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関東米粉食品メールマガジン 

 

第１９４号 ２９．５．２２ 【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 

◇食育講座「米粉ロールケーキに茶（チャ）レンジ！」を開催（東京都） 

 ５月 17 日、18 日の２日間、東京都多摩消費生活センター（立川市）が「米粉ロールケー

キに茶（チャ）レンジ！～食料自給率ＵＰ作戦～」と題した食育講座を開催しました。 

   

               

 

コンシューマー技術教育研究会の市川由紀子氏（とうきょう米粉ネットワーク会員）を講

師に公募により各日 20名の受講生を対象に食料自給率等についての講座の後、東京狭山茶入

り米粉ロールケーキの調理実習を行いました。 

          

 

講師の市川氏 東京狭山茶の説明  

（２日目・瑞穂町役場） 

デモンストレーション風景 

お楽しみの試食です 東京狭山茶の水出し緑茶とともに 
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３班に分かれての実習は楽しみながら手際よく調理でき、完成後の試食では「お茶の甘みが

ロールケーキに良く合ってます。」、「しっとりして美味しい。」、「家でも作ってみた

い。」などの感想がありました。米粉とお茶と食料自給率の理解を深めることができまし

た。 

 

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

＜ ２ ＞ 米粉イベント＆募集のお知らせ 

◇米粉消費拡大イベントについて（農林水産省） 

 農林水産省では、省内見学などを行うことにより子どもたちが夏休みに広く社会を知る体験

活動の機会とするとともに、府省庁等の施策に対する理解促進や米粉消費拡大などを目的にイ

ベントを予定しています。 

 

  ●開催イベント予定 

   ① 29年度 子ども霞が関見学デー  ８月２日（水）、３日（木） 

開催場所：農林水産省 

（参考） 28年度 子ども霞が関見学デーの様子 

http://www.maff.go.jp/j/kids/experience/k_d/h28_report.html 

 

② 平成 29年度 消費者の部屋 米粉特別展示 ８月後半～９月前半のうち５日間 

開催場所： 農林水産省 消費者の部屋 

＊詳細がきまりましたら、改めてお知らせいたします。 

 

◇米粉の用途別基準、ノングルテン表示の説明会の開催について（関東） 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員である特定非営利活動法人国内産米粉促進ネットワーク

では、新たに決まった「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」（ノングルテン）を広く普及啓発するために、７月から８月にかけて全国８ヵ所

（仙台、札幌、大阪、岡山、福岡、金沢、名古屋、東京）で説明会を企画しております。 

 

●関東地区における開催予定 

日  時：８月 18日（金） 13:30～16:00（12：30～受付開始） 

開催場所：ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター 

東京都中央区八重洲 1-2-16 TGビル 

   定  員：入場無料・100名 直接会場へお越しください。 

        定員に達した場合は入場をお断りする場合もあります。 

問い合せ：米粉ガイドライン地方説明会事務局 

（ＮＰＯ法人国内産米粉促進ネットワーク内）    

     担当：柏﨑、竹村、和田 TEL：03-5283-6335 FAX：03-5283-7634 

     E-mail:info@komeko-meijin.com 

 

◇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

http://www.maff.go.jp/j/kids/experience/k_d/h28_report.html
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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 

 

◇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。 

 

●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 

◇米トレーサビリティ制度について 

（6 月・7 月は米トレーサビリティ制度の監視強化月間です） 

お米や米加工品は、米トレーサビリティ法により、業者間の取引等の記録の作成・保存、一

般消費者までの産地情報の伝達が義務付けられています。 

 お米の流通に関する相談や疑わしい情報がありましたら、お近くの米穀流通監視相談窓口に

mailto:wabagel1@gmail.com
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
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お問い合わせください。 

詳細については、以下ホームページをご覧ください。 

 

●農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html 

●関東農政局ホームページ 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/keikaku/kome_toresa/index.html 

 

◇「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」（ノングルテン）について（農林水産省） 

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が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。 

 

 詳細については、以下ホームページをご覧ください。 

 ●農林水産省ホームページ 

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

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/keikaku/kome_toresa/index.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
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用途表記 １番 ２番 ３番

２０％未満 ２０％以上

   適応する用途の
  詳細は【参考】
  のとおり

   適応する用途の
  詳細は【参考】
  のとおり

１０５℃

乾燥法 又は 電気抵
抗式（電気水分計）

注）  各用途の具体的な例は【参考】を参照。

アミロース
含有率
（％）

水分含有率
（％）

１０％以上１５％未満

１８～２０％程度

１５％以上
２５％未満

（※グルテンを添加している旨を
明記する必要）

  グルテン
添加率
（％）

－ －

測定法
菓子・料理用 パン用

麺 用
（※一部、菓子・料

理用を含む。）

　　    主な

             用途

 項目

粒 度
（μｍ）

粒径７５μｍ以下の比率が５０％以上
レーザー

回析散乱式

澱粉損傷度
（％）

１０％未満
酵素法

（ＡＡＣＣ法76－ 31）

ヨウ素呈色比色法
 又は

近赤外分光方式

米 粉 の 用 途 別 基 準 ・ 用 途 表 記

２ 番

アミロース含有率

ソフトタイプ ミドルタイプ ハードタイプ

１５％未満
１５％以上
２0％未満

２５％以上

柔らかいスポンジ
ケーキ（例えばシ
フォンケーキな
ど）、クッキー

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）

パン全般 麺全般
強弾力の麺、
洋酒に浸すなど
の固めの ケーキ

＜ 付 帯 事 項 ＞ 
１．１番の米粉は、アミロース含有率の別によって適応する用途が異なるので、米粉製造業者

は、上表を参考としながら、表示等により、消費者等に対して、用途の詳細情報を伝達する
ものとする。

　
　

アミロース含有率

１番 ３番

【参考】 各米粉の具体的な用途の例及びアミロース含有率に応じた用途詳細
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◆サンプルの購入方法（詳細は、各社のＨＰから） 

 株式会社波里      http://www.namisato.co.jp/ 

 みたけ食品工業株式会社 http://www.mitake-shokuhin.co.jp/ 

 新潟製粉株式会社    http://www.niigata-seifun.jp/# 

 熊本製粉株式会社    http://www.bears-k.co.jp/# 

※リンク先の表示に少々時間がかかる場合がございます。御了承下さい。 

◆サンプルはすべて米粉１００％製品です。 

◆本情報は平成２９年４月末時点のものであり、サンプル対応（※一部のサンプルでも可） 

が可能なメーカーは定期的（月２回）に追加しますので、下記まで連絡してください。 

【国内産米粉促進ネットワーク】  ＴＥＬ：03-5283-6336 

   

２．３番の米粉であってアミロース含有率25％以上のものは強弾力の麺への適性が高いので、
　米粉製造業者は、上表を参考としながら、表示等により、消費者等に対して、当該情報の積
　極的な提供に努めるものとする。
注）上新粉など、既存用途向けの米穀粉は対象としない。

（平成29年４月末現在）

２番

＜パン用＞

ソフト
タイプ

ミドル
タイプ

ハード
タイプ

株式会社
波  里

○ ○ ○
〒327-0046
栃木県佐野市村上町９０３

0283
23

7331

みたけ食品工業
株式会社

○ ○ ○ ○ ○
〒335-0023
埼玉県戸田市本町４－１－１

048
441

3420

新潟製粉
株式会社

○ ○
〒959-2600
新潟県胎内市清水９－１５２

0254
44

1212

熊本製粉
株式会社

○ ○
〒860-8625
熊本市西区花園１－２５－ １

096
355

1223

提供メーカー
住      所 電 話

問い合わせ先対応可能サンプル

１番

＜菓子・料理用＞

３番

＜麺用＞

用途別米粉サンプル提供メーカーリスト

ノングルテン米粉表示 欧米のグルテンフリー表示

　 ＜2017年３月に決定した
　　　　世界で初めての自主基準＞

＜FDA（米国食品医薬品庁）、
EC（欧州委員会）等＞

セリアック病対策

目　　　　　的

【セリアック病】 ： 小麦等に含まれ
るグルテンに対する免疫反応が引
き金になって起こる慢性自己免疫
疾患。小腸の粘膜が炎症を起こし
下痢等を発症。 遺伝性の疾患で欧
米人に多いといわれている。

日本産の米粉

（※米粉加工製品は『ノングルテン
米粉使用』表示でアピール）

表示が可能な
グルテン含有量の範囲

１ｐｐｍ以下 ２０ｐｐｍ未満  ／  ２０ｐｐｍ以下

世界のグルテンを摂れない子供た
ちなどの需要に対し、世界最高水
準のグルテン含有量検査法を活用
したノングルテン表示で高い安心感
を提供することにより、日本産米粉
をアピール

表示の対象 自国（地域）内で流通する食品

ノングルテン米粉表示と欧米のグルテンフリー表示との比較

http://www.namisato.co.jp/
http://www.mitake-shokuhin.co.jp/
http://www.niigata-seifun.jp/
http://www.bears-k.co.jp/
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◇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。 

 

 （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 

 

◇「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。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_seisaku_kaikaku.html
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html
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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】 

スキーを趣味としていた若い頃、雪の降る寒い季節がとても好きでした。11月頃から今年は

どこのスキー場に行こうか、と考えるのが楽しみでした。 

しかし、今では、寒い季節は苦手です。現在の好きな季節はちょうど今頃の５月から６月で

す。寒い季節も過ぎ、花粉症の症状も治まり、清々しいからというだけではありません。 

現在の趣味は、バラを育てることです。５月から６月にかけてバラが次々咲き始めます。

赤、白、ピンク、黄色、色とりどりでとてもいい香りです。趣味によって好きな季節は変わっ

ていくものだと思います。 

変わっていくといえば、食べ物もそうです。昔は、やっぱり肉。肉が大好きでしたが、今で

は、肉より蕎麦や魚がいいと感じています。 

人間の趣味嗜好は年代により変化していくものです。そこで考えたのですが、米粉で作った

パンや麺、スイーツなどの食品も、例えば、同じものでも 20 代向けの米粉シフォンケーキと

40代向けの米粉シフォンケーキがあってもいいのではないでしようか。また、清々しいこの季

節向きの米粉メロンパンや少し肌寒くなって来た初冬向けの米粉メロンパン、暑い季節に食べ

る米粉麺、炬燵で食べる米粉麺など季節や世代別にターゲットを絞ったものがあったら嬉しい

です。 

筆者の考える様なことは既に取り組んでいる業者の方もいるかと思います。そのような特徴

のある商品の販売、独特な販売方法などを実施している方がいましたら、是非、ご一報くださ

い。このメールマガジンの紙上で紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●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.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/

