
組織名

＊22年度の実績は次の通り

実施日時 団体名 実施場所 参加者（人）

平成22年

８月８日 宝塚栄養士会地域活動部 宝塚市立西公民館 親子18組36

８月24日 宝塚栄養士会地域活動部 宝塚市立東公民館 親子９組23

25日 宝塚栄養士会地域活動部 宝塚市立西公民館　 親子８組23

11月11日 甲賀広域勤労者互助会 水口中央公民館 19

内容

連
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○７月19日、神戸市立六甲道勤労市民センター（神戸市）において、米粉食品の活用で食料自給率
向上を目指すため、「米粉食品を聞く・見る・食べる～米粉まつり２０１０～」（主催：近畿米粉食品普
及推進協議会 後援：近畿農政局、兵庫県、府県中央会、協力：府県水田協ほか）を開催。

　当日は、約250名の生産者、食品事業者、一般消費者等が参加し、シンポジウム　(１)講演「米粉
ならではの食品加工」（近畿米粉食品普及推進協議会 会長 坂本 廣子 氏） 、(２)報告「米粉食品の
普及推進状況」（同協議 会副会長 瀧尾 佳明 氏、（３）パネルディスカッション　テーマ「米粉普及の
ための施策と活用実践」　（パネラー：九州米粉食品普及推進協議会 会長 堤 公博 氏、総合食料
局食糧部計画課  課長補佐  武田 裕紀氏、コーディネーター：坂本会長）　を開催。

　また、同センター別会場にて、(４)米粉料理教室「米粉ならではの活用クッキング」、(５)米粉パン、
米粉ケーキ、米粉めんなどの試食、展示、販売などを実施。

○奈良県では、ＪＡならけん、市民生協ならコープが、地産池消の推進で連携し、「食べる“なら”大
和」を地産地消産品の共通の商品ブランドとして普及。その商品の一つとして奈良県産米を使用し
た米粉入り食パンを地元企業が製造し、ならコープ、Ａコープで販売。

○12月10日、農業教育情報センター（大津市）において、米粉用米生産の推進に向けて、米粉用・
飼料用米の活用や取り組みの認識を深めるため、「近畿地区マッチングフォーラム」（主催：近畿中
国四国農業研究センター）が開催され、野洲市におけるワッフル生地生産による米粉食品活性化
の事例発表が行われた。当協議会も後援し、米粉パンの試食等米粉食品の普及活動を実施した。

○３月16日、TKP梅田ビジネスセンター（大阪市）において、新規需要米（米粉用）の需要拡大と米
粉製造の６次産業化の促進を図るため「米粉マッチング相談会」が開催（主催：近畿農政局）され、
当協議会も協力。
　当日は、約150名の生産者、食品関連事業者等が参加（予定）し、（1） 事例発表　① 里山パン工
房（米粉パン製造・販売）、② (有)井上商店（米粉めん製造・販売）、（２） 話題提供　① 「GOPANN-
米粉の新たな可能性」（三洋電機(株) マーケティング本部）、　② 「米粉の利用拡大について」（総
合食料局食糧部計画課）　を行った後、（３） 生産者、食品事業者、機械メーカー等がPRブースを設
置し、参加者間による情報交換・マッチング相談会を実施予定。

需
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１、協議会では、「米粉食品普及」のため、消費者団体、大学、NPO等が主催する米粉料理講習会
に対し、3,000円を限度に国産米使用の米粉購入代の助成を実施。その実施概要については、当協
議会のホームページに掲載し、新たな米粉料理の普及推進に貢献した。

２、４月15日、奥明日香さらら（明日香村）において奈良県中部農村生活研究グループ協議会総会
の中で「米の消費拡大について」を講演し、米粉の利用は米の消費拡大につながることを講義し
た。

地方協議会での取組状況(22年度）

近畿米粉食品普及推進協議会



組織名

内容

地方協議会での取組状況(22年度）

近畿米粉食品普及推進協議会

実施日時 　実施場所 会　　場 参加人数（人）

2月22日 大阪府摂津市 カネカ食品販売㈱・大阪支店 24

2月23日 大阪府摂津市 カネカ食品販売㈱・大阪支店 22

2月25日 滋賀県栗東市 戸倉商事㈱栗東工場研修所 29

合計 75

６、その他の米粉パン講習会の開催

（2）曽爾高原ファームガーデン・お米の館

　　お米パン体験DAYを開催。

需
要
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大
の
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３、８月24日、(社)米穀安定供給確保支援機構と共催で、学校給食に米粉を使った給食メニューの
普及を図るため、栄養教諭や調理員を対象にした米粉料理の講習会を、京都府福知山市中央公
民館で開催。当日は、京都府北部の５市から栄養教諭、調理員23人が参加。
　講師は当協議会会長 坂本廣子 氏で、米粉を使った唐揚げ、シチュー、カップケーキ、アレルギー
児童にも対応できる卵なしだし巻きなどの調理を実習した。
　なお、事後アンケート（23年２月実施）では、５市のうち２市で、学校給食に米粉使ったメニューの
回数が増加した。

４、11月27日（土）～28日（日）、京都府総合見本市会館（パルスプラザ：京都市伏見区）で開催され
た、「京都府農林水産フェスティバル２０１０」（主催：京都府ほか）　においてブース出展を行い、米
粉パンの試食・販売、米粉や米粉食品などの展示及び米粉料理の紹介など、米粉食品のPRを行っ
た。また、米粉パンアンケートを実施し米粉パンの認知度を測った。
　　なお、フェスティバルへの来場者は、2日間で45,000人。

５、（社）米穀安定供給確保支援機構と共催で、パン・ケーキ製造者、農産物加工業者等を対象とし
た米粉パン、米粉ケーキ、米粉クッキーなどの技術講習会を開催（講師：当協議会技術副部長　大
西 邦廣 氏）。大西氏の考案のレシピにより、山型食パン、フランスパン、、菓子パン（ブリオッシュタ
イプ）、コッペパン（ピザ）、デニッシュ、ブラウニー等、20種類以上の米粉パンの講習が実施され、ア
ンケートで「米粉パンをさらに勉強して事業として展開したい」等の意見が寄せられた。

（1）里山パン工房
　　　滋賀県・高島市のマキノ　ピックランドセンターハウスにおいて、12月9日、1月27日、2月24日、3
月10日、手作り米粉パン教室を開催。

　　＊「お米の館」・・・奈良県曽爾村「曽爾高原ファームガーデン」内にある、地元産のお米や野菜を
使った米粉パン製造販売の専門施設。

７、兵庫県穀類工業協同組合主催で、学校給食等にひろく米粉を使った料理の普及を図るため、米
粉料理メニューの開発と栄養士を対象とした料理講習会が、兵庫県内３箇所で開催された。

　　＊里山パン工房・・・滋賀県高島市「道の駅　マキノ追坂峠」内にある、地元産のお米を使った米
粉パン製造販売の専門店



組織名

内容

地方協議会での取組状況(22年度）

近畿米粉食品普及推進協議会

実施日時 　実施場所 会　　場 参加人数（人）

2月４日 明石市 明石市生涯学習センター 30

2月18日 神戸市 ピフレ新長田 30

2月25日 宝塚市 さらら仁川 30

合計 90

　　　＊協議会の関わるブース出展の主な農業祭・イベントなどは次の通り。

実施日時 　イベントの名称など 会　　場 来場者数（人）

平成22年

11月3日 JOYO産業まつり 城陽市文化パルク城陽 35,000

10月23日～24
日

宝塚ふれあいフェスタ 宝塚市武庫川河川敷公園

　11月6日～7
日

三木市農業祭 三木市役所前広場

　11月13日～
14日

姫路市農林漁業祭 姫路市立農業振興センター 33,000

　11月13日～
14日

コウノトリ翔る但馬まるごと感動市豊岡市「兵庫県立但馬ドーム」 113,000

11月21日 せいか祭り２０１０
京都精華町けいはんな記念
公園

34,000

11月23日 ふるさとフェスタ久御山 京都府久御山中央公園

平成23年

1月15日 淡路農林漁業祭 淡路市伊弉諾神宮

９、当協議会の坂本会長を中心に、日本各地で米粉料理などの普及推進活動を実施。

★講演・講習会

月日/場所 対象/人数 内容 主催

8月2日～3日
千葉市蘇我勤
労市民プラザ

県内学校給食関係者
36人

昨年に引き続き、学校給食で
使えるメニュー（アレルギー対
応に留意したレシピ）の実習

ＪＡ千葉中央会

8月4日
京葉ガス市川
ショールーム

県内学校給食関係者
36人

同 ＪＡ千葉中央会

8月20日
広島県健康福
祉センター

保育士・栄養士・調理師
50人

アレルギーに留意したおやつ
レシピの実習と紹介。10品の
うち5品で米粉を使用。

広島県保育連盟
連合会夏期研修

8月31日
奈良県農業総
合センター

農産加工に取り組む女性グルー
プなど50人

米粉を使った加工食品作り・
商品化のポイントなどについ
ての講演

奈良県農業総合
センター

需
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８、各地で開催される農業祭などにブース出展。米粉パンの試食・販売やアンケートを行い、米粉食
品の普及推進を行った。
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地方協議会での取組状況(22年度）

近畿米粉食品普及推進協議会

月日/場所 対象/人数 内容 主催

9月13日
神戸市シル
バーカレッジ

シルバーカレッジ食文化専攻
37人

おやつ・軽食をテーマにした調
理実習５品とレシピ紹介３品
のうち、米粉使用のレシピを２
品実習、１品紹介。

神戸市シルバー
カレッジ

11月6日～7日
米沢市北部コ
ミュニティセン
ター

年中児～小学校低学年児童
30人

2日間の食育指導者養成講座
の中で、キッズキッチンの実
践メニューで米粉使用レシピ
を4品実習。

NPO法人食育マ
マ

11月24日
社団法人岡山
県農業開発研
究所

県普及指導員、ＪＡ生活指導員、
加工グループ構成員
40名

米粉を使った加工食品作り・
商品化のポイントなどについ
ての講演と実習。坂本佳奈指
導。

社団法人岡山県
農業開発研究所

12月11日
熊本県学校給
食会

学校給食関係者
50名

米粉を使った給食メニュー普
及のための調理実習

九州農政局・熊
本農政事務所
米穀安定供給確
保支援機構

2月15日
大分県学校給
食会

学校給食関係者
40名

米粉を使った給食メニュー普
及のための調理実習

九州農政局・大
分農政事務所
米穀安定供給確
保支援機構

3月8日
とりぎん文化会
館（鳥取県立県
民文化会館）

一般消費者
150名予定

一般家庭での普及推進のた
めの講演

鳥取県米粉食品
普及推進協議会

3月30日予定
ホテルサン
ルーラル大潟

ホテル調理スタッフ等
米粉メニューの開発のための
調理実習

ホテルサンルー
ラル大潟

★取材・掲載

⑧　本願寺津村別院発行「御堂さん」2011年2月号に米粉スープ3種を紹介。

⑨　７月28日開催「兵庫県学校給食総合センター主催　学校給食用物資研究会」にて講演、その際
に富士穀粉出展の給食向け米粉レシピを監修。←講演内容は米粉ではない。

④　ＮＨＫ「ラジオ井戸端会議」１１月４日放送、お米の特集の中で米粉について電話出演。関西以
外の全国放送。

需
要
拡
大
の
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組

①　米穀新聞８月５日掲載インタビュー

③　読売ファミリー９月、「よみふぁクッキング」コーナーで４回連載のうち、第４回で米粉レシピを２品
紹介。

⑤　クレヨンハウス発行「月刊クーヨン」４月号掲載、米粉クッキングの特集。レシピ紹介と米粉につ
いて６ページ掲載、坂本佳奈指導。

⑥　ＮＨＫ総合「ゆうどきネットワーク」２月２１日放送、『生活向上委員会』コーナーで米粉クッキング
を紹介。関西以外の全国放送。

⑦　神戸新聞２月２８日掲載「なるほど食と農林水産」米粉特集でインタビューとレシピ紹介。

②　関西電力株式会社発行「ぷれさん」2010年春号で米粉利用のフリット紹介。←関西電力グルー
プの医療・健康・介護に特化した情報誌。病院などに配布。2011春号では米粉利用のきなこホット
ケーキの掲載予定。
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地方協議会での取組状況(22年度）

近畿米粉食品普及推進協議会

そ
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３、奈良県での取組
　・　６月20日、「奈良市食育フェスタ２０１０　米粉だんご・きな粉づくり体験」に資料提供（奈良市）
　・　11月13～14日、「JAならけん農業フェスタ　県産米粉のピザづくり」に資料提供（奈良市）
　・　12月４日、奈良県農業交流館（橿原市）において中部農村生活研究グループ協議会が「食シン
ポジウム　親子で体験！米の伝統食」を開催し、米粉を使用した団子の試食会を行った。

１．大阪府の学校給食における米粉食品の状況
（１）米粉パン
　・　７市町において米粉パン給食が実施された、実施回数は年間1～4回程度。
　　子ども達にはおおむね好評とのことであるが、単価が高いのがボトルネックになっている。
　・　（財）大阪府学校給食会は、毎年七月に給食物資の展示試食会を実施している。昨年の展示
会では７種類の米粉パンが出展された。
（２）米粉料理
　・　複数の自治体において、揚げ物の衣やカレー等のとろみ付けに米粉が利用されている。

２、和歌山県の学校給食における米粉食品の状況
　　和歌山市内の全小学校（52校、児童数約1.9万人）の学校給食において、米粉パン(米粉50％・
小麦粉50％）を年２回（1月及び２月）実施した。原料の米粉は、地元JA（JAわかやま）から地場産米
の米粉の提供を受け使用。使用数量は、1.6㌧（1回あたり約800㎏）程度。



　（１）米粉に関するシンポジウム

　（２）米粉食品の展示・試食・販売

　（３）米粉料理教室

　学校給食や家庭での米粉を使った料理普及のため、米粉料理実習を開催。

２、米粉の新たな需要開発のための意見交換会の開催

５、米粉を使った給食メニュー普及のための米粉料理講習会の開催

６、各県での取組計画

 ③（和歌山）　米粉パン給食の取組
　前年同様、和歌山市内の全小学校（５３校、児童数約１．９万人）の学校給食において、
　米粉パン（米粉50％・小麦粉50％）を年２回（1月及び２月）実施する予定。
　　（「JAわかやま」より地場産米の米粉の提供。）

 ②（兵庫）　兵庫県穀類工業協同組合による米粉食品普及推進活動
　兵庫県内５箇所(宝塚ふれ　あいフェスタ、姫路市農林漁業祭、三木市農業祭、但馬まるごと感
動市。
　淡路農林水産祭)で、米粉パンの試食アンケートを実施（平成１８年度から毎年実施）。

 ①（滋賀）　米粉を使った料理講習会の実施及び支援
　学校給食における米粉を使った料理や米粉パン給食の回数増加に向けた関係機関への働きか
け。
　滋賀県米消費拡大推進連絡協議会が実施する事業への推進活動

　引き続き、消費者団体、大学、NPO等が主催する米粉料理講習会に対し、3,000円を限度に国産
米使用の米粉購入代の助成を実施し、米粉食品の普及推進を図る。

　２３年度においても、パン・ケーキ製造者、農産物加工業者等を対象とした米粉パンなどの製造
技術講習会を開催し、米粉食品の取扱業者・販売店のさらなる増加を図る。

４、米粉パン技術講習会の開催

　２３年度においても、栄養教諭・調理員などを対象とした米粉料理講習会を開催し、学校給食へ
の米粉の活用の普及を図る。

 ④（奈良）　近畿米粉協議会主催・協力のもと米粉パン講習会を実施予定

内　　　　　　　容

23年度の取組計画

組織名 近畿米粉食品普及推進協議会

１、６月12日、兵庫県神戸市立六甲道勤労市民センターにおいて、「米粉まつり２０１１」を開催。昨年同様、
シンポジウム、試食・販売、料理教室等を開催予定。

　米粉の持つ可能性・広がりをテーマに、観光、食育、地域活性化、健康などの面から米粉との関
連で事例報告や米粉トークを予定。

　米粉を使った、パン・ケーキ・パスタ・クッキー・スープなどの試食・販売、製粉機械の展示やその
導入相談、米粉関連書籍の展示・販売、米粉クイズなどを実施。

　新規需要米の利用拡大と米粉の新たな需要創出、米粉製造の６次産業化促進のため、生産
者、製粉加工業者、米粉パン販売店、給食サービス事業者、ホテルシェフ、学校給食関係者等の
連携（マッチング）を図ることを目的に、意見交換会等の開催を予定。

３、米粉料理講習会に対する支援


