
～米粉のおさらいのお話～

米粉の現状と課題について

北陸農政局生産部生産振興課

使ってみよう！米粉の新たな可能性へ!!
北陸米粉サロン



今がチャンス‼
米粉定着の好機‼

〇 平成21年に「米穀の新用途への利

用の促進に関する法律（平成21年

法律第25号）」が制定されたこと

等により、米粉の生産や需要が拡

大。

しかし、需要に基づかない生産拡

大により、米粉用米の在庫が積み

あがることに！

〇 近年、パン・麺に加え、スイーツ

等が増え、令和４年は4.3万トンの

需要の見込み。
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注） 農林水産省調べ（平成21年度及び令和３年度の生産量は計画数量。需要量は需要者からの聞き取り）

2１

１ これまでの米粉のあゆみ

米粉用米の生産量・需要量の推移

〇 米粉は、古くは奈良時代からせんべいや和菓子に使用

されてきましたが、細かく粉にする製粉技術が進歩し、

米粉として流通し、パン等の製品が出てきました。

〇日本初の微細米粉専用工場（新潟県胎内市）の誕生

（平成10年(1998年)）

〇 ウクライナ情勢等に
より輸入穀物の価格が高
騰しており、小麦粉も同
じ状況

〇米粉と小麦粉の原料価格はほぼ同じ。
〇米粉の製粉コストは、一部企業では
小麦粉と同程度の価格となっている。

○その結果、米粉と小麦粉との価格差
は縮小しつつある。
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２ 米粉の種類とコスト

〇 商品づくりの前提は、２つ？
ノングルテン（アレルギー対応）の
ものなのか、グルテン含有のものな
のか？

→ 米粉100％なのか、小麦粉の一部
を米粉に置き換えるかの選択が必要
でないか。

→ 訴求ポイントは、米粉のおいし
さ・価格・健康（体によい）など、
どれをPRするのか。

注１）米粉原料価格は企業購入価格（平均値）であり、農家出荷価格とは異なる場合がある。
注２）米粉・小麦粉は業務用（加工用）の価格（大手企業聞き取り）。

米粉の特性を活かした商品づくり

〇 米粉の優位性（価格面）
一次的ブームで終わらせないため、
コスト面が課題。優位性はあるか？

→ 原料価格は変わらない中、製粉コ
ストは企業努力で圧縮され、１次製
品（米粉・小麦粉）は同程度？

米粉の優位性

・シフォンケーキ
・スポンジケーキ （低い）
・クッキー

・天ぷら粉
・お好み焼き粉 アミロース
・から揚げ粉 含有率
・惣菜類（とろみ付け等）

・パン全般
・めん全般 （高い）

米粉の商品

２

（円/kg）

原料
価格

製粉
コスト等

製品
価格

米 粉 50円程度
70～
340円程度

120～
390円程度

小麦粉 60円程度 50円 110円

製粉コストの状況（令和３年調査）
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３ 米粉の学び

・米粉のメリットとして、食

感、栄養、調理特性（ダマ

にならないなど）などある

が、簡単に料理できるもの

は何？

・パンや麺以外でも料理でき

る米粉の世界？

・米粉の世界をどう学ぶか？

・原料調達や製造・販売まで

の課題は何か？

〇 家庭で使用する場合の声

・菓子や料理に米粉が使えることを知らな
かった。

・実際、米粉を使いたくてもコンビニやスー
パーで置いていないのでは・・・・。

・米粉は価格が高いイメージで、アレルギー
用という感じ。

・米粉の選び方、使い方がわからない！

米粉のイメージ、価格 米粉のメリット、知識

３
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４ 米粉用米の生産

〇 北陸で米粉に適した品種は何か
（販売業者、製粉業者、農業者の

３つの立場が大事では？）

〇 特に商品特性にマッチした品種

〇米粉生産(R３)は全国で7.6千ha(約4万㌧）

北陸で全国の約４割を生産！

・全国 一般品種 89％ 専用品種 11％
・北陸 一般品種 98％ 専用品種 2％

※専用品種とは、米粉使用のパンや麺などに適した品種（アミロース
含有率が高いもの等）

米粉の品種

北陸の米粉用米の認定数量(令和３年産)

米粉用米の生産状況

４出典：農研機構「2020 様々な用途に向くお米の品種シリーズ」



コメコ・令和４年３月に、講師として、WAGOME
代表小林順子氏、料理教室いづみ庵代表講師
日置いづみ氏の両氏をお招きして、米粉、米
粉パン、米粉料理に係るご講演をいただき、
参加者の皆さんと意見交換を行いました。

。

石川県立翠星高等学校

食品科学研究会

北陸の

米粉スイーツ工房探訪記

VOL.1

“ＳＤＧｓ酒米クレープ”

７月から販売を開始された「ＳＤＧｓ

酒米クレープ」を中心に、いろいろお聞きした

いと思いますが、まず、はじめに米粉の加工品

に取組むこととなったきっかけについてお聞か

せください。

（食品科学研究会顧問 安川三和先生（以下「安川先生））

最初に、米粉に取り組むきっかけとなったのは、平成21年に白山市

と連携した「はくさん米粉プロジェクト」に参画したことで、現在まで

継続してこのプロジェクトに取組んでいます。

「クレープを作って、
有名人に食べさせてほしい」

これまでも 様々な 生産者、 事業者 の方々と 連携して 商品開発 をされて いますが 、今回、 販売を開 始され た

「SDGｓ酒米クレープ」についても、例えば酒米生産者さん、あるいは酒造業者さんから依頼があったのでしょうか？

（安川先生）

地元酒蔵から酒米の削り粉を使ってなにかできないかという商品開発依頼が

あり、「酒米削りkekeekezu

「北陸の米粉スイーツ工房探訪記」第1回として取材を受けていただい

た石川県立翠星高等学校食品科学研究会（以下「食品科学研究会」）は、地元の農産物を使用した加工

品の開発、製造、販売に、実践的に取組むことで、地域の６次産業化を支援する活動をされています。

米粉加工品についても、平成２１年から着手し、「はくさん米粉クッキー」を

はじめとして、地元産米粉を使った米粉スイーツ等の開発・製造・販売に取組まれています。

令和４年７月に、新たに酒米粉を使って開発した「SDGｓ酒米クレープ」の販

売を開始し、食料自給率向上の試みにも取組む食品科学研究会にお邪魔させていただきました。

米粉スイーツ金沢MAP

米粉スイーツ工房探訪記

５ 北陸農政局の需要拡大

「消費者の部屋」展示（11月）

コメコ のススメ

米粉の取り組みとして北陸農政局消費者の部屋にて
１１月から１か月間「コメコのススメ」を展示開催。

① 再注目 米粉の知識コーナーに、米粉のレシピ等や、
米粉とは何かのパネルを展示。

② 北陸の米粉スイーツ工房探訪記を北陸農政局が取材
し、パネルを展示。
また、米粉スイーツ金沢を展示。

③ コメコのススメ～コラボ企画としてエム・コック
サービス㈱と提携し米粉を使った料理定食メニュー
を供給（毎週水曜日）。
新聞（日本農業新聞）、TV等報道関係（石川テレビ、
FM石川）にも取り上げられ、好評を得ました。

コメココメコ
ススメ
の

～コラボ企画～

【お問合せ】北陸農政局生産部生産振興課 TEL：076－232－4302（直通）

販売

期間

11／ 2 （水）鶏唐揚げ

エム・コックサービス㈱
広坂合同庁舎１F 食堂にて

期間限定！

コメコのススメ×エム・コック
石川県産米粉100％を使った定食（￥480）メニュー

11／ 9 （水）白身魚南蛮風

提供
場所

11／16（水）油淋鶏

11／30（水）天ぷら盛合せ

※ 11:30～13:30迄、無くなり次第終了

天ぷら盛合せ 油淋鶏

５

北陸米粉推進セミナー（３月）

コメコのススメ～コラボ企画



県内の食品製造者や飲食店を対象に、小
麦粉から米粉への切替や米粉を活用した
商品開発などに取り組んで頂くため開
催。

〇 「米コメNEW」コンテストWEB投票の開催

県産米の消費拡大の一環として、富山県産
米粉の需要喚起を目的にコンテストを開催。
（11/15～12/15）

富山県

６ 各県の米粉の取組

石川県
〇 県のホームページ内で米粉の魅力や米粉を使用した

レシピの紹介や、米粉パン、ケーキ、米粉などを
取り扱っているお店などを紹介中。

URL https://www.pref.ishikawa.lg.jp/nousan/
komeko/komeko-index.html

〇 米の消費拡大を図るため、生産者や食品加工業者など
でつくる「ふくい地域食品連携プロジェクト」を７月
に立ち上げ、商品化を進めている。

福井県

〇 米粉活用PR活動として、「ふくいの食育リーダー」
による米粉料理や菓子づくり教室を開催しているほか、

１１月開催の「ふくい農林水産まるごとフェスタ」で
「米粉を使った簡単スイーツづくり」を実施。

〇 米粉活用研修会の開催（8/31）

６

食料自給率向上のため、輸入に頼る小麦粉消費量の10％
以上を米粉に置き換える「にいがた発・R10（アールテ
ン）プロジェクト」（Rice Flour 10% project）を全国
に向けて提唱中（平成20年～）

〇 東京都と連携協定を締結（7/22）

東京都と連携し、米粉の活用及び消費の
促進を図るとともに相互の農林水産物の
魅力の発信により販路の開拓等に繋げる
ことを目的に協定を締結。

〇「にいがた発・R10プロジェクト」推進中

新潟県

｢とやま米粉｣をＰＲ
するロゴマーク
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７ 米粉の利用拡大支援対策事業 【令和４年度補正予算額 13,992 百万円 】

７


