
資料8

（１）

地域 取組者・取組名

北海道 【概要】

【米粉用米使用量】
　製粉 ： １８トン／年　（うちドーナツ向け９トン）
　

東 北 【概要】

【米粉販売数量】
　１３トン（直近１年）

○５年前から新規需要米の実需者として取り組み、米粉を製造販売。（原料米は市内の３農家及び１
　生産組合と契約）。
○平成２２～２５年の学校給食向け販売実績１８トン。上十三地区（当社所在地区）学校給食米粉
　パン用の米粉供給割合１００％、同県内約６０％。ほかに、上十三地区学校給食米粉めん用米粉
　も供給。
○２２年８月に、国の補助事業（食農連携推進整備事業）を活用し、微細粒の米粉（４０ミクロン程
　度）を製造できる機械施設を導入。製品開発に努め、26年3月には「十和田の米粉から揚げ粉」
　などの商品の販売を開始。
○米粉販売のほか、メニューレシピの提案など、米粉の消費拡大に取り組む。

（社の米粉の方針）
・家庭において１日２０ｇ（大さじ２杯）が消費されるような食材化
・将来的に「重湯」のような健康商品の原料として活用を図る

地 域 に お け る 米 粉 ・ 米 粉 用 米 取 組 事 例

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例

○農業法人を立ち上げ、平成25年度から、原料となる米の生産をはじめ農産物の生産から加工・販
　売までを手掛る６次産業にチャレンジ。深川産米「ふっくりんこ」の米粉を販売するほか、当該
　100%原料にした焼きドーナツを製造・販売。小麦アレルギー対応に一役買うことも期待。

まるみ食品合同会社

（深川市納内町）

（有）丸井精米工場

（青森県十和田市）



（２）

地域 取組者・取組名

東 北 【概要】

【米粉用米使用量】
　２５年度：３トン（※パン向け）

【概要】

【米粉用米使用量】
　２５年度：６．３トン

関 東 【概要】

 
【米粉用米使用量】
　１．５トン／年

バウムハウス樹凛

（栃木県大田原市）

○平成２２年度から自家製米粉パンの製造・販売、２３年度には６次産業化地産地消法の事業者認
　定。
○米粉は県外業者委託製粉。
○１００％米粉のパン等であり、県南のスーパー・道の駅・病院の直売所等で販売するほか、自社農
　場で生産したさくらんぼを使用した「さくらんぼ入りシナモンロール」、「さくらんぼと米粉のパ
　ウンドケーキ」を秋田空港内売店や秋田駅構内店舗で販売するなど、新製品の開発・販売にも積
　極的。
○特にパウンドケーキの売れ行きは好調で、現在、さくらんぼ（冷凍保存）在庫切れのため製造を
　中止している状況。今年度はドライ加工したものを使用する予定とのこと。
○また、地元の酒造会社とのコラボレーションによるさくらんぼリキュールの製造を予定しており、
　これをパウンドケーキに使用し、ブランデーケーキのような商品を製造することも計画中。

○平成１９年度に米粉麺（乾燥麺）開発。その後、麺販売閑散期（冬場）対策向けに麺を活用した
　「山形チップス」を開発・販売（２５年度販売量：袋入り１８万袋、箱入り２満箱）。
○２６年３月に県産はえぬきの米粉８０％を使用した備蓄用缶入りパンを開発し受注製造販売開始。

相川ファーム

（秋田県湯沢市）

農事組合法人りぞねっと

（山形県新庄市）

○平成24年12月開店。米粉の特徴である「しっとり感」を追求しつつ、県内の契約農家の特別栽培
　米による粉に加え県内の契約農家の卵を使用するなど、生産者の顔が見える商品づくりを心がけ、
　栃木のおみやげ・大切な方への贈り物といったコンセプトの下、高付加価値手作り米粉バウムクー
　ヘンを製造販売。
○関東米粉食品普及推進協議会が開催した２５年度「米粉米級グルメ王座決定戦」においてグランプ
　リを受賞。

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例



（３）

地域 取組者・取組名

関 東 【概要】

【米粉用米使用量】
　３５０kg／年

北 陸 【概要】

【概要】

【概要】

【米粉用米使用量】
　９０kg／２３年度　

○米粉フェスタinたいない（平成２５年１０月２６～２７日）
  「米粉発祥の地」胎内市では、食材としての米粉の使い方、米粉の優れた点を広く発信し、「米
　粉」の食文化の普及を通じて、米の消費拡大や食料自給率の向上に寄与することを目的に米
　粉フェスタを開催。
　（催事内容：米粉を活用してまちづくりに取り組んでいる全国各地域の事例の発表、米粉の食
　　　　　　　文化についての情報交換、「米粉れすとらん」の出店、小中学生が考えた胎内市の
　　　　　　　ご当地グルメ「べえべえ」のアイディアレシピのコンテスト、米粉料理教室）
○米粉ぐるめ食べ歩きMAP
   べえべえや米粉菓子などを販売している市内店舗を地図付きで紹介。

立山黒部アルペンルート広
域観光圏協議会の「立山名

物米粉うどん」の取組

（富山県立山町）

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例

○平成２５年３月に地場産農産物の生産・加工・販売の６次産業化施設としてオープンし、「米粉中
　華まん」を開発、同年秋から製造販売。
○米粉は地元100%、あんは地元野菜を基本に使用し、隣接する加工所で手作り製造。
○その後、米粉パウンドケーキなど数種類の米粉商品を開発、順次製造販売。

ＪＡ埼玉みずほ
農産物直売所さくらファー

ム

（埼玉県幸手市）

○米粉ビジネスの創出と消費者へのアピールを図るため、平成２６年３月２５日～５月７日の間、
　「米粉ラーメンフェア」を開催。県内１３の食堂・ラーメン店が参加。フェア期間中に参加店が県
　産米粉入りの麺を使った「米粉ラーメン」を一斉に提供することで、米粉の新たな魅力を発信。

新潟県

新潟県胎内市

○米消費拡大と町産米の付加価値を高める目的から、地元農産物・加工品の掘り起こし・開発に取り
　組んでおり、一環として、「米粉うどん」と地域独自の食材を使用した新メニューを立山町料理飲
　食業組合加盟店で提供。



（４）

地域 取組者・取組名

北 陸 【概要】

東 海 【概要】

【概要】

近 畿 【概要】

○平成18年に「近江米めん」を開発し販売。その後毎年一商品の開発を目標に、米粉ロール、米粉
　たい焼き、ケーキ、どら焼き、ワッフル、米饅頭等の商品を開発。
○市の米消費拡大事業に賛同し、学校給食への米めん試食検討会の実現化にも寄与。
○市内小中学校の先生の集まり・学校給食会・JAカルチャースクール等に参画
○毎年１１月に実施される「甲賀もちふる里まつり」において、「米粉まつり」と銘打つイベントを
　近隣米粉利用事業者と連携して実施
○自社工場の見学制度を設け、製粉から製品製造までを紹介

農業法人（有）甲賀もち工
房

（滋賀県甲賀市）

○いしかわ米粉食べまっしキャンペーン（平成２３年度～）
   ・県産米粉とその加工食品・料理を募集し、それらの消費拡大に協力する小売店・飲食店を登録。
   ・キャンペーン施期間中、対象商品にポイントシールを貼付等して購入者に付与。
   ・購入者は、応募台紙に１口につきシールを３枚貼る等して応募すれば、抽選でホームベーカリー
　　や県産農産物等の商品をプレゼント。
○いしかわ米粉応援団（平成２３年度～）
   ・米粉に関心を持ち普及拡大に取り組む消費者団体（いしかわ米粉応援団）を募り、研修会(米粉
　　に関する基礎知識の講義、調理実習）への参加及び団体活動の中で積極的に米粉を取り上げ、
　　普及推進を図ってもらう。
   ・応援団に対しては、ホームベーカリーの無償貸付けを支援。

石川県

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例

○品質面の付加価値を高めた商品作りを目指し、また、海外への販路拡大も視野に商品開発。
○地元農家が生産した米粉用米を使用し、ホットケーキミックス粉・動物性原材料を使わないプリン
　ミックス粉等を製造・販売。
○現在、新製品（ホームベーカリー用ミックス粉）を開発中。

桜井食品株式会社

（岐阜県美濃加茂市）

○洋菓子原料用として県産米粉用米を使用した各種米粉を製造（湿式気流）・販売。
○また、この米粉入りの糸こんにゃく・食パンの製造販売や、米粉を使った料理レシピの作製にも取
　り組む。
○さらに、アレルギー対応、米粉の特徴・食感を活かした製品の開発にも取り組む。

株式会社ミルズカトウ

（三重県四日市市）



（５）

地域 取組者・取組名

近 畿 【概要】

【概要】

○府産米の消費拡大・地産地消の推進、食料自給率向上を目的として平成２４年７月立ち上げ。
○米生産農家、製粉業者、販売業者、ＮＰＯ法人、消費者団体、大学生等。（２６年４月現在５６
　団体・個人）
○全体検討会と二つのグループ（普及啓発グループ、新商品開発グループ）から構成。
○米粉・米粉商品の普及・啓発グループの活動
　・イベントに参画し、米粉・米粉加工品の試食・販売、アンケート調査、ＰＲ（２４年度：３イベ
　　ント、２５年度：５イベント）
　・アンケート調査結果（「京都産米粉の販売場所がわからない」といった声）を踏まえ、「米粉
　　ＭＡＰ」を作成しイベントで配布。
　・京都府栄養士会総会での米粉に関する展示
　・学校関係栄養士研究会での米粉に関する講演
　・京都府庁内ロビーでの米粉商品等のＰＲ展示
　・「京都米粉サミット」と題し、料理研究家 坂本廣子氏（近畿米粉食品普及推進協議会会長）
　　を講師に迎え、府民向けの米粉に関する学習・講演会と料理教室開催
　・府立木津高等学校普通科スタンダードエリア生活表現基礎講座で、京野菜・京都米・米粉の講義
○新たな米粉商品の開発グループの活動
　・府のゆるキャラをモチーフにした府産米粉１００％のパンの試作を行い、イベントでの試食アン
　　ケートを実施。（※２６年度中の商品化を目指す）
○今後の計画
　・米穀安定供給確保支援機構・近畿米粉食品普及推進協議会主催「米粉まつり」の共催

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例

○「粉源」奈良の米粉メーカー。
○最近の米粉の「頭打ち」の状況について、パンへの米粉投入量が少ないこと、製パン技術が未熟で
　あることなどの問題意識を持っていた折、以前よりフランスパン用米粉や菓子パン専用米粉の開発
　でお世話になっていたラブィゾンの鳥居氏から、「おいしい米粉パンを簡単に作れる改良調整ミッ
　クス粉を開発したので販売に協力してもらえないか」との相談があり、販売に着手。
○このミックス粉は、課題である硬化速度、糠臭、冷凍の難しさ、表面のざらつきなどを解消し、誰
　でも簡単に上質の米粉パンが製造できる製品。

合同会社Ｌａｖｉｅｓｏｎ
（ラビィゾン）と「粉源」
によるパン用改良調整ミッ

クス粉の開発・販売

 （奈良県奈良市）

京都府による「米粉プロ
ジェクトＫＹＯＴＯ」の取

組



（６）

地域 取組者・取組名

近 畿

中 四 【概要】

【米粉用米使用量】

【概要】

【米粉用米使用量】

　・イベントへの出展・米粉の特徴の普及、料理での活用等についてＰＲ
　・京都府庁内ロビーでの展示
　・米粉に関する情報提供等普及活動（米粉ＭＡＰの配布等）
　・新商品（米粉パン）の商品化・ＰＲ
　・生産者と実需者のマッチング
　・学校給食における一層の利用拡大

○倉敷市で米粉スイーツを製造・販売していた「蜂蜜入焼饅頭Ｂrown」が顧客の多い岡山市に昨年
　９月に移転。
○新店舗は、店舗面積を大幅拡張し、イートインスペースを設置。また、顧客の要望を踏まえ商品の
　アイテムも拡充。
○商品の製法・形態は大判焼きとほぼ同じ。小麦粉は使用せず、吉備中央産の米を原料とした米粉
　を使用し、卵・乳製品は一切し使用していない。（但し、小麦グルテン3.5%未満、山芋パウダー
　少量使用）
○現在は店頭販売だが、今後は個包装し土産物店への卸売り、他の食品製造業者と連携した新商
　品の開発を検討。

　移転前６０kg／月→移転後２００kg／月

米粉スイーツ店「米粉Ｓｗ
ｅｅｔｓ Ｂｒｏｗｎ」

（岡山県岡山市）

　３，０００kg／年

○平成２３年１２月に東広島市西条町に「おむすびのＧＡＢＡ西条店」、２５年５月に東京都千代田
　区外神田に「おむすびのＧＡＢＡ秋葉原店」、同年１０月に「パン＆マイム西条店」をおむすびの
　ＧＡＢＡ西条店敷地内にオープン。
○農事組合法人ファーム・おだ（東広島市）で生産された米をサタケのGABA生成装置でGABAラ
　イスに加工した後、製粉してＧＡＢＡ米粉に加工。パンの製造は同組合に委託。
○食パンなど定番のパンに加え、赤ちゃんのおしりを彷彿させる「赤ちゃんのおしり」、地元広島の
　名物“お好み焼き”をモチーフした「お好み焼きパン」等ユニークなパンを販売。

（株）サタケによるＧＡＢ
Ａライス米粉パンの取組

（広島県東広島市）

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例



（７）

地域 取組者・取組名

中 四 【概要】

【米粉用米使用量】
　１２０kg／年

【概要】

【米粉用米使用量】
　２５０kg／２５年度（※２４年度から１０％増）

九 州 【概要】

【米粉用米使用量】
　２５年度：８．２トン　（※２６年度予定１２．８トン）

○米粉製品製造販売、米粉麺専門の飲食店（いい・麺亭）経営、農産物の乾燥・粉末加工、米粉料理
　コンテスト開催等に取り組む。
○所在する三瀬村は、福岡県との県境山間に位置する人口約1300人の自治体。年々増加していく荒
　廃田を活用した米粉用米の生産、100％使用した米粉商品の製造加工販売（６次産業）に取り組
　む。
○小麦やそばアレルギーの消費者にも大変好評で、多くのマスコミ等にも取り上げられている。

農業生産法人（有）アサ
ヒ・アグリ佐賀

（佐賀県佐賀市）

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例

○１２年ほど前から米粉を使った商品の製造、販売を開始し、現在は、店頭販売商品のほとんどに米
　粉を使用。
○カステラ・ロールケーキなどは、県産新品種「おいでまい」の米粉と希少糖を使用。

イタリア料理「パスタの
プーさん」

（山口県山口市）

○市内の（有）名田島農産で生産した米（ヒノヒカリ）の米粉を使用した生パスタ・ピッツァを開
　発、２５年６月から通常メニューとして提供。
○米粉は玄米と白米をそれぞれ異なる方式で粉砕し、グルテンを混ぜ、もっちりとした食感を実現。
○米粉のメニューは、美祢市産の牛肉を使った「ショートパスタのボロネーゼ」、周南市鹿野産
　の豚肉を使用した「パンチェッタ・ビッツァ」等6種類

米粉洋菓子店「パティス
リースミダ」

（香川県高松市）



（８）

地域 取組者・取組名

九 州 【概要】

【米粉用米使用量】
　１２トン／年

【概要】

【米粉用米使用量】
　７５０kg／年

○平成２４年度から各種イベントに出店し米粉をPR。２５年度４月から２６年１月まで毎月定期的
　に実演販売を実施。また、十数回の出店PR活動を実施。
○２４年度から、長崎県内の学校給食向けに米粉を使った衣の揚げ物を納品（委託製造）。
○九州米粉食品アドバイザーとして、２５年度は１１～１月に米粉料理教室を4回開催。

○自家栽培米米粉・地場産野菜・果物を使用したお菓子の製造販売、ピザ・パン作り体験教室開催。
○体験教室は、農家の主婦・学校の先生など、年間２～３００人が参加。
○また、米粉食品アドバイザーとして料理講習会講師も務めている。

農家カフェ「風の道」

（宮崎県高千穂町）

株式会社米粉屋

（長崎県長崎市）

事　　　　　　　　　　　　　　　　　例


