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関東米粉食品メールマガジン 

 

第２４６号 ２０２１．１２．２４【毎月１回発行】 

                                 （２００６. ７.２０創刊） 

******＜ イ ベ ン ト ＞********************************************************** 

 

１．食と農林水産業に関わる“サステナブル”動画を募集中  （令和４年１月５日まで） 

 

「あふの環（わ）2030プロジェクト」（農林水産省、消費者庁、

環境省連携）では、食と農林水産業に関わるサステナブルな取組動

画を募集中。特に優れた動画作品には、農林水産大臣賞をはじめ各

賞などが授与されるほか、農林水産省ホームページや公式 YouTube

チャンネルによる紹介や様々な展示イベント等でも発信されます。 

応募期限が迫っています。農林水産省ホームページにて詳細を御

確認の上で御応募をお願いします。 

 

サステナアワード 2021伝えたい日本の“サステナブル”  

サステナアワードでは、SDGsゴール 12「つくる責任、つかう責任」を踏まえ、食や農林水

産業に関わる持続可能なサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取組に関する動画を募

集、表彰し、国内外に広く発信することで持続可能な生産・消費の拡大を目指します。 

●農林水産省ＨＰ「サステナアワード 2021 伝えたい日本の“サステナブル”」 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2021.html 

 

２.「米マッチングフェア 2021」を開催         （大宮会場：令和４年１月 13日） 

 

全国農業再生推進機構では、農林水産省支援の下、業務用

途の安定取引に向け、米産地（法人や農協等）とユーザー

（中食・外食事業者）を結びつける「米マッチングフェア

2021」を開催。本年度は、これまで以上に内容の充実が図ら

れており、オンライン開催に次いで、各生産地（全国６カ

所）での商談会と現地交流会が開催されます。 

参加無料。生産者と実需者双方のニーズに応えた、安定し

た取引につなげたいとお考えの方は参加を御検討ください。 

【オンライン商談会】12 月９日（木）・12 月 10日（金） 10：30～ 

【生産地での商談会（埼玉県大宮市）】令和４年１月 13日（木）（10：00～16：00 予定） 

         （ＴＫＰ大宮ビジネスセンター）＊商談会・現地交流会（希望者のみ） 

●業務運営：株式会社グレイン・エス・ビー（とうきょう米粉ネットワーク会員） 

●農林水産省補助事業「米マッチングフェア 2021」 

 https://kome-matching.com 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sa2021.html
https://kome-matching.com/
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３．関東農政局「消費者の部屋」特別展示で米粉をＰＲ （令和４年１月 11日～２月１日） 

 

関東農政局「消費者の部屋」特別展示では、農林水産

省の主な政策について期間・テーマを定めて情報を発信

しています。 

１月特別展示は「やっぱりごはんでしょ！（お米のは

なし）」をテーマに、我が国における稲作文化の歴史や

関東地域の米消費拡大の取組、米の機能性等を紹介。ま

た、米の機能性や新たな米消費スタイルとして着目され

ている米粉の利用など、食生活に欠かせないお米をもっ

と身近に感じ、ごはん食の良さへの理解を深めていただ

けるようにパネル等で紹介しますので、お気軽にお立ち寄り下さい。 

●令和４年１月 11日（火）14:00 ～ 21日（金）13:00 

さいたま新都心合同庁舎２号館１階エントランスフロア（さいたま市中央区新都心 2－1） 

●令和４年１月 21日（金）14:00 ～ ２月１日（火）15:00 

埼玉県男女参画推進センター交流サロン（ホテルブリランテ武蔵野３階）                 

 

４．「米粉パンの日」で米粉入りベーグルなどを販売       （令和４年１月 25日） 

 

埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、米粉利用拡大の取組の一環と

しての「米粉パンの日」を設定しています。 

米粉入りベーグル専門店ＷＡベーグル（同連絡会会員）が埼玉県産

米粉と北海道産小麦粉で作ったベーグルや小麦・卵・乳の一部又は全

部を除去した米粉の焼き菓子を提供しています。 

12月 21日の「米粉パンの日」では、季節限定の「ゆず蜜」 

と「アップルシナモン＆クリームチーズ」、クリスマスサンタのラッ

ピングが施された「ベルーギー産チョコ」に人気が集まりました。 

次回、令和４年１月 25日には、定番の食事系やスイーツ系ベーグル、食事サンドに加え、

季節限定のベーグルなどが提供される予定です。 

購入には事前予約が必要です。関東米粉食品普及推進協議会事務局まで御連絡ください。

（komeko.kanto@maff.go.jp） 

 ●お渡し日：１月 25日（火）12:00～12:30（さいたま新都心合同庁舎２号館２階ロビー） 

●製造者：ＷＡベーグル（有限会社 食生活） 

（さいたま市南区神明１-10-15メゾン・ド・コリン１階） 

http://shokuseikatsu.co.jp/ 

 

５．「第１回 お米未来展 2022」を開催           （令和４年４月 13～15日） 

 

国内最大級の業務用食品展示会「ＦＡＢＥＸ東京 2022」（日本食糧新聞社主催）では、主

催者企画として、「お米未来展～コメからご飯、加工品へお米の新たな消費を創る～」を開

催。 

季節限定ベーグル「ゆず蜜」  

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
http://shokuseikatsu.co.jp/
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お米の消費減が加速化するなか、健康

米・米加工品・米粉など多様な消費用途が

拡大。また、グルテンフリーを切り口に海

外市場への進出も始まり、米消費の新たな

可能性に期待が高まっており、米消費拡大

への貢献を目指し、多様な用途にスポット

を当てた「お米未来展 2022」が開催されま

す。 

米粉製品のＰＲや新たな需要拡大を期待できる展示会ですので、御興味がある方は下記ホー

ムページを御覧いただき、出展について御検討下さい。 

【出展対象：加工（パックご飯・非常食・米菓・日本酒等）】 

米粉（汎用米粉・ミックス粉・加工品（パン・麺・餃子や焼売の皮）） 

健康米（玄米・精麦・栄養強化米等） 

機械（精米・製粉・炊飯） 

産地、流通、資材まで対象品目は多岐にわたります。 

【出展申込期限】 

令和４年１月 31日（月）まで 

●開催場所：東京ビックサイト東ホール（東京都江東区） 

●開催日時：令和４年４月 13日（水）10:00 ～ 15 日（金）17:00 

●お米未来展 2022 ホームページ 

 https://www.okomemiraiten.com 

 

６．「HFE JAPAN 2022 第 20回ヘルスフードエキスポ」を開催 （令和４年５月 18～20日） 

 

「HFE JAPAN 2022 ヘルスフードエキスポ（食

品化学新聞社主催）」は、健康志向の高い一般

食品メーカーや医療まで幅広く注目を集める、

健康食品・機能性素材に特化した展示会。 

この度、主催者から、食の多様化・食品成分

と健康維持に関心が高まる中、穀物の健康・栄養上の価値と健康長寿に果たす役割等を改めて

考えていく「穀物の機能性コーナー」開設のお知らせとともに、米粉の特徴や有用性の情報発

信の場としての利活用いただきたいとの案内がありました。 

着目されている米粉の特性のＰＲ、新たな需要の創出が期待できる絶好の機会とお考えの方

は出展に向けて御検討ください。（出展スペースがなくなり次第、申込み終了の予定） 

 ●開催場所：東京ビッグサイト西１・２ホール（東京都江東区） 

●開催日時：令和４年５月 18日（水）10:00 ～ 20 日（金）17:00  

●「HFE JAPAN 2022[エイチエフイー・ジャパン]第 20 回 ヘルスフードエキスポ」 

 （同時開催；ifia JAPAN 2022[ｱｲﾌｨｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ]第 27 回 国際食品素材／添加物展・会議） 

 https://www.ifiajapan.com 

 

https://www.okomemiraiten.com/
https://www.ifiajapan.com/
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*****＜ トピックス ＞*********************************************************** 

 

１．「アグリビジネス創出フェア 2021」で米粉利用を発信＆収集   （11月 24日～26日） 

 

関東米粉食品普及推進協議会会員の株式会社西

村機械製作所（とうきょう米粉ネットワーク会

員）と株式会社高柳製茶（静岡県米粉食品普及推

進連絡会会員）は、農林水産省主催の「アグリビ

ジネス創出フェア 2021」に出展。米粉湿式気流粉

砕製粉技術や新たな米粉利用の創出が期待できる

アルファー化米粉の有用性、米粉とお茶コラボの

焼き菓子など米粉利用の現況を発信し、多くの来

場者や研究者と意見交換が行われました。 

また、研究・技術プレゼンテーション（セミナー）では、株式会社西村機械製作所が「アル

ファー化米粉技術」をテーマに講演。製造方法の説明や活用方法の提案等を行い、受講者に新

たな製品としての利活用を促しました。 

来場者との意見交換により新たな商品開発や製品改良のヒントを得るなど、実りある出展と

なりました。 

●「関東米粉食品普及推進協議会」出展レポート（関東農政局ホームページ“米粉情報”） 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/attach/pdf/index-19.pdf 

 

２．群馬製粉で機能性米粉を協同開発・販売予定                                 

 

群馬製粉株式会社（米粉ネットぐんま会員）は、秋田県立大学発ベンチャー企業株式会社ス

ターチテック社と共同研究により、難消化性澱粉を含む高レジスタントスターチ米（高ＲＳ

米）を使った新たな機能性米粉を開発。 

洋菓子を始めとした菓子類やパン・麺類等に応用可能であり、従来

の米粉同様に食品の増粘材（米粉ゲル等）としても使用可能。健康志

向の方や食事制限がある方など、幅広い層に受け入れられるものにな

ると考えられ、新たなニーズ創出で更なる米粉利用の促進につながる

ことが期待できます。 

高ＲＳ米を用いた原料米粉は、令和４年に販売開始予定です。 

“高レジスタントスターチ米（高ＲＳ米）” 

通常のお米と比べて、難消化性澱粉を多く含み（通常精米の 10倍以上）、腸内での吸収が

低く抑えられることから、血糖値の上昇を抑える効果が認められている。 

“難消化性澱粉” 

人の消化液では消化されにくい澱粉のことで、食べたときに低カロリーとなり、大腸環境を

改善すると考えられている。 

 

 

（イメージ）高ＲＳ米  

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/attach/pdf/index-19.pdf
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３．「第 11回農業Ｗｅｅｋ」６次産業化 EXPO に出展                   

 

株式会社西村機械製作所（とうきょう米粉ネットワーク会員）で

は、「第 11回農業Ｗｅｅｋ」６次産業化 EXPOで小型気流粉砕機

「フェアリーパウダーミル」を展示・紹介。共同出展の株式会社不

二商会がプロデュースし、６次産業化で貢献している「米粉バーム

クーヘン」を事例に、自家製米粉製造の有意性や事業展開を含めプ

レゼンテーションしました。 

厨房に設置できるコンパクトサイズで、どなたでも自家製粉でき

る小型気流粉砕機。地域の洋菓子店や、ＪＡ直売所や道の駅などに

おいて地産地消に取り組みながら独創性のある商品製造ができるこ

とにより、米粉商品の裾野を広げ、米粉利用が促進されることが期

待できます。 

 

*****＜ インフォメーション ＞************************************************** 

 

◆【米粉・米粉商品等の情報提供をしてください！】 

 関東米粉食品普及推進協議会会員により実施されている、コロナ禍での「新しい生活様

式」に対応した米粉利用拡大啓発の取組について、是非、以下の情報提供に御協力くださ

い。なお、いただいた情報等は、メールマガジン（ＫＯＭＥＫＯ便り（会員提供情報））で

紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇「米粉製品」の展示を希望される会員を募集しています 

 関東農政局内の特設展示コーナーで展示する米粉製品を、随時募集しています。関東米粉 

食品普及推進協議会会員の皆様の申し出をお待ちしています。 

●問合せ先：埼玉県米粉利用食品推進連絡会事務局（TEL：048-740-0406） 

●申込み先：以下の「米粉関東＿窓口」メールアドレスまで 

（komeko.kanto@maff.go.jp） 

   ※件名に『米粉製品展示希望』の旨記載し、メール送信してください。 

 

 

●情報提供をお願いする対象商品（メニュー含む）及び対象会員 

①「家庭で利用する調理向け米粉・米粉商品」の紹介（米粉製造・販売事業者） 

②「家庭食、テイクアウト、デリバリー商品」の紹介（米粉利用商品製造・販売事業者） 

③「家庭でできる米粉料理メニュー」の紹介（米粉料理に関心のある者）        

●情報提供の方法等 

情報提供の様式・記載例は以下の URL（関東農政局ホームページ内）にて御確認ください。 

https://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/200923.html 

フェアリーパウダーミル  

mailto:komeko.kanto@maff.go.jp
https://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/200923.html
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◇「米粉をめぐる状況について（農林水産省）」を活用ください 

米粉利用の促進に関する資料「米粉をめぐる状況につい

て」の令和３年 12月版が公表されています。 

米粉用米の状況、米粉の特徴、支援措置など各種情報が満

載ですので、是非、御活用ください。 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-245.pdf 

 

 

 
＜米粉関連サイトからの情報＞ 
 
● 関東農政局「米粉情報」 

http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/ 

 

● 農林水産省「米粉の情報」 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/index.html 

 

● ＫＯＭＥＫＯ．ＮＥＴ［全国穀類工業協同組合］ 

  http://komeko.kilo.jp/ 

 

● 米穀機構米ネット［公益社団法人米穀安定供給確保支援機構（略称「米穀機構」）］ 

http://www.komenet.jp/ 

 

● NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（略称「ＣＡＰ.Ｎ」） 

http://www.cap-net.jp/ 

 

● 日本米粉協会 

 http://www.komeko.org/ 

 

● 国内産米粉総合情報サイト 

 https://www.komeko-life.com/ 

 

 

 

 関東米粉食品メールマガジンは、関東米粉食品普及推進協議会が、会員の皆様から寄せられた

様々な情報をもとに、米粉の利用拡大のために情報発信しています。皆様の御意見・御質問、御要望

をお待ちしています。 

関東米粉食品普及推進協議会事務局 （関東農政局 生産部生産振興課内） 

ＴＥＬ：０４８－７４０－０４０６（直通）  ＦＡＸ：０４８－６０１－０５３３ 

 *メルマガバックナンバー ⇒ http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/ 

← （24 ページ） 米粉の広報 

  

https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-245.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/index.html
http://komeko.kilo.jp/
http://www.komenet.jp/
http://www.cap-net.jp/
http://www.komeko.org/
https://www.komeko-life.com/
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/merumaga/

