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近年、医療分野や福祉分野と連携した、食品分野や農
業分野の取組が盛んになっており、食や農の新たな可能
性が注目されつつあります。

平成26年６月に閣議決定された『「日本再興戦略」改
訂2014－未来への挑戦－』においても、「医福食農連携
等により新たな国内市場を開拓する」と位置付けられて
います。

2050年には、人口が１億人を下回るという見通しがあ
り、高齢者人口の割合も増加していく社会を、むしろ市
場獲得のチャンスとして捉えて、新たな展開を探してい
くことが重要です。

「健康長寿社会」の実現に向け、医福食農連携の取組
を推進していくためには、事業者間の連携はもちろんの
こと、行政の関係機関も一体となって取り組んでいくこ
とが必要です。

本事例集では、各分野における取組の参考として、ま
た、新たなパートナーとの連携可能性の参考となるもの
として、「医福食農連携」に関する全国各地の取組を紹
介しております。

本事例集により、全国の事業者の方々の豊かな発想や
事業に取り組む上での課題等を皆様方と共有することで
「医福食農連携」の更なる可能性を検討する一助になる
と幸いです。

はじめに



 本事例集は、全84件の取組を、以下の３つの項
目（７の小項目）に分類し、その概要を御紹介
しています。

紹介事例一覧

 事例は、類型別に掲載していますが、地域別の
索引も掲載していますので、御利用下さい。

１ 薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組１ 薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

３ 社会福祉法人等の農業生産を通じた活動の促進に向けた取組
① 障害者就労支援の促進に向けた取組
② 福祉目的でも利用可能な市民農園、体験農園の整備の取組
③ 社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

３ 社会福祉法人等の農業生産を通じた活動の促進に向けた取組
① 障害者就労支援の促進に向けた取組
② 福祉目的でも利用可能な市民農園、体験農園の整備の取組
③ 社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

２ 介護食品・機能性の高い食品等の開発・生産・販売に向けた
取組

① 介護食品の開発・生産・販売に関する取組
② 機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組
③ 特定の疾患を有する患者向け食品に関する取組
④ 高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

２ 介護食品・機能性の高い食品等の開発・生産・販売に向けた
取組

① 介護食品の開発・生産・販売に関する取組
② 機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組
③ 特定の疾患を有する患者向け食品に関する取組
④ 高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

※ 事業者によっては、「障がい者」などの表記を用いることとしている
ケースもありますが、本事例集では、統一的に「障害者」と表記して
います。



北海道

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

1 北海道 薬用作物生産による地域農業の振興の取組 名寄市薬用作物研究会 1

2 北海道 漢方製剤会社による薬用作物の生産 （株）夕張ツムラ 1

3 北海道 栗山町タマネギプロジェクト 栗山町 13

4 北海道 食品機能性の解析や健康科学研究等を行う研究プロジェクトの推進 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会 13

5 北海道 道産大豆「ゆきぴりか」を活用した機能性味噌の開発 北海道味噌醤油工業協同組合 14

6 北海道 社会福祉法人が植物工場を運営 社会福祉法人クピド・フェア 28

7 北海道 農業法人による幅広い福祉分野との連携 （有）ファーム花茶 40

8 北海道 医と農の連携によるリハビリりんご園 留萌がんばるかい 40

東北

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

9 青森県 製薬会社と提携した市場性の伴った甘草栽培 （財）新郷村ふるさと活性化公社 2

10 青森県 産学官連携による果肉まで赤いりんごの生産・商品開発 紅の夢普及推進委員会 14

11 岩手県 甘茶の産地形成と新商品の開発 （株）九戸村ふるさと振興公社 2

12 岩手県 障害者が収穫・加工した豆腐等の販売 まめ工房・緑の郷 28

13 宮城県 薬用作物を活かした健康まちづくり 生薬まちづくりの会 3

14 宮城県 被災地支援を薬用作物栽培で （株）アミタ持続可能経済研究所 3

15 宮城県 障害者特例子会社の農業参入と親会社での販路活用 （株）ウジエクリーンサービス 29

16 秋田県 生薬原料としての薬用作物の試験栽培 東京生薬協会 4

17 秋田県 『じゅんさい』の葉の機能性に着目した商品開発 森岳じゅんさいの里活性化協議会 15

18 秋田県 農を核とした交流から生まれるアグリセラピー 農村の癒やしを考える会・八竜 41

19 山形県 製薬会社、大学と連携した薬用作物栽培 （有）新庄最上有機農業者協会 4

20 福島県 植物工場で低カリウムレタスを栽培し、医療分野の新需要を開拓 会津富士加工(株) 23

21 福島県 ふくしまシルク医療材の産業化 医療人ネットワーク合同会社 25

関東

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

22 茨城県 機能性大麦「ビューファイバー」の育成と商品開発 （独）農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所など 15

23 茨城県 猿島茶の茶葉と種子を利用した機能性食品等の原材料の開発 （株）野口徳太郎商店 16

24 茨城県 老化抑制作用を持つ乳酸菌を用いた商品開発 ＪＡ茨城みずほ 16

25 茨城県 農園経営を通じた障害者雇用促進 ＮＰＯ法人つくばアグリチャレンジ 29

26 群馬県 「リング麺」の開発・販売及びリング麺を活用した調味済商品の開発・販売 根岸物産(株) 10

27 埼玉県 葉酸を摂取する健康増進運動 坂戸市 17

28 千葉県 福祉と農業の融合を目指すビジネスの展開 （株）島田建設 41

29 東京都 観光農園での農作業を通じた障害者就労支援 ベンズファーム 30

30 神奈川県 安納芋を活用した介護食品の開発 東京中央食品(株) 10

31 静岡県 緑茶の健康増進効果を解明する掛川スタディの取組み 掛川市 17

32 静岡県 幅広い分野の関係者が参画した研究会活動による障害者雇用の拡大 浜松市ユニバーサル農業研究会 30

北陸

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

33 新潟県 砂丘地で漢方薬の原料甘草（かんぞう）生産 胎内市 5

34 新潟県 治療食用低たんぱく米飯の開発 ホリカフーズ（株） 24

35 新潟県 地域の「絆」を活かした障害者就農の推進 ＮＰＯ法人ＵＮＥ 31

36 富山県 シャクヤクの栽培普及による産地形成 富山県 5

37 富山県 高機能ハトムギ商品を活用した地域おこし ＪＡ氷見市 18

38 富山県 きのこ生産による障害者の就労機会の創出 社会福祉法人めひの野園 31

39 石川県 薬草生産で地域おこし 金沢大学 6

40 石川県 農業生産を通じて障害者就労を支援 社会福祉法人 南陽園 32

41 石川県 障害者雇用による農業経営 白山若葉（株） 32

42 福井県 作業が安全な植物工場での障害者就農の推進 （株）アクアファーム 33

43 福井県 市民参画型の就労支援 ＮＰＯ法人小さな種・ここる 33

目　次　（　地　域　別　）



東海

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

44 岐阜県 福祉施設における野菜の生産を通じた産学連携の推進 ＷＳＢグループ 34

45 愛知県 野菜を原料にした新たな介護用ペースト食品の製造・販売事業 (株)ミールズ 11

46 三重県 栄養成分分布に着目した透析患者用加工食材の開発 三重県 24

47 三重県 伊勢茶を活用した化粧品の製造販売事業 万協製薬(株) 25

48 三重県 農業・福祉・教育が連携した障害者の就労環境の構築 名張市障害者アグリ雇用推進協議会 34

近畿

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

49 滋賀県 湯葉製造時に発生するおからと豆乳を活用して食物繊維が豊富な介護食を開発 (株)比叡ゆば本舗ゆば八 11

50 滋賀県 高齢者や障害者に収穫する喜びを提供 ＮＰＯ法人 鹿深の杜 42

51 京都府 伝統的な甘口の日本酒製造法である麹糖化技術を活用した天然糖化食品の開発 佐々木酒造（株） 18

52 京都府 農園芸作業等を通じた農業・園芸と福祉との連携 ＮＰＯ京の園芸福祉研究会 39

53 大阪府 韃靼米蕎麦をGABA（ギャバ）富化した食品の開発 三宅製粉(株) 19

54 大阪府 青花の食後の血糖値上昇抑制成分を抽出・粉末化した「青花粉末」の開発 青花食研（株） 19

55 大阪府 特例子会社による障害者就労の促進 ハートランド（株） 35

56 大阪府 障害者自らによる無農薬野菜生産・販売 社会福祉法人 すばる・北斗 35

57 大阪府 園芸で生きがいづくりや介護予防を ＮＰＯ法人 たかつき 42

58 奈良県 漢方のメッカ推進プロジェクト 奈良県 6

59 奈良県 農業で障害者の自立と地域力向上を目指す取組 ＮＰＯ法人 どうで 36

60 和歌山県 高齢者への園芸療法の実践 社会医療法人 黎明会 介護老人保健施設 和佐の里 43

中国四国

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

61 鳥取県 きのこの機能性成分に着目した製品開発 菌興椎茸協同組合 20

62 鳥取県 アロマセラピーの研究成果を用いた商品の開発・生産・販売 （株）ハイパーブレイン 26

63 岡山県 マッシュルームの石づきを利用した口腔ケア 岡山大学 20

64 岡山県 障害者就労支援の促進に向けた取組 ＮＰＯ法人ドリーム・プラネット 36

65 広島県 かむ力、飲み込む力に合わせた介護食品の製造の取組 芸南食品（株） 12

66 徳島県 薬用作物の活用による中山間地域の振興 美馬市 7

67 香川県 農作業を通じた引きこもりからの自立支援 自立支援組織「グループＷＡ（わ）」 43

68 愛媛県
β－クリプトキサンチンに着目した柑橘加工副産物利用による次世代型機能性食
品の創出 （株）えひめ飲料 21

69 高知県 製薬企業との薬用作物の契約栽培 （農）ヒューマンライフ土佐 7

九州

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

70 長崎県 薬草を活用した島原半島活性化プロジェクト 島原薬食育プロモート協議会 8

71 熊本県 甘草（カンゾウ）栽培への取組み 合志市 8

72 熊本県 園芸活用を通じた障害者の就労支援と生きがいづくりの支援 ＮＰＯ法人グローバル園芸療法センター 37

73 熊本県 農作業を通じた交流、福祉の里づくり ＮＰ０法人丸山ハイランド 37

74 熊本県 農作業や食を通じて福祉、健康づくりに貢献 社会医療法人ましき会 38

75 宮崎県 県産品を活用した嚥下・咀嚼困難者への高機能食品の開発 まごころ食託宮崎（株） 12

76 宮崎県等 高アントシアニン含有紫さつまいもの品種開発と機能性解明 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 21

77 宮崎県 日向夏果汁残渣を用いた骨代謝改善素材、飲料の実用化 宮崎大学 22

78 鹿児島県 茶の抗アレルギー作用を利用した食品の開発 （独）農業・食品産業技術総合研究機構 22

沖縄

№ 都道府県 取組名 取組主体 頁

79 沖縄県 契約栽培を通じた薬用作物の安定生産と加工品の品質向上 （有）沖縄長生薬草本社 9

80 沖縄県 農業未利用資源の花を生産し、食用・薬品等に加工 （株）今帰仁ざまみファーム 23

81 沖縄県 非農業の親会社を持つ農業生産法人が健康食品原料を生産 （株）金秀ファーム 26

82 沖縄県 大手化粧品会社等との連携で新たな地域特産物づくり 与那国薬草園(株） 27

83 沖縄県 作物生産・供給を通じた障害者への理解促進と地域活性化 ＮＰＯ法人初穂 38

84 沖縄県 水耕栽培を行う野菜生産工場にて障害者の常時雇用を実現 社会福祉法人みやこ福祉会 39



１ 薬用作物国産化のニーズに応えた
産地形成等に向けた取組



薬用作物生産による地域農業の振興の取組（名寄市薬用作物研究会）北海道名寄市

１ 概要
① 取組の経緯

•北海道では、冷涼で湿度が低い気候などを活かして、古くから薬用植物を栽培。
•名寄市に昭和39年、国立衛生試験所北海道薬用植物栽培試験場(現、独立行政法人
医薬基盤研究所薬用植物資源研究センター北海道研究部）を設置。

•地域農家の一部は、カノコソウ等の薬用作物を小面積で栽培。
•近年の漢方薬需要の高まりと、輸入漢方薬原料の価格高騰等を背景に平成25年４月、
薬用作物生産に関心のある農業者、名寄市、ＪＡ等による研究会を設立。

② 取組の特徴
•農業者及び地域の関係機関が、研究会のメンバーとなることにより、営農体系の一
環として薬用作物を導入するための栽培方法等について検討。

•研究会に薬用資源研究センター等もオブザーバ参加しており、専門的な観点から助
言。

２ 今後の展望と課題
•薬用作物栽培の本格開始により、漢方薬原料の安定供給。
•薬用作物を新たな地域作物として確立することにより、地域農業の振興。
•地域の営農体系の中で、薬用作物の品質や収量を安定させるための栽培技術の研究
推進が必要。

•洗浄処理機器や処理施設等の新たな整備が必要。
•薬用作物栽培に適した農薬の選定や登録を図るため、農薬研究者との連携強化が必
要。

•需要の安定確保に向けた、流通業者や実需者である製薬メーカーとの連携が必要。

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（異業種・各省連携等）
・名寄市
・名寄市農業振興セン

ター
・JA道北なよろ
・上川農業改良普及セン

ター名寄支所
・(独）医薬基盤研究所薬

用植物資源研究ｾﾝﾀｰ北
海道研究部

カノコソウ

（北海道名寄市）

漢方製剤会社による薬用作物の生産（（株）夕張ツムラ）北海道夕張市

１ 概要
① 取組の経緯

•大手漢方薬メーカー（株）ツムラは、医療用漢方製剤の需要増加に伴い、国
内での薬用作物の栽培拡大を図るため、平成21年７月に（株）夕張ツムラを
設立（生薬生産量約630㌧（平成25年産））。

•（株）夕張ツムラは、生薬生産、栽培技術の研究、種苗生産を行うとともに、
道内契約農家で生産される生薬原料の調達・加工・保管を行う。

② 取組の特徴
•薬用作物の品質や野生薬用資源の評価、保護、育成等の指針を盛り込んだ
独自のガイドラインを作成し、生産工程の一貫した管理体制を確立。

•社会福祉法人「はるにれの里」が、知的障害者の自立を目指し設立した農業
生産法人「てみるファーム」と委託契約を締結（就労者40人）。

•知的障害者が漢方製剤の原料生産に携わることで使命感や就労意欲が向上｡

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（北海道夕張市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•道内各地の農家との契約栽培を進めるとともに、耕作放棄地を中心に栽培適
地を探し、自社農場の栽培面積の拡大を目指す。

•使用可能な登録農薬が少なく、雑草防除等の労力負担の軽減が課題。
•薬用作物用の農業機械の新規投資を避けるため、契約農家の既存の農業機械
を活用した栽培技術体系の確立が課題。

• 社会福祉法人
はるにれの里傘下
の「農業生産法人
てみるファーム」

+ 障害者就労支援

１



製薬会社と提携した市場性の伴った甘草栽培（（財）新郷村ふるさと活性化公社）青森県新郷村

１ 概要
① 取組の経緯

•（財）新郷村ふるさと活性化公社は、平成23年７月、新日本製薬(株)と漢方薬
の原料となる「甘草」の研究栽培協定を締結し、実証栽培を開始。

•甘草栽培は、肥培管理が容易で、高齢農業者の就業確保及び所得向上に期待。
② 取組の特徴

•同公社が持っているハーブ栽培のノウハウや土地・施設を有効利用。
•種苗、栽培技術は、新日本製薬(株)から提供。
•この他、平成24年３月に六次産業化法に基づく認定を受け、甘草の栽培に取り
組みつつ、企画・開発コンサルタント(株)エヌアンドエストラストの支援を得
て新たな商品開発に取組中。

（写真）

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（青森県新郷村）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•甘草のほか、同村の豊富な農畜産物、ハーブを活用した新たな商品開発・販売
により地元雇用の拡大、所得の向上に期待。

•安定した栽培・生産技術を早期に確立し、生産量の拡大に着手したい。
•商品開発や加工用施設の建設などに必要な資金の確保が課題。

・新日本製薬（株）
（苗提供や栽培技術

等の指導）

・(株)エヌアンドエス
トラスト

（企画･開発コンサル
タント）

甘草栽培

甘茶の産地形成と新商品の開発（（株）九戸村ふるさと振興公社）岩手県九戸村

１ 概要
① 取組の経緯

•甘茶は、抗酸化作用、抗アレルギー作用、整腸作用や歯周病抑制作用が高いと言わ
れており、古くから薬として利用され、生産量の多くが漢方薬等の生薬材料として
使用。

•九戸村では、村おこしの一環として、1980年代中頃から、薬用作物としての甘茶の
生産を開始し、現在、30戸の農家が農薬や化学肥料を使わない栽培を徹底し、年間
約4.1トンを生産。

•（株）九戸村ふるさと振興公社が農家から全量を買い取り、生薬原料として製薬会
社等に販売する他、独自にお茶を製造・販売。

② 取組の特徴
•同公社では甘茶の振興策を探るため、定期的に「九戸村『甘茶』研究会」を開催し、
村内の生産者や甘茶を取扱う英国や京都のお茶専門店経営者等が意見を交換。

（岩手県九戸村）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•健康志向が高まっている中で、大手企業２社からブランド茶のダイエット甘味料と
しての需要があるほか、麺類、アイスクリームなど新たな需要に対応した新商品を
開発中。

•九戸村の甘茶はヨーロッパに輸出され、紅茶や緑茶、コーヒーなどとのブレンドで
楽しまれており、英国や京都のお茶専門店等と連携し、更なる海外展開を目指す。

•福島での原発事故に伴う風評被害で、生薬メーカーとの取引量が大きく減少したこ
とを受け、生薬原料以外の用途での新たな販路拡大・需要の掘り起こしが課題。

• 生薬メーカー
• 大手飲料メーカー

ほか

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組
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薬用作物を活かした健康まちづくり（生薬まちづくりの会）宮城県涌谷町

１ 概要
① 取組の経緯

•平成25年４月30日に「生薬まちづくりの会」（任意団体）として、薬用作物の栽
培者を組織化し、町内13ａの栽培を行っており、町民に対して積極的な普及を推
進。

•町としても、震災からの復興に向け、住民の健康を重視した復興まちづくりを推
進。

•薬用作物の栽培・加工・商品化で産業振興と住民参加でコミュニティ再構築。
•耕作放棄地を活用して栽培面積を増やすとともに景観形成を図る。

② 取組の特徴
•住民参加による薬用作物の栽培・加工・商品化で地域特産品として地産地消へ｡
•薬用作物や漢方に関する正確な知識の普及により、日常的な健康管理の実践。
•障害者就農を推進している社会福祉法人も会員となり薬用作物を栽培して、障害
者雇用に役立てている。

（宮城県涌谷町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•農業者、一般家庭に作付運動を通じて生産拡大を図り、栽培農家を育成するほか、
町内で採取可能な薬用作物に簡単な加工を加えての商品化や、薬膳料理の講習会を
開催しつつ、薬用作物を原料とした薬膳料理、お茶の加工、生薬での販売を「生薬
まちづくりの会」が中心となって計画し、町内で提供する地産地消も実施する。

•薬用作物の中には涌谷町の土壌に適合しづらい品目もあることから、栽培品種の選
定を慎重に進めつつ、栽培を始めたばかりで収穫まで時間を要する品目も多いため、
栽培面積を増やすことと、普及させるための対策が必要。

• 農業者
• 産直会員
• 健康推進員
• 社会福祉法人
• 町内の商店等（生薬

まちづくりの会会
員）

※地域再生マネージャとして、
薬用作物栽培指導、漢方医、
薬剤師による技術指導

+ 障害者就労支援薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

被災地支援を薬用作物栽培で（(株)アミタ持続可能経済研究所）宮城県南三陸町

１ 概要
① 取組の経緯

•環境分野の事業を行う(株)アミタ持続可能経済研究所と千葉大が共同研究に
より、漢方薬の原料になる薬用作物栽培を通じて東日本大震災の被災地で雇
用創出を図ることを目的として、平成24年から遊休農地を活用して約10ａの
畑にかつて「仙台当帰」の名で東北各地に自生していたトウキを栽培。

•このトウキは、被災により家や雇用の場を失ったメンバーで構成される「入
谷エンジェルズ」と南三陸町にある「のぞみ福祉作業所」が薬用作物のトウ
キの栽培作業を担っている。

② 取組の特徴
•栽培はまちづくり団体｢グリーンウェーブ｣が(株)アミタ持続可能経済研究所
から栽培を受託し、入谷エンジェルズや障害者施設利用者が農作業を担うこ
とで、被災地の雇用創出に役立っている。

•産学連携の共同研究成果を発揮する場として役立っている。

（宮城県南三陸町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•利用方法が広がり需要者が多くなれば、栽培面積も拡大していきたい。
•(株)アミタ持続可能経済研究所は、トウキの根に加え、廃棄されることが多
い地上部にも機能性が期待出来ることから、茎葉を初秋に刈取り乾燥して利
活用を検討している。

•野菜として活用することも検討しているが、一般的に馴染みが無く、利用方
法が浸透していないため需要が少ない。

•トウキの栽培を農業として南三陸町へ定着させたいと考えている。

• 環境事業会社
「(株)アミタ持続可能
経済研究所」

• まちづくり団体
「グリーンウェーブ」

+ 障害者就労支援薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

• 国立大学法人
「千葉大学 環境健康
フィールド科学セン
ター」
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生薬原料としての薬用作物の試験栽培（東京生薬協会）秋田県八峰町

１ 概要
① 取組の経緯

•薬用作物については、主力の中国産の価格が高騰。また、東京電力福島第一原発事故
で一部の国内産地が生産中止になるなど供給が不安定な中、公益財団法人東京生薬協会
が高品質な生薬原料を安定供給できる産地として八峰町と平成24年６月に協定締結。

② 取組の特徴
•町有農地44ａで９品種の試験栽培を行い気候・風土に合う品種の選定。
•協会の会員である漢方メーカーの必要とする品目に主体を置いて栽培。
•東京生薬協会の技術指導を受け、年に６回、漢方メーカー、町及び農家が栽培研修（勉
強会）を実施（農家の参加は不定期）。

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（秋田県八峰町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•試験栽培内容を勉強会や広報等で農家にＰＲして普及拡大に努める。
•収穫・乾燥を一元化して、品質のバラつきを抑止。
•廃校を利用した乾燥施設の造成を期待。
•生薬原料と材木の双方に使える広葉樹を町有林４haに植栽する計画。
•八峰町を生薬原料の一大産地としたい。

•単収・単価がまだ分からないので農家の説明に苦慮。
•生薬原料を購入するのが今のところメーカー１社のみなので試験栽培で収量、生産コス
ト、成分等のデータの蓄積・分析による品目の選定・絞込みを行い販路を確保する必要。

•播種から収穫までの期間は品種により異なり、最長品種は５年を要する。
•よって、品質や単価が判明するのは最長品種で５年後。

• 東京生薬協会（国
内大手漢方メー
カー等）

• 八峰町

キキョウ

製薬会社、大学と連携した薬用作物栽培（（有）新庄最上有機農業者協会）山形県最上郡鮭川村

１ 概要
① 取組の経緯

•（有）新庄最上有機農業者協会は、農薬及び化学肥料を使用しない農法で、
平成22年に薬用作物の当帰（とうき）の試験栽培を始め、翌23年から製薬会
社と契約し50ａを作付け。

•平成24年からは薬用作物の芍薬（しゃくやく）についても契約し50ａを作付
け。

•平成29年には双方の栽培面積を５haに拡大する予定。
② 取組の特徴

•提携製薬会社と千葉大学環境健康フィールド科学センターから栽培に関する
技術指導を受けている。

•薬用作物の栽培を最上地域に広めるため、大学講師による講演会を開催。

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（山形県最上郡鮭川村）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•製薬会社、大学等関係機関と連携し、千葉大学に生産委託した苗を当会が協
力農家へ配付し、栽培を行うことにより最上地域の薬用作物の一大産地化を
目指す。

•作付けから収穫までに２～３年を要し、短期的な収益が見込めない。
•土壌中からミネラルを吸収し連作が出来ない。

• 千葉大学環境健康
フィールド科学セ
ンター

• 国内製薬会社

４



砂丘地で漢方薬の原料甘草(かんぞう)生産（胎内市）新潟県胎内市

１ 概要
① 取組の経緯

•漢方薬の約７割に使用されている「甘草」が、中国の輸出規制で価格が高騰してい
る中、新日本製薬(株)が国内生産の拡大を図るため、作付けに適している胎内市を
はじめ、山梨県甲州市、熊本県合志市、青森県新郷村に栽培を打診し、各自治体と
合意。新日本製薬との契約栽培により安定供給。

•胎内市では、平成23年度から試験栽培を開始、平成25年度より本格的に甘草の２品
種（漢方薬の原料となる「ウラル」２千株と食品の甘味料やたばこの香料として使
われる「スペイン」千株）を12.5ａで栽培。

② 取組の特徴
•胎内市は、甲州市など３市村と甘草を活用した地域振興のため、国産甘草の需要拡
大を図る活動を推進する「全国甘草栽培協議会」をつくり、情報交換のための定期
的な勉強会を開催し、甘草の国内栽培に向けて産地相互の連携を深めることで、栽
培技術の課題克服などに努めている。

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（新潟県胎内市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•今後、栽培面積の拡大を図りながら、漢方薬以外の他用途への活用（ブレンド茶・
薬膳料理・入浴剤等）を図るため、独自の新商品開発や販路開拓により、「甘草」
を活かしたまちづくり（特産食材と組合せ、健康づくりに利用）を展開する。

•甘味料となる「スペイン」についても、栽培、販路開拓を図る。
•漢方薬の原料となる「ウラル」は、高値で売買されるが、作付けから収獲までに２
年を要する上、栽培が難しい。

・胎内市（農林水産課）
・新日本製薬（福岡市）

１ 概要
① 取組の経緯

•シャクヤクの根は痛みや炎症、けいれんなどを抑える生薬として使用。
•平成22年度から富山県薬事研究所と薬用植物指導センターが連携して「富山シャク
ヤク」のブランド化推進事業を開始。

•薬事研究所が薬理試験や成分分析を基に薬効に優れた品種の選定を実施。
•薬用植物指導センターで苗の量産、農家への技術指導を実施。
•これを契機に栽培希望者が増加し、毎年約50ａずつ面積が拡大(平成25年は296ａ)。
•国内産の薬用作物にこだわる集荷業者へ全量直接販売。

② 取組の特徴
•薬理試験や成分分析等の科学的なデータを基にした品種の選定。
•シャクヤクは鳥獣被害に遭いにくく、また園芸用マルチを用いた栽培指導により、
高齢化が進む中山間地域の複合経営作物として認知されつつある。

（富山県（全域））

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•選定された優良品種についてブランド化を図るとともに、ブランド品種を配合した
「富山オリジナルブランド医薬品」等の開発へつなげる。

•現地実証ほの設置や不作付地等の活用も図り、一層の栽培拡大を目指す。
•現在国内で使用されている中国産生薬に比べコストが高く採算性の確保が必要。
•医薬品原料としての品質規格・安定数量・トレーサビリティ―への対応が必要。
•大規模栽培に必要な機械や生薬への加工に必要な乾燥設備等が不足。

• 富山県
• 富山県薬用植物指

導センター

シャクヤクの栽培普及による産地形成（富山県）富山県

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組
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薬草生産で地域おこし（金沢大学）石川県穴水町

１ 概要
① 取組の経緯

•金沢大学の協力を得て、薬用栽培を目指す生産者グループ「くさのね」が、
平成24年秋より志賀町の農地約300㎡で薬用作物約１千株を栽培開始。

•平成25年６月、食品廃棄物をリサイクルした肥料でキャベツを栽培するなど
農業ビジネスでも実績があり、廃棄物処理を手掛ける「金剛」（金沢市）か
ら穴水町兜、旭ヶ丘地区の農地約13haや農業機械の提供を受け、生産者グ
ループ「くさのね」が薬用作物を順次、作付け開始。

② 取組の特徴
•大学と食品廃棄物をリサイクルした肥料生産で実績のある企業とのコラボ。
•医薬品としての生薬の生産と高齢化が進む能登の活性化が期待できる。

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（石川県穴水町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•栽培が軌道に乗れば、地元で作業員を雇用して大規模生産を展開し、最終的
には、県内で収穫物を医薬品用として加工・調整まで行うことを目指す。

•生薬の加工調製には高齢者や障がい者の雇用も可能。
•将来的には、薬学生の実習の場としても活用予定。
•美しい花が咲く薬用植物を多数栽培して植物園としての性格を持たせ、能登
ワインや能登牛などとコラボし、県内外からの観光誘客を図る。

•アンズやクワの実など、薬用以外の部分でジャムなど加工食品の製造。
•能登各地の耕作放棄地などを利用し生産の拡大を目指す。

• 金沢大学（医薬保
険研究域薬学系グ
ループ）

• 金剛（金沢市・廃
棄物処理業者）

• くさのね（石川県
で薬草栽培を目指
すグループ）

漢方のメッカ推進プロジェクト（奈良県）奈良県

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

五條市のトウキ栽培及び
収穫物

※薬用作物栽培地の風
景等のお写真がもしご
ざいましたらご提供頂
ければ幸いです

（異業種・各省連携等）

• 奈良県（農林部、
産業・雇用振興部、
医療政策部等）

２ 今後の展望と課題
•奈良県下の薬用作物生産の推進（薬用作物栽培者の人材育成、科学的価値に
基づく栽培技術の標準化等）から、「漢方」関連製品の開発、一般消費者に
啓発活動など川上から川下までを見据え、「漢方」を総合的に検討。

１ 概要
① 取組の経緯

•少子高齢社会の到来を受け、増大する医療費削減の観点からも予防医学の意義が
再認識されつつあり、漢方が注目を集めていることから、平成25年度より奈良県
は漢方プロジェクト事業を予算化。平成26年度は薬用作物の安定供給に係る研究
や生産振興、漢方関連商品の製造販売等総合的な検討を行う（平成26年度事業費
約7,000万円）。

② 取組の特徴
•奈良県は、漢方や生薬製剤について、奈良時代にまで遡る文化的・歴史的な厚み
や、地場産業として医薬品製造業や配置薬業が発展。

•本プロジェクトの成果として、需要が見込まれる漢方に関し、奈良県ならではの
蓄積を活かし、薬用作物（トウキ、ミシマサイコ等）の生産、漢方関連商品の製
造販売に関する既存の産業振興、さらに、関連する新たな商品・サービス業等の
創出を期待。

•取組にあたっては、民間事業者の参画も見据えながら、農林部、産業・雇用振興
部、医療政策部等関係部局が連携して部局横断的に推進。

※ 現在、トウキの優良種苗の育成及び省力低コスト生産技術の栽培現地実証等を実施

（奈良県（全域））

（参考）奈良県内の主な栽培作物及び栽培地域
・キハダ：山添村、桜井市、奈良市 ・ナンテン：下市町
・トウキ：五條市、吉野町、十津川村、下市町、明日香村、東吉野村

６



薬用作物の活用による中山間地域の振興（美馬市）徳島県美馬市他

１ 概要
① 取組の経緯

•美馬市等では、たばこの需要の低迷に伴い、葉たばこ生産の廃作が奨励され、葉た
ばこの転換作物として薬用作物の栽培が推進されるとともに、薬用作物を活用した
特産品づくりによる地域活性化への取り組みが拡大。

② 取組の特徴
•美馬市は、平成24年に薬用作物の栽培勉強会を実施するとともに、製薬企業との契
約栽培に向けて栽培者を募集。同年37戸の農家による美馬市生薬生産組合が設立さ
れ、平成25年から契約農家による栽培が開始。

•また、美馬市の交流促進宿泊施設における、薬草風呂の実施や、県薬草協会と協働
して薬草や薬木の展示ほ場を整備。施設周辺の集落に対し、薬草栽培の普及と交流
人口の拡大による地域の活性化に向けた取組を推進。

•県立総合大学校とくしま政策研究センターは、徳島大学、美馬市、県立農業大学校
等の協力を得て、薬用作物の活用による中山間地域の農家の所得向上と地域振興を
目的とした研究会を平成24年度に立ち上げ、薬用作物関連産業の振興に関する意識
を醸成。

交流促進宿泊施設と展示ほ場

（徳島県美馬市他）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•薬用作物を活用した産業振興の観点から、行政機関や教育機関による中山間地
域の農業者や地元関連事業者の支援体制を拡充・強化する意向。

•薬用作物の市場ニーズの把握及び販路の確保。また、薬用作物の生産、加工・
商品開発・卸販売、アンテナ店舗を一元化した地域住民主体の事業組織が必要。

• 徳島県立総合大学
校とくしま政策研
究センター

• 徳島大学等

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

製薬企業との薬用作物の契約栽培（（農）ヒューマンライフ土佐）高知県越知町他

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（高知県越知町他）

（異業種・各省連携等）

１ 概要
① 取組の経緯

•平成２年、農事組合法人ヒューマンライフ土佐を設立。(株)ツムラと契約し、
同法人が中心となり、越知町を中心に薬用作物の栽培面積を拡大。現在、薬用
作物は町の主要農産物へと成長。

《農事組合法人の生産の状況》
•組合員数 平成18年：184名 → 平成26年：472人
•生産品目 ミシマサイコ、サンショウ等
•栽培面積 平成18年：42ha → 平成25年：137ha
•売り上げ額 平成18年：213百万円 → 平成25年：283百万円

② 取組の特徴
•薬用作物の「生産・加工・販売」までを、ヒューマンライフ土佐が一貫して
管理することにより、付加価値が向上し、生産者の収入安定を実現。

•高齢な生産者でも安心して生産を継続できるよう、地域の若者を雇用して作
業補助を行う仕組みを作り、農地の遊休化を防ぐと共に、担い手の育成にも
繋げている。

•離農者から遊休農地を借り入れることで、地域の遊休農地対策にも貢献。

２ 今後の展望と課題
•薬用作物の栽培は、関係機関と連携しながら、仁淀川地域から嶺北、幡多地
域、他県にまで拡大しつつある。

•新規産地の産地管理・指導体制の整備及び栽培技術の向上。

• 株式会社ツムラ
（医薬品製造）
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薬草を活用した島原半島活性化プロジェクト（島原薬食育プロモート協議会）
長崎県島原市、雲仙市、南島原市

１ 概要
① 取組の経緯

• 長崎県が、地域が総力を挙げて取り組む地域活性化プロジェクトに対し集中的に支援する
「がんばらんば長崎」地域づくり支援事業で平成23年に採択した「島原半島『GAMADASU』ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ」の一事業。

• 島原半島の活性化を図ることを目的に、長崎大学を事務局として、地元4Hｸﾗﾌﾞ､社会福祉法人､
薬草栽培の会社・個人、様々な事業者をメンバーとした島原薬食育ﾌﾟﾛﾓｰﾄ協議会を平成23年
12月に設立。

• 健康志向の強い現代人に対して薬草を活用した商品や料理の提案。
• 平成25年度は､新商品開発10品目(合計商品数33品目)､売上1,000万円を目標としていたが、目標を
大幅に上回る実績を達成（売上約8,000万円）。平成26年度は平成25年度の実績値を上回るように
努力。（注：平成25年度の実績のうち、ホテル関係の売り上げについては薬草商品を含む食事代を計上。）

② 取組の特徴
• 古くから薬草に注目していた島原半島の歴史・伝統を背景に､協議会を中心として薬草の関連
商品や料理の開発・生産・販売まで総合的な取組を推進。

• 長崎大学薬学部や島原農業高校の知見や力を活用。
• 食品加工事業者の個性的な商品(薬草麺、ｳｲｷｮｳｼﾞｬﾑ、ｼﾏﾊﾞﾗｲﾁｺﾞﾘｷｭｰﾙ等）の開発と首都圏への
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ。

• 農業経営を活性化するために4Hｸﾗﾌﾞ員等を中心とした薬草栽培の推進。
• 島原市地域再生計画『島原健康半島構想(平成17年-)』と連携。

（長崎県島原市、雲仙市、
南島原市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•島原特有の薬草｢ｼﾏﾊﾞﾗｲﾁｺﾞ｣を活用した商品などの開発・販売を既に実施中であるが､今後一層、
商品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを充実。

•首都圏における島原半島出身者と連携したﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝや薬草料理を提供する事業者を組み込んだ
島原半島内ﾂｱｰの開催。

•薬草栽培者(若手農業者･各種法人･障害者支援施設等)に必要な支援を実施。
•平成26年度も、関係行政機関等と連携して、継続的に薬草栽培・商品販売ができる体制の整備
を継続中。

• 島原市
• 雲仙市
• 南島原市
• 長崎大学
• 島原農業高校
• 農業者
• 食品加工事業者、
• NPO法人島原薬草会
• 島原半島観光連盟

+ 産学官協力薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

甘草(カンゾウ)栽培への取組み（合志市）熊本県合志市

１ 概要
① 取組の経緯

•熊本県合志市は、平成23年4月に新日本製薬（株）と甘草の生産について包括
的連携協定を結び、取組を開始。露地での栽培試験を平成23～24年の２か年
実施し、平成25年以降は本格的な栽培に向けて準備を重ねているところ。

•平成25年1月、地場食品企業の五木食品(株)も同市の連携企業として加え、特
産品開発に向けての取組も強化。

•平成25年4月、新潟県胎内市などと「全国甘草栽培協議会」を立ち上げ。
•平成26年度の栽培面積は約10a。

② 取組の特徴
•国内産地の形成・確立を目指し、栽培に関する試験の実施や協議会の立ち上
げ。

•医薬品以外の用途への利用についても積極的に取組。

（熊本県合志市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•本格的な栽培に取り組み、国内での供給産地として安定生産が期待。
•医薬品以外の商品開発による用途拡大。
•安定的な販路の確保による農業者所得の向上。

•栽培農家への技術指導。
•安定生産に向けた産地間の連携強化。

• 新日本製薬株式会社
• 五木食品株式会社

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組
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契約栽培を通じた薬用作物の安定生産と加工品の品質向上（（有）沖縄長生薬草本社）沖縄県南城市

１ 概要
① 取組の経緯

設 立：昭和49年
•栽培面積：8.2ha（自社所有農地及び薬用作物の契約栽培農家等の農地を含む）、
年間売上高：約４億円、従業員（パート勤務を含む）：86名

•会社の代表取締役が幼い頃にけがをした際、父親が薬草を使って治してくれた経
験等から薬草の不思議な魅力に惹かれたため、薬用作物の栽培に取り組む。

•平成17年 第44回農林水産祭・蚕糸・地域特産部門で天皇杯受賞
② 取組の特徴

•「農園から食卓まで」をコンセプトに薬用作物の栽培から加工、販売までを一貫して
実施。

•地域の農事組合法人や農家（20戸）との契約栽培による原料の安定確保を行うととも
に、産地形成に向けた取組を実施。

•薬用作物であるウコン、クミスクチン、ボタンボウフウ等の優良種苗を増殖し、契約
栽培農家と播種前、収穫前後にミーティングを重ね、無農薬で、高品質な原料の安定
生産に努めている。また、安全・安心で信頼できる製品の製造を図るため、ISOや
HACCPを取得し、品質管理を徹底。

２ 今後の展望と課題
•薬用作物を活用した商品の需要を喚起するとともに、耕作放棄地等を活用し、生産を拡
大。

•安定的な販路の確保により、農業者所得の向上に貢献。
•約25年前から世界各地の薬草を収集しており、今後も一つでも多くの有用な薬用作物の
発掘を予定。

•安定した生産が行えるよう、販路の確保や需要喚起の取組が必要。

(異業種・各省連携等)
• 農事組合法人沖縄長

寿薬草生産組合（薬
草生産・製造）

栽培中のウコン

薬草加工の現場

薬用作物国産化のニーズに応えた産地形成等に向けた取組

（沖縄県南城市）
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２ 介護食品・機能性の高い食品等の
開発・生産・販売に向けた取組



「リング麺」の開発・販売及びリング麺を活用した調味済商品の開発・販売（根岸物産(株)）群馬県藤岡市

１ 概要
① 取組の経緯

•うどんは、箸を使い、また、すすって食べる必要があるため、病院、介護施
設等では、短く切られて提供される場合が多く、施設の栄養士等からも、高
齢者が食べやすい商品がほしいとの声があった。

•このため、根岸物産(株)は地域資源(群馬の小麦、うどん)を活用し、「箸を
使って、すする」事が難しい幼児や高齢者、障害者の方などでも簡単に食べ
られるようなリング型の麺の開発に取り組むこととなった。

② 取組の特徴
•中小企業地域資源活用促進法に基づき認定を受けた、地域産業支援活用事業
計画の取組

•計画実施期間：平成24年３月１日～平成28年９月30日
•高齢者や箸に不慣れな者も食べやすいうどんの形状として、リング形状の麺
は新規性が高く、「うどんといえば棒状」という概念を変えるもの。フォー
クでも食べやすいことから、海外の外国人をターゲットとした展開も可能。

介護食品の開発・生産・販売に関する取組

（群馬県藤岡市）

（異業種・各省連携等）

・根岸物産(株)
・群馬県立藤岡北高校
・JA多野藤岡
・上州藤岡麺倶楽部
・介護施設ほか

２ 今後の展望と課題
•高齢者の増加、海外での日本食ブームを背景に、うどんの新しい市場開拓を
期待。

•麺のリング形状化の安定性を含め更なる商品改良が必要。介護施設、機器
メーカー等とも緊密に連携し、 終製品化に取り組む。

•商品改良、普及のためには、更なる医療・高齢者施設等との連携が重要。既
存取引ルートを有効活用しつつ、海外展開も見据えた販路開拓を進める必要
がある。

安納芋を活用した介護食品の開発（東京中央食品(株) ）神奈川県伊勢原市

１ 概要
① 取組の経緯

•鹿児島県種子島の農家が、病院・福祉施設向けの業務用食材販売を手掛ける
東京中央食品(株)に安納芋を売り込んだところ、介護食品を担当している同
社の栄養士が介護食品への活用を考案。

•東京中央食品(株)は、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)として開発。

② 取組の特徴
•安納芋の特徴である「甘さ(糖度は16度)」、「食物繊維が豊富」及び「ゆっ
くり加熱することにより、より甘みが増す」ことを活かした商品開発を実施。

•産地の農家が地下の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も可能に。

（神奈川県伊勢原市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•製造本格始動は、市場マーケティング終了後の平成26年４月から。
•介護施設では、高齢者が便秘になりやすく、また、嚥下機能が低下した高齢
者から甘くて美しい介護食品を食べたいとの要望があり、開発した商品の需
要が見込まれる。

• 東京中央食品(株)
• 生産者

介護食品の開発・生産・販売に関する取組
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野菜を原料にした新たな介護用ペースト食品の製造・販売事業（(株)ミールズ）愛知県名古屋市

介護食品の開発・生産・販売に関する取組

（愛知県名古屋市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•顧客や介護現場の声を収集し、商品改良を行うとともに、常温保存可能品の開
発・販売を目指す。

•（有）東野では、野菜の計画栽培を行うとともに、作付面積を拡大するため、
恵那市の遊休農地の再生利用を手掛ける。

•利用者に商品の使用方法を更に訴求していくことが必要。

• (株)ミールズ
• (有)東野(農業）
• (株)葵フーズディ

ナーズ（食料品製
造業）

• 経済産業省(農商
工連携）

１ 概要
① 取組の経緯

•(株)ミールズは、高齢者への出張料理に携わってきた代表者が介護食を開発
するために設立した会社。ペースト状介護食を試作する中、チューブ品の
製造技術を有する(株)葵フーズディナーズと連携することで、手軽に扱える
介護食の商品化を実現。

•さらに、地域の遊休農地の再生利用を図るとともに地元農産物のブランド化
に取り組む(有)東野とも連携することで、平成24年２月農商工等連携促進法
の認定。

② 取組の特徴
•地元農作物を利用したペースト状介護食の製造・販売事業。
•家庭や施設で使いやすいチューブ品の開発。
•農産物の洗浄・皮むきなどの前処理加工は、(有)東野が実施。

湯葉製造時に発生するおからと豆乳を活用して食物繊維が豊富な介護食を開発
（(株)比叡ゆば本舗ゆば八）滋賀県大津市

１ 概要
① 取組の経緯

•(株)比叡ゆば本舗ゆば八（創業昭和15年）は、障害者雇用にも積極的に取り
組んできたが、障害者の収入向上のためさらに何かできないかを模索。

•同社の経営者は、姑の介護をしていた際に、介護における排便の問題にずい
ぶん悩まされた経験から手軽に食べられてお通じのよくなる食物繊維が豊富
な介護食の必要性を感じていた。

•食物繊維が豊富で整腸作用があるといわれている湯葉製造時に発生するおか
らと、植物性タンパクが豊富な豆乳を活用した「豆乳おからうどん」を平成
14年に開発。

② 取組の特徴
•調理も簡単で、高齢者でも食べやすい「うどん」におからと豆乳とを加える
ことにより、食物繊維と植物性タンパクを容易に摂取。

•食物繊維が豊富な介護食とするため、可能な限りおからの含有量を増加。

介護食品の開発・生産・販売に関する取組

（滋賀県大津市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•豆乳やおからは、植物性タンパクや食物繊維が豊富で、要介護者の体調管理
に有効であることから、「うどん」だけではなく、クッキー、団子などにも
活用する意向。

•高齢化が進み、要介護認定者数は年々増加傾向にあり、介護食市場は、今後、
商品バリエーションの多様化や機能性の向上など需要の裾野が広がり、中長
期的な成長を予測。

• 社会就労センター
ひので作業所

+ 障害者就労支援
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かむ力、飲み込む力に合わせた介護食品の製造の取組（芸南食品(株)）広島県竹原市

１ 概要
① 取組の経緯

•芸南食品(株)は、高齢化社会の進展に伴い、介護食品へのニーズが高まってい
ることに対応して、キユーピー（株）の研究部門と連携して、新たなレトルト
食品を開発。

•芸南食品(株)の既存技術・施設とキユーピー（株）の加工技術の連係。
② 取組の特徴

•キユーピー（株）の介護食「やさしい献立」（かむ力、飲み込む力に合わせて
食品を４段階に区分したＵＤＦ（ユニバーサルデザインフード）マークを表
示）としてレトルトパウチ食品（全46種）を製造。

•介護食品の開発については、キユーピー（株）が摂食・嚥下学会、歯科学会と
の情報交換や一部監修を受け実施。

•介護食のニーズについては、介護施設やケアマネジャーとの意見交換を通じて
把握。

•原料となる野菜、畜産物、水産物は、ほとんどが国産品、一部のフルーツにつ
いては産地と契約。 （広島県竹原市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•介護食品については、未だ消費者の認知度が低い状況にあることから、日本介
護食品協議会（一定の基準を満たす食品にＵＤＦのロゴマークを貼付）を通じ
て、啓発を行う必要。

•医療施設や介護施設と販売店を連鎖できる営業活動を展開する必要。

• キユーピー（株）

介護食品の開発・生産・販売に関する取組

県産品を活用した嚥下・咀嚼困難者への高機能食品の開発（まごころ食託宮崎㈱）宮崎県宮崎市

１ 概要
① 取組の経緯

•まごころ食託宮崎㈱は、宮崎県における病院や福祉施設の給食受託事業、配食事
業を実施。

•他社との差別化を図るため、嚥下・咀嚼機能に障害のある方のニーズに絞った高
機能食品（ソフトフーズ）を地元食材を用いて開発し、高齢者・障害者等に特化
した食品を提供。

② 取組の特徴
•調理の手間を軽減できる（誰でも作れる）商品規格。
•宮崎県食品開発センターとの共同研究による原料の取捨選択。
•キャベツ、はくさいなど県内産農産物の利用。
（平成30年の販売目標：農産物14ｔ、魚介類26ｔ）による農家経営の安定化。
•嚥下研究機関で高評価。

介護食品の開発・生産・販売に関する取組

（宮崎県宮崎市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•生産者（農業・漁業）と連携し、県内産食材を利用した福祉施設・病院用のメ
ニュー開発とコスト低減を図り、嚥下・咀嚼困難者が食事を楽しめるような商品
の充実。

•メイドインジャパンのブランド戦略で、高齢者・乳幼児向けの食品を国内外で展
開。

•安定的な販路の確保により農業者の所得向上・地産地消に貢献。
•大規模展開が難しい農業経営者が多く、地域内農家との連携を模索。
•導入拡大にあたっては、国立大学病院等との連携が極めて重要。
•今後、海外に販路を求めることになるので、 輸出支援策や制度の充実が必要。

• 宮崎県食品開発ｾﾝ
ﾀｰ

• 生産農家１戸
• 魚介類取引会社１
社

「笑顔が生まれる食」をｲﾒｰｼﾞ

+ 高い機能性（食品）
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栗山町タマネギプロジェクト（栗山町）北海道栗山町

１ 概要
① 取組の経緯

•(独)農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センターで、ポリフェ
ノールの一種であるケルセチンを高含有する赤タマネギ“クエルリッチ”を
育成。

•平成17年、クエルリッチの地域ブランド化を目指し、栗山町を中心とした栗
山町タマネギプロジェクトが開始。

② 取組の特徴
•栗山町内の育種会社が、地元農家15戸へ種子を提供して契約栽培、ケルセチ
ン高含有品種であることをキャッチフレーズにした販売戦略。契約農家は、
農薬及び化学肥料の使用量を低減させる取組。

•町内外の食品メーカー等により、ドレッシングや機能性を活用した食品の開
発。

•大学等と連携し、機能性の研究や新たな品種開発。

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
• 機能性に関する科学的検証と食品開発の促進により、地域ブランドの確立。
• 地域ブランドの確立による付加価値向上と生産の拡大。
• 生産拡大へ向けた種子の安定確保。
• タマネギの特性を活かした新たな食品開発。
• 消費者や食品加工業者等へのタマネギ特性についての適切な情報発信と新た
な需要の開拓。

・(独)農業・食品産業
技術総合研究機構

・(有)植物育種研究所
・北海道大学
・北海道立総合研究機

構食品加工研究セン
ター

ケルセチン高含有タマネギ
（クエルリッチ）

(独）農研機構

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（北海道栗山町）

食品機能性の解析や健康科学研究等を行う研究プロジェクトの推進
（北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会）北海道札幌市

１ 概要
① 取組の経緯

•産学官の研究資源（施設、研究者）を結集し、健康科学等の研究開発及び事
業創出を図る構想（北大ﾘｻｰﾁ＆ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ構想：北大R＆BP構想）を推進する
ため、産学官の12機関により平成15年、北大ﾘｻｰﾁ＆ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ協議会が設立。

•北大R＆BP構想にそって、食品機能性の解析や健康科学研究等を行う研究プロ
ジェクトが展開。

•戦略的支援の対象として、関係省が北大R＆BPを「地域イノベーション戦略推
進地域」に共同選定（平成23年 文部科学省、経済産業省、農林水産省）。

② 取組の特徴
•「食」が有する生体機能性に着目した「健康科学と医療の融合」を目指し、
細胞生物学、創薬科学、消化器・血液腫瘍制御学、保健医療学、応用生物化
学、食品工学等の多彩な研究者が集結・連携。

•研究参画機関により、ヒト介入試験（江別モデル）や高度脂質分析ラボ等の
設置により、中小企業の食品機能性研究を支援。

２ 今後の展望と課題
•食と健康に関する科学的検証機能を強化・構築し、農林水産物及び加工食品
のブランド化や高付加価値化の実現、健康科学産業の創出。

•ベンチャー企業の事業化支援のため、機能性食品等の商品化支援が必要。
•農産物機能性成分の研究開発促進のための、栽培分野等の農学系研究との連
携強化が必要。

（異業種・各省連携等）

•北海道大学
•旭川医科大学
•札幌医科大学
•北海道情報大学
•北海道立研究機構
• 製薬企業、食品加工
企業等

産学官の研究施設が結集する
北海道大学 北ｷｬﾝﾊﾟｽｴﾘｱ

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組 + 産学官協力

（北海道札幌市）
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道産大豆「ゆきぴりか」を活用した機能性味噌の開発（北海道味噌醤油工業協同組合）北海道札幌市

１ 概要
① 取組の経緯

•北海道立総合研究機構十勝農業試験場が、平成18年に、高タンパクで加工適
性が高く、骨粗鬆症予防や更年期障害の軽減に効果があるといわれるイソフ
ラボンが従来品種の1.5～2倍という大豆の新品種「ゆきぴりか」を育成。

•北海道の味噌メーカーの組合（北海道味噌醤油工業協同組合）が同機構の協
力を得て、新しい味噌の醸造試験を平成22年から開始。

② 取組の特徴
•同機構が機能性に着目した食品開発を戦略研究に位置付け、同機構食品加工
研究センターなど複数の研究機関と道内の味噌メーカー11社（同組合会員企
業）による共同プロジェクトを発足。

•プロジェクトで試作を重ね、成分や食味などを分析、効果的な醸造方法など
の研究を継続。

（北海道札幌市）

（異業種・各省連携等）
・中央農業試験場
・食品加工研究センター

等

２ 今後の展望と課題
•平成24年２月に登録した地域団体商標「北海道味噌」と品種名をつなげた
「ゆきぴりか北海道味噌」の名前でPRを行い、平成25年に組合会員から商品
名『トモエ「miso ピリカ」』及び『紅一点「北海道ゆきゆき」』として販売。

•体内に吸収されやすいイソフラボン（アグリコン）の含有率を高めるための
製造方法の開発。

•今後のニーズに対応する生産拡大、収量向上の対応（平成24年の栽培面積は
114ha）。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

産学官連携による果肉まで赤いりんごの生産・商品開発（紅の夢普及推進委員会）青森県藤崎町、平川市

１ 概要
① 取組の経緯

•「紅の夢」は弘前大学藤崎農場が、平成22年に品種登録した果肉まで赤いりんご。
•このりんごの特徴である色合い、風味等を活かした商品開発・販路拡大に向けて、平成
25年３月に大学、地域の農業者、行政機関、種苗会社、加工業者などからなる「紅の夢
普及推進委員会」を立ち上げ。

② 取組の特徴
•りんごの赤い色は、抗酸化作用があり身体に良いとされるポルフェノールの一種「アン
トシアニン」で、通常は「皮」の部分に含まれている。皮を剥いてりんごを食べる習慣
のある日本では、この大事な部分を捨てていたが、「紅の夢」は果肉にもアントシアニ
ンが存在するので皮を剥いても摂取できるという大きな特徴をもっている。

•地域の生産、流通関係者が一体となって「紅の夢」の普及推進のための事業を展開して
いる。

•平成25年には「紅の夢」の苗木販売が始まったほか、平成26年には収穫期が異なる新た
に登録申請した２品種の苗木販売が始まり、赤い果肉りんご３品種で、収穫期が９月下
旬から12月までの長期間にわたる生産・出荷体制の構築を目指している。

•平成26年は（公財）中央果実協会の「果実加工需要対応産地育成事業（新需要開発
型）」を活用し、販路拡大に向け周知活動を展開している。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（青森県藤崎町、平川市）

(異業種・各省連携等)
• 大学
• 行政機関
• 流通加工業者
• 種苗業者など

２ 今後の展望と課題
•今後は「紅の夢」の機能に着目した商品開発にも取り組む。
•地元業者が試作したフリーズドライ製品は、多方面での活用（嚥下障害者向けの病院食
として口溶けがよく、りんごがもつ風味、色合いを残した製品）に期待。

•「紅の夢」の今後の普及推進・生産拡大については、食品事業者、洋菓子店などから多
くの関心が寄せられている。一方、りんご樹は一般的に植付け後、本格的に収穫ができ
るまでに６年ほど期間がかかることなどから、生産者は市場の反応・評価、取引価格等
を見極めて、生産体制を検討中。

+ 産学官協力
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『じゅんさい』の葉の機能性に着目した商品開発（森岳じゅんさいの里活性化協議会）秋田県三種町

１ 概要
① 取組の経緯

•平成22年から機能性食品の研究開発を手掛ける㈱ハーベステックと秋田県総
合食品研究センターはじゅんさいの機能性について研究を進め、じゅんさい
の葉に緑茶に匹敵するほどのポリフェノール含有（ポリフェノールには、コ
レステロールや中性脂肪の合成・分泌を抑制する等、生活習慣病予防・改善
作用がある）を確認。

•平成24年には機能性食品開発・製造を手掛けるオリザ油化㈱が美容・アンチ
エイジングに効果的な新機能性食品素材「じゅんさいエキス」の開発に成功。

② 取組の特徴
•秋田県三種町は、国産じゅんさい生産量の９割を占める特産地。生食用商品
にならない成長して開いた葉（未利用部分）の活用に着想。

•じゅんさいの機能性研究、機能性素材開発での産学官連携。

じゅんさいエキス（粉末）

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（秋田県三種町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•生活習慣病予防・改善、美容のサプリメント開発、さらに特定保健用食品の
新規素材開発。

•遊休農地を活用した未利用部分の大量供給体制整備による農業生産性向上。
•じゅんさいの高付加価値化による新規事業と雇用の創出。
•未利用部分（開いた葉）の収穫を機械化。
•じゅんさいの葉は、水分含有10％以下にした後、メーカーに引き取られるが、
収穫を高齢者が手作業で行っているので、膨大な量の確保が困難。

•農家個人の参入がまだ見込まれていないので、ＰＲして普及する必要。

• オリザ油化(株)
• (株)ハーベステッ

ク
• 秋田県総合食品研

究センター
• 三種町

+ 産学官協力

１ 概要
① 取組の経緯

•(独)農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所は、食物繊維の一種である
β－グルカンを従来品種の２～３倍多く含む大麦品種「ビューファイバー」
を育成(平成24年12月品種登録)。現在、愛知、栃木、茨城等で栽培。

•β－グルカンは、血中コレステロールの低下、血糖値上昇抑制、免疫活性化
機能など多くの優れた健康維持機能性の報告あり。

② 取組の特徴
•製粉業者、農業生産法人、ホテル等の各事業者が、それぞれ、ビューファイ
バーの生産、加工や販売等に独自に取組み(ビューファイバーの粉は豊橋糧
食(株)が市販。農業生産法人(有)くらぶコア(茨城県行方市)は、自社農場で
生産したビューファイバーをシフォンケーキやクッキーに加工・販売。(株)
大麦工房ロアや鹿島セントラルホテルでも関連商品を販売）。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（茨城県つくば市）

（異業種・各省連携等）

• 豊橋糧食（株）
• （有）くらぶコア
• 鹿島セントラルホテ

ル
• （株）大麦工房ロア
• （社）日本栄養士会
• （独）農研機構作物

研究所

２ 今後の展望と課題
•ビューファイバーの生産拡大。
•栄養士の全国組織である(社)日本栄養士会や民間企業との連携によりビュー
ファイバー大麦粉を用いた高機能性食品の製品化。

•これらを通じた、食品メーカー、消費者への普及拡大。

機能性大麦「ビューファイバー」の育成と商品開発
（(独)農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所など）茨城県つくば市
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１ 概要
① 取組の経緯

•従来捨てられていた猿島茶の種子は、オレイン酸、リノール酸やビタミンＥを
多く含んでいる。㈱野口徳太郎商店は、この特徴を活かして、もともと機能性
成分を多く含み、そのまま食べることも注目されている茶葉と種子が持つ有効
成分をまるごと摂取できるよう、「粉末茶」を開発。

•機能性食品等の健康志向食品の原材料や食品への添加材など、食べるための材
料として使用。

② 取組の特徴
•中小企業地域資源活用促進法に基づき認定を受けた、地域産業支援活用事業計
画の取組。

•計画実施期間：平成20年１月１日～平成24年３月31日
•事業計画に基づく事業は、順調に事業化。
•「粉末茶」とすることにより、様々な製品開発が可能。
•茶葉と種子を使用して製造している類似品は現在なく、独自性があり差別化を
図ることが可能。

•茨城キリスト教大学や茨城県工業技術センターなどの学術・研究機関との連携
や域内の製麺業、米菓業、菓子業などの地域の企業との新製品開発における連
携。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（茨城県猿島郡境町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•生活習慣病予防意識の向上などに伴い、消費者の健康志向食品へのニーズが
高まる中で、肥満やメタボリック症候群などが気になる中年層や、30代〜50
代の既婚女性、あるいは仕事を有する女性層を中心とした販路開拓が必要。

猿島茶の茶葉と種子を利用した機能性食品等の原材料の開発（㈱野口徳太郎商店）茨城県猿島郡境町

+ 産学官協力

・㈱野口徳太郎商店
・茨城キリスト大学
・日本大学生産資源科学
部食品生命学科

・筑波大学大学院生命環
境化学研究科

・茨城県工業技術セン
ター

老化抑制作用を持つ乳酸菌を用いた商品開発（ＪＡ茨城みずほ）茨城県つくば市

１ 概要
① 取組の経緯

•(独)農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所は、マウスを用いた実
験により、乳酸菌Ｈ61株(同研究所が保有)の老化抑制効果を確認。また、こ
の乳酸菌を食した女性(50～60歳代)で肌状態の改善(頬の水分量増加等)を確
認。

•ＪＡ茨城みずほは、茨城県工業技術センターと連携して、乳酸菌Ｈ61株を用
いた飲むヨーグルト「ＷａＫａＳａ」を商品化。

② 取組の特徴
•製品生産に際しては、地域で生産された生乳を原料として使用(地産地消)。
老化抑制作用は、死菌でも効果が発揮されるため、様々な製品への応用が可
能。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（茨城県つくば市）

（異業種・各省連携等）

• JA茨城みずほ
• 茨城県工業技術セ

ンター
• （独）農研機構畜

産草地研究所

２ 今後の展望と課題
•死菌でも効果を有する点を生かし、サプリメントや菓子等への利用が可能。
また、化粧品等の食品以外の商品にも利用可能。

•高齢社会に対応できる新しい素材として、Ｈ61株の全国的な普及と民間企業
による新製品の開発に期待。

•Ｈ61株を用いた乳製品の販売は、茨城県内にとどまる。
•今後、ヒトでの効果をさらに詳細に検証し、Ｈ61株の有用性を確認すること
が必要。
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葉酸を摂取する健康増進運動（坂戸市）埼玉県坂戸市

１ 概要
① 取組の経緯

•坂戸市は、平成18年度に、①市内にある３つの大学(女子栄養大学・城西大
学・明海大学)と健康づくりの連携協力協定を締結したこと、②女子栄養大学
の研究で認知症や脳梗塞などに予防効果があるとされる｢葉酸」に着目したこ
とから、｢葉酸｣の摂取を健康政策のツールとして取り入れることを決定。

② 取組の特徴
•ビタミンＢ群の一種である葉酸を１日400マイクログラム摂取する運動。
•「さかどルーコラ」など葉酸を多く含む｢坂戸ブランド野菜」のブランド化。
•ポスターや冊子などで地元産野菜と含まれる葉酸量を紹介。
•葉酸摂取の理解促進を目的とした認知症予防と食の市民講座の実施。
•基準に沿ったメニューや食品提供店舗を「食を通じた健康づくり応援店」と
して認定(平成26年８月現在：48店)し、商工会が「さかど葉酸いただきマ
ップ」を作成。

（埼玉県坂戸市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•市民の「葉酸」についての認知度は上がっていることから、今後も坂戸産の
農産物に着目しつつ、野菜摂取などの食生活改善運動を進めるとともに、健
康づくり応援店舗の拡大に努め、健康づくりを通じた地域の活性化を推進

•食生活の改善など、健康づくりのために市民の行動変容を促すことが必要。
•市民の食生活改善を応援するための環境をつくるため、農業・商業等の産業
連携を進めることが必要。

• 坂戸市
• 大学
• 民間企業
• 生産者 など

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組 + 産学官協力

緑茶の健康増進効果を解明する掛川スタディの取組み（掛川市）静岡県掛川市

１ 概要
① 取組の経緯

•掛川市は、緑茶の健康増進効果を確認し、 も健康増進効果がある品種の解
明及び新食品を開発することで、世界をマーケットにした茶業振興等を目的
とし、農林水産省の競争的資金（「新たな農林水産政策を推進する実用技術
開発事業」）を活用して平成21年度から研究を開始。

② 取組の特徴
•東北大学、九州大学、野菜茶業研究所、掛川市が協力して、平成21年６月か
ら平成24年３月まで掛川市民を対象とした大規模な栄養疫学研究を実施。

•緑茶の飲用習慣と血中コレステロールとの関係に一定の知見を得られたが引
き続き、生活習慣病改善効果を検証。

（静岡県掛川市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•緑茶摂取と動脈硬化関連因子及びその後の疫病疾患・死亡との関連の究明。
•肥満・高コレステロール血症、糖尿病等動脈硬化の危険因子をもつ対象者に
一定期間飲用してもらい、その抗動脈硬化作用を明らかにして、メタボリッ
クシンドローム症候群対策に 適な品種選定を行う。

•緑茶摂取の効能が科学的に実証された後、その効能をどのように全世界に発
信していくかが課題。

• 掛川市役所保健予防課
• 東北大学災害科学国際
研究所災害公衆衛生学
分野

• 農林水産省の委託研究
事業を活用

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組 + 産学官協力
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高機能ハトムギ商品を活用した地域おこし（ＪＡ氷見市）富山県氷見市

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（富山県氷見市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•新たにパートナー企業が高機能ハトムギエキスを活用した新商品開発や既商
品の輸出に取り組む予定。順調に進めばハトムギの生産拡大が見込まれる。

•国産ハトムギ産地のリーダーとして､「全国ハトムギ生産技術協議会」(平成
20年４月)、「はと麦きれい倶楽部」(平成23年８月)を立ち上げ､利用促進と
消費拡大の取組を推進｡

•氷見市の中山間地には限界集落が多く、地域が崩壊する危機に直面。
•地域の裁量で柔軟に活用できる助成制度の創設が必要。

１ 概要
① 取組の経緯

•氷見市は条件不利地域が多く、多くの生産者が離農。このため、ＪＡ氷見市は
自ら農業生産法人「(株)ＪＡアグリひみ」を設立（平成18年４月）し、加工を
含む複合経営を展開。

•1960年代に中山間地の細越地区でハトムギの生産を始め、焙煎茶の製造を行っ
ていた。これをヒントにペットボトルの「はとむぎ茶」を開発し、ハトムギ
の生産から加工に取り組み始めた（平成24年産ハトムギ生産量は、富山県が日
本一。作付面積203ha、生産量446ｔ（うち氷見市76ha、生産量107ｔ） ）。

② 取組の特徴
•ハトムギは昔から漢方薬の皮膚病の薬として使用されており、金沢大学との共
同研究により、ハトムギＣＲＤエキスの特許を活用した高機能ハトムギ商品

（美容ドリンク）を開発。
•「はとむぎ茶」ペットボトルの売上（年200万本）の一部は氷見市へ寄付され、
地域活性化に寄与（平成25年の寄付額は1,000万円）。

ほそごえ

• ㈱ＣＲＤ（金沢大学発医
薬系ベンチャー）

• (NPO)代替医療科学研究
センター

• ㈱廣貫堂（医薬品製造）
• サンスター㈱（健康美容

品製造）
• 経産省・農水省「農商工

連携事業認定」(H20.9)

伝統的な甘口の日本酒製造法である麹糖化技術を活用した天然糖化食品の開発
（佐々木酒造(株)）京都府京都市

１ 概要
① 取組の経緯

•佐々木酒造(株)は、明治26年創立、京都市の中心部（洛中）に残る酒蔵であ
り、京都の伝統的甘口清酒製造技術（麹糖化技術）により日本酒を製造販売。

•この麹に含まれる数十種以上の糖化酵素とタンパク質分解酵素の活性を制御
する麹糖化技術を用いて、米と米麹を原料に、従来の糖化飲料になかったオ
リゴ糖やアミノ酸などの機能成分を多く含む天然食品原料を開発。

② 取組の特徴
•京都市産業技術研究所を中心に、京都大学、京都府立大学、京都府農林水産
センター他との共同研究により開発。
•日本人に もなじみ深い食品である「米」を使用し、天然素材のみを原料と
した新しい栄養機能食品。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（京都府京都市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•米ベースの天然甘味料「米麹シロップ」、糖化酵素活性の機能を持つ食品用
原料「米麹パウダー」を商品化し、健康市場をターゲットに事業化を展開。

•「天然糖化飲料」はドリンクタイプ、流動食タイプの２種類により、栄養飲
料市場をターゲットに展開。

•天然糖化飲料はスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア等で一般
消費者用。ホテル、飲食店、学校、福祉施設等に対しては業務用。また、米
麹シロップ、米麹パウダーは、主に食品商社等を通じて食品・菓子メーカー
等に業務用販売。

• 京都市産業技術研究所
• 京都大学
• 京都府立大学
• 京都府農林水産セン
ター

地域資源活用促進法
認定事業者
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韃靼米蕎麦をGABA（ギャバ）富化した食品の開発（三宅製粉(株)）大阪府大阪市

１ 概要
① 取組の経緯

•「韃靼米蕎麦」は普通蕎麦に比べて機能性成分であるルチンの含有が多い韃靼
蕎麦の中で、加工適性（特に脱皮性が良い）が高い品種。

•三宅製粉(株)は、「韃靼米蕎麦」を原料とした蕎麦粉、蕎麦茶、シリアル、ポ
ン菓子等の食品開発を計画。

•韃靼米蕎麦の脱皮性が良い性質を利用することで、一般的な方法でＧＡＢＡ富
化した場合に比べ、多くＧＡＢＡを富化することが可能。

•三宅製粉(株)が、低コストで、高品質、安定的に出荷できる生産者を求めてい
たところ、北海道で広大な土地を持ち、優良な蕎麦を生産していた農業生産法
人（株）アルプス・ファームと出会い、連携が実現。

② 取組の特徴
•韃靼米蕎麦をＧＡＢＡ富化し、付加価値の高い国産の蕎麦粉、蕎麦茶、シリア
ル、ポン菓子等の食品を開発。

•農業生産法人（株）アルプス・ファームは、韃靼米蕎麦の栽培だけではなく、
乾燥・抜き実等を行い、三宅製粉(株)に提供する。

•韃靼米蕎麦は、大阪府立大学がモンゴルで採取した品種であり、ＧＡＢＡ富化
についても、三宅製粉(株)が大阪府立大学と連携して研究。

（大阪府大阪市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•農地の有効利用だけではなく、休耕地や未開拓地などの耕作地拡大を図る。
•ＧＡＢＡ富化した韃靼米蕎麦を原料とした機能性の高い食品の更なる開発。

• 大阪府立大学

農商工等連携促進事業
認定事業者

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

青花の食後の血糖値上昇抑制成分を抽出・粉末化した「青花粉末」の開発
（青花食研（株））大阪府大阪市

１ 概要
① 取組の経緯

•平成20年に設立された青花食研(株)は、 近の研究で滋賀県草津市の「市の
花」であるツユクサ科の「青花」に食後の血糖値上昇を抑える有効成分が含
まれることに着目。

•研究は、糖尿病予防の研究のため、多くの植物について研究をしている大阪
薬科大学生薬科学研究室芝野博士によって実施され、滋賀医科大学柏木博士
によってヒト試験についても研究。

•(有)クサツパイオニアファーム（草津市）は、野菜や水稲で培った無農薬・
有機栽培農法を活用し「青花」を生産。

② 取組の特徴
•青花に糖質分解酵素「α-グリコシターゼ」を阻害する成分であるＤＮＪ（デ
オキシノジリマイシン）とＤＭＤＰ（ジヒドロキシメチルジヒドロキシビロ
ジン）が含まれており、この２つの成分は、小腸における糖質の吸収をおだ
やかにし、食後の血糖値上昇を穏やかにする効果。

•青花の摂取により、血糖値の急激な上昇は抑えられ、インスリンも正常に作
用するため、糖尿病を予防。

•青花茶として健康志向の飲料として利用。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（大阪府大阪市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•トレーサビリティを取り入れた安全、安心な健康志向食品としての市場展開。
•今後、新たな粉末食品(青汁)や健康志向の菓子等の開発を予定。
•有効成分の高い青花栽培技術の構築が課題。

農商工等連携促進法
認定事業者

• 大阪薬科大学生薬
科学研究室
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