関東米粉食品メールマガジン
第２１０号

３０．９．２５ 【毎月１回発行】
（18.7.20 創刊）

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。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

目次
<１> 米粉利用推進の取組紹介
<２> イベント等開催・出展のお知らせ
<３> 各事務局からのお知らせ
<４> その他のお知らせ
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
***********************************************************************************

＜ １ ＞ 米粉利用推進の取組紹介
◇「埼玉県産米を活用したオリジナルレシピ」の募集について（埼玉県）
埼玉県米消費拡大推進連絡協議会では、「パン食」、「麺食」か
ら「ごはん食」への回帰を促進し、県産米の消費拡大を図るため、
平成 26 年度から「ごはん食」のオリジナルレシピを募集し、広
報、啓発に取り組んでいます。
今年度は、“簡単・手軽・短時間”というコンセプトのもと、
『簡単！米粉のおやつ』をテーマにしたレシピを募集しています。
●募集期間：10 月 26 日（金）まで
●対象者：埼玉県内の小学校、中学校、高校、特別支援学校、
大学に通学する児童、生徒、学生
●事務局：埼玉県農林部生産振興課（主穀担当）
（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会員）
●詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/recipe2018.html

◇「玄米こめ粉」を一新し発売開始（群馬県）
星野物産株式会社（米粉ネットぐんま会員）では、さらに美味しく、使
いやすく改良した業務用の焙煎玄米こめ粉を９月１日にリニューアル発売
しました。栄養価を向上させ、香ばしい味・香りを表現することができた
自信作となっています。パン、麺、和・洋菓子、全般にわたり利用できま
すので、是非、この粉を使って商品開発をしてみませんか。
●詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.hoshinet.co.jp/products/wheat/detail.cgi?id=38
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◇新商品開発の取組について（神奈川県）
株式会社スワロー食品（神奈川県米粉食品普及推進協議会会員）では、農林水産省の「外
食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業（事業実施主体：日本米粉協会）」を活用し、
国産農産物の使用量を 10％以上増加させることを目標とし新商品開発に取り組んでいます。
新商品は、今まで小麦粉及び小麦由来の食品素材で作られていた春巻きの皮を米粉及び米由
来の食品素材に置き換えるもので、平成 31 年３月 31 日までに完成を目指しています。
開発が完了し、販売が開始されましたら、再度、お知らせいたします。

◇「アグリビジネス創出フェア 2018」の出展計画について（関東）
関東米粉食品普及推進協議会では、関東農政局と共催して、11 月 20 日(火)～22 日(木)ま
で、東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1）で開催される、農林水産省主催のアグリ
ビジネス創出フェアへの出展を計画しています。
また、期間中、関東農政局は、関東米粉食品普及推進協議会会員による米粉利用食品普及推
進会議の開催も予定しています。
詳細については、来月発行のメールマガジンで再度、お知らせいたします。
***********************************************************************************

＜ ２ ＞ イベント等開催・出展のお知らせ
◇第２回“日本の食品”輸出 EXPO に出展（東京都）
みたけ食品工業株式会社、NPO 法人国内産米粉促進ネットワーク（２社は、埼玉県米粉利用
食品推進連絡会会員）、日本製粉株式会社、大潟村あきたこまち生産者協会（２社は、とう
きょう米粉ネットワーク会員）では、輸出 EXPO に出展し、海外バイヤー及び日本の輸出商に
売り込むため米粉製品の展示や試食を行います。
なお、NPO 法人国内産米粉促進ネットワークのブースには、株式会社波里（栃木県米粉食品
普及推進協議会会員）、株式会社たふぃあ（とうきょう米粉ネットワーク会員）のほか、関東
以外からも多くの米粉食品取扱業者が出展します。
欧米等に米粉製品の輸出を行っている、または計画している事業者の方は、是非、会場で、
米粉製品を手に取り輸出に向け、ご検討ください。
●開催日：10 月 10 日（水）～12 日（金）
●場 所：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
●詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.jpfood.jp/

◇みんなのアレルギーEXPO2018 に出展（東京都）
一般社団法人日本環境保健機構（とうきょう米粉ネットワーク会員）では、アレルギーなど
の健康問題の改善への取組の一環として、安心して暮らせる社会の構築を積極的に進めている
患者会、企業や NPO など法人、自治体とともに情報共有や情報交換などを図る場として「みん
なのアレルギーEXPO 2018」を開催します。
アレルギーに対応した米パンを第一屋製パン株式会社が出展するほか、一般社団法人グルテ
ンフリーライフ協会（２社は、とうきょう米粉ネットワーク会員）、全国穀類工業組合新米粉
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部会として、群馬製粉株式会社（米粉ネットぐんま会員）、
みたけ食品工業株式会社（埼玉県米粉利用食品推進連絡会会
員）が出展いたします。
また、農林水産省穀物課小俣課長補佐による「ノングルテ
ン米粉の認証制度について」のセミナーも行われます。
米粉に興味のある方はもちろん、アレルギーにお悩みの方
は是非、会場で情報交換をしてください。
●開催日：10 月 15 日（月）～16 日（火）
●場 所：京王プラザホテル４階
（東京都新宿区西新宿 2-2-1）
●詳細は、こちらをご覧ください。
http://expo.jeho.or.jp/

◇米粉パンの予約販売を行っています（埼玉県）
埼玉県米粉利用食品推進連絡会では、毎月１回「米粉パンの日」とし、米粉利用拡大に取り
組んでいます。現在は、国産米粉と北海道産小麦で作った「米粉ベーグル」の販売を行ってい
す。また、以前より開発を進めていた、小麦、卵、乳の一部または全部を除去した焼き菓子、
米粉のふわふわケーキ、米粉のソフトクッキー（両方とも小麦粉不使用）、米粉の和スコーン
（小麦粉、卵、乳不使用）が完成し販売を開始しました。（アレルギー対応については、製造
者に相談してください。）
購入に当たっては、事前予約が必要になりますので、購入希望等ある場合は、関東米粉食品
普及推進協議会事務局（電話：048-740-0403）までお問い合わせください。
●今後の販売予定日：10 月 16 日（火）
●引渡し場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ２階ロビー
（さいたま市中央区新都心 2-1）
●製造者：ＷＡベーグル（有限会社 食生活）
住所：さいたま市南区神明 1-10-15 メゾン・ド・コリン１階
TEL：048-844-6313 FAX：048-740-7866
大粒ブルーベリー＆クリー
E-mail：wabagel1@gmail.com
ムチーズ
***********************************************************************************

＜ ３ ＞ 各事務局からのお知らせ
◇「米粉に関する地域の取組事例」等について（関東）
農林水産省では、「米粉に係る地域の取組事例（PDF:314KB)」をＨＰに掲載しました。
その他に「米粉をめぐる状況について（PDF:1,802KB）」など、
米粉に関する情報が各種あります。お時間のあるときに、是非、
確認していただき、米粉利用拡大の参考としてください。
●詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/
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◇米粉製品の販売店等の情報について（関東）
関東米粉食品普及推進協議会では、米粉普及の一環として会員の皆様の店舗等で販売してい
る米粉食品などの情報を収集し、ＨＰへの掲載やイベントでの配布を行っています。
引き続き、会員の皆様の米粉食品に係る最新情報を募集していますので、掲載希望の方は
「米粉食品ＰＲシート」を、各都県協議会事務局宛てにメールや FAX 等でお知らせください。
今回、静岡県米粉食品普及推進連絡会に係る情報が掲載されました。
●米粉食品ＰＲシート（エクセルファイル）のダウンロードは、こちらのページから。
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html

◇米粉に関する情報をお寄せください（関東）
関東米粉食品普及推進協議会では、会員の皆様はじめ米粉に関心のある方から広く情報を寄
せていただき、メールマガジンやホームページなどで、広く情報を発信しています。
イベント出展等、米粉利用拡大に係る情報がございましたら、「米粉に関する連絡票」をご
利用いただき、事務局宛てにメールや FAX 等でお知らせください。
●米粉に関する連絡票のダウンロードは、こちらのページから。（エクセルファイル）
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/komekoibento.html
***********************************************************************************

＜ ４ ＞ その他のお知らせ
◇新品種「亜細亜のかおり」を育成
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(通称：農研機構)は、９月６日に米麺に
適した多収でアミロース含有率 32％程度の水稲新品種「亜細亜のかおり」を育成したことを
公開しました。
新品種は、既に普及している「越のかおり」と同等の米麺が製造でき、20％程度多収で「コ
シヒカリ」よりも２週間以上晩生となるため、作期分散が可能です。栽培適地は、北陸から東
海、関東以西となっています。
東南アジアで広く食べられている米麺が日本にも広まることを願って「亜細亜のかおり」と
命名しています。
この新品種が広く栽培され、米粉麺の製造・販売が拡大することを期待したいと思います。
●詳細は、こちらをご覧ください。（登録の概要）
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/narc/082674.html

◇平成 31 年度予算概算要求について
農林水産省は８月 31 日に平成 31 年度の予算概算要求を行いました。
その中で、米粉関連に関しては、平成 37 年度までの米粉用米の生産目標を 10 万トンと定
め、①米粉の需要拡大の取組の支援、②水田を活用して米粉用米を生産する農業者の支援が盛
り込まれています。
年末、年度末に向け予算の概算決定を経て予算が成立されて行く予定です。
●詳細は、こちらをご覧ください。（農林水産省ＨＰ）
http://www.maff.go.jp/j/budget/180831.html
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◇第３回農のいとなみと鉄道フォトコンテストについて（関東農政局）
農林水産省関東農政局では、関東地域の「農のいとなみ」と「鉄道」の魅力が表現された
写真を募集し、コンテストを通じて、関東地域は都心から少し足を延ばせば魅力的な農のいと
なみがあり、高度に発達した鉄道を利用することで素晴らしい農業景観に簡単に出会えること
を、都市にお住まいの方や国内外の観光客の皆様に知っていただくため、「農のいとなみと鉄
道フォトコンテスト」を実施しています。この機会に米粉の製造装置である田んぼと鉄道の写
真で応募してみませんか。
●詳細は、こちらをご覧ください。(応募締切：12 月 31 日)
http://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/photocontest.html
●これまでのフォトコンテスト結果は、こちらをご覧ください。
（第１回）
http://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/photocontest-result.html
（第２回）
http://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/photocontest-result2.htm

◇海外市場開拓について（農林水産省）
農林水産省が立ち上げた「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」に参加する輸出事業者及び
産地の団体・法人を募集しています。
海外へ米粉食品の販売促進、展示会出展などのプロモーション活動などを計画している事業
者の方は、プロジェクト参加に向けご検討してみてはいかがですか。
●米の輸出について分かりやすく説明した動画など、詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html#project

◇ジェトロの海外情報発信サイトの紹介
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が運営する日本産農林水産物・食品輸出マッチ
ングサイトから海外への情報発信が可能となっています。
日本産米粉の輸出をお考えの方は、当該サイトの活用を検討してみてください。
●詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/ttpp/JAN.CL01_JAN?koryu_keitai=01001000100010&kani=01&kuni
=1&kibou_koku=9000&keyword_j=%95%C4%95%B2&keyword_e=Rice+flour&disp_proj=500000039

◇「関東農政局メールマガジン」について
農林水産省関東農政局では、行政情報・地域の食と農のイベント情報などをタイムリーにお
知らせするため、メールマガジンを発行しています。（隔週発行。無料）
購読を希望される方は、以下のリンクから登録をお願いいたします。
●関東農政局ＨＰアドレス
http://www.maff.go.jp/kanto/houdou/kouhou/merumaga/index.html
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◇「食べて応援しよう！」の取組について
農林水産省関東農政局では、被災地産食品を積極的に消費することによって、産地の活力再
生を通じた被災地の復興を応援するため、多様な関係者間で一体感を醸成できるよう、共通の
キャッチフレーズ「食べて応援しよう！」の利用を呼びかけております。ご賛同いただける方
のご参加をお待ちしております。
●「食べて応援しよう！」へのリンク（関東農政局ＨＰ）
http://www.maff.go.jp/kanto/ouen/tabete_ouen.html

【編集後記】
｢ふるさと納税」は、応援したい自治体（都道府県・市区町村）に寄附ができる仕組みで、
寄附をすると、自治体や地域産業に貢献できるだけでなく、多くの自治体は、地元産品を寄附
のお礼として送ったりしています。
インターネット上に、ふるさと納税サイトが多数あります。米粉、米粉製品を返礼品として
いる自治体も多数あり、「米粉」で検索すると 700 件以上もヒットするサイトもありました。
関東地方の一部ですが紹介いたします。茨城県水戸市（米粉麺）、茨城県利根町（米粉）、
栃木県宇都宮市（米粉餃子）、栃木県茂木町（米粉バウムクーヘン）、群馬県前橋市（米粉カ
ステラ）、埼玉県戸田市（米粉）、埼玉県川島町（米粉パン）、千葉県市原市（米粉麺）、長
野県南箕輪町（米粉のベーグル）、静岡県牧之原市（米粉菓子）などがあり、全て地元産の米
を利用して作っています。
米粉、米粉食品に興味はあるが、初めて手に取るのを躊躇している方は、こういった制度を
利用すれば、自治体の応援にもなるし、自身も米粉食品を手にするいい機会かもしれません。
ふるさと納税は、自治体の応援と米粉食品を手に取ることができ、一石二鳥なのかもしれま
せん。
●米粉食品に関する情報は・・・
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/komekojouhou/
●関東米粉食品普及推進協議会員を募集！「各都県協議会事務局まで」
http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
●ＦＯＯＤ ＡＣＴＩＯＮ ＮＩＰＰＯＮ「米粉倶楽部」公式サイト
http://www.syokuryo.jp/komeko/
●皆様のご意見・ご質問、ご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/
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