数量に応じ

て 55,000～105,000円/10ａが交付されるとともに、多収品種への取組を行った場合

は、産地交付金により 12,000円/１0ａが加算されることとされています。 

    平成 29年度予算についても、水田活用の直接支払交付金として 3,150億円（前年に

比べ 72億円増）が、決定されました。 

 

※６次化や地産地消で米粉に取り組みたいと考えている方、米粉メーカー等との取引に

主食用のお米を使っている方などいましたら、関東農政局（都県支局）へお問い合わせ

下さい。 

 

◇「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。 

 

●関東農政局ホームページ 

http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html 

http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisaku_tokatu/170216_1.html
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html
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◇「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、東日本大震災の被災地で生産された食品を積極的に消費するこ

とにより、産地の活力再生を通じて被災地の復興を応援するため「食べて応援しよう！」を共

通のキャッチフレーズに、さまざまな取組の呼びかけを行っております。 

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/pdf/tabete_ouen1.pdf 

 

【編集後記】 

先月号では、壮大な宇宙の話に触れましたが、今月は一転、米粉よりずっと小さいミクロの

世界のお話しです。 

皆さんは、中学か高校の頃、「水兵リーベ僕の船････」の語呂合わせとともに元素の周期表

を学習したことを覚えていますか。問いかけた私自身も忘れていますが、普段の生活では、全

く使うことは無い周期表は、科学関係の仕事に従事しているか科学好きの方でないと、覚えて

いる人は少ないのではないでしょうか。 

この世界の物質の基となる元素を、性質などが似たもの同士で規則的に並べたのが周期表で

すが、この周期表に昨年 11 月 30 日、埼玉県和光市にある理化学研究所（以下「理研」）で発

見された 113 番元素が、「ニホニウム（nihoniumu）」（元素記号：Nh）と命名・追加される

ことが、国際機関において決定されました。 

新聞等でも報道されたので、ご存じの方も多いと思いますが、これまで、新たな元素は欧米

で発見されるものばかりで、今回の発見は、日本のみならずアジアでも初めてのことだそうで

す。そのため、理研の地元和光市では、この偉業を記念した事業として、市内の私鉄駅から理

研までの通りを「ニホニウム通り」と命名し、元素記号のプレートなどを整備していくことを

決定するなど、大きな話題となっているそうです。 

理研のホームページによると、今回の発見が、私たちの生活に直接影響を及ぼすことはない

とのことですが、物質の存在に関わる基礎研究の深化は、科学技術と社会の発展に大きな貢献

をすることになるとのことで、そこに日本発のものが加わる意義は大きいようです。 

さて、本文でもご紹介しましたが、農林水産省では、29日（水）に、「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」を公表しました。今後は、米粉の利

用拡大、米ゲルや米ピューレーといった新素材の普及に加え、これらガイドラインの普及に向

けた取組が進められることになります。 

特に、「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、日本国内での普及はも

とより、将来の輸出拡大を見据えて、現在欧米が定めている基準より厳しい基準が設けられ、

基準をクリアした商品に表示するロゴも、「ノングルテン（Non-Gluten）」と、その点を強調

したものとなっています。 

近い将来、日本発の「ノングルテン（Non-Gluten）」が世界のスタンダートとなることを目

指し、関東米粉食品普及推進協議会としても、まずは、国内の普及に向けた取組を強化してい

く必要があると思います。 

最後に私事ですが、４月の人事異動により、当メルマガの担当を離れることになりました。

２年間の間、ご愛読いただきありがとうございました。また、引き続き、関東米粉食品メール

マガジンを、よろしくお願いします。 

 

●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.maff.go.jp/kanto/ouen/pdf/tabete_ouen1.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
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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/ 

http://www.syokuryo.jp/komeko/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/

