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関東米粉食品メールマガジン 

 

第１９３号 ２９．４．２６ 【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 ＞ 米粉取組事例の紹介 

◇学校給食の取扱食材展示説明会で米粉製品を展示（埼玉県） 

 公益財団法人 埼玉県学校給食会（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）では、４月 12日

（水）から 19日（水）の間に、県内の学校給食関係者を招いた取扱食材の展示説明会を開催

しました。 

 米粉使用食品は、定番の「ライスボール」のほか、「米

粉入り食パン」「米粉めん」「米粉の皮で包んだ野菜餃

子」が展示され、展示品以外にも、米粉使用食品として

「揚げパン用米粉パン(ツイスト型)」「ナン」などがあ

り、関係者の話では、「子供たちの評判は上々」とのこと

で、学校給食への米粉利用の広がりが感じられました。 

 なお、米粉は全て埼玉県産米で作られています。 

 また、埼玉県産の食材 100％使用の食品も多数あり、地

産地消の推進にも力を入れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ファベックス 2017（東京都） 

 平成 29 年４月 12 日（水）～14 日（金）までの３日間、東京ビッグサイトで開催された

「ファベックス 2017」に、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）、

定番のライスボール 

米粉めん 米粉入り食パン 米粉の皮で包んだ野菜餃子 
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株式会社波里、日の本穀粉株式会社（両社とも栃木県米粉食品普及推進協議会会員）が出展

し、米粉製品、米ゲルなどのＰＲを行いました。 

 穀物Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ（みたけ食品工業）、アスリート気分“グルテンフリー”モーニ

ング（波里）、ＷＡＫＯＮＡによる新感覚スイーツ（日の本穀粉）と各社の米粉に対するイ

メージを表現したキャッチフレーズを掲げ、それぞれの米粉の特性

をいかした製品に来場者の関心を集めていました。 

                                                     

 

 

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

＜ 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）までお問い合わせください。 

 

●今後の販売予定日 

・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。 

 

米ゲル製品の展示 

 

にぎわう各社のブース グルテンフリー等の米粉製品 

mailto:wabagel1@gmail.com
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●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 

 

◇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 

◇３月 29 日付け「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、事業受託者である(株)電通、NPO 法人国内産米粉促進ネットワークから

事業実績報告書が提出され、その中で「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、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ください。 

 

 ●ＨＰアドレス 

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

 

【「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」からの 

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

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
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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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。 

  

 【別紙】 
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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ください。 

    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が加算されます。 

    また、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

ください。 

 

◇「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】 

４月は学校や会社などで新一年生を迎えています。「希望に満ちた門出」といった表現をよ

くしますが、本人たちは希望より不安の方が大きかったのではないでしょか。 

新しい環境に慣れるため「はじめの一歩」を、それこれ全てに対して、はじめの一歩だった

ことでしょう。不安を抱えた新しい場所での生活も１ヵ月が経ち、濃い時間を過ごし今では希

望に満ちていることと思います。何事も初めて取り組むことは不安が付き物です。 

今まで米粉を料理に取り入れたことのない人も、初めは不安があるかも知れませんが、思い

切って「はじめの一歩」を踏み出してみれば、意外と簡単に取り入れることができるかもしれ

ません。“案ずるより産むが易し”だったりするかもしれません。 

話しは変わり私事で恐縮なのですが、筆者だというのに文章を書くのをとても苦手としてい

ます。その筆者が人事異動により当メールマガジンの担当となってしまいました。 

“案ずるより産むが易し”この精神で一歩を踏み出し、今回初めてのメールマガジンの編集

をしました。 

我が国の食料自給率を考える上で、米粉の利用拡大は重要です。米粉の利用促進の取組に役

立つメールマガジンの編集に努めたいと思いますので、不慣れではございますが、引き続きご

協力をお願いします。 

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のみ表示するロゴも、「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、はじめの一歩を

踏み出して行きたいと思います。 

 

●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/ 

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

