
●新製品の開発・販売の事例

○家庭用米粉　

（１）　「ル・マロニエ」

①製造者：日の本穀粉㈱（栃木県）

②製品の特徴：栃木県産米粉100％（ケーキ、シュークリーム、クッキー等用）

③販売場所：道の駅思川、米粉ラスクのフルゴオリ、よつ葉生協

④販売形態：180ｇ小袋詰

（２）　「米粉パウダー」

①製造者：みたけ食品工業㈱（埼玉県）

②製品の特徴：埼玉県産米粉100％（お料理・製菓用等）

③販売場所：県内・大手スーパーマーケット、通信販売等

④販売形態：300ｇ詰

○米粉めん

（１）　「お米ラーメン」

①製造者：㈲七福麺（栃木県）、（㈱波里（栃木県）の依頼により製造）

②製品の特徴：栃木県産米粉30%と栃木県産小麦粉70%

③販売場所：㈲七福麺、佐野市観光物産会館

④販売形態：２袋詰箱入り 150ｇ（液体スープ付き）

（２）　「米粉　ほうとう」

①製造者：㈲エルフィン・インターナショナル（山梨県）

②製品の特徴：名物「ほうとう」の極太麺に米粉を100%使用、味噌の味付けにマッチ

③販売場所：生協、インターネット（平成22年４月販売開始予定）

④販売形態：120g個袋詰め（冷凍生麺）　

○米粉パン

（１）　「揚げパン用米粉パン」

①開発者：(財)埼玉県学校給食会（埼玉県）

②製品の特徴：埼玉県産米粉使用の揚げパン専用の米粉パン、平成２１年度に開

　　　 発を完了し、平成２２年度４月供給開始

③販売場所：埼玉県内の学校給食用食材として提供

④その他：平成２１年度に供給した米粉製品

埼玉県産米粉入ナン（冷凍）、米粉蒸しパン（冷凍）、米粉めん

地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

（２）　「国産米粉の角型パン」

①開発者：フーズテクノ㈱（埼玉県）

②製品の特徴：国産米粉100%使用、小麦・グルテン不使用、油脂不使用、保存剤等

　　　 の食品添加物不使用、乳・卵・小麦・大豆などアレルゲン物質を含む

食品25品目を持ち込まない工場で製造しています。アレルゲン検査

の実施

③販売時期：３月新発売

④その他：焼成済み製品（冷凍流通）、１本（１斤）

（３）　「ブロート・プレーン」

①製造者：㈱シガリオ　あづみ野研究工場（長野県）

②製品の特徴：玄米粉「リブレフラワー」に小麦粉50%を配合した玄米粉パン

③販売場所：通信販売、㈱シガリオあづみ野研究工場内

④販売形態：袋売り（直径18cm）

（４）　「桜もちパン」

①製造者：くぬぎの森（山梨県）

②製品の特徴：米粉40%使用のパン生地で、桜もちを包みました

③販売場所：くぬぎの森施設内販売所、移動販売

④販売形態：１個袋入り

○米粉洋菓子

（１）　「ホワイトデコレーションケーキ」

①開発者：フーズテクノ㈱（埼玉県）

②製品の特徴：乳・卵・小麦・大豆などアレルゲン物質を含む食品25品目を持ち込

　　　 まない工場で製造しています。アレルゲン検査の実施。

③販売場所：生協・ネット販売

④その他：４号サイズ箱入り（冷凍）

（２）　「古代黒米ロールケーキ」

①製造者：㈲中井農産センター（埼玉県）

②製品の特徴：埼玉県産米粉100%使用、さわやかな甘みの何個でもたべたくなる

③販売場所：未定

④販売形態：箱入り１本

（３）　「赤米・黒米　米粉クッキー」

①製造者：㈲中井農産センター（埼玉県）

②製品の特徴：埼玉県産米粉100%使用、赤・黒米のポリフェノールが体に良い

③販売場所：未定

④販売形態：小袋入（枚数又はグラム数）
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

（４）　「米粉蒸しケーキ」

①製造者：キリンオーランドフーズ㈱（千葉県）

②製品の特徴：米粉18%使用の冷凍蒸しパン(プレーン味40g、いちご味35gの２種)、

　　　 自然解凍で食べられる

③販売場所：千葉県学校給食会ほか、全国の学校給食用としても販売

④販売形態：１個包装（冷凍）

○その他の製品

（１）　「浅間ほわいと焼き」

①製造者：㈱D・A・M（東京都）

②製品の特徴：生地とホワイトソースに米粉を使用、静岡県富士宮市生まれの洋

風お好み焼き、ふんわりやわらかいので食べやすく、腹持ちもよい

③販売場所：店舗「浅間ほわいと焼き」

④販売形態：テイクアウト販売

＊「浅間ほわいと焼き」の商品権者は、㈲ホットプランニング、近藤登氏、米谷武文氏

（２）　「米皮春巻」

 ①製造者：㈱スワロー食品（神奈川県）

 ②製品の特徴：皮に国産米粉使用、プロトタイプサンプルの具は、主原料の野菜・

豚肉は国産、業務用として冷凍で販売、具材や規格の要望に応談

 ③販売場所：学校給食、産業給食（社員食堂等）、惣菜、宅配等外食全般を予定

 ④販売形態：プロトタイプサンプル 50ｇｘ100本ｘ２合（冷凍）

（３）　「米粉かりんとう」

①製造者：㈲エルフィン・インターナショナル（山梨県）

②製品の特徴：米粉85%使用のかりんとう

③販売場所：鳴沢農協道の駅、都留市立病院売店及びインターネット（平成22年

４月販売開始予定）

④販売形態：200g個包装

○その他の取組

（１）　東京フード㈱（茨城県）

　平成２１年度から「あなたのお米でカレーをつくりませんか」という新たな販売方法に取

り組んでいる。　　　東京フード㈱に米粉を送付すると、「カレールウ」にして製造し、販売

用（道の駅、産直場など）や贈答用（お歳暮、お中元など）として販売できる。

　（製造料金：製品800個で15万円）
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

●新規需要米（米粉用）の産地とのマッチングの事例

○茨城県

常陸太田市では、市内の農業者が生産した新規需要米（米粉用３㌧、７０．５㌃）を使用し

　　て、平成２２年４月から市内の幼稚園（９園）、小学校・中学校（２５校）に、毎月１回米粉パン

　　を提供することを計画している（年１１回）。

　　 また、製造する米粉パンについては、常陸太田市が導入する米粉製造機（ＪＡ茨城みず

　　ほが運営管理）により製粉した米粉を市内のパン業者が使用・製造して学校給食へ提供す

　　るとともに、県内の二次加工業者等へ供給することも考えている。

○栃木県

　１　２１年産での取組実績

　　　　（１）　日の本穀粉㈱

①取組者の事業内容：２１年９月から栃木県産の米粉を使用した「ル・マロニエ」を

　　　　　　　　 商品化、２２年１月１５日に入荷

②新規需要米の契約相手：JA全農とちぎ

③取扱数量：１３０トン

　　　　（２）　波里㈱

①取組者の事業内容：家庭用を大手商事会社、業務用は大手製粉会社に販売、

　　　　　　　　　　　　　 パン・麺用向けに自社でも販売予定、２２年２月１０日に入荷

②新規需要米の契約相手：JA全農とちぎ

③取扱数量：６４５トン

　２　２２年産での取組計画

　　 製粉業者㈱波里、日の本穀粉㈱とも、２２年度中に弁済米から新規需要米へ全面変更　

○群馬県

　　　　（１）　群馬製粉㈱

①取組者の事業内容：米穀粉その他穀粉類の製造販売並びに委託製造、和洋菓

　　　　　　　　 子材料製造販売

②新規需要米の契約相手：全農ぐんま

③取扱数量：３５２トン

　　　　（２）　星野物産㈱

①取組者の事業内容：現在、「米粉入りミックス」を販売しており、今後、全農グル

　　　　　　　　 ープと連携して、米粉の製造を拡大する。

②新規需要米の契約相手：全農ぐんま

③取扱数量：９６トン
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

○埼玉県

　　　　（１）　みたけ食品工業㈱

①取組者の事業内容：市販用米粉「米粉パウダー」拡販に向け、業務用として製

　　　　　　　　 パンメーカー等へ販売、埼玉県下の学校給食に販売を計画

②新規需要米の契約相手：全農ＪＡグループ

③取扱数量：７８４トン

（２）　フーズテクノ㈱

①取組者の事業内容：小麦グルテンを使用しない米粉パンや米粉ケーキミックス

　　　　　　　　 を製造し、生協店舗、コープネット等を中心に販売

②新規需要米の契約相手：ＪＡ東西しらかわ

③取扱数量：３４トン

○千葉県

（１）　群馬製粉と全農ちば及び認定方針作成者等

①取組者の事業内容：米穀粉等の製造販売並びに受託製造

②新規需要米の契約相手：全農ちばを通じて千葉県内JA及び認定方針作成者等

③取組数量：約３００トン

○東京都

（１）　㈱夢者修行　米粉パスタ店

㈱夢者修行は、全農群馬、群馬製粉とのマッチングにより、米粉パスタの製造施設

　を整備し（自己資金）、米粉パスタを製造、米粉パスタ専門店をオープン。

（２）　㈱木村屋総本店

　㈱木村屋総本店は、全農新潟県本部、たかい食品とのマッチングにより、米粉どら

　焼き製造施設及び米粉菓子パン施設の整備を計画。米粉１００％使用の商品開発を行

　い、首都圏の大手量販店で販売を開始。

○山梨県

（１）　㈲エルフィン・インターナショナル

①取組者の事業内容：米粉パン・米粉ケーキ等の製造販売の拡大と米粉麺や

　　 地産地消商品を開発し販路拡大

②新規需要米の契約相手：地域生産者

③取扱数量：約７．９トン
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

○長野県

（１）　高山製粉株式会社、シガリオ、日穀製粉、は県内の連携する米産地の地域水田

農業推進協議会と連携し県内全体１４５．７トンのうち９８．２トンの結びつき

（２）　野沢温泉村の「農産物直売加工所きの実」は、地元水田農業推進協議会と連携

で１．５トンの結びつき

（３）　原村水田農業推進協議会は、高山製粉と連携し２１．７トンの結びつきを行った

●イベント・講習会関連

○管内１０都県において以下のとおり、２４５回の取組を行った。

　１　米粉料理講習会 １０４回（参加人数約 2,200人）　　　　

　　（１）内容： 米粉パン、ピザ、お好み焼き、水餃子、天ぷら、唐揚げ、かき揚げ、だんご汁、

　　　　　　 クリスマスケーキ、ミルクレープ、マドレーヌ、マフィン等

　　（２）対象： 小学生、専門学校生、食生活改善推進員及び地域女性組織会員等

　　（３）講師： 都県協議会々員等　

　２　各種イベントでのPR活動 ９９回（入場者数約 407,800人）

　　（１）内容： パネル展示、啓発チラシ配布及び米粉食品展示・試食・販売等

　　（２）参加イベント： 市民祭り、食育フェア、消費生活展、学園祭及び農業祭等

　　（３）対応者： 都県協議会々員

　３　製造事業者向け米粉食品製造技術講習会・研修会 ３回（参加人数約 270人）

　　　　 米粉利用を促進するため、都県協議会々員等で米粉食品を製造している者を講師に、

　　　職業（菓子）訓練校生徒への技能講習会、米粉麺製造普及講習会等を行った。

　４　都県協議会の総会、米粉利用拡大検討会等 ３７回

　       米粉利用拡大のため、現状分析や今後の取組等についての意見交換等を行った。

　５　その他の取組

　 （１）栃木県下で「小型米粉製粉機」導入検討会 ２回　

●新規需要米（米粉用）の産地とのマッチングの課題

○栃木県

　 地域の食品販売業者からは、県産よりも地元産の要望もあり、生産地域を限定した

　　小口需要への対応が課題

○群馬県

２２年度から行われている水田利用等自給率向上対策により、生産製造計画の数量を

　　上回ることが見込まれ、さらなる需要の拡大が必要である。

需
要
拡
大
の
取
組

そ
の
他



地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

○埼玉県

初年度は、工場施設等の竣工が２２年からとなるなど、１年目の米粉用米の使用が後送

　　りされており、２年目についても、予定使用量が大きく伸びていかない状況。

このため、地域流通を含め、地場の中小事業者への供給を如何に図っていくかが課題。

特に、県内需要者がどの程度結びつき数量を確保し、不足分がどれだけ存在しているの

　　かのリサーチが必要。（埼玉　みたけ食品工業㈱）

○千葉県

関東農政局を通じて依頼があり、県外の群馬製粉と平成２１年産米の新規需要米契約を

　　結んだが、単年度限りでなく、今後、継続出来るかが課題。

また、県内に製粉業者がないので県外製粉業者に委託製粉しなければならないが、輸送

　　コスト等の経費を要する。

○東京都

弁済米であれば、月２回好きな量だけ買えばよかったが、新規需要米は１年分抱える事

　　になり、早いうちに決算しないとならないし保管料の問題もある。

製粉メーカーにはリスクが高く、コスト的には原料原価が高くなってくるのではないか。

また、補助金も生産者や製粉業者のハード部門に出ているので製粉業者から先の製パ

　　ン、製麺業者へのメリットはあまり大きくない。そう考えると来年度以降の価格がどう跳ね

　　返ってくるのか不安。（東京　群馬製粉㈱）

○神奈川県

県内に米を製粉する業者がないため、県外業者へ委託となり、輸送費がかかるため原料

　　米の価格が上がってしまう。（ほとんどが県外業者から県外産米の米粉を購入）。

需要側は、地産地消の推進もあり県産米を使いたい意向もあるが、その場合、供給不足

　　となると思われる。県内に米粉製粉業者と米粉用米の供給拡大が必要と考える。

○山梨県

県内に製粉業者がないため、県外業者で製粉をし使用するとなると輸送費が増加し、原

　　料米の価格を引き上げる要因になってしまう。

また、県内産米を使用した１００％の米粉を使用することができない。

○長野県

連携計画については２１年産新規需要米（米粉用）の取組の結果１４５．７トンの生産に

　　結びつき、うち県内の需要者に１２１．３トン結びつき。
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地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

●学校給食における特徴的な取組

○茨城県

常陸太田市では、市内の農業者が生産した新規需要米（米粉用３㌧、７０．５㌃）を使用

　　して、平成２２年４月から市内の幼稚園（９園）、小学校・中学校（２５校）に、毎月１回米粉

　　パンを提供することを計画している（年１１回）。

また、製造する米粉パンについては、常陸太田市が導入する米粉製造機（ＪＡ茨城みず

　　ほが運営管理）により製粉した米粉を市内のパン業者が使用・製造して学校給食へ提供

　　するとともに、県内の二次加工業者等へ供給することも考えている。

○栃木県

　　 (財)栃木県学校給食会では、：㈱波里が製造する県産米粉を100%使用して以下製品の

　　供給を予定している。

1　調理用として、「米粉」を小麦粉の代用（天ぷら粉等）に、２２年３月から導入予定

○群馬県

平成２１年度から、学校給食に米粉製品の供給が開始され、県産米「ゴロピカリ」を使用

　　した米粉パンが導入された。（２１年１２月末現在４３８千食（生徒１人当たり平均２．２食））

○埼玉県

１　(財)埼玉県学校給食会では、平成２１年度から県産米粉100%使用の「冷凍 埼玉県産

　米粉入ナン（県産小麦50%）」、「冷凍 米粉蒸しパン」、「米粉めん（米粉と北海道産馬鈴

　薯のみ使用）」を供給した。

　　また、「揚げパン用米粉パン」の開発を完了し、平成２２年４月から供給を開始する。

２　吉川市では、平成２１年４月から地元産米粉100%使用（小麦グルテン10～15%）のコッ

　ペパンを市内小・中学校10校に導入し、給食材料費の単価上昇分を助成している。

　　（地元企業（㈲中井農産センター）が製造し、各校年間６回提供）

３　松伏町では、地元産米粉100%使用（小麦グルテン14%）のコッペパンを町内小・中学

　校５校に供給している。

　　（地元製パン業者（㈲ブランジェ・アプレが製造し、児童・生徒一人当たり年１回提供）

○千葉県

白子町では、JA長生に設置された小型米粉製粉機を利用し、町内小中学校に地元産米

　　を使った米粉パン給食を週１回（製粉機導入前は月１回）実施している。

そ
の
他



地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

○東京都

国立市では、学校給食に「米粉パスタ」を試験的に取り入れた。一度に大量を茹で上げる

　　ため、時間がかかり過ぎ、茹で溶けしたとの課題もあったが、コスト面で折り合いが付けば

　　使用するとしている。

○山梨県

(財)山梨県学校給食会では、供給している「米粉パン」の原料米に、より多くの県産米を

　　取り入れるため、製粉業者（県外）と調整し、県内産米を含んだ原料ロットで製粉した米粉

　　約１トンを納入。平成２１年度３学期分の米粉パン原料として供給する。

○長野県

佐久市では「市農商工連携地産地消推進プラン」を策定し、平成２１年１２月から平成２２

　　年２月までの学校給食用「米粉パン」の原料米を地元産で供給する。（予算、１２１万円）

現在のところ、２２年度の米粉パン供給量を増加できるかは未確定。

○静岡県

(財)静岡県学校給食会は、米粉を２０％混合した「米粉入りナン」の導入に向け、平成２１

　　年８月の学校給食用パン実技研修会において「食パン」、「変形パン」、「ナン」の試作・試験

　　焼きを実施し、１０月には県内小学校２校において「米粉入りナン」の試食給食を実施した。

また、現在供給している、玄米フィリング（粥）を混合した玄米パンの玄米フィリング使用

　　量は増加している。

●その他の取組

○第58回外食産業フェア２００９に出展（平成２１年１０月１４日～１５日；東京都）

食品を扱う事業者等を対象とした同フェアに、今年度の米粉利用拡大のための重点イベ

　　ントとして会員総意の下、関東米粉食品普及推進協議会が出展ブースを設置。

会期中の入場者数4,513名に、米粉の特徴や新たな米粉商品の可能性などをパネルや

　　リーフレット等で紹介、参画した会員事業社（11会員）からは、様々な米粉・米粉製品の展

　　示や試食を通じて米粉の魅力のＰＲ等に取り組んだ。

試食・展示品：家庭用米粉、米粉パン、めん（うどん・そば・フォー）、洋菓子（ロールケー

キ・パウンドケーキ）、ピザ台、からあげ粉、パン粉、玄米スライス

○小型米粉製粉機導入を検討する実需者への情報提供

米粉製粉機の導入を検討している市町村、ＪＡ等生産者団体等の実需者向けに、各製粉

　　機器メーカーの協力の下、啓発ツール「小口ロット対応の小型製粉機のご案内」を作成、

　　農政局ホームページに掲載し随時更新している。

そ
の
他



地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

○米粉使用実態調査

関東農政局の取り組みとして、米粉販売者並びに米粉利用食品製造者（協議会会員以

　　外の製造者含む）等を対象に、平成２０年度の米粉使用量の聞き取り調査を実施した。

・調査結果（聞き取り調査業者数　１６９（うち、協議会会員以外３６）

米粉使用量；　3,493ﾄﾝ　　（平成１９年度　1,230ﾄﾝ）

○関東米粉食品メールマガジンの発行

　   協議会の会員に対する、情報提供及び会員間の情報交換のため、「イベント開催」、

    「米粉新製品の紹介」、「新たな販売場所」及び「会員が取り組んでいる料理講習会等」

   の情報を掲載した、メールマガジンを月２回発行した。　

　　 また、新聞、テレビ等の報道機関会員へも配信していることから、報道機関に消費者へ

　　の情報提供の材料となるよう、提供内容とその構成を工夫し取り組んでいる。

さらに、関東農政局ホームページに掲載し、会員以外の者へ情報提供を行っている。

○協議会会員の加入促進

　   協議会組織の拡充のため、会員増加の促進に取り組み、平成２２年１月現在　５９０会員

　　（平成２１年３月末　５４１会員（＋４９会員））となっている。

●茨城県

○無償提供の米粉で新製品試作等「製品試作用サンプル米粉提供事業」

茨城県米消費拡大方針に基づき、一般消費者の料理グループ等が米粉を利用した料理

　講習会を行う際には、茨城県農産課が実施している「製品試作用サンプル米粉提供事業」

　の米粉無償提供を活用し、①会員が新製品試作、②消費者団体等が実施した料理講習会

　で、会員が米粉の調理方法や商品紹介等を実施する事業を支援している。

　　参考：茨城県農産課事業　「製品試作用サンプル米粉提供事業」

　　　　　　予算２０万円　（米粉４００㎏） （１月末現在、２１件の申込み、米粉２５０㎏提供）

●栃木県

○宇都宮市が小型米粉製粉機導入

宇都宮市は平成２１年１１月１４日、宇都宮森林公園「ろまんちっく村」に小型米粉製粉　

　　機を設置し、原料米（精米）を持ち込めば無償で製粉するサービスを開始した。

　（１月末現在１９４名が使用、８８７㎏を製粉）　　

そ
の
他



地方協議会での取組状況(2１年度）

組織名 関東米粉食品普及推進協議会

内　　　　容

●千葉県

○事業者向けの製造技術講習会（千葉県）

ちばコメ粉食品普及会では、事業者向けの製造技術講習会として、「千葉県菓子共同

　　高等職業訓練校」で年間６０数講座あるうちの１講座【米粉】を担当。

この取組は、普及・利用促進には事業者向けの取組が必要ということから訓練校に働き

　　かけ、平成１９年度からはじまったもの。なお、訓練生がお菓子作りのプロを目指している

　　ことから、普及会としても専門知識を有している印旛沼土地改良区及びグリコ栄養食品㈱

　　に協力いただき実施している。

○米粉FOODコンテスト

米粉FOODコンテスト実行委員会は米粉を素材とした新商品の開発促進や、新しい米粉

　　の食べ方の提案によって広く米粉の普及を図るため「米粉FOODコンテスト２００９」を開催

　　した。　同コンテストには一般部門・プロ部門があり、多くの作品応募の中から上位入賞作

　　品を掲載した「作品集」も作成される予定となっている。

また、１１月のコンテスト表彰式では、「米粉セミナー」や「製造業者向けの米粉パン製造

　　技術指導」を同時開催した。

そ
の
他



米粉食品啓発の関する事業

 （１）　消費者・事業者向け

① 米粉料理教室等の開催・参画、各種イベントでの商品展示・試食提供等ＰＲを展開

② 米粉食品製造技術向上のための講習・研修会等の開催・参画

③ 「米粉倶楽部」等のツール、各種キャンペーンを活用したＰＲ

 （２）　会員向け

① 米粉食品製造技術講習・研修会等の支援、企画及び料理教室等での講師派遣

② 各種イベントへの積極的な参画、商品展示・試食提供等ＰＲを実施

③ 「米粉倶楽部」等各種キャンペーンに連動した運動の展開

④ 米粉に関するデータ及び技術情報等提供

 （３）　その他

① 販売場所拡大の取組

② 学校給食における米粉利用状況等の情報収集と共有

情報発信に関する事業

 （１）　米粉使用実態調査の実施（関東独自、平成１９年度から実施）

米粉・米粉食品の製造・販売者に、米粉の使用量を聞き取り、フィードバックし利活用

 （２）　各種媒体を活用した取組

① 米粉新商品・イベント、各種施策等の情報をホームページ等を活用しタイムリーに発信

② 会員間の情報受発信のため、「関東米粉食品メールマガジン」を月２回発行

③ 新聞等報道機関、米粉関連サイト及び各種広報誌発行機関への情報提供

その他

 （１）　協議会組織の強化のため会員相互の情報の共有化を促進

 （２）　協議会組織の拡充のため会員増加の取組を実施

　※　上記について、前年実績を上回る活動の実施を目指す。

内　　　　　　　容

２２年度の取組計画

組織名 関東米粉食品普及推進協議会


