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米粉の情勢等について



○ 米粉の需要は着実に増加しているものの、地域によって取組の広がりに差が生じており、全国的には、平成24年産以降、最
終製品の需要の伸びが鈍化し持越在庫による対応が行われたこと等から、原料の米粉用米の生産量は減少。

○ 米粉は、製粉コストが小麦粉に比べて高いことから最終製品価格が高くなっており、その低減が課題。
○ 米粉の利用拡大を図るため、米粉と小麦粉との価格差の縮小に向けた製粉コスト削減技術の開発に取り組んでいるところ。

併せて、①「米粉倶楽部」を通じた官民一体での米粉商品の認知・拡大・消費喚起、②米粉と小麦粉のミックス粉等の新たな
製品開発等を推進しているところ。

○ 都道府県別の米粉用米計画生産の推移

注：農林水産省調べ（新規需要米取組計画認定結果から抜粋）

○ 売買価格の比較（kg当たり）

１

○ 米粉用米の動向

数量（㌧） 面積（ha） 数量（㌧） 面積（ha） 数量（㌧） 面積（ha） 数量（㌧） 面積（ha） 数量（㌧） 面積（ha）

新潟県 3,642 683 9,574 1,731 14,384 2,571 13,073 2,375 5,041 921

栃木県 774 153 1,816 364 6,342 1,256 3,743 741 4,374 842

埼玉県 898 209 1,007 206 1,008 206 1,495 305 1,726 354

山形県 233 41 584 99 1,408 233 1,164 190 903 147

秋田県 3,132 461 5,048 746 4,396 661 2,962 516 861 149

群馬県 515 111 612 124 772 157 897 183 857 175

熊本県 523 100 637 109 1,023 184 1,123 205 683 120

富山県 41 7 1,052 192 1,111 204 1,117 204 662 121

広島県 37 5 312 56 466 88 555 106 582 111

岩手県 262 53 238 45 536 98 633 117 511 90

福岡県 54 12 206 41 663 132 797 162 505 103

茨城県 40 7 246 39 591 108 627 119 490 93

岡山県 376 71 533 100 783 148 761 153 423 80

三重県 171 35 419 83 416 83 546 109 332 66

滋賀県 57 11 201 38 348 66 305 58 289 54

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

全国計 13,041 2,401 27,796 4,957 40,311 7,324 34,521 6,437 21,071 3,965

21年産 22年産 23年産 24年産 25年産

米粉用米 30円程度

小　　麦 50円程度 小麦粉 100円程度

米　　粉
120～300円

程度

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

5 13 17 23 25

○ 米粉用米の利用量（千トン）

注：小麦粉価格は大手製粉企業の平均値。

注 ：需要者からの聞き取り。



○ 米粉の需要拡大に向けた動き

○ 新たな米粉需要の拡大を促進する水稲品種

○ 米粉の需要拡大に向けて、生産面では多収でパン用に適した「ミズホチカラ」などの新品種が開発。
○ 需要面では、米粉を使用した新しい商品開発等も取り組まれている。

○ また、米粉パンを学校給食で導入している学校は、平成１７年度では給食実施校の約２割の６千校であっ
たものが、平成２４年度には約６割の１８千校まで増加。

パン用に適し、主食用品種に比べ２割以上の増収が期

待できる水稲品種「ミズホチカラ」

主食用米「あきまさり」「ミズホチカラ」

比容積：4.2 比容積：3.7

［米粉パンの形状比較試験］

○ 米粉を使用した商品の取組事例

○ めん
エースコック㈱では、新潟県産

コシヒカリを小麦粉に練り込んだ、
強いコシともちもちした食感を味わ
うことのできる「驚きのコシ」を開発。
（フード・アクション・ニッポンアワード2013
［プロダクト部門］優秀賞を受賞）

○ フライ用衣材

㈱ニチレイは、米粉を加熱し、膨らませたものを粉砕す
るという新しい技術を導入し、サックリと香ばしい新食感の
「醤油味」、「塩風味」衣材を商品化。（フード・アクション・ニッポ
ンアワード2010［研究開発・新技術部門］最優秀賞を受賞）

２

○ 米粉パンの学校給食導入状況

注 ： 農林水産省調べ

年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

米粉パン導入校数 6,063 7,836 8,067 8,960 12,221 16,166 15,954 18,264

給食実施校数 31,662 31,476 31,362 31,140 31,001 30,762 28,648 30,295

米粉パン導入校率 19% 25% 26% 29% 39% 53% 56% 60%



○ 最近開発された米粉用水稲品種

○ （独）農業・食品農業技術総合研究機構が米粉パン専用の水稲品種「ゆめふわり」を育成。
○ もちとうるちの中間の性質をもつ低アミロースであり、「しっとり」、「もっちり」したパンが製造できる。
○ 出穂期・成熟期、収量性は「あきたこまち」とほぼ同じ。「あきたこまち」より稈長が短く倒れにくい。
○ 米粉製粉時に粒径の細かな米粉が製造可能。損傷デンプンも少なく、米粉パンの膨らみが良い。
○ 製造した米粉パンは、総じて「あきたこまち」の米粉パンより優れるとの評価。

３

「ゆめふわり」米粉の特性

パンの膨らみが良好

粒子の細かい米粉ができます。

「ゆめふわり」米粉パンの評価

半数以上の人が
「ゆめふわり」が
おいしいと評価

低アミロースのため、
パンはしっとり、もっちり



○ 米粉用米に対する支援措置

水田を活用して、麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対し、交付金を直接交付

米粉用米、飼料用米 ：５５，０００円 ～ １０５，０００円／１０ａ

ＷＣＳ用稲 ：８０，０００円／１０ａ

麦、大豆、飼料作物 ：３５，０００円／１０ａ

加工用米 ：２０，０００円／１０ａ

生産者に対する支援

○ 米粉用米については、水田活用の直接支払交付金による生産者に対する助成のほか、安定的な供給体制
を構築するため、加工施設の整備、乾燥調製・集出荷貯蔵施設の整備等の支援を実施。

○ また、官と民が一体となって、「米粉倶楽部」を通じた米粉の認知拡大・消費喚起の取組を実施。

【水田活用の直接支払交付金】

生産者、加工事業者等が整備する機械・施設等に対する支援

米粉・飼料用米の生産から製造までに係る施設整備に対し交付金を交付
（補助率：定額１／２）

予算措置

・ 米粉・飼料製造施設、米粉を原料とした食品の製造、加工施設等への低利融資

金融・税制措置

米
穀
の
新
用
途
へ
の
利
用
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
生
産
製
造

連
携
事
業
計
画

フード・アクション・ニッポンの活動の一環として、米粉の
消費を拡大するための活動です。米粉に関わる様々な企
業が、「米粉倶楽部」として共に米粉の消費拡大のための
活動をしていくことで、米粉の認知拡大を図り、消費量の
増大および食料自給率向上につなげることを目的としま
す。

【活動内容】

① 「米粉倶楽部」共通のロゴマークを活用した販売促進

② 「米粉倶楽部」（ホームページ）を通じた各企業・団体

の米粉に関する活動情報の集約・発信

米粉倶楽部員数：１３０２社
※２０１4年４月末現在

・ 米粉・飼料製造設備、米粉パン製造設備等の取得価額の30％相当額の特別償却

４



畑作物の直接支払交付金（ゲタ）
（2,093億円） 【水田・畑地共通】

水田活用の直接支払交付金
（2,770億円）

【米の生産数量目標を守った販売農家又は集落営農が対象】
営農継続支払（２万円）

平均単収

数量払

収量

交
付
金

＜畑作物の直接支払交付金のイメージ＞

注１：小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算
注２：てん菜の基準糖度は、16.3度
注３：でん粉原料用ばれいしょの基準でん粉含有率は、19.5％

（806億円） 7,500円／10ａ

【産地交付金】

【二毛作助成】 1.5万円/10a 【耕畜連携助成】 1.3万円/10a

米の直接支払交付金

○ 経営所得安定対策等の概要（平成26年度予算額）

【面積払（営農継続支払）】
前年産の生産面積に基づき交付

２万円／10ａ（そばについては、1.3万円／10ａ）

【販売農家又は集落営農が対象】
【数量払】

交付単価は品質に応じて増減

【販売農家又は集落営農が対象】
【戦略作物助成】

◇ 【推進補助金等】 （92億円） 対策の運営に必要な経費を措置するとともに、対策の推進、作付面積の確認等を行う都道府県・市町村等に対して、必要な経費を助成等
◇ 【再生利用交付金】 （10億円） 畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、なたねを作付けた場合に、一定額（２～３万円/10a）を交付（26年度限り）

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a

WCS用稲 8.0万円/10a

加工用米 2.0万円/10a

飼料用米・米粉用米 収量に応じ、5.5万円～10.5万円/10a

【認定農業者又は集落営農で一定の経営規模を有すること等が要件】

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょを対象に、収入が減少した場合に標準
的収入額との差額を下回った場合に、減収額の９割を補填（対策加入者と国が１対３の割
合で拠出）

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）

【25年度に米の直接支払交付金の交付を受けた者が対象】

（200億円（25年産））

25年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補塡

米価変動補塡交付金

◇ 26年産から廃止

◇ 激変緩和のための経過措置として、26年産米から単価を7,500円/10ａに削
減した上で、29年産までの時限措置として実施（30年産から廃止）

注：そば・なたね
は、産地交付金
からの交付に変
更

◇ 地域が策定する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、大豆
等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取組等を支援。

＜飼料用米・米粉用米の交付単価のイメージ＞

注１：数量払による助成は、農産物検査機関
による数量確認を受けていることが条件

注２：※は全国平均の数値であり、各地域へ
の適用に当たっては、当該地域に応じた
単収（配分単収）を適用

数量払の単価（傾き）：約167円／kg助成額
（万円）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）680※530※
(標準単収値）

380※

（751億円）

直接支払推進事業等
（103億円）

対象作物 平均交付単価

小麦【水田・畑地】 6,320円/60㎏

二条大麦【水田・畑地】 5,130円/50㎏

六条大麦【水田・畑地】 5,490円/50㎏

はだか麦【水田・畑地】 7,380円/60㎏

大豆【水田・畑地】 11,660円/60㎏

対象作物 平均交付単価

てん菜 7,260円/ ｔ

でん粉原料用ばれいしょ 12,840円/ ｔ

そば【水田・畑地】 13,030円/45㎏

なたね【水田・畑地】 9,640円/60㎏

５



○ 米穀の新用途への利用の促進に関する法律（平成21年７月１日施行）

水田の有効活用と食料の安定供給の確保

生産製造連携事業計画

生産者 製造事業者 促進事業者

新用途向けの米穀の生産者、米粉・飼料の製造事業者及

び米粉パン製造業者、畜産農家等の促進事業者は、共同し
て、生産製造連携事業に関する計画を作成し、農林水産大
臣の認定を受けることができる。

新品種育成計画

新品種育成事業を行おうとする者

加工適性に優れ、多収性を有する稲の新品種育成を行う

者は、新品種育成事業に関する計画を作成し、農林水産大
臣の認定を受けることができる。

【法律の趣旨】
○ 米穀の新用途（米粉用・飼料用）への利用を促進し、我が国の貴重な食料生産基盤である水田を最大限に活用して食料
の安定供給を確保

（必須）
○ 米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向

○ 生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する
基本的な事項

○ 米穀の新用途への利用の促進に関する重要事項

○ 米穀の新用途への利用の促進に際し配慮すべき重要事項

米穀の新用途への利用促進に関する基本方針

・生産者・製造事業者等の連携
・競合品と競争し得る価格での供給
・生産・流通・加工コストの低減
・消費者ニーズ等を踏まえた商品の開発

・生産者と実需者とのマッチング
・米穀の新用途への利用の促進に関する理解の増進

・地域の水田の有効活用
・新用途米穀の適正な流通の確保
・新用途米穀等の安全の確保
・米粉を原材料とする加工品に関する適切な表示

農林水産大臣

６



米粉製造事業者等が整備する機械・施設等に対する支援

活性化計画を策定した地域において関係者が、米粉・エサ米法の生産製造連携事業計画を作成することを前提に支援を実施

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 （新規需要米生産製造連携関連施設整備事業）】
２６年度予算額 ： ６,５４０百万円の内数
２５年度補正予算額 ： １,５００百万円の内数
２５年度予算額 ： ６,２３３百万円の内数

・製品市場動向分析、製品開発研究等の支援（補助率：定額（１／２））

・施設整備等の支援（補助率：定額（１／２））

① 農業生産機械の導入 ②加工施設の整備 ③ 乾燥調製・集出荷貯蔵施設の整備 等

《都道府県及び市町村が作成する活性化計画の記載事項》

・必須事項

① 活性化計画の目標及び計画期間・・・地域雇用の創出、特産品の販売による地域活性化、耕作放棄地の解消 等

② 計画主体となる区域・・・・・・・・・・・・・都道府県や市町村の地区名

③ 事業に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・市町村名、地区名、事業名、事業実施主体、交付金充当希望の有無

・添付書類

① 交付対象事業別概要・・・交付対象事業により達成される活性化計画の目標と目標設定の考え方、

交付対象事業の内容、年度別の事業実施計画 等

② 事前点検シート・・・・・・・・目標が法律及び基本方針と適合しているか

事業の推進体制は整備されているか

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用の恐れがないか 等をチェックするもの

《事業実施主体》
都道府県、市町村、農業協同組合、農林漁業者等の組織する団体、民間事業者

《支援の内容》

生産者、加工事業者等が整備する機械・施設等に対する支援（平成26年度）

７



食品安定供給施設整備資金（中小企業者向け日本政策金融公庫資金、１０年超）

【融資率】

８０％

【貸付利率】

０．８５％ （ 中小特利③－１ ／２６年５月２３日現在）

※ ①、②、③の整備に関連して立ち上がり時に必要となる運転資金は、１．６０％（２６年５月２３日現在）

【貸付対象】

「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」の規定により農林水産大臣の認定を受けた生産製造連携事業計画に

基づいて生産・流通・加工・販売の各関係者が整備する以下の施設等

① 米穀の乾燥調製・集出荷貯蔵施設

② 米粉又は米を原材料とした飼料の流通、加工、製造に係る施設

③ 米を原材料とした食品（畜産物を含む）の流通、加工、製造、販売に係る施設

④ ①、②、③に関連して必要となる費用（立ち上がり時の運転資金）

⑤ 新技術の利用をともなう新商品の開発等に必要な施設

⑥ ⑤と一体的となって必要となる費用（特許権の取得費用等）

【償還期限】

１５年 （うち据置期間 ３年）

※ なお、生産者組合、農業協同組合等が整備する場合は、農林漁業施設資金（共同利用施設）の利用も可

能 【貸付利率】 １％（農林Ｄ－３ ／ ２６年５月２３日現在）
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新規需要米の需要拡大を促進するための設備に対する税制優遇

（参考）特別償却の効果

【特例措置の対象】
青色申告書を提出する個人又は法人で「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」に規定する生産製造連携

事業計画について認定を受けたものが取得する以下の設備

【特例措置の内容】
同法の施行の日から平成２７年３月３１日までの間に、上記の設備を取得した場合には、所得税・法人税にお

いて、その取得価額の３０％相当額の特別償却ができる。

特例措置 概　　　要 効　　　果

特別償却

　固定資産を取得した事業
年度に限り、取得価額に一
定率（３０％）を上乗せし
て償却（減価償却の前倒
し）。

・上乗せして償却した分、費用として損金計上できるので、１年目の納税額を軽減することがで
きる（２年目以降の償却額が減少するので、納税総額は不変）。
・設備投資直後のキャッシュフローの改善に役立つ。
・初期の償却額が増加するため、投資資金の回収期間が短縮され、次の新規投資へのインセン
ティブを与えることができる。

※ 対象設備の詳細は農林水産省のホームページの「米粉の情報」の税制告示（ＵＲＬ http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/komeko/k_houritu/index.html#zei&shikin）を参照。

９

１．新用途米穀加工品 （法第２条第１項に規定する新用途米穀加工品をいう。）を製造する設備
設備名 対象機械及び装置

○ 気流式、ピン式、胴つき式又はロール式の粉砕装置

○ 上記粉砕装置と同時に設置する専用の原材料受入装置、搬送装置、供給装置、貯留装置、選別装置、精米装置、
原材料洗浄装置、浸漬装置、脱水装置、ばいせん装置、ホッパー、分離装置、乾燥・冷却装置、ふるい機、混合装
置、制御装置、排水処理装置、集じん装置、ポンプ又は配管

○ ロール式又はハンマー式の粉砕装置

○ 上記粉砕装置と同時に設置する専用の原材料受入装置、選別装置、搬送装置、供給装置、貯留装置、ホッパー、
ふるい機、制御装置、集じん装置、ポンプ又は配管

２．新用途米穀加工品を原材料とする加工品を製造する設備
○ シート式又はピストン式の分割装置

○ 上記分割装置と同時に設置する専用のまるめ装置、成形装置、搬送装置又は制御装置

○ 蒸練装置、製めん装置及び冷却装置（これらを同時に設置する場合に限る）

○ 上記蒸練装置、製めん装置及び冷却装置と同時に設置する専用の切出装置、搬送装置又は制御装置

① 米穀粉製造設備

② 飼料製造設備

① パン製造設備

② めん製造設備



米粉の製造コストの低減と新たな需要の開拓を目指し、米粉製造事業者、小麦粉製造事業者、パン・めん製
造事業者の二次加工メーカー等が一体となって実施する製造コスト低減技術や、米粉・小麦粉のミックス粉
等の新たな米粉製品の開発を支援。（２６年度予算額：２，８８２百万円の内数）

事業内容 実施体制

１ 米粉製造コスト低減革新技術の開発
○ 製造コスト低減技術検討会の開催
○ 製造コスト低減の計画策定
○ 製造コスト低減技術の試験・実証
○ 米粉の高品質化の試験・実証
○ 製造コスト分析・公表 等

２ 米粉・小麦粉のミックス粉等の新たな米
粉製品の開発
○ 米粉・小麦粉のミックス粉等の開発計画の
策定

○ 米粉・小麦粉のミックス粉の試験・開発
○ 機能性等を有する等の新たな米粉・米粉製
品の試験・開発

○ 新たな米粉・米粉製品の分析・公表 等

○事業実施主体：民間事業者等

安価で良質な米粉・米粉製品の供給

低コスト革新技術の確立等

米粉製造事業者 小麦粉製造事業者

連携

連携

パン・めん製造事業者等

米粉製造事業者 小麦粉製造事業者

産地活性化総合対策事業のうち大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業
（米粉製造革新技術等の開発支援）
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乾燥方式によるロールミル、ピンミル等の複数種の製

粉機を組み合わせた製粉技術を開発中。

玄米のまま粉砕後、「ふるい」で糠を除去して精米粉

を取り出す方法を開発中。

○ 製粉コスト低減の取組状況

技術開発支援 （平成２５年度予算事業）

○ ２５年度予算事業（産地活性化総合対策事業のうち大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業（米粉製造コスト 低減
技術等の開発支援））により、事業実施主体（みたけ食品工業㈱－埼玉県戸田市－）が、米粉製粉コスト低減技 術の
開発に取り組んでいる。

進 捗 状 況

・現在までの試験で、同事業者が通常２５０円／㎏で販売する米粉で試算して１５０円まで引き下げが可能と
のデータを得ているところ。

○ 事業は、２５～２７年度の３年の中で当該コストを引き下げ、製品価格ベースで小麦粉価格（約１００円／㎏）並みの
設定を可能にしていく技術を開発するもので、開発した技術は、公表し業界への普及に資するとする仕組み。

・低コスト化原料を新たなミックス粉に使用する等によって、２７年度までに、価格的にも小麦粉と競合できる製
品を開発していく予定。

その他の取組例－民間－

西村機械製作所－大阪府八尾市－ 新潟県農業総合研究所食品センター

・２５年１０月から技術開発に着手。 横置きスクリュー式浸漬機（下部水槽）導入による省水・自動浸漬化・処
理能力向上、粉砕前の「水切り」に遠心脱水機を導入による時短化、工程の自動ライン化による人件費抑制、
原料歩留まり向上に取り組んでいる。
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米粉の消費拡大への支援措置
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日本の食を広げるプロジェクト （平成２５年度）日本の食を広げるプロジェクト （平成２５年度）

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内外での商談、海外見
本市への出展、人材育成、情報交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐ
ﾅｰ、日本食の実践 等

○具体取組例

・料理人、日本食と食文化を組み合わせた海外展開拡
大に向けた取組

・地域の事業者による生産・流通等がｾｯﾄになった海外
展開の取組

・飲食、物販、旅行、文化も含めた｢食に関する場｣の海
外展開

・海外展開のためのブランド確立に向けた取組 等

１．趣旨

国内外の食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、国内外の市場を目指して、
現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産消
費の拡大、日本食・食文化の発信による輸出の促進等を図り、もって食料自給率及び自給力の維持向上等に資する。
（１）地産地消型：地産地消の取組により地域での消費拡大を推進
（２）全国展開型：地域での地産地消等消費拡大の取組を全国的に展開
（３）海外展開型：海外における国産農林水産物・食品の消費拡大の取組により輸出を促進

２．予算規模 ４０億円

３．事業採択

国産農林水産物の消費拡大を図る事業を事業毎に採択する。その際、以下の取組を優先して採択する。
（①生産者、消費者等からの提案に基づくなど現場発の発想が踏まえられていること、②多様な事業体、モノやサービスと結
合していること。）

４．事業実施主体
民間団体等（委託費、補助（定額、１／２））

（３）海外展開型

○事業内容：メニューコンテスト等による商品
開発、販路開拓、人材育成、情報交換、購買
促進、現地検討会 等

○具体取組例
・地域における幅広い品目・ｻｰﾋﾞｽによる地産
地消の取組

・ジビエ、伝統作物の普及促進
・消費者の購買促進のための取組への支援
・教育や観光との連携による地産地消の取組
・病院･高齢者等への配食ｻｰﾋﾞｽにおける地産地
消の取組 等

（１）地産地消型

「地域」から「日本全国」、「世界」へ

（２）全国展開型

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内での商
談、見本市への出展、人材育成、情報
交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ 等

○具体取組例
・地産地消の全国的なﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組
・幅広い品目について、生産者と消費者
が連携した消費拡大のための全国的な
取組

・消費者の発想に基づく米粉等の全国的
な普及・啓発の取組 等
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○ 「米粉倶楽部」の活動内容

（１）情報の集約・発信
米粉に関するさまざまな情報を、公式サイトを

通じて発信。
（２）販売促進活動

米粉倶楽部員が共通して活用できるロゴマーク
や汎用ツールを開発し、米粉・米粉商品の販売促
進活動を推進。

（３）啓発活動
メディアを活用した消費者向け情報発信を実施。

○ 農林水産省が推進する食料自給率向上に向けた取
組「フード・アクション・ニッポン」（平成20年10月に立ち
上げ）の活動の一環として、生産者・メーカー・流通・外
食企業による商品開発や販売促進等、関係者が一体
となり、共通ロゴマークを使用する等し米粉の普及や
消費拡大を図る取組として、21年10月６日に立上げ。

○ 米粉倶楽部に賛同する企業・団体は、1,302社（平成
26年4月末現在）。

米粉倶楽部 全国展開型事業
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○ 平成32年の東京オリンピック・パラリンピックの開催や和食のユネスコ無形文化遺産登録が決まったこと等を受け、世界各国
の日本に対する注目度は高まってきている

○ このため、日本食・食文化の一層の理解深化と農林水産物・食品の輸出促進に向けて、国内外において日本食・食文化の
普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に推進

日本食・食文化魅力発信プロジェクト 【２６年度予算額：２，６５８百万円】

○農林水産物・食品の輸出額を拡大 ○国産農林水産物・食品の消費を拡大

○ 海外の料理学校における日本食講座の開設 等

○ 海外主要都市での日本食文化週間の実施
○ 海外主要都市での日本食レストランウィークの実施 等

○ 海外の外食事業者団体等が主催する見本市への出展 等 ○ 食のモデル地域における商品開発、販路開拓、人材育成
○ 学校給食における地場食材の利用拡大
○ 消費拡大の動きを全国的に拡大するための商談会の開催や

消費拡大促進フェア

○ 全国的な消費拡大のためのイベントの開催
○ 食料自給率の向上に向けた異業種とも連携した国産農林水産

物・食品の消費拡大の取組 等

○ 消費者や食関係者等を対象とした日本食・食文化に係るセミナー・
シンポジウムの開催 等
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（参考） 米粉の取組事例

流通・外食

メーカー
団体・機関・会社 商品（シリーズ）名 取 組 内 容

日本ハム㈱ 「石窯工房ピザ」シリーズ ピザクラストに国産米粉を使用し、もちっとした食感のピザを全国エリアで販売。

ミスタードーナツ 米粉ドーナツ お茶にあうドーナツをテーマに「米粉ドーナツ」３種を期間限定で全国で販売。

山崎製パン㈱ 玄米入りブレッド 国産玄米と国産玄米粉の旨みをベースとした、香ばしくマイルドな味わいの山形食パン。

敷島製パン㈱ お米入りロールパン 新潟産コシヒカリの米粉を配合したロールパンを全国（北海道・九州地区を除く）で販売。

㈱ニチレイフーズ フライ用衣材 サクッとした食感と吸油量の減少を実現した、米１００％のフライ用衣材。

㈱木村屋總本店 米粉入りハニーロール等 新潟県産米粉７０％を配合した菓子パン等を販売中。

エースコック㈱ 驚きのコシ 新潟産コシヒカリを小麦粉に練り込んだ即席麺を販売。

亀田製菓㈱ ふんわりお米スナック 米粉スナック菓子を全国エリアで販売。

岩塚製菓㈱ ふわっとシリーズ 米粉スナック菓子を全国エリアで発売。

団体・機関・会社 商品（シリーズ）名 取 組 内 容

㈱ローソン 「国産米粉のパン」シリーズ 全国で100％米粉を使用したパンの販売。

㈱セブン＆アイホールディングス 「セブンプレミアム」シリーズ イトーヨーカ堂でピザトースト・スナック菓子等を、セブンイレブンでスナック菓子を販売。

㈱サークルＫサンクス 新潟県産米粉クレープケーキ 新潟県と共同開発した米粉のクレープサンドを全国６２００店舗のサークルＫとサンクスで発売。

イオン トップバリュ 餃子・コロッケ 国産米粉を皮に練りこんだ餃子や国産米粉を衣に用いたコロッケを全国で販売。

㈱リンガーハット 国産米粉配合の餃子 全国の「リンガーハット長崎ちゃんぽん」店舗で、国産の野菜と米粉を使用した餃子を販売。

㈱大戸屋 米粉チキンシリーズ 国産米粉を使用した竜田チキンと黒酢ソースを絡めた黒酢チキンを大戸屋全店舗で販売。

シダックス㈱ 新潟産米粉メニューフェア シダックスグループ運営の給食、レストラン、カラオケ等全店舗で米粉メニュー２８品を提供。
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