
・関係機関が主催する米粉関係イベント共催。

　　　　(6/6 米粉食品フェスタ　11/1おかやま米粉グルメフェア　11/25米粉活用シンポジウム)

・新規に米粉製粉施設整備を検討する者への情報提供。(随時)

・ＪＡ三次において、米粉粉砕機施設が完成し、供給体制が整う。

●広島県

地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会

●鳥取県

・学校給食に米粉パンを導入するため、製造方法の違う米粉（気流粉砕法、胴搗き製法）のブレンド割
合の違いによる試食試験を２回開催。

・食肉販売業者とパン製造業者が共同で商品（地元産牛肉と地元産米粉を使ったカレーパン）を開発
し、ＪＡ直販所で販売。

組織名

内　　　　　　　容

●岡山県

●徳島県

・ＪＡ東とくしまでは、平成21年3月米粉製粉施設を整備し、7月には新商品開発研究室、調理実習室等
を兼ね備えた米粉利用推進施設「こめっ娘工房」が完成し、米の生産から加工、販売に至るまで一元
化を図った。

・平成22年2月には2tトラックを改造し、調理器具を備えた米粉宣伝活動用のＰＲカー「徳島こめっ娘あ
いさい号」を導入した。県内のイベント等に出張し、調理の実演等を通じて米粉の活用法をＰＲ。

連
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・本年度から岡山県、岡山市、農政局、協議会の四者で年に三回程度意見交換会を実施し岡山県内
の米粉食品の普及推進体制の強化。(実施日4/6、5/11、11/24)



地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

・平成20年12月4日に、「かがわ農産物流通消費推進協議会」内に農政事務所、生産者団体、流通・加

工業者、消費者など関係者で構成する「玄米粉・米粉利用推進部会」を設置。

・具体的な推進方向として、新商品の開発に意欲的な食品加工業者に対する情報提供、学校給食へ

の導入に向けた米粉パンの試作支援や消費者に対する普及啓発活動等を実施。

・また、県では、「ふるさと雇用再生特別基金事業」の活用により、学校給食向けをはじめ、食品加工業

者や消費者に対し、玄米粉や米粉の特長を生かした新商品の開発や利用拡大、理解促進等の取組

みなど、流通・消費段階におけるきめ細かなコーディネート活動を実施。

・米粉用米の安定供給を図るため、県農業改良普及センターが窓口となり、新規需要米の取組みにつ

いて米粉製造業者と生産集団とのマッチングを実施した結果、本年度は、２．６haの契約が成立。約１

０tの米粉用米を確保。

●愛媛県

・生産団体である「中予米粉推進会」及び生産・販売者である「しげかわランドスケープ(有)」（ともに同

代表者）が愛媛県米粉食品普及推進協議会に加入した。当該団体は愛媛県の助成を受けて、今年度

２月に小型の気流粉砕式製粉装置を導入したため、新規需要米（米粉）の生産から製粉までの能力を

有している。当協議会として、県内産米粉の利用拡大のため、３月中に当該団体と協議会員（需要者）

とのマッチング機会を設ける予定である。

●高知県

●香川県

・「米粉倶楽部」冬のキャンペーンに合わせ、愛媛県米粉食品普及推進協議会として米粉倶楽部に加

入した上で「米粉倶楽部」ロゴ入りの「米粉食品販売店のぼり旗」を作成し、県内販売店で活用してい

る。（２１年度は２５枚作成）

・　平成21年4月～「JA土佐れいほく」の米粉工場正式稼働。（平成21年3月18日竣工）

・　「第4回高知県米粉推進連絡会総会」開催（平成21年7月28日）

・JA土佐れいほくから製粉施設の建設や供給体制を説明し、マッチングを図った。

　　平成21年4月1日～「関西麺業（株）」米粉麺（米っ粉シリーズ）3種類を販売開始。

　　平成21年10月1日～「あぐり窪川」米粉パンのご当地バーガー2種類を販売開始。

　　平成22年2月～「ＪＡ土佐れいほく」米粉麺（土佐竜馬麺）を販売開始。
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地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

・鳥取県パン協同組合と共同で学校給食用米粉パン製造技術講習会を開催。（４回開催）

・県内の３市で米粉パン給食の導入が増加した。

【会員が発行した米粉レシピ集を用いた料理教室】

【セミナー・研修会等】

・ 9/30　協議会会員が農産加工グループ、ＪＡ等８０名を対象に米粉加工研修会を開催

・11/26　協議会会員の更なる加工技術向上のため、協議会員を対象にした米粉加工技術研修会を開
催

・9/19、10/7の計２回、消費者に指導する機会の多い食生活改善推進員を対象に実施（受講者計２９
名）

・３月には、鳥取県米粉食品普及推進協議会主催で、「米粉料理レシピコンテスト」「米粉セミナー」を開
催予定。（県内の高校から３４名の応募あり。コンテスト応募にあたり、家庭科の授業で米粉の特性に
ついて学習し、調理実習を行った学校もある。）

・「食のみやこ鳥取県」旬の料理教室（３回）に講師を派遣し、米粉を使った料理講習会を行った。(１回
２５人程度）

・5/12、5/19、7/10、9/27、10/8、10/23、12/5（２か所）、12/21、1/13、1/14、2/9、2/10、2/26、3/6（予
定）、3/14（予定）の計１６回、県内各地で消費者を対象に実施（受講者計３２０名）。米粉レシピ集の配
布は参加者に喜ばれた

・「’０９食博覧会・大阪」鳥取県ブースのクッキングスタジオに出展（２日間）し、米粉使用の「たこ焼き」
と、「ナン」を披露。（大阪市　インテックス大阪）

・ 1/25　　21年度試験研究普及活動成果発表会において、協議会会員が講演

・ 2/20　「米粉食品セミナー in　しまね」の後援。協議会会員が米粉食品の展示、試食および販売を実
施し、９１名の参加があった。実施したアンケート結果では、様々な意見・要望があったが、有意義との
評価が多かった

・２月２０日開催「米粉食品セミナーinしまね」の後援

●鳥取県

・家庭での米粉料理の普及のため米粉料理レシピ「米粉で簡単Cookig！ Part５」の作成。

《中国四国》

・米粉パンの製造技術向上を目的にパン製造者等を対象に米粉パン製造技術講習会を開催(岡山県
岡山市6月25、26日高知県南国市10月21日)

●島根県
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地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

【イベント等】

・一般消費者を対象に米粉ケーキ教室(６回)開催し、家庭での米粉料理の普及を図る。

・農産加工所でのパン作りを目標に米粉パン作り教室を開催(１回)

・イベントに協議会として参加し会員による米粉食品の販売(6/6、10/24、11/1、1/16・・４回)

・各種イベントに協力・参加し、米粉食品普及啓発に係るパネル展示、パンフレット配布、米粉食品の
試食・販売を実施。（８回）

・米粉料理講習会を各県米粉協議会等と共同で開催（２回）

・広島県米粉利用推進連絡協議会において、多収穫米「タカナリ」「クサノホシ」「コシヒカリ」の３品種を
粉にしてパンにしたものを協議会会員で食べ比べを行った。合わせてアンケートも行い結果について
講評を行った。

・「きらら物産交流フェア２００９」（１０月１７・１８日）

　「きらら物産・交流フェア」の会場内において、米粉食品の試食・販売を実施した。本フェアは、県内最
大のイベントと言われ、今年も多くの来場者があり、米粉食品の認知度が向上したと思われる。

・「米粉パンづくり体験」（６月２０日、８月２７日）

　小学生親子を対象とした「米粉パンづくり体験」を開催し、米粉食品のＰＲを行った。（延べ９９名参
加）

・10/11「西いわみ地産地消フェア2009」、10/25「松江市農林水産祭」、11/14「石見銀山ふれあい祭り」
および「元気はつらつ歯ッピー食体験」、11/15「2009グリーンフェスタ浜田」の計５回、協議会として参
加。米粉食品（パン、シフォンケーキ、クッキー等）の試食、レシピ集の配布等を実施（10/11、10/25は
販売も行った）

●岡山県

・米粉食品の普及を目的としたイベントを主催(1/16米粉食品フェスタinOKAYAMA)

●広島県

●山口県

・地元高等学校で米粉パン作り教室・ケーキ教室を開催し(２校３回)、若年層への米粉食品の定着を
図る。

・米粉パンの製造技術向上を目的にパン製造者等を対象に米粉パン製造技術講習会を開催(6月２日
間)

需
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地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

・ 2月4日四国ガス ピポット松山で行われた消費者団体懇談会にて米粉ワークショップ（18名）

・ 3月4日四国ガス ピポット松山にて米粉ワークショップ（20名）

上記各イベントにて、米粉の普及に努めた。来場者には、おおむね好評であった。

また、その他15イベント会場にてパネル展示を行い、米粉の普及に努めた。

＜利用促進に向けた普及啓発活動の実施＞

・玄米粉・米粉及びパン・ケーキなど加工食品の試食販売、パネル展示等

　・平成21年6月　　「かがわ食育・地産地消フェスタ」

　・平成21年8月　　「さぬきの新米フェア」

　・平成21年11月　「香川の食材見本市」

・JA女性組織、食生活改善推進協議会、生活研究グループ、小中学校との連携による玄米粉・米粉料

理講習会等の開催（１６か所）

・業務用途への利用提案

　・冷凍うどん、洋菓子などの試作実施。クッキー、ロールケーキ（洋菓子店）、すいとん（学校給食向

け）が販売。

●愛媛県

・ 6月19日松山市まつちかタウンにて移動消費者の部屋を開催、学校給食用米粉パンの試食
　（コッペパン150個を小分けして試食）及び米粉パンベーカリーによるパン焼きの実演・試食

・ 6月15～22日ジャスコ川之江店にてパネル展を開催（来場者7,000名）、20日には米粉パンベーカ
リーによるパン焼きの実演・試食

●香川県

・ 11月14～15日大洲農業高等学校にて、米粉パンベーカリーによる米粉パンの試作及びパネル展示
（来場者7,600人）

・学校給食への米粉パン導入に向けて、徳島県内のパン製造業者を対象に米粉パン製造技術講習会
を開催。

・栄養士会、生活指導員を中心に米粉食品料理講習会等を10回開催、また各種パネル展及びイベン
トを通して、米粉食品の普及啓発を図った。

・ 10月17～18日第３９回久万林業まつり会場にて米粉パンベーカリーによるパン焼きの実演・試食及
びパネル展示（3,000名）

●徳島県
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地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

・米粉パンはいずれも米粉８０％グルテン２０％。

・協議会の情報交換として会報を年８回発行

●高知県

●広島県

・デリバリー給食契約業者からの提案で、全小学校に米粉パンの導入を試験的におこなっている町が
ある。米粉パン導入には、献立の工夫が必要だが自給率の向上の観点から継続

・取組の課題としては、県内に製粉業者が３業者あるが、学校給食に米粉パンの導入が急速に進んで
おり、製粉が間に合わない状況もみられる。

●島根県

・　「米粉パン製造技術講習会」共催（平成21年10月21日、42名参加）

・　「夏休み親子米粉パン教室」（平成21年7月23日・8月29日、14組32名参加）等、ワークショップ開催
（計30回、延べ693名参加）

・　ワークショップを通じたアンケート結果では、米粉食品の認知度が95％、今後の購入希望が94％、
既に料理している・料理してみたい意向が93％となっており、今後の需要拡大が見込まれ、ワーク
ショップの効果が明白である。

・平成２２年１月から、山口県内の学校給食で米粉入りパンの導入が開始された。このパンは、山口県
産の米粉３割と小麦粉７割で焼き上げられた「地産・地消パン」であり、今後も、月に１、２回、県内の小
中学校の給食に導入される予定である。
・「FOOD ACTION NIPPON　アワード２００９」の研究開発・新技術部門で、米を使った麺の製造設備の
開発等が評価され、藤井製麺株式会社が最優秀賞を受賞した。

●山口県

・鳥取市では、週４回米飯給食、週１回パン給食を実施しており、パン給食の日に月１回米粉パンが提
供されていたが、２１年度の取り組みとして、１２月から週１回のパン給食は、すべて米粉パン給食と
なった。（米粉用に作付された地元産米を使用し、地元の製粉業者が製粉）倉吉市、米子市でも１１月
から月１回ペースで学校給食に米粉パンが提供されている。

●鳥取県

《中国四国》

・岡山県(中国四国)米粉食品推進協議会会長　向畑宣秀氏が米粉セミナー等での講演・パネリストとし
て参加。(年7回)
　　・近畿米粉推進協議会セミナー、ブロック内開催(徳島・鳥取・高知２回・広島・岡山)

そ
の
他



地方協議会での取組状況(2１年度）

中国四国米粉食品推進推進協議会組織名

内　　　　　　　容

・小松島市内の全小中学校において、小松島産の米粉を使用した米粉パンや副食を提供。

（米粉パン導入　小学校11校（月2～3回）・中学校3校（月5～6回））

●香川県

・(財)香川県学校給食会では、製パン業者等と連携して試験焼きを実施し、導入について継続して検
討中。

●愛媛県

・ＪＡ東とくしま女性部総会において、中国四国米粉食品普及推進協議会　向畑　宣秀会長が「米粉食
品をめぐる新たな食の可能性」と題して、記念講演を行った。

●徳島県

　・　（財）高知県学校給食会では、JA土佐れいほくで製粉した高知県産米粉の食パンを本年度から導
入し、各校の要請を受けて不定期に納入する多用途パンとして販売を開始した。
　また、高知市教育委員会では、政府備蓄米の無償交付制度を活用し、12月から3月まで毎月1回米
粉パンを提供した。
　・　今後の米粉の普及推進には、産地との連携が必要不可欠。そこで、産地では新規需要米を導入
して必要数量の確保、製粉施設では品質の更なる向上や適切な価格設定が重要となる。
　そこで、本会が中心となって、米粉の需要量を把握し、産地に提供する等、課題解消に向けて取り組
む。
・　本年度新規加入申込3件。

・徳島県では、学校給食へ米粉パンや副食等に利用を促進するため、学校等へ県産米の米粉を無償
提供する「米粉利用拡大事業」を募集。

・徳島県農業協同組合中央会では、米粉の新商品開発のため徳島県内の加工業者へ県産米の米粉
を無償提供する「徳島県産米粉新商品開発プロジェクト」を公募。

・ＪＡ東とくしまでは、米粉を通して食料自給率の向上、地産地消の推進を図るため、パン業界、菓子業
界、学校給食関係者、生産者等で構成された「ＪＡ東とくしま米粉利用推進協議会」を設立。

・２月まで県内に微細粒粉の製粉工場が無かったため、新規需要米のマッチングを行う際に、コスト的
な面で、実需者側の要望に添うことが難しかった。

そ
の
他

●高知県



○米粉料理教室、各種イベントに参加し、米粉食品の普及推進をはかる。

○県内各地で開催されるイベント等に積極的に参加し、米粉商品の普及・拡大に努める。

○協議会の拡大に向けて、パン販売業者等へ会員への参加を呼びかける。

○協議会会報誌を発行し、会員相互の情報交換を積極的に行う。

○一般消費者向けの米粉料理講習会の開催。

○パン製造業者向けの米粉パン製造技術講習会の開催。

○各種イベントにおいて米粉食品の試食・販売等を実施して需要拡大を図る。

○米粉に関する情報(レシピ・販売店マップ等)の提供。

○一般消費者向けの米粉料理講習会を開催

○食生活改善推進等を対象とした米粉講習会や米粉関連講座の開催

○各種イベントにおいて米粉食品の試食・販売等を実施

２２年度の取組計画

組織名 中国四国米粉食品普及推進協議会

●鳥取県

内　　　　　　　容

○米粉食品セミナー等の開催。

●広島県

●岡山県

○家庭での米粉料理の普及を目的に、調理学校、各団体の婦人部、学校・保育所の保護者団体等を対象と
して、米粉料理教室を開催する。

○鳥取県では、２２年度予算で、製パン、製麺それぞれに米粉を導入するための助成を設けており、協議会
としても協力して米粉食品の需要拡大を進めたい。

○２１年度に初めての試みとして、「米粉料理レシピコンテスト」を計画したが、２２年度も引き続き米粉料理
のコンテストを計画。

●島根県



２２年度の取組計画

組織名 中国四国米粉食品普及推進協議会

内　　　　　　　容

○県、学校給食会、ＪＡ等と連携し、県内の小・中学校への米粉パン導入に向けて、働きかけを行う。

○食生活改善推進員を対象とした米粉料理講習会や米粉関連講座の開催

○各種イベントにおいて、米粉食品の試食・販売等を実施

●香川県

○　県産米を使った米粉の品質向上及びメニューの開発

　・製パン性の高めるための製造方法の検討

　・栄養士、調理師と連携して、多様な調理メニューを開発・提案

○　食品加工業者に対する玄米粉・米粉に関する情報提供、利用促進活動の実施

　・新たな素材として玄米粉・米粉を利用した新商品の開発に意欲的なパン・菓子業者等への情報提供並び

にサンプル提供等による試作の支援

○　県産米を使った玄米粉・米粉パンの学校給食への導入検討

　・(財)香川県学校給食会と連携して、導入の可能性について検討

○　消費者に対する玄米粉・米粉に関する情報提供、普及啓発活動の実施

　・国、県等が開催する地産地消運動・食育等に関する各種イベントへの出展

　・食生活改善推進員、ＪＡ女性組織等と連携して調理講習等を実施するなど、積極的な利用を推進

　・量販店等での取扱いの推進

○　玄米粉・米粉利用店のネットワーク化

○　推進部会の開催

　　年１回開催予定

●徳島県

●山口県

○一般消費者向けの米粉料理講習会の開催



２２年度の取組計画

組織名 中国四国米粉食品普及推進協議会

内　　　　　　　容

○ 会員相互の情報交換を行う。

○ 各種イベント等で米粉食品の普及・啓発を図る。

○ 米粉食品の新規開発に関する情報提供を行う。

○ 米粉に関する支援制度等の情報提供を行う。

○ その他、米粉食品の普及推進を図るために必要な事業を行う。

○ 米粉食品ワークショップの開催

○ 「愛媛県米粉食品販売店のぼり旗」活用店を増加させ、統一的な取組として広く周知させる。

○　総会において、産地との意見交換を行う。（需要量・価格等）

○　各県米粉推進組織の事務局を通じ、中国四国地域内の米粉に関する情報交換を行う。

○　ブロック協議会と、県内の米粉に関する情報交換を行う。

●愛媛県

●高知県

○　米粉食品の利用開発に関する様々な技術や事例を、業者や一般消費者に紹介する「ワークショップ（夏
休み親子米粉パン教室）」等を開催し、米粉食品に関する情報提供を行う。


