関東米粉食品メールマガジン
第２３６号

２０２０．１２．２５【毎月１回発行】
（２００６. ７.２０創刊）

******＜ イ ベ ン ト ＞**********************************************************
１．「米粉パンの日」に米粉ベーグルなどを販売（要予約）

（１月 19 日）

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」を開催し、米粉利用拡大に
取り組んでいます。
米粉入りベーグル専門店ＷＡベーグル（同連絡会会員）では、埼玉県産米粉と北海道産小麦
粉で作ったベーグル、定番商品のほか旬の食材を使用した季節限定品も提供しています。
なお、12 月の米粉パンの日では、サンタのラッピングが施された「ク
リスマスサンタ（ベルギー産ミルクチョコ）」が好評でした。
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）
●申込期限（メールによる注文）：１月 15 日（金）
●お渡し日：１月 19 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）

「クリスマスサンタ」

●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/

２．「米マッチングフェア 2020」の開催
全国農業再生推進機構では、業務用途の安定取引に取
り組みたい生産者と中食・外食事業者等を対象に、「米
マッチングフェア 2020」を３会場（東京、名古屋、大
阪）で順次開催します。
【開催スケジュール（予定）】

☞

＜開催日＞ ※こちらを参照
＜開催場所＞名古屋会場 : キャッスルプラザ
大阪会場

: レルミエール・新大阪ワシントンホテルプラザ

東京会場

: ホテルグランドパレス

＜開催内容＞セミナー及び展示商談会 ※オンラインでの参加も検討中
＜出展申込み＞「出展無料」出展者を募集中
（申込期限：出展希望会場の開催日２週間前まで）
●お問合せ：株式会社グレイン・エス・ピー（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 2020」
https://kome-matching.com/
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３．関東農政局「消費者の部屋」特別展示でお米・米粉をＰＲ

（３月１日～16 日）

関東農政局では、毎月、「消費者の部屋」特別展示を実施しており、３月は「やっぱりごは
んでしょう！（お米のはなし）」をテーマに、稲作と我が国との関係や米の機能性などをパネ
ルで情報発信します。
米粉については、米粉の特徴や有用性、利用拡大に寄与する取組などを紹介しますので、気
軽にお立ち寄りください。
●場所:さいたま新都心合同庁舎２号館１階ロビー（さいたま市中央区新都心２-１）
*****＜ トピックス ＞***********************************************************
１．令和３年度の米粉用米需要量予測を公表
日本米粉協会では、12 月 21 日に「令和３年度米粉市場最新動向報告」を公表し、令和３年
度における米粉用米需要量予測を４万トン（前年比＋４千トン）としています。
また、関東米粉食品普及推進
協議会会員（以下に記載）など
が製造・販売するグルテンフ
リーに対応した商品をはじめと
した米粉商品を紹介しています
ので、是非、御覧ください。
【五十音順】
・株式会社大潟村あきたこまち
生産者協会
・グリコ栄養食品株式会社
・株式会社第一屋製パン
・株式会社たふぃあ
・株式会社波里
・みたけ食品工業株式会社
●日本米粉協会「プレスリリース」

http://www.komeko.org/post_201221/

２．「米粉関連扱い店舗」の検索システムを稼働
日本米粉協会では、国内産米粉総合情報
サイト内で関東エリア（東京都、埼玉県、
千葉県、神奈川県）をメインに米粉商品を
取り扱っている店舗が検索できるサービス
を提供しています。
多くの飲食店が登録されており、検索はエリア別のほか、扱う商品（パン、麺、スイーツ、
その他）でも可能。お目当ての店舗や商品を探す際に御活用ください。
⬤国内産米粉総合情報サイト「米粉関連扱い店舗検索」
https://www.komeko-life.com/#recommend
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３．学校給食での米粉利用実践例
埼玉県鴻巣市立広田小学校では、令和２年５月から月に１～２回の頻度で給食に「米粉」を
利用したメニューを提供しており、児童達（約 230 人）に好評とのことです。
主なメニューは、「①枝豆のク
リームスープ」、「②クラムチャウ
ダー」、「③白花豆のクリームスー
プ」です。
調理する職員からは「ダマになら
ず、焦がす恐れも無い、調理後の器
具洗浄が容易」と作業軽減が図られ
ると高評価。献立を作る栄養士と

「①枝豆のクリームスープ」

「②クラムチャウダー」

しても、小麦粉アレルギーのある
子どもも安心して食べられるとともに、脂質摂取軽減と材料費が
小麦粉に比べ若干安価と、良いことずくめの食材です。メインの
食材ではないものの、引き続き「小麦粉代替利用」中心のメュー
に利用し、美味しい学校給食を提供して消費量を増やしていくこ
とで、いずれは家庭でも取り入れてもらえるよう「学校給食だよ
り」等も利用しＰＲもしていきたいとのことです。
なお、鴻巣市は、他の市立小学校全てで同様の取組をしていま
す。（情報提供：鴻巣市立広田小学校 津布久洋子栄養教諭）

４．「米粉用米の情報交換会」を開催

「③白花豆のクリームスープ」

（群馬県：12 月８日）

農林水産省では、日本産米粉の需要拡大支援の一環として、米粉用米産地の育成のための情
報交換会の開催を支援しています。
今回、群馬県において開催された情報交換会では、同県の米粉用米生産に携わる関係機関と
近県の複数の米粉製造事業者が、互いのニーズを把握し、需要に合った米粉用米の生産、消費
者ニーズに応えた米粉製品の製造が安定的に行えるよう、活発な意見が交わされました。
令和３年産米粉用米の生産拡大に拍車がかかることが期待されます。
５．「ノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会」のアンケート結果公表
日本米粉協会が 10 月 23 日（大阪）、27 日（東京）に開催した講習
会で実施したアンケート結果を、ホームページで公表しています。
アンケート結果では、ノングルテン米粉を使用した加工食品への期
待、HACCP による衛生管理、米粉本来の魅力のアピール、アレルギー
対策などについて意見が寄せられています。
内容の詳細は以下の URL から御覧ください。
⬤日本米粉協会「アンケート集計結果」
http://www.komeko.org/post_201124/
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６．関東農政局「消費者の部屋」で米粉製品を展示
関 東 農 政 局 で は 、 「 消費 者 の 部 屋 」 特 設 コ ーナ ー を リ
ニューアルし、関東米粉食品普及推進協議会会員提供の米粉
製品（米粉・麺・カレールーなど）をガラスショーケースで
展示しているほか、ノングルテン米粉や用途別基準など米粉
の特性や利用拡大の取組などの情報を発信していますので、
気軽にお立ち寄りください。
●関東農政局「消費者の部屋」
開催時間：開庁日（平日）10：00～17：00
場所:さいたま新都心合同庁舎２号館１階食堂入口前
（さいたま市中央区新都心２-１）※入館手続きを行わなくても入れます。
＜米粉製品の展示品募集＞
上記の特設コーナーは随時更新していきますので、展示製品又は製品説明チラシ、
特に新製品などを募集しています。
会員の皆様の応募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）
●申込方法：「米粉関東＿窓口」メールアドレス（komeko.kanto@maff.go.jp）宛てに、
『米粉製品展示希望』の旨を記載し、メール送信してください。

*****＜ ＫＯＭＥＫＯ便り（会員提供情報）＞***********************************
１．家庭で簡単、 米粉でチャレンジクッキング
年末年始を迎え、さらに家庭内食が増えるこの機会に、お取り寄せ
できる米粉を原料に家庭での調理にチャレンジしてみませんか。
品名：料理菓子用（お料理自慢の薄力粉 450ｇ）
製造・販売者：株式会社波里（栃木県米粉食品普及推進協議会会員）
お取り寄せは、オンラインショッピングで
http://shop.namisato.co.jp/

国産米を使用した米粉です。天ぷらや揚げ物、シチューの
とろみづけ、お好み焼き、焼き菓子などに幅広くお使いいた
だけます。グルテンを含まず、ふるう手間もいりません。
このほか、国産うるち米を使用した NAMISATO のお米の
粉シリーズ（パン用、玄米粉、パンケーキミックス粉な
ど）や秋田県産あきたこまち米使用のグルテンフリー米麺
（白、玄米、拉麺、パスタなど）なども取り揃えていま
す。お料理から製菓・製パンまで幅広くお使いいただけま
すので、是非御賞味ください。
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２．「米粉のオンライン料理教室」の配信開始
埼玉県米粉利用食品推進連絡会とみたけ食品工業株式会社（同会会員）は、家庭での米粉
利用を促進するための取組として、YouTube で「 オンライン米粉料理教室 」の録画配信を
行っています。
管理栄養士による実演は、家庭での調理の進行に配慮し、解りやすい内容となっています
ので、是非、御家庭でお試し下さい。
⬤日時：令和２年 12 月 15 日から、YouTube にて録画配信
いつでも御覧いただけます。
⬤料理講師：みたけ食品スタッフ（管理栄養士）
⬤テーマ：米粉の可能性・機能性
⬤内容
①米粉の紹介：「米粉、ノングルテン米粉について」
「用途別基準について」
「料理・菓子の特徴」
②米粉レシピ実演：パン、ピザ、クラムチャウダー、
唐揚げ、パンケーキ（カスタードクリーム添え）
【オンライン米粉料理教室】
https://www.youtube.com/watch?v=eWYJeF3J6pU
【 関連情報 】米粉利用拡大に取り組む、近畿農政局から近畿米粉食品普及推進協議会と連携
した「オンライン米粉料理教室」の開催案内が寄せられておりますのでお知らせします。
https://www.maff.go.jp/kinki/press/sinko/201210_5.html
◆【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がコロナ禍で取り組む「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、いただいた米粉・米粉商品の情報等をメールマガジン（ＫＯＭＥＫＯ便り（会員提
供情報））で紹介します。
●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

*****＜ インフォメーション ＞**************************************************
◇「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２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、
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活用ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko/attach/pdf/index-191.pdf
◇「関東米粉食品普及推進協議会会員を募集！」～各都県協議会事務局まで申込みください
新たな米の需要拡大につながる「米粉・米粉食品」の利用拡大を推進するため、会員相互
の情報交換や利用促進・啓発等の様々な事業・活動に取り組んでいます。
本会の目的に御賛同いただける個人・法人を募集しています。また、既に会員になられて
いる方で、御賛同いただけそうな方を御存知でしたら、お声がけをお願いします。
なお、各都県協議会等に加入したと同時に関東米粉食品普及推進協議会の会員となりま
す。 http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/syouhi/sin-komeko/kyougikai/
◇

感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫を！
農林水産省では、様々なチャンネルで、感染対策の徹底を呼びかけていま
す。感染リスクが高まる「５つの場面」に気をつけましょう。
【５つの場面】
①飲食を伴う懇親会、②大人数や長時間の飲食、③マスクなしでの会話、
④狭い空間での共同生活、⑤居場所の切り替わり
（農林水産省：新型コロナウイルス感染症について）
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html#5scenes

＜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/

-6-

