
新たな需要の開拓に関する 
委員指摘に対する資料 

 
・ ６次産業化については、マーケット・インだけでは爆発的な市場拡大にはならない。ブルー・オーシャン戦略により未開
拓の新規市場を切り拓いていくことも重要。 
・ 日本の農業が単なる国内の食料供給産業であるならば、成長はないということがはっきりした。ブルー・オーシャン戦
略のような新たなマーケットの拡大をもっと積極的に考えていく必要。 

 

委員の主な指摘内容  

（
資
料
３
－
３
） 
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Ⅰ 医福食農連携の取組 
 １．介護食品について （１）高齢者人口の推移と栄養状態 

 
栄養評価（ＭＮＡ－ＳＦ）の結果 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
注：ＭＮＡ－ＳＦ（Ｍini Ｎutritional  Ａssessment） 

出典：国立長寿医療研究センター（平成２４年度老人健    
康増進等事業 在宅療養患者の摂取状況・栄養状態の把握に
関する調査研究所 

  ・調査対象：男性３８４名、女性６０６名 合計９９０名 

  ・対象者の年齢：男性８１．１±７．９歳 

             女性８４．７±８．３歳 

低栄養 低栄養
の恐れ 

栄養状
態良好 

計 

男性 ３４％ ３７％ ２９％ １００％ 

女性 ４０％ ３４％ ２６％ １００％ 

計 ３８％ ３５％ ２７％ １００％ 

在宅高齢者の栄養状態 

 
 

高齢者人口の推移 

 

    ○ 在宅介護者数  ３１９万人（平成２３年度）                  １２４万人（平成１２年度） 

    ○ 施設介護者数  ２１２万人（平成２３年度）                 １３２万人（平成１２年度） 

        合 計      ５３１万人（※平成２３年高齢者人口の約１８％）   ２５６万人（１０年間で約２倍） 

          出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」 
 

介護サービスの利用状況 

〈平成２年実績〉 
○ 総人口                １２，３６１万人            

○ 高齢者（６５歳以上）の人口    １，４９３万人 

                                              （８人に１人が６５歳以上） 

〈平成３７年推計値〉 
○ 総人口                １２，０６６万人 
○ 高齢者（６５歳以上）の人口    ３，６５７万人 
                                              （３人に１人が６５歳以上） 

出典：総務省「人口推計」（各年１０月１日現在） 

 

〈平成２３年実績〉 
○ 総人口                １２，７８０万人            

○ 高齢者（６５歳以上）の人口    ２，９７５万人（※） 
                                              （４人に１人が６５歳以上） 

１ 



現状 

・超高齢社会に伴い、介護食品は潜
在的なニーズへの対応が喫緊の課
題 

 
 
・このような中、介護食品のニーズは、
約２．５兆円と試算されているもの
の、現在の市場規模は約１，０００
億円に留まっており、潜在的なニー
ズに応えられていない状況 

  
 介護保険の１日当たりの基準 
 1,380円を基に要介護者約500万 
 人に提供されている金額を試算す
ると約２兆５千億円 

 
 
 
・具体的には、①介護食品に対する 
  理解の醸成、②介護食品の適切な 
  提供システムの構築等が課題 
 
 
 
・このようなことから、介護食品に係 
  る論点整理を行い、将来を見据え 
  た介護食品のあり方等の検討を行 
  うことが必要 

・介護食品に関係する事業者、介護施設関係者、専門
家から成る「これからの介護食品をめぐる論点整理
の会」を平成25年２月に立ち上げ 

 
 
 
・平成25年７月に以下の５つの論点にとりまとめ 

 ①定義の明確化、②高齢者の栄養に関する理解の
促進、③提供方法、④普及、⑤利用に向けた社会シ
ステムの構築 

 
 
 
・上記の課題について具体的に議論するため、検討会
議を立ち上げ、定義や普及方法等について議論を開
始（平成25年10月～） 

 
 
・平成26年４月に、「新しい介護食品」の考え方を公表 
 
 
 
・平成26年７月に、「新しい介護食品」の区分・アルゴリ
ズムをとりまとめ（予定） 

介護食品に関する議論 これからの取組 

各論点についての検討 

・引き続き、検討会議において随
時、議論 

平成26年度予算 

介護食品普及支援（0.3億円） 
① 介護食品の認知度の向上

に向けた取組（シンポジウム
等の開催） 

② 地域の関係者が連携した配

食サービス等の食支援の取
組（食品事業者と栄養士、自
治体等が連携して介護食品
の開発、提供等の実証事業
を実施） 

※これらの取組の中で、地
域農産物を活用した介護
食品の開発を推進 

反映 

(２)介護食品に関する取組状況 

２ 



③これまでの成果等 
産地の農家が地下の室（ムロ）で保管した安
納芋を周年供給することで、開発した商品の
介護施設への安定供給が可能となった。 

④将来の方向性と今後の課題 
 ・販売の本格始動は、市場マーケティング終了後の平成26年４月から。 
 ・今後の売上向上には、実際の売上動向のより詳細な把握・分析が必要。 

 
 
 
 
 

①取組のきっかけ等 
介護施設では、嚥下機能が低下した高齢者か
ら、甘くて美味しい食品を食べたい等の要望 
 
鹿児島県種子島の農家と、病院・福祉施設向
けの業務用食材販売を手掛ける食品会社との
出会いがきっかけ 

②取組内容 
安納芋の、甘さ・豊富な食物繊維・ゆっくり
加熱することによって更に甘みが増すと
いった特徴を活かし、安納芋をペースト状
やシャーベット状にした介護食品向けデ
ザート（アイスクリームやゼリー）を開発 
 

(参考)【事例】介護食品の開発・販売と生産者との連携 
         （おいしさと高齢者の健康に配慮した特産品を使用した介護食品の開発） 

３ 



２．薬用作物の生産振興 

・都道府県ごとにニーズとりまとめ 
・各地域ごとに、契約内容を協議 

実需者（漢方メーカー） 

原料を中国に依存、 
漢方需要の増大 
国内での安定供給を希望！ 

所得を増やしたい、 
地域を活性化したい 
しかし、 
何を栽培してよいのか 
分からない！ 

支援強化 

・生産技術の課題（品質 
 規格のクリア、低コスト 
 生産）を解決するための 
 予算支援 
 
・産地側と漢方メーカー側 
 とのマッチングの継続的 
 な実施 

産    地 

産地側と漢方メーカー側との情報共有・交換 

２５年１０月～ 
生産者サイド・実需者サイドの 
個別協議を実施。 

情報交換 

国内での生産を 
希望する品目 etc 

栽培可能な 
品種・面積  
etc 

２５年８月～９月 
「薬用作物の産地化に向けた 
説明会」を全国８ブロックで開催。 

薬用作物の生産拡大へ向けた支援 
○ 薬用作物の産地化に向け、農林水産省・厚生労働省が連携して、産地側と漢方メーカー側との情報交換・共有を促進。  
 
○ 既存産地の生産拡大や新たな産地の創出により、攻めの農林水産業と漢方の原料となる薬用作物の安定供給を実現。 

○原料生産国 ○生産金額の推移 

○我が国の生薬の自給率は約12％ 
○漢方製剤等の生産金額は1,519億円 
 （５年前に比べ20％増加） 

予算支援内容 

○ 種子・種苗の安定供給 
 体制の確立 
○ 実証等による栽培技術 
 の確立 
○ 農業機械の改良 
○ 栽培マニュアルの作成 

（生薬部位） 

（シャクヤク） 

○ 漢方製剤・生薬の原料となる薬用作物は、８割以上を中国からの輸入に依存。 
○ 国内の漢方薬の生産金額が拡大する中で、原料となる薬用作物は、今後とも需要の拡大が見込まれる数  
  少ない作物。契約栽培の下、一定の品質規格をクリアすれば複数年間実需者の購入が見込まれ、これを経営 
  に組み込むことで、農業の所得向上・経営安定に大きく貢献することが期待される。 

４ 



＜対応状況＞ 
・情報交換会の開催 
 農林水産省と厚生労働省との共催により薬用
作物をめぐる情勢・課題について認識を共有す
るための「薬用作物に関する情報交換会」を開
催（平成24年11月～、計３回開催） 

・マッチングのためのブロック会議の開催 
 農林水産省、厚生労働省、関係団体との共
催により全国８ブロックで生産者と実需者との
ブロック会議を開催し、情報交換や栽培希望を
調査 

 （Ｈ25年８月、９月）  

・平成26年度予算による対策 
 産地活性化総合対策事業において、薬用作
物等地域特産作物産地確立支援事業（400百
万円、Ｈ26）を措置し、栽培技術の確立や機械
の改良等を支援 

＜これまでの成果＞ 
（マッチングの成果） 
・ 37道県137産地から栽培要望書が提出 
             ↓ 
・ 日本漢方生薬製剤協会の会員企業が、契
約栽培の相手候補となる産地を選定し、個別
に折衝開始（27道県45産地） 

             ↓ 
・  14道県18産地で折衝が成立  
              （Ｈ26年６月末現在） 
 
（補助事業の成果） 
・ 23道県29産地で、薬用作物の栽培に関する
実証ほの設置等の取組を開始 

＜シャクヤク＞ 

＜ミシマサイコ＞ 

（折衝成立産地）             

 

オタネニンジン（1産地） 
シャクヤク（2産地） 
センキュウ（2産地） 
ミシマサイコ（1産地） 等             

(参考) 薬用作物のマッチングの取組状況 

５ 



３．健康長寿型の食産業の育成 

国内の健康意識の高まり 日本食アピール機会の拡がり 
• 過去約15年間で健康食品の市場規模は約２倍に、 

特定保健用食品の市場規模は約５倍に拡大 

• 検討中の食品の機能性表示制度の見直しが、 
近年の伸び悩み状態を抜け出す糸口となる可能性 

• 「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、国内外
で「和食」への関心が更に向上 

• アジア新興国を含め世界的に高齢化が進展しており、
健康食としての日本食を世界にアピールする好機 

科学的根拠が求められる健康長寿の 
食品開発は企業にとって大きなリスクが伴う 

日本食と健康長寿に関する 
科学的エビデンスの未整備が指摘されている 

国内外の健康長寿市場を取り込み食産業の成長を図るため、 
これらの課題の解決が必要 
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日本とアジア諸国の高齢化率 

超高齢社会 

高齢社会 

高齢化社会 

（出所） UN  World Population Prospects: The 2012 Revision （出所） 特定保健用食品は(公財）日本健康・栄養食品協会調べ、健康食品はＣＭＰジャパン調べ。 
     いずれも平成23年4月4日規制改革会議健康・医療ＷＧ資料より 

健康食品 
（特定保健用食品除く） 

特定保健用食品 

対応上の課題 対応上の課題 

○ 国内外で拡がる健康長寿市場を開拓する食産業を育成する上での課題解決が急務。 
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（参考）医福食農連携推進環境整備事業  

医福食農連携環境整備事業 

医福食農連携コンソーシアム整備支援 
（健康長寿延伸のための食育イニシアチブ協議会※） 

① 機能性成分の受容体解明研究 

• メタボローム解析等の多層オミクス解析を用い
て、どのような機能性成分が、どのような細胞
を活性化するか、細胞の働きの全体像を明らか
にする 

機能性成分と細胞の働きの関係を解明 

② 超高齢者の医療情報・食習慣調査 

• 超高齢者（85歳超）の集団の健康状態、食習慣
等のデータを収集・分析し、食習慣等がどのよ
うに健康状態に影響しているのかを把握する 

超高齢者の食習慣等と健康の関係を分析 

• 上記コンソーシアム整備支援のほか、地域の健康に関する
リテラシーを高める医福食農連携バリューチェーン構築支
援や介護食品の認知度向上や開発等を支援する介護食品普
及支援を措置 

※ 健康長寿延伸のための食育イニシアチブ協議会とは、慶應義塾大学、京都府
立医科大学、東京大学、タカラバイオ、太陽化学、キッコーマン、日清食品
ホールディングス、タニタ、セコム医療システム、サントリーホールディン
グス、味の素、山形県鶴岡市、ＪＡ神奈川県厚生連伊勢原協同病院で構成す
る産学官コンソーシアム 

健康長寿型食品の開発リスク低減 
• 機能性成分に関する細胞の働きの全体像を解明するこ

とで、開発リスクを低減し、健康長寿型の食品開発を
活性化できる 

日本食と健康長寿の科学的エビデンス 
• 健康長寿者の食習慣等から日本食と健康長寿に関する

関係性を科学的に解明。これを契機に、日本食と健康
長寿をテーマとした研究が広がり、エビデンスを整備 

日本食・食文化と 
健康長寿型食産業を国内外へ展開 

期待する食産業への効果 

○ 食品産業、農学分野と医学分野の連携を促すことで、超高齢社会となった日本発の健康長
寿型の食産業の育成に資する開発リスクの低減や指標策定等の環境整備を行う。 

高齢者等の健康な食事の「ものさし」 
• 超高齢者の食習慣等の分析結果に基づき健康長寿者の

栄養状態、活動強度等を指標化し、高齢者向けの食品
やサービスの開発に用いる参考指標を提示 

【平成26年度当初予算：４億円（新規）】 
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○高齢者や障害者を対象とした福祉農園の拡大・定着が図られるよう厚生

労働省と連携して支援。 

「農」と「福祉」の連携プロジェクト 

・福祉農園の開設・整備 

・農業専門家の派遣 

・技術研修会等の開催 

農林水産省 厚生労働省 

・拠点となる福祉施設整備 

・福祉施設と農家等の連携 

  支援 

高齢者の生きがい 
づくり 
 
障害者の社会参画 
の促進 

   

福祉関係者の農業への関心 

障害者就労支援事業所の農業活動への取組状況 

出典：「農と福祉の連携についての調査研究報告」（特定非営利活動法人日本セルプセンター） 
  注：障害者就労支援事業所を対象としたアンケート調査（H26調査 回答総数832件） 

取り組んでいる  ：３３．５％ 
今後取り組みたい：１２．７％ 

取り組んでいる 
33.5% 

取り組んでいた

がやめた 
6.0% 

取り組むつもり

はない 
39.8% 

農産物加工・飲

食事業には取

り組んでいる 
7.9% 

今後取り組み

たい 
12.7% 

   

農業活動の効果 

出典：「農と福祉の連携についての調査研究報告」（特定非営利活動法人日本セルプセンター） 
  注：障害者就労支援事業所を対象としたアンケート調査（H26調査 回答総数832件） 
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よくなった・改善した 変化なし 悪くなった・悪化した 分からない 

農業作業による身体・精神の変化 ＮＰＯ法人つくばアグリチャレンジ 
（茨城県つくば市） 

 農地面積３ha。レタス、ミニトマト等の
生産のほか、農業体験農園を併設。 
 近隣農家の作業委託、農産物加工等も行
い、障害者スタッフは約70名。  

ＮＰＯ法人多摩草むらの会・夢畑 
（東京都多摩市） 

利用者の約7割は精神障害者。八王
子市内の60aの農地で無農薬栽培。 

福祉事業者が農園を開設している事例 

○ 福祉分野において、農業を通じて得られる心身のリハビリテーション効果や、共同作業による社会参加促進効果が評価。また、
高齢者の健康づくりや、障害者の就労訓練・雇用の場として、農作業を取り入れたいと考えている福祉施設が増加。 

○ このため、農林水産省としても、厚生労働省と連携し、高齢者や障害者等を対象とした福祉農園の開設・整備を促進。  

４ 農と福祉の連携 
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農観連携の推進協定に基づく連携施策 

 ・観光圏におけるグリーン・ツーリズムの推進 
 ・空き家・廃校を活用した交流の推進 

１．グリーン・ツーリズムと他の観光の組合せによる、新たな
観光需要の開拓 

 ・国内外の観光客を森林レクリエーションに誘導するため 
  の情報発信や受入体制整備  

２．森林を活用した観光の振興 

 ・食と観光との連携による国産農林水産物の消費拡大に 
  向けた取組 
 ・農林水産業と観光事業者等の連携による６次産業化の 
  推進 

３．国産農林水産物等を活用した観光地域の魅力向上 

 ・GIAHS（世界農業遺産）の観光への活用による農村振 
  興・地域活性化 
  

４．我が国の農山漁村の有する地域資源についての発信 の強化 

 ・農山漁村地域の受入体制整備やプロモーション 
 ・和食や日本文化を味わうことができる環境の整備 
  

５．訪日外国人旅行者を農山漁村に呼び込むための施策 

６．農山漁村を訪問・滞在する旅行者についての調査・ 
      分析に基づく施策の検討 

 
 
 
○ H25に佐世保市とともに観光圏整備法に基づく観光圏整備実 
 施計画の認定を受け、２泊３日以上の「滞在交流型観光」を  
 推進。 
○ 予約・問い合わせ窓口を一元化すると 
 ともに、観光ルートの中に、島の農業・ 
 漁業を活用した体験メニュー、古民家を 
 改修した宿泊施設や農家レストランを 
 組み込むことにより、外国人旅行者等の 
 受入れを推進。 

古民家を活用した宿泊施設 

長崎県小値賀町 
NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 

○ 観光立国実現と農山漁村の活性化に向け、農山漁村の魅力と観光需要を結びつける取組を推進するため、観光庁と
農林水産省の間で「農観連携の推進協定」を締結（平成26年1月17日）。 

○ これに基づき、グリーン・ツーリズムと他の観光とを組み合わせた観光需要関係、６次産業化と観光の組合せ、共
同で行う情報発信等について連携施策を推進。 

おぢかちょう 

９ 

Ⅱ 農観連携の取組 
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