
３．未契約はだか麦解消への取組み
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①直近２年の豊作の状況

（１）愛媛県産はだか麦の需給動向

（播種前契約数量）（ｔ）
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（１） 愛媛県産はだか麦の需給動向

②農家への影響

Ｒ２産豊作により農家には見えてこない生産調整の危機

Ｒ３産見込み（収量を294㎏/10aと仮定）３年連続豊作となり未契約のままでは大幅減収
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（１） 愛媛県産はだか麦の需給動向
③今後の対策は？

はだか麦の豊作

目先の麦をどう
さばくか

次年度以降、
麦の生産をどう

するか

実需と
の取引

未契約
のまま

抑 制

維 持

農家の収入減をどうするか？

倉庫確保や保管料は支援は？

一度やめると生産の再開が
難しい

需給バランスの回復まで
過剰生産対応が必要

（新たな需要開拓など）
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（２）未契約はだか麦販売対策

◯はだか麦需要対策検討会による需要開拓状況共有

◯副知事トップセールスによる県内での押し麦消費の喚起

・ 知られていない34年連続生産量日本一

・ 健康につながる機能性の高いはだか麦

・ 社員食堂で需要拡大→知事報告会でPR

◯県内味噌業者へのはだか麦利用推進

・ 県内味噌業者への働きかけ

20



（２） 未契約はだか麦販売対策
① はだか麦需要対策検討会による意見交換
目 的：はだか麦の長期的かつ計画的な在庫解消への取組を管理
参集範囲：団体：全農えひめ、県：営業本部、ブランド戦略課、農産園芸課

全農えひめの取組み

◯既存実需者への営業（九州、四国精麦業者及び県内味噌業者ほか）

◯新規実需者への営業（県内外加工業者）

◯新規加工品の開発（グラノーラ、パック麦ご飯他）

県庁各課の支援

◯愛のくにえひめ営業本部：食品商社への営業、食品企業への営業

◯ブランド戦略課：社員食堂利用働きかけ、調理師協会への利用働きかけ

（えひめ愛フード機構）：R3事業で「はだか麦」の持つ機能性をＰＲを支援

◯農産園芸課：R3予算で食品展示会への出展や営業への支援、学校給食への利用支援を計画

社員食堂利用推進支援、自衛隊利用働きかけ（中国四国農政局愛媛拠点連携）
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(2)未契約はだか麦販売対策
② 以前からの取組み

愛媛県水田有効利用促進会議 （本庁）
平成26年５月30日設置

新規需要米等の生産振興方策、水田の
有効利用を目的とした水田モデル作成のた
めの現状・課題の把握、解決に向けた検討
を行う。

〔農業団体〕ＪＡ愛媛中央会、ＪＡ全農えひめ

〔実需者〕 愛媛県醤油味噌協同組合、（株）マエダ、

（株）藤田精麦、（有）篠崎ベーカリー、

（株）植松食糧、（公財）愛媛県学校給食会

〔学識経験者〕 愛媛大学農学部

〔行政・研究〕 県農産園芸課、ブランド戦略課、

農林水産研究所、産業技術研究所

〔オブザーバー〕（有）ジェイ・ウイング・ファーム、

県内小売業者、松山地域センター

はだか麦ＷＧ（Ｈ26.10.27設置）

はだか麦加工品ラインナップの充実
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機能性

（２）未契約はだか麦販売対策
③ はだか麦の機能性

0 2 4 6 8 1 0

大麦はビタミンＢ₁を多く含むこと
から、かつては脚気予防の食材とし
て人気でしたが、現在、脚光を浴び
ているのは、水溶性食物繊維「β －
グルカン」です。

平成25 年、日本健康・栄養食品協会
は、大麦β- グルカンの健康機能性に
ついて、「コレステロールの正常
化」「食後血糖値の上昇抑制」「満
腹感の持続作用」といった効果があ
ることを発表しました。

特に「食後血糖値の上昇抑制」は、
大麦β- グルカンが水に溶けるとゼ
リー状に固まる性質によるもの。消
化中の糖質の吸収が緩やかになり、
血糖値の上昇を抑制すると言われて
います。

（農林水産省広報誌「aff（あふ）
２０１６年２月号」：麦に関する
最新事情より抜粋）
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（２）未契約はだか麦販売対策
④ 全農えひめ新規開発予定商品

<<新規開発予定商品>>
◇主食◇

◇レトルトパック◇

◇飲料◇

◇味噌◇

※令和2年11月に試作を実施。

販売先

各販売元　他

商品名

既存みその配合変更及び県産はだか麦100%味噌

はだかんぼう麦茶ペットボトル ファミリーマート・愛用運動

はだか麦丸麦（スティックタイプ）

押はだか麦

商品名

商品名

販売先

県内ＪＡ直売所・県庁食堂・企業社食・農
協グリル

県内外スーパー等量販店

販売先

愛媛県産はだか麦だけ150ｇ

県内外スーパー等量販店ひめの凜＋はだか麦パックごはん

県内外スーパー等量販店、業務用先

商品名 販売先
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４．需要拡大対策
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知られていない34年連続生産量日本一
◯はだか麦は、国産麦の１％

◯主に麦味噌原料として利用されるため
県民にあまり意識されていない。

◯主食用の押し麦の需要が多ければ
米同様意識されるが……。

H19-20県産はだか麦押し麦販売量

32ﾄﾝ

機能性に優れ健康に役立つはだか麦の麦飯を見直し、県内消
費を拡大させることが県民の健康増進にも役立ち需要拡大に
つながるのでは。

（1）副知事の思い28



（２）副知事トップセールス
①内容

機能性に優れるはだか麦をPR
はだか麦に含まれるβグルカンは糖尿病

や高血圧予防に有効と言われ、※本県が全国一大腸がんに
よる死亡率が少ない理由として麦味噌文化が挙げられて
いる。

まずは県民の健康増進に向けて麦飯を積極
的に食べていただきたい。

2017年はだか麦WG作成のPRチラシ

※国立がん研究所センター
大腸がん都道府県別年齢調整死亡率(2014年）より

◯初めて大学病院として、大麦の魅力を解説したレシピ本等を出版し、
入院食にも採用している慈恵医科大学付属病院栄養部との連携
（県、JA全農えひめ、松前町）を模索

◯はだか麦の名称と機能性を出して、麦飯用はだか麦を販売してくれ
る高級スーパーを東京・大阪で各1社開拓

◯全国スーパーマーケット協会と連携し、ベーカリー部門を持った
高級スーパー１社での販売に向け、はだか麦パン開発を依頼
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（２）副知事トップセールス

②県内企業の社員食堂での採用促進

はだか麦に含まれるβグルカンは糖尿病や高血圧予防に有効
と言われ、また、本県が全国一大腸がんによる死亡率が少ない
理由として麦みそ文化が挙げられている。

◎健康増進に向けて積極的に麦飯を食べていただきたいとの
思い。

◎各企業の「社員の健康促進、健康経営を推進する一環とし
て、社員食堂にて、愛媛県産はだか麦を使用し健康経営優
良法人として企業価値を高めたい」考えが一致。

経済同友会等を通じて社食でのはだか麦採用を推進
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（２）副知事トップセールス

③ 副知事トップセールス実績

社員食堂等でのはだか麦利用実績

10月12日：愛媛県庁、愛媛新聞社

10月16日：㈱愛媛銀行

10月20日：㈱伊予銀行

11月2日 ：JAビル農協グリル

11月10日：三浦工業㈱

11月19日：愛媛県信用農業協同組合連合会
（全職員へはだか麦（押麦）１㎏を配付）

その他、県下JA直売所等の食堂で利用する他、
複数企業に働きかけを実施。

はだか麦メニュー試食会

はだか麦メニュー例
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農協グリル
サービスランチ
へのはだか麦ご
飯提供様子
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（３） 県内企業による社員食堂での
「はだか麦」利用開始知事報告会趣旨

① 各企業の動き

◯三浦工業（株）及び各社は、健康促進、健康経営を推進する一環として、社員 食堂にて、愛媛県
産はだか麦を使用している。

◯はだか麦は、生活習慣病予防にも良いといわれており、社食での利用だけでなく、従業員へのは
だか麦料理メニューの提案により健康促進のみならず 地産地消にも貢献する健康経営優良法人
を目指す。

② 出席者
三浦工業株式会社、株式会社伊予銀行、株式会社愛媛銀行、愛媛県信用農業協同組合連合会

③ 趣 旨

三浦工業等の取組を報告し、その他の社食を持つ企業にはだか麦の利用を促すとともに、はだか
麦を使った家庭料理を紹介することにより、県民にはだか麦の利用をPRし、消費拡大につなげる。

④ 報告会の持ち方
◯各社の取組を報告
◯はだか麦料理メニューの提案紹介
◯知事試食及び知事コメント
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