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13:00 開場

13:30 開会の挨拶（農林水産省）

13:35 農林水産省事業及び本日の進め方の説明（野村総合研究所）

13:40
-15:20

取組事例の説明及び質疑応答
①ひょうご健康都市推進協議会
ひょうごの名産品黒豆の機能性を活用した健康都市づくり
②岩手の食材で毎日CUISINE MINCEUR
寒じめほうれんそうの機能性表示食品届出に向けた取組
③佐賀・福岡地域機能性農産物推進協議会
機能性農産物キクイモを活用した健康地域づくり
④岡山県美作市
キラリモチ（大麦）の普及と機能性表示食品届出に向けた取り組み
⑤紀伊路屋合同会社
じゃばらを活用したメニュー・商品開発と機能性表示食品届出に向けた取組

15:20 休憩

15:30
-16:30

パネルディスカッション
モデレーター中田光彦氏（株式会社サラダコスモ研究開発部部長）
パネリスト 取組事例発表者（6名）

16:30 閉会

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム
プログラム

（平成31年2月21日、於 農林水産省 7階講堂）
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農林水産省事業及び本日の進め方について

2019年2月19日

株式会社野村総合研究所
コンサルティング事業本部

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム

加工法・調理法の開発

セミナー開催

地域食品
メーカー

地域
農業者

中食
（弁当、
惣菜）

地域
協議会

国産農産物消費拡大事業のうち健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業

メニュー開発

機能性農産物の需要を拡大するため、大口の需
要先となる外食・中食産業において、機能性農産
物等を積極的に活用できる環境を整えます

機能性農産物生産

○ 地域の農産物等の機能性に着目して健康関連の食市場を開拓するため、食による健康都市づくりに関する地
域の取組や、制度活用ノウハウの情報提供など、機能性表示食品制度等の活用を促進するための環境整備を
支援します。

飲食店

機能性農産物等の⾷による健康都市づくり⽀援事業（補助）
機能性農産物等を活用して健康都市づくりを目指す地域協議会を支援します

＜食習慣・健康データを活用した食生活改善ツールの開発＞

届出ノウハウを普及するセミナー等の開
催により、機能性表示食品制度への農産
物の届出を促進します

戦略策定

食事調査、
代謝物データ収集

定量的効果検証

地域大学
研究機関

自治体

・地域の中食・外食・
メーカーで販売・提供
・セミナー等による効用・
価値等の普及啓発

・機能性農産物の需要
の拡大
・農業者の所得の向上

メニュー提供

１ 機能性表⽰⾷品制度活⽤推進環境整備（補助）

２ 機能性農産物等活⽤バリューチェーン構築調査（委託）

更なる需要拡⼤のためのしかけ地域におけるモデル的な取組⽀援

＜活用促進人材の育成＞

・機能性農産物の情報を含むオーダーメードの食事提案がされ
るツールの開発を行うことにより、消費者が積極的に機能性農
産物を食生活に取り入れる環境を整備します

食産業における機能性農産物活用促進事業

・機能性農産物を取り扱う際のバリューチェーン上の

課題を実証的に調査

・商品化に向けた具体的検討・調査

3

2
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Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

5組の講演者

1 ひょうご健康都市推進協議会 ⿊⼤⾖
(⼤⾖イソフラボン)

2 岩⼿の⾷材で毎⽇ CUISINE MINCEUR 寒じめほうれんそう
（ルテイン）

3 佐賀・福岡機能性農産物推進協議会 キクイモ
（イヌリン）

4 美作市農林産物販路開拓会議 もち⻨部会 もち性⼤⻨
（⼤⻨β-グルカン）

5 紀伊路屋合同会社 じゃばら
（ナリルチン）

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

共通する発表内容

1 取組の概要

2 実施体制

3 農産物の⽣産及び商品・メニューの開発・販売状況

4 機能性表⽰⾷品の届出

5 機能性表⽰⾷品届出に関する課題及び解決策
5.1 機能性農産物の安定的供給に係る課題及び解決策
5.2 機能性農産物の商品化・販売に係る課題及び解決策
5.3 機能性表⽰⾷品届出に係る課題及び解決策
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取組事例の説明
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ひょうごの名産品黒大豆の機能性を活用した

健康都市づくり

～機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業～

2019年2月21日

ひょうご健康都市推進協議会

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム

1 取組の概要 1

事 業 実 施 主 体

名 称 ひょうご健康都市推進協議会

構 成 員 神戸大学大学院農学研究科、兵庫県農政環境部農業改良課、農事組合法人

河谷営農組合、NPO法人兵庫県農漁村社会研究所、フジッコ株式会社、株

式会社カネヘイ、ファームアンドカンパニー株式会社

届 出 者 株式会社珠ぴりか、がんこフードサービス株式会社、フジッコ株式会社、相澤

食産株式会社、藤田食品株式会社、小山和彦様の６者を予定

農 産 物 黒大豆

機能性関与成分 大豆イソフラボン

機 能 性
本品には大豆イソフラボンが含まれます。大豆イソフラボンには骨の成分の維持に役立つ機能があ

ることが報告されています。本品は丈夫な骨を維持したい方に適した食品です。（表示届出文言）

取 組 の 背 景
おせち料理でしか食べられることが殆どない黒豆を日常の食卓に取り入れる後押しとして、健康効果

を明らかにし、ひろく発信する。その取組の一環として機能性表示食品の届出を行う。

届出申請の状況 2019年2月～3月にかけて順次届出申請予定
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2 実施体制 2

相澤食産株式会社
株式会社藤田食品

小山和彦
既存流通ルート

生産者

ひょうご健康都市推進協議会

がんこフードサービス株式会社株式会社珠ぴりか

兵庫県庁

消費者

表示届出支援生産技術指導

買取り 納品 販売

届出者 届出者

表示届出支援

表示届出支援

販売

販売

納品

届出者

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.1 農産物の生産拡大の状況

 2018年、栽培（作付）面積は1493ha、収穫量は集計中（例年の5割から8割程度と予想

される）である。兵庫県は甚大な台風の直撃を複数回受け、産地が限定的な黒大豆に

おいては収量について壊滅的な状況であった。ちなみに2017年度実績は、栽培（作付）

面積は1528ha、収穫量は1531ｔであった。（兵庫県庁農産園芸課集計 生産農家戸数

は集計していない、また黒大豆はこれまで需要がほぼ安定

し流通も固定的なため販売量はほぼ全量と見て良い。）

3

黒豆（丹波黒）の主な産地
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3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.2 商品・メニューの開発・販売状況

黒豆を活かした商品・メニューは、煮豆、煎り豆、きな粉、豆腐、納豆、味噌などおよ

そ黄大豆から加工されるものはほとんど商品化されているが販売量は黄大豆と比較す

ると微々たるものである。高級ブランドの丹波黒をはじめ黒大豆を使用した商品は高額

になるため、日常の食卓での需要がかぎられているためと思われる。本事業開始当初

における黒豆商品市場の様子は、このような状況であったが、最終年度においては黒

豆を使った商品開発が活況になり上記のような伝統的な加工品はもとより、惣菜、ス

イーツやパンなどにも用いられ始めている。一方で、生産者の認識としては、依然として

一過性ではないかと懸念が拭いきれておらず生産増については慎重な姿勢であること

が現状である。

 メニューの開発は、本協議会にて平成28年度と平成30年度に黒豆の健康効果とレシピ

をまとめた冊子を制作し、大変好評を得ている。

4

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.2 商品・メニューの開発・販売状況

当協議会が関与し、すでに販売されている商品としてはフジッコ株式会社の煎り黒豆

（160～200円／袋57ｇ入、機能性表示食品届出済み）

その他、当協議会が関与し開発した商品は、現在販路開拓中あるいは機能性表示届

出準備中のため情報公開は差し控える。

5
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4 機能性表示食品の届出

4.1 届出の内容

原穀 届出予定者 株式会社珠ぴりか

黒豆きな粉 届出予定者 株式会社珠ぴりか

黒豆納豆 届出予定者 相澤食産株式会社

黒豆豆腐 届出予定者 がんこフードサービス株式会社、株式会社藤田食品

黒豆クッキー 届出予定者 フジッコ株式会社

煎り黒豆 届出済み フジッコ株式会社

4.2 手続きの状況及び対応

届出済みの煎り黒豆を除き、2月下旬から書類等の準備が整い次第届出申請予定

事業年度をまたぐものについても、届出完了までは行う

6

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.1 機能性農産物の安定的供給に係る課題及び解決策

課題① 作付面積増加がなかなか進まない

黒大豆の需要が高まりつつあるなか、生産者は一過性ではないかと懐疑的である。

新たな圃場は無いため、他の生産物からの転作となる。販路が確定していたとしても転

作は思うように進まない。

→新たな産地育成を目指し、積極的に転作意欲のある地域を開拓。

課題② 収量の年次変動が大きい

産地が限定的なため、気象条件などによる年次の変動が大きい。

→兵庫県下全域で、積極的に生産する地域を育成し、母数を大きくすることで年次の変動

を最小限に留める。

課題③ 機能性関与成分のシーズン、収穫時期、圃場毎のばらつき等

農産物の特性として表題の課題は避けられない。

エビデンスやデータが不十分。

→想定されるばらつきに対して、ある程度把握できているが、機能性成分担保に対しては、

今後も検討が必要である。

7
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5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.2 機能性農産物の商品化・販売に係る課題及び解決策

課題① 供給体制が脆弱

 5.1で示したように、需要が高まってきている。

当協議会を通して具体的な商品開発案件の基づく原穀需要の引き合いがあるものの、生

産者側が慎重である。

→積極的に転作を進める産地が見つかり、現在増産について計画中である。

課題② 流通体制

開発される商品については、既存の黄大豆商品の流通網で十分に対応できるものと考

えられる。

8

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.3 機能性表示食品届出に係る課題及び解決策

課題① 中小零細あるいは生産者個人による届出

届出の書類作成自体が上記事業者には極めてハードルが高い。

→当協議会には構成メンバーとしてフジッコ株式会社が参画しており、届出については全面的に

協力が得られた。フジッコは、すでに各種商品にて機能性表示届出を行っており、書類作成に

ついては十分なノウハウを持っていた。この経験値があれば、書類作成時点から不要な手間を

回避する対応が可能となる。

課題②中小零細あるいは生産者個人による品質管理、健康被害の情報収集体制

中小零細あるいは個人においては大企業（例えばフジッコ株式会社）のような当該体制の構築

は極めてハードルが高い。

→品質管理については、保健所等の指導のもと食品加工業者としての体制は整っている、また原

穀においては他の農産物同様、一定の選果基準で選果されている。課題となりうるのは健康被

害であるが、食経験の豊富さから取り立てて新規性のある加工品でない限り起こりにくいものと

考えるが、今後の課題である。

9
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寒じめほうれんそうの
機能性表⽰⾷品届出に向けた取組

岩⼿の⾷材で毎⽇
CUISINE MINCEUR

2019年2⽉21⽇

取組の概要
事業実施主体 名称 岩⼿の⾷材で毎⽇ CUISINE MINCEUR

構成員 医師、栄養⼠、シェフ、⽣産者、流通業者、地
⽅⾃治体
連携団体：いわて農林⽔産物機能性活⽤研究会

いわて⽣物⼯学研究センター
届出者 新岩⼿農業協同組合

農産物 寒じめほうれんそう
機能性関与成分 ルテイン
機能性 光による刺激から⽬を保護するとされる網膜（⻩斑部）

⾊素を増加させる
取組の背景 ・これまでも寒じめほうれんそうのルテインに関する研

究がされており、⼀部データを活⽤できた
・産地が⾼齢化・⽣産量縮⼩する中で、⾼付加価値のあ
る⾷材の⽣産を望んでいた

届出申請の状況 2018年11⽉に届出申請
2018年12⽉に届出申請に不備
2019年3⽉中に2回⽬の届出申請予定
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岩⼿の⾷材で毎⽇CUISINE MINCEUR
（キュイジーヌマンスール）とは

岩⼿在住の医師、薬剤師、栄養⼠、シェフ、流通業者、⼀次産業者、⾏政
などが連携して「⾷から健康づくり」を推進する任意団体。活動は5年⽬

①久慈市・⼋幡平市を中⼼としたJA新いわて（久慈地区）での
寒じめほうれん草での機能性表⽰⾷品の登録と

機能性表⽰⾷品の認知度の向上

②機能性表⽰⾷品を中⼼とした
⼋幡平市の健康都市づくり

【2018年度事業のゴール】

寒じめほうれん草の機能性表⽰⾷品
届出に向けた活動（役割分担）

⽣産者

JA新いわて
（新岩手農業協同組合）

CUISINE 
MINCEUR事務局

岩⼿⽣物⼯学
研究センター

✔関係者の調整
✔届出書類の作成
（販売・⽣産者関連）

✔機能性表⽰⾷品の周知活動
セミナー開催、冊⼦作成等

✔分析の検討
✔届出書類の作成
（データ関連）

✔機能性⾷品セミナーの開催

✔⽣産者への周知
✔届出書類の作成
（販売・⽣産者関連）

連携 連携

情
報
共
有
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寒じめほうれん草の機能性表⽰⾷品
届出に向けた活動（2017年度〜）

寒じめ栽培技術で美味しくなる
✔寒じめ栽培技術で味も栄養価・機能性も上昇
✔美味しく健康に役⽴つほうれん草（⾻、アンチエイジング、眼）

ルテイン
眼の健康維持
（加齢⻩斑変性症予防）

寒じめほうれん草の機能性表⽰⾷品
届出に向けた活動（2017年度〜）

【機能性表⽰⾷品登録に向けたこれまでの活動】
【販売業者の決定】
販売業者となりうるＪＡ新いわてに対して、機能性表⽰⾷
品についての説明・合意形成

これまでのデータを活⽤した上で、登録に向けた検査の実
施（検査期間は1〜2⽉のみ）

【機能性表⽰⾷品の周知】
⽣産者向け、販売者向け、消費者向けセミナーの開催
周知⽤冊⼦の作成

・機能性表⽰⾷品届出指導員養成講座の受講
・登録書類作成・申請中
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寒じめほうれん草の機能性表⽰⾷品
届出に向けた活動（2017年度〜）
【機能性表⽰⾷品の周知、関係者の合意形成活動】

⽣産者、販売者、⾃治体等の検討会
⽣産者、事業者、⼀般市⺠向けの
セミナー

寒じめほうれんそうの⾷べ⽐べ

冊⼦の作成・配布

寒じめほうれん草の機能性表⽰⾷品
届出に向けた活動（2017年度〜）

2018年11⽉1⽇に消費者庁に1回⽬の申請

2018年12⽉26⽇に消費者庁より届出申請不備の連絡

2019年1⽉〜再検討・再分析中
2019年3⽉中に再度届出申請予定

【届出状況】

当初は100gでルテイン6mgを⽬指していたが、
200gでルテイン10mgでの届出に変更予定
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機能性表⽰⾷品届出に関する
課題と思われること

機能性表⽰⾷品に関する認知が乏しく、
関係者の意識を合わせるのに時間を要する

機能性表⽰⾷品に関する知識が乏しく、
書類作成に時間を要する

機能性表⽰⾷品の届出に対して専任で取り組める⼈
がいないため、時間を要する

届出受理に向けて
引き続き頑張ります！
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機能性農産物キクイモを活用した

健康地域づくり

～キクイモの認知度向上の取り組み～

2019年2月21日

佐賀・福岡機能性農産物推進協議会

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム

1 取組の概要 1

事 業実施主体

名 称 佐賀・福岡機能性農産物推進協議会

構 成 員 自治体、生産者、食品会社、流通会社、大学など35団体

届 出 者

農 産 物 キクイモ

機能性関与成分 イヌリン

機 能 性 血糖値の上昇抑制。腸内環境を整える。

取 組 の 背 景
• 耕作放棄地対策

• 地域の健康課題への取り組み

届出申請の状況 届出を検討されている構成員の支援（主に情報提供）を行っている。
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2 実施体制 2

農業生産者

佐賀大学

消費者

食品加工・製造業者

行政機関

流通・小売事業者

協議会

技術指導
情報提供

支援

情報提供

支援

情報提供

加工

情報提供

生鮮・加工商品 加工商品

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

3.1 農産物の生産拡大の状況

 2018年度、協議会関係の生産農家は30戸、栽培（作付）面積は6 ha、

収穫量（販売量）は100 ｔの見込み

3

築上町、福岡市、
筑紫野市

佐賀市、伊万里市、
唐津市、基山町

玉名市、菊池市、
阿蘇市

宇部市

大竹市

（特に福岡県築上町では：
2016年：1 ha 2017年：2 ha 2018年:4 ha と
年々大きく拡大）
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3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

3.2 商品・メニューの開発・販売状況

キクイモを活かした商品は、チップス、ドレッシング、パウダー、ゼリー、お茶などを開発

 メニューは、キクイモ酢漬け、キクイモグラタンなど（佐賀県基山町・レストラン一福）

4

パウダー（40g入り、¥600）
チップス （40g入り、¥600） ドレッシング（200mL入り¥400) ゼリー（試作中）

ほか、
博多十和蔵（福岡）
別邸樹（大分）
カフェ・ソネス（佐賀）
などでも試作・販売

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

3.2 商品・メニューの開発・販売状況

レシピは、コンテストや料理教室の開催により多数開発

開発レシピ

5

料理コンテスト 料理教室

全てキクイモを使った料理
（左：洋食、右：和食）
30種類以上
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4 機能性表示食品の届出支援

4.1 キクイモの認知度向上

機能性表示食品を販売するにあたり、先ず、素材そのものの機能性の認知向上が重要。

＊機能性表示食品への届出はキクイモ普及の手段一つではあるが、佐賀・福岡機能性農

産物推進協議会では先ず、健康野菜としてのキクイモの認知度の向上、栽培普及を目指

して活動を行っている。

＊キクイモ普及のための活動内容

機能性のアピールのため、構成会員と共同でセミナーなどイベントを多数開催。

展示会などへ積極的に出展。

 イベントの様子などをメディアへ積極的にアピール。

＊新聞、テレビ、雑誌などに多く取り上げられることによって、キクイモの機能性をアピー

ルを行い、生産者や企業が、販売促進を行いやすい環境作りを行った。

＊農産物には、機能性表示食品制度に向き不向きな作物もある。

6

4 機能性表示食品の届出支援

4.1 キクイモの認知度向上

セミナーの実施。

7
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4 機能性表示食品の届出支援

4.2 作物の機能性成分安定

栽培しやすく、成分が安定している系統を２６系統から選抜。

選抜品種のブランド化を図り、種芋の提供を実施。

8

4 機能性表示食品の届出支援

4.3メディアへのアピール

9

新聞

2017/3/18 佐賀新聞 産学官連携キクイモ特産化を考察 協議会でのセミナーの様子

2017/5/11 西日本新聞 キクイモ生産広がる　産学官で商品開発も
産学官連携によるキクイモの商品化、健康効果の解明の動向について

2017/5/22 週刊文教ニュース 開発した新ブランドキクイモを学生がＰＲ販売 キクイモ広報普及活動の様子

2017/5/26 文教速報新聞 佐賀大開発のキクイモ　学生がＰＲ・販売 キクイモ広報普及活動の様子

2017/10/12 健康産業流通新聞
活発化する機能性農産物　佐賀大キクイモで届出準備　イヌリ
ンを関与成分に

キクイモ健康調査におけるエビデンスの状況、地域連携による商品開発に向けた動き

2017/11/18 佐賀新聞 キクイモ収穫祭　きやま健康プロジェクト キクイモによる健康調査・セミナーの開催などの動向

2017/11/25 西日本新聞 キクイモで健康づくり 協議会の取り組みや、協議会共催のキクイモセミナーの紹介。

2018/2/1 西日本新聞 キクイモチップス購入に補助 キクイモ開発商品に対する築上町の取り組み紹介

2018/2/10 佐賀新聞 キクイモ料理コンテストオリジナルレシピ競う レシピ開発に向けた料理コンテストの様子

2018/2/16 佐賀新聞 菊芋団子の中華スープ キクイモレシピの紹介

2018/2/16 読売新聞 キクイモ築上特産品に　栽培、普及　農から意気込み キクイモ生産、加工、普及活動の取り組み紹介

2018/2/17 佐賀新聞 キクイモ、スロージョギング来月3日健康づくり講演会 キクイモの健康効果について紹介するセミナーの案内

2018/2/20 朝日新聞 健康増進へキクイモ料理の腕競う レシピ開発に向けた料理コンテストの様子

2018/3/14 西日本新聞 キクイモ腎機能に効果　基山町で健康講演会 協議会での健康調査およびセミナーの様子

2018/3/16 佐賀新聞 菊芋のガレット キクイモレシピの紹介

2018/8/6 佐賀新聞 健康食材「キクイモ」」生かせ 協議会総会の様子

2018/11/2 西日本新聞
キクイモの効果を調査　築上町の生産者ら　腸内環境に着目
「快眠、快便、美肌に期待」

協議会での健康・食事調査の取り組み紹介

2018/11/16 朝日新聞 築上キクイモどう食べる？来月のシンポ前に町民調査 協議会での健康・食事調査とセミナー開催案内

2018/11/17 中国新聞 目指すはキクイモ特産化、佐賀大研究者とタッグ 産学官連携によるキクイモ産地化の動き

2018/11/21 日本農業新聞 アグリフェア・機能性商品の提案相次ぐ・産学官で連携、開発 キクイモの普及や商品開発の動向について紹介

2018/12/12 朝日新聞
サンフラワーポテト収穫本格化・佐大が研究「キクイモ」の新系
統

キクイモの収穫や普及状況の紹介

2018/12/15 佐賀新聞 佐賀大発ブランド「サンフラワーポテト」今冬本格デビュー キクイモの収穫や普及状況の紹介

2018/12/15 西日本新聞 健康食材で町を元気に　福岡・築上のキクイモ キクイモ生産やレシピ開発、健康効果の紹介

2018/12/23 西日本新聞 キクイモの効能報告　築上町でシンポ　調理法も紹介 協議会主催セミナーでの健康効果等の紹介の様子

2019/1/18 佐賀新聞 丸ごとカブ＆菊芋の甘酒シチュー キクイモレシピの紹介

2019/2/9 日本経済新聞 予定

雑誌・書籍

発行日 誌名 題名 内容

2017/12/1 旺文社・蛍雪時代 佐賀大・健康食品として注目を集めるキクイモを展示会でＰＲ キクイモの普及活動の様子

2018/11/15 キクイモ産地の動向や協議会で実施した健康調査の結果について紹介

2018/12/28
芸文社・はつらつ元
気

糖尿病を治す最強極意 キクイモの健康効果について紹介

2019/1/16
ｴｲﾁ･ｱﾝﾄﾞｱｲ　健康
365

大学が開発した機能性野菜“サンフラワーポテト”で健康問題の
解決を目指す！

キクイモによる健康づくりの紹介

2019/2/1 オアシス・元気読本
糖尿病や合併症対策に効果抜群！HbA1c・血糖値を下げる「菊
芋」

キクイモの健康効果について紹介

2019/2/5 協議会での健康・食事調査や開発商品・レシピなどについて紹介

テレビ

放送日 放送局 番組名 内容

2017/2/9 RKKテレビ ＷＥＬＣＯＭＥ！ キクイモの健康効果についてコメントを紹介

2017/4/3 NHK佐賀放送局 ニュースただいま佐賀 キクイモ産地での生産や協議会で開発したメニューの紹介

2017/10/24 FBSテレビ めんたいワイド キクイモ産地と健康効果の紹介

2017/11/15 NHK札幌放送局 広がるキクイモの世界 キクイモの健康効果について情報提供

2017/11/17 NHK佐賀放送局 ニュースただいま佐賀 キクイモ産地での収穫の様子と健康効果について紹介

2017/11/17 NHK佐賀放送局 ニュースおかえり佐賀 キクイモ産地での収穫の様子と健康効果について紹介

2017/11/20 FBSテレビ めんたいPlus キクイモの生産や健康効果、レシピ、セミナー開催の紹介

2017/12/7 NHK北九州放送局 ニュースブリッジ キクイモ産地での生産拡大とレシピ開発の様子

2017/12/11 NHK福岡放送局 ロクいち！ キクイモ産地での生産拡大とレシピ開発の様子

2017/12/12 NHK九州全域 ニュースおはよう九州沖縄 キクイモ産地での生産拡大とレシピ開発の様子

2018/1/25 サガテレビ かちかちPress キクイモの生産や健康効果、レシピ、セミナー開催の紹介

2018/2/3 NHK佐賀放送局 ニュース キクイモ料理コンテストの紹介

2018/2/6 テレビ朝日系列 名医とつながる！たけしの家庭の医学 キクイモの健康効果に関する情報提供

2018/11/3 日本テレビ系列 満天☆青空レストラン 佐賀県内キクイモ産地と健康効果について紹介

2018/12/3 ＴＢＳ系列 名医のthe太鼓判 福岡県内キクイモ産地と健康効果について紹介

書籍　日本地域社会研究所出版・キクイモ王国 地方の時代を拓く食のルネサンス

書籍　芸文社・糖尿病・肥満は「きくいも」で改善！
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4 機能性表示食品の届出支援

4.4 動画の配信

栽培方法から、機能性、調理方法などYouTubeで配信。

10

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.1 機能性農産物の安定的供給に係る課題及び解決策

課題① 栽培コストが高い

機能性成分を安定させるためには栽培管理が必要

対策：品種の選抜（成分のばらつきの少ない品種の選抜）

課題② 機能性関与成分のシーズン、収穫時期の限定

収穫時期の違いによって機能性成分の含有量に差。

（機能性成分の変化を気にしなければ１１月～３月の農閑期に収穫作業が行える。）

対策：収穫方法、収穫機材の選定

＊キクイモ栽培の特徴

耕作放棄地対策や、畑の角地などで栽培されている、手間のかからない作物。

手間暇かけて３００円で売れるより、手間がかからず２００円で売れるほうが農家にとっ

ては収益につながる。

11
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5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.2 機能性農産物の商品化・販売に係る課題及び解決策

課題① 加工コストが高くなる

成分が安定した形状になるまでいくつもの加工工程が必要。

対策：１次加工の集約（大量加工によるコストダウン）

課題② 素材本来の風味、食味を損ねる

成分が安定した形状に加工することにより、食材としての良さが失われる。

対策：食品というより、薬というイメージを持った商品作り。

＊キクイモの機能性の課題

機能性だけであれば、同じヘルスクレームの商品は数多くある。

キクイモ由来のイヌリンを摂取したいという需要は少ない。

12

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.3 機能性表示食品届出に係る課題及び解決策

課題① 食文化・食育

その時期にあった、野菜をその時期にあった方法で食べるのが一番。

（旬を楽しむ食事）

食文化（食事）として、機能性を取り入れる考え方が重要。

（基本的に機能性が何もない農産物は少ない）

課題② 料理の多様化

機能性を重視した調理法、味を重視した調理法など、料理の多様化を妨げる。

課題③ 機能性の判断

表示に頼り、自分で判断ができなくなる。

食材や調理の知識、食育を妨げる可能性。

＊機能性表示食品以外の素材の機能性普及

素材の特性を考え、機能性表示食品だけでなく、素材の持つ機能性を普及させる活動

も重要。

食文化を大切にして、食育という観点から機能性を考える。

13
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キラリモチ（大麦）の普及と

機能性表示食品届出に向けた取組

2019年2月21日

美作市農林産物販路開拓会議

もち麦部会

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム

1 取組の概要 1

事 業実施主体

名 称 美作市農林産物販路開拓会議もち麦部会

構 成 員 生産者、勝利地域農業普及指導センター、

JA勝英、美作市

届 出 者 美作市農林産物販路開拓会議もち麦部会

農 産 物 キラリモチ（もち性大麦）

機能性関与成分 大麦β－グルカン

機 能 性 糖の吸収をおだやかにする機能

取 組 の 背 景

• 2016年10月組織化

• 2016年11月作付け開始

• 2017年6月初収穫（19t）

• 2017年11月作付け面積37ha

• 2018年6月収穫（59t）

届出申請の状況 2019年2月
-23-



2 実施体制 2

美作市農林産物販路開拓会議
もち麦部会

山陽精麦（株）

（株）岡萬

農業生産者

美作市 勝英普及センター

JA勝英

都内スーパーなど

消費者

加工委託

加工委託

乾燥調製委託

生産技術指導生産・普及支援

納品
販売

13名
仕入

取り組みの原点 3

「市民の健康増進と農家の所得向上」が理念
１．市民の健康状況を改善するため

地方創生事業の一環で、もち麦の普及を行う。
・セミナー、普及員育成など

美作市 20年後への期待！
美作市の健康寿命 延伸！
美作市の医療費削減の実現！
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取り組みの原点 4

２．農家の所得を向上させるため

・高齢化する農業担い手たち
→ 若者がやりたいと思える、稼げる農業を目指す。
・農業体系化の構築
→ 水稲、大豆と組み合わせる、最後のピース
※2018年には、農家の手取り300円/kgを達成！！

美作市の認定農業者は、高齢化している。 安定経営のための農業体系が必要！

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.1 農産物の生産拡大の状況

 2016年10月 もち麦部会発足

 2016年11月 １１ha 作付

 2017年6月１９t 収穫

 2017年11月 ３７ha 作付

 2018年6月５９t 収穫

 2018年11月 ４５ha 作付

2.2 商品・メニューの開発・販売状況

主な販売先：道の駅 彩菜茶屋、マルイ、おかやまコープ（全農経由）

検討中の商品：焼酎、うどん、コーヒー、スイーツ

 もち麦粉を試作中

5

699円（税抜）
※都内スーパーでの価格
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6

キラリモチのほ場 （美作市田殿地区）

7

キラリモチのほ場 （美作市豊国原地区）
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4 機能性表示食品の届出

4.1 届出の内容

商品名：「もち麦くん（もち性大麦）」

食品の区分：加工食品（その他）

表示しようとする機能：

「本品には大麦β-グルカンが含まれます。大麦β-グルカンには、

糖の吸収をおだやかにする機能があることが報告されています。」

4.2 手続きの状況及び対応

 2019年2月に届出申請

8

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.1 機能性農産物の安定的供給に係る課題及び解決策

課題① 供給量の確保

農家1名が生産できる麦は3ha分、10t程度が限界？

取引先が限られる、欠品しやすい、地域の特産にしにくい

→ もち麦部会で共同出荷することで、生産量を増やし、取引を増やす

★Ｈ３０年産は、11名、37haで59tの生産

課題② 品質のばらつき

個別で生産すると、栽培方法や乾燥調製、選別がばらつき、品質に差が出る

→ 乾燥調製をＪＡの施設で一括で行うことで、品質を統一する

巡回指導、栽培こよみをＪＡ、普及センターで行い、指導方法を統一する

→ 生産者を選定し、もち麦部会のルールを遵守してもらう

★Ｈ３０年産は、ＪＡの検査でオール一等麦！

9
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5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.2 機能性農産物の商品化・販売に係る課題及び解決策

課題① 加工方法

 自社で加工（精麦）・袋詰めするか、外注するか、思案した

→ 商品価値と価格、コストを総合的に判断し、外注を選択した

★結果的に、品質の高い最終製品ができ、高評価を得た

課題② 流通方法

 荷造運賃の高騰による、コストの増加

→ 生産者による配送

→ 遠距離、生産量増加による増便については、今後の課題

宅配便の送料高騰の対策についても、今後の課題

10

5 機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
5.3 機能性表示食品届出に係る課題及び解決策

課題① 事務、窓口

生産者中心で、届出の事務、窓口を行うのは、専門的知識がなく、困難である

市役所等、関係機関がいつまでも支援しないだろう・・・

恩恵を受けるのは、生産者なので、最終的には、自立した組織が必要？

→ 今後の課題

課題② 生産量拡大と品質維持のバランス

現在の規模を拡大した際に、機能性食品の品質管理が維持できるのか？

機能性食品の維持を前提とした生産拡大を行う必要がある？

→ 今後の課題

11
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じゃばらを活用したメニュー・商品開発

と機能性表示食品届出に向けた取組

2019年2月21日

紀伊路屋合同会社

機能性表示食品の届出制度に関するシンポジウム

1 取組の概要 1

関 係 主 体

事業実施主体 紀伊路屋合同会社

農 業 生 産 者 長谷農園

届 出 者 紀伊路屋合同会社

農 産 物 じゃばら

機能性関与成分 ナリルチン

機 能 性 花粉による目や鼻の不快感を緩和する

取 組 の 背 景

• 農水省委託事業「機能性農産物等バリューチェーン構築調査」の実証調査

対象となり、機能性関与成分ナリルチンを含有するじゃばらを対象とした実

証調査を開始

届出申請の状況 2019年2月に届出申請予定
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2 実施体制 2

長谷農園

株式会社
野村総合研究所

消費者
紀伊路屋
合同会社

広川町役場

流通・小売事業者

補助金等産業振興支援 機能性表示届出支援☆

納品

届出者

株式会社
夢工房くまの

加工委託

広川町商工会議所
NPO法人

ＧＡＰ総合研究所

販売

販売

卸売

☆NRI及びGAP総研による支援は、H28及び30年度
（H29年度は別事業者による支援）

3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.1 農産物の生産

広川町で2003年の栽培開始以来、15年間が経過。現在、生産農家8戸、作付面積は

約3ha、収量は約20トン。

温暖な気候でみかんの大産地である有田地域に位置し、温州ミカンを中心に栽培して

きたが、近年獣害被害がひどく、その対策として、じゃばら栽培に挑戦。

広川町としても獣害対策、農業振興、産業育成の観点から、じゃばらの産地化に官民連

携で取組中。

3

みかん
栽培技術
の蓄積
（基礎）

霜がつかない
温暖な気候

（完熟＝差別化）

果汁・果肉の
活用が主

（外皮の傷は
問題ない）

獣害対策
（低コスト・省力）

作業時期
のズレ

（ミカン栽培と
の両立）

雇用の安定化
（農閑期に加工）
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3 農産物の生産及び商品・メニューの開発・販売状況

2.2 商品・メニューの開発・販売状況

 メディアでの露出もあり、需要に供給が追い付かない状況

消費者の実感ベースで需要が拡大しているが、確かなエビデンスがないことが更なる需

要拡大、及びプロモーションしていく上での課題

4

無添加ストレート果汁100％
（720ml）

3,456円（税込）

ジャム
（140g）

756円（税込）

果皮粉末
（200g）

2,592円（税込）

和紅茶
（24g）

864円（税込）

じゃばら（生果）
（10kg）

7,560（税込）

4 機能性表示食品への届出

4.1 届出の内容

商品名：有田紀伊路屋じゃばら

食品の区分：生鮮食品

表示しようとする機能：花粉などによる目や鼻の不快感を緩和する

届出者名：紀伊路屋合同会社

主な対象者：花粉により、目や鼻に不快感を有する成人

4.2 手続きの状況及び対応

 2月中の届出申請を目指して、鋭意取組中！

5

加工品生果実

ナリルチン
含有量多

年間供給

※事務局注：2019年3月に届出申請
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5 機能性表示食品届出に関する課題と解決策
5.1 機能性農産物の安定的供給について

課題① 需要と供給のラグ

対象とする作物じゃばらは柑橘類の果樹であるため、

生育に時間がかかり面積・収量の増加がすぐには見込めない

→そもそも苗の栽培数が少なく、苗の供給が課題

（柑橘大産地であるが故に、“じゃばら”はまだまだニッチな存在）

課題② 情報の蓄積がなく、すべてが手探りでのスタート

まだまだ生産・流通の歴史や市場も小さく、特にデータ量という意味で知見が不足

一般にデータが存在していないため、すべてが自前で準備しなければならない

→収穫時期、貯蔵期間、熟成度合など限られた予算の中で分析を進めるための

仮説の精度向上が新規成分の場合は鍵

6

No. 分析サンプル 果汁分析結果 外果皮分析結果

１ 11月に収穫した未完熟ジャバラ 0.49 1.41 
２ 12月に収穫した未完熟ジャバラ 0.50 1.25 
３ 11月に収穫した未完熟ジャバラを2月まで長期保存したもの 0.46 1.39 
４ 1月に収穫した完熟ジャバラ 0.46 1.04 

◆ジャバラのナリルチン含有量（g／100g）

じゃばらエール じゃばらグラノーラ じゃばらグラニータ じゃばポン

45.1 25.3 44.4 12.0

5 機能性表示食品届出に関する課題と解決策
5.2 機能性農産物の商品化や販売について

課題① 関西では比較的認知が高いが、全国的にはまだまだ認知そのものが低い

 もともと生果はクセがあるため、普及にはメニューや商品提案が欠かせない

 メニューや調理の仕方によってナリルチンが変化するか？

（分析方法によっては、そもそも分析が難しい）

課題② おいしさ（手に取りやすさ・普及しやすさ）と機能性担保のバランス

機能性表示をするためのエビデンス含量を確保することと、おいしささとの両立

→農産物はあくまでも食事。特に果樹は、し好性による選好の度合いが強い

7

幅を広げる（市場拡大）を
目指すメニュー開発

機能性を担保し、
ターゲットを深耕する提案

◆開発メニューのナリルチン含有量（mg / 100g）
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5 機能性表示食品届出に関する課題と解決策
5.3 農業生産側から見た届出について

課題① 研究レビューに足る文献の少なさ

 柑橘類の抗アレルギー作用に関する文献の中で、特に、ナリルチンという機能性関与成分に

関する文献が極めて少ない。

 収集文献のうち、臨床試験が「被験者に病者を含む場合」や「研究デザインが前後比較の場

合」の場合に除外。

 結果、ランダム化比較試験（RCT）論文１報を中心に論理展開。

課題② 機能性に関する適切な表現

 現在、規制改革推進会議 医療・介護WGにて、「機能性表示食品制度における軽症者データ

の取扱い範囲の拡大」において「アレルギー、尿酸、認知機能の３領域」が検討中という点は

理解している。

 機能性表示食品制度にて「可能な機能性の表示」には、『身体の状態を本人が自覚でき、一

時的な体調の変化（継続的、慢性的でないもの）の改善に役立つ旨』とあり、

じゃばらのナリルチンの機能性は合致すると判断している。

 メチル化カテキンの「ハウスダストやほこりなどによる目や鼻の不快感を軽減する」がヒント。

8

9

ご清聴ありがとうございました。
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パネルディスカッション
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パネルディスカッション

機能性表示食品届出に関する課題及び解決策
①機能性農産物の安定的供給について
②機能性農産物の商品化・販売について
③機能性表示食品届出について

モデレーター
株式会社サラダコスモ
研究開発部＆特販部 部長 中田 光彦 氏

パネリスト①
（ひょうご健康都市推進協議会）
神戸大学大学院農学研究科
特命助教 山下 陽子 氏

パネリスト②
（岩手の食材で毎日CUISINE MINCEUR）
有限会社 秀吉 食材事業部
取締役 渡邉 里沙 氏

パネリスト③
（佐賀・福岡機能性農産物推進協議会）
佐賀大学農学部
招聘教授 長根 寿陽 氏

パネリスト④
美作市販路開拓会議もち麦部会
会長 中嶋 勝志 氏

パネリスト⑤
美作市 経済部 農業振興課
木下 秀行 氏

パネリスト⑥
紀伊路屋合同会社
代表 長谷 光浩 氏
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