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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。

１６



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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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）鳥取県鳥取市

１ 概要
① 取組の経緯

•しいたけは、栄養的に優れた低カロリー食品として広く認知。
•しいたけに含まれるビタミンＤやエリタデニン、βグルカン等は、骨粗鬆症
や高血圧などの予防効果、免疫の活性力を高める働きなどの機能性を有する
と知られている。

•このため、菌興椎茸協同組合（昭和27年設立）では、健康志向の高まりを踏
まえ、機能性成分を含む食品の需要に着目。

② 取組の特徴
•昭和56年に機能性成分の含有量が多い品種のしいたけを開発・登録。
•平成19年にしいたけの有する機能性成分に着目した健康補助食品を開発。
•平成18年より産学官連携による技術開発（組合、県、研究機関、大学）。
•国産の安全安心な原料（国産原木しいたけ、国産真昆布）を使用し、年間
2,000kgを製造（内しいたけ使用量1,700kg）。

•インターネットによる情報発信と通信販売。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（鳥取県鳥取市）

(異業種・各種連携等)

• 菌興椎茸協同組合
• 鳥取県
• 日本きのこセンター
• 鳥取大学医学部

２ 今後の展望と課題
•調理用の食品としての用途に加え、新たな用途が増えることにより、しいた
け生産者の所得の向上に貢献。

•しいたけの機能性成分の認知度はまだ高いとは言えず、機能性食品としての
認知度の向上が課題。

+ 産学官協力

マッシュルームの石づきを利用した口腔ケア(岡山大学）岡山県岡山市

１ 概要
① 取組の経緯

•高齢化社会の進展に伴い、口腔内感染症の対策が課題。
•高齢者向きの虫歯予防効果のある安価な製剤や機能性のある食品開発を求め
られる。

•岡山大学は、廃棄されていたマッシュルームの石づきから抽出したレクチン
（自然界に広く存在するタンパク質の一種)が、特に口腔内感染症に抑制効
果があることを明らかにし、その抽出方法を開発。

•これにより原材料費は従来の１／２、安価で大量生産が可能となり、地域の
ゴミ問題の解消にも寄与することが可能。

② 取組の特徴
•岡山大学とベンチャー企業（株）グライエンスが共同出願して虫歯予防剤の
特許を取得。

•岡山県瀬戸内市にあるマッシュルーム生産者と連携し、原料を調達。

（岡山県岡山市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•（株）グライエンスは、レクチンの抽出に効果的な農畜水産物（マッシュル
ームの石づきを含む）の 終的な選定を行い、医薬部外品としての早期の実
用化を目指している。

• （株）グライエンス

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組
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１ 概要
① 概要・データ

•(独)農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所は、浜松医科大学及び浜松市と合
同で、柑橘に含まれるカロチノイド、特に温州ミカンに多く含まれるβ-クリプト
キサンチンに注目し、その機能性について研究を実施。

•農研機構果樹研究所、農研機構食品総合研究所、愛媛大学、金沢大学、(株)えひめ
飲料は、 β-クリプトキサンチンの機能性について、特に非アルコール性脂肪肝炎
予防に関する有効性のエビデンスの構築及び食品として量産化・製品化を推進。

② 特徴的な取組
•β-クリプトキサンチンを実験用試薬として安価に供給する量産化技術が開発され
たことにより、ヒト有効性・メカニズムの確認（肝機能改善等）が進行。

•(株)えひめ飲料は、農林水産省「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
委託事業」（代表機関：農研機構果樹研究所）の研究成果を活かして、β-クリプ
トキサンチン高含有飲料を商品化（「アシタノカラダ」：平成25年24万本販売）。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

２ 今後の展望と課題
•β-クリプトキサンチンの機能性の認知度向上に伴う販売量の増加。
•現在の紙パックから、長期保存・各種容量が対応可能な容器による販売を検討。
•温州ミカンの生産量減少等に対応し、産地との連携よる安定的な原料の確保。
•β-クリプトキサンチンの機能性について、積極的な啓発活動の実施。
•新規物質については、特定保健用食品の取得が難しく、多大な時間と資金が必要。

（異業種・各省連携等）

+ 産学官協力

β-ｸﾘﾌﾟ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）愛媛県松山市

•農研機構果樹研究所
•農研機構食品総合研究所
•愛媛大学
•金沢大学
•（株）えひめ飲料

（愛媛県松山市）

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）
宮崎県等

２ 今後の展望と課題
•付加価値の高い農林水産物・食品の開発により、新たな需要の創造や６次産
業化を推進。

•他の作物においても、新たなニーズを開拓するために、
•機能性成分についても含有量の多い品種の開発。
•健康機能性に関するエビデンス蓄積のための医農連携。
•産学連携により品種特性を引き出し、ブランド力を高める製造法や商品
が必要｡

１ 概要
① 取組の経緯

•「紫サツマイモ」というこれまでにない新しい作物の品種開発を契機として、
健康機能性という新たな付加価値を創造し、南九州地域経済を活性化 (2006
年推定40億円）。

② 取組の特徴
•農研機構九州沖縄農業研究センターは、高アントシアニン含量サツマイモ品
種「アヤムラサキ」を開発し、紫サツマイモ色素生産の実用化に成功（赤色
系天然色素市場の４割、９億円）。

•アントシアニンの健康機能性に関する研究成果（抗酸化能、肝機能改善、血
圧上昇抑制など）を活かし、付加価値の高い食品や飲料等の商品開発が加速。

•農研機構（品種開発、機能性解明）とＪＡ、民間企業など（色素生産技術の
開発、飲料等の商品開発）による共創的連携。

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

(異業種・各省連携）

• 農研機構
• JA
• 民間企業 等

（宮崎県等）
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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）宮崎県宮崎市

１ 概要
① 取組の経緯

•生活習慣病等予防のため、宮崎大学は地域の産品で健康機能に有効な果実を探
求。一方、食品企業では加工原料の日向夏の残渣の減量、再利用技術の開発が
課題。

•平成16年産学連携による健康機能性食品及び環境リサイクル技術の開発の統合
的な研究開発を開始。

② 取組の特徴
•宮崎大学は､「日向夏みかんを利用した骨代謝改善剤」の先行特許を取得し、
宮崎県農協果汁(株)､一丸ファルコス(株)等と産学連携した研究を開始。

•日向夏残渣を用いた飲料等の開発のため､健康維持・増進及び食生活習慣病の
予防の実証試験も開始。

機能性の高い食品の開発・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
•宮崎大学は日向夏の多糖体分析やヒト試験､崇城大学はカルシウム吸収性試験､
宮崎県農協果汁(株)は機能性飲料の試作や製品開発､一丸ファルコス(株)は機
能性素材の開発を分担して取り組む予定。

•安定的な販路の確保により､日向夏の生産振興､農業者の所得向上､地産地消､地
場企業の振興及び観光に貢献を期待。

•日向夏残渣の廃棄物600ﾄﾝから200ﾄﾝを製品利用する予定。
•機能性素材がヒトに影響する用量の設定及び特定保健用食品の取得が課題。

・宮崎大学
・崇城大学
・宮崎県農協果汁(株)
・一丸ファルコス(株)

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）鹿児島県

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

１ 概要
① 取組の経緯

•農研機構は、茶葉中のメチル化カテキンが抗アレルギー作用を有すること、
また、茶品種「べにふうき」がメチル化カテキン高含有であることを発見。

•「べにふうき」を原料とした、ペットボトル飲料、リーフ茶、粉末茶、紙、
入浴剤、ハンドクリーム等、多数の商品が上市されている。

② 取組の特徴
•「べにふうき」を利用した抗アレルギー食品開発を目的として、農研機構、
九州大学、アサヒ飲料等が共同研究を実施。

•「べにふうき」の商品化に伴い、鹿児島県、静岡県等において、作付面積が
2.6ha（平成15年度）から110.6ha（平成20年度）に拡大。

２ 今後の展望と課題
•産学官が連携して国産農林水産物の機能性に係る研究開発を実施することに
より、新規需要を開拓。

•産業界、生産者等との連携により、周年需要の開拓と安定した供給体制の構
築が必要。

•世界各国の消費者の嗜好、ニーズに合わせた製造法や商品の開発が必要。

（鹿児島県（全域））

（異業種・各省連携等）

（受賞歴等）
平成18年度フロンティア産業技術大賞、新技術・食品開発賞受賞
第11回産学官連携功労者表彰農林水産大臣賞受賞（平成25年8月）

• 農研機構
• 九州大学
• アサヒ飲料
• 和光堂
• 森永製菓
• 大正製薬
• 日本製紙クレシア
• 中北薬品
• ＪＡかごしま茶業

• 寺田製作所等
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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）沖縄県今帰仁村

機能性の高い食品の開発・生産・販売に関する取組

（異業種・各省連携等）

クワンソウの花

花摘み体験

１ 概要
① 取組の経緯

設 立：平成19年
•経営面積：1.3ha、従業員： 4名
•作付作物：クワンソウ（和名：アキノワスレグサ）
•農業生産法人（株）今帰仁ざまみファームは、伝統的島野菜クワンソウを栽
培し、葉や茎を野菜として販売するとともに、従来から睡眠改善効果がある
といわれ、研究が進められているその機能性に着目し、乾燥葉（一次加工
品）を製造し流通業者を通して、県外の製薬会社へ出荷。

② 取組の特徴
•食品製造事業者と連携して、クワンソウエキスの入った美容系ドリンク剤や
サプリメント商品を開発。

•地元の観光会社と連携し、観光農園として「クワンソウ花摘み体験」を展開。

２ 今後の展望と課題
•「クワンソウ花摘み体験」による来園者の増加を図るとともに、観光土産品
として、クワンソウを利用したスイーツ等の商品を開発。

•美容産業と連携した６次産業化の取組を拡大。
•新規作物としてドラゴンフルーツ、カボチャを導入し、ジェラートやチップ
等の商品を開発。

•露地栽培では台風の影響により災害を受けやすいため、農業用ハウスを整備
し、生産の安定化を図ることが必要。

•食品製造業者(ソムノクエ
スト、沖縄ハム総合食品)
•県外製薬会社
•地元観光会社

（沖縄県今帰仁村）

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)）福島県会津若松市

１ 概要
① 取組の経緯

•会津富士加工(株)は、半導体工場のクリーンルームを活用し、平成22年度に
完全閉鎖系の植物工場を稼働。

•現在、レタスを一日あたり1,500株、一袋90ｇ入り450円～ 500円程度（通常
の３～４倍の価格）で販売。

•平成26年度中に４施設を増設し、一日あたり9,000株の生産を目指す。
② 取組の特徴

•新たな施設の建設ではなく、既存工場の遊休施設（クリーンルーム）を有効
活用し、植物工場を設置し、リーフレタス栽培を実施。

•秋田県立大学が特許取得をした培養液を使用し、平成24年より、通常の１/５
レベルの低カリウムレタスを栽培。慢性腎不全患者向け食材として、病院や
レストランに納入。

特定の疾患を有する患者向け食品に関する取組

（福島県会津若松市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•透析・腎臓病患者が安心して食べることができる「低カリウム野菜」のライ
ンナップを増やす。

•機能性野菜のマーケットを海外でも創出する。
•福島県・会津若松市で食事を含めた先進的な医療が受けられる地域になるこ
とを目指す。

•更なる品質の安定と品種の拡大が課題。
•平成25年度にメロンの商品化に成功。平成26年度中にトマトの量産化を図る
ことが課題。また、イチゴは商品化に向け継続開発中。

• 秋田県立大学
• 平成25年度先端農

業産業化システム
実証事業
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治療食用低たんぱく米飯の開発（ホリカフーズ(株））新潟県魚沼市

１ 概要
① 取組の経緯

•ホリカフーズ㈱は、昭和30年に堀之内缶詰㈱として発足し、昭和47年に治療
食の製造を開始。

•同社は、約20年前、酵素等を利用して米のたんぱく質やアレルギーの原因物
質を米から取り除く方法を開発。

•常務取締役中條氏は、腎臓病や米アレルギーの方がおいしく食べられるご飯
の製造方法を確立し、「第17回安藤百福賞」を受賞。

② 取組の特徴
•微生物がつくるたんぱく質分解酵素を利用する技術を用い、米のたんぱく質
を通常の1/25まで減らすことに成功。

•特注の高圧釜で炊きあげることで、通常の白米と変わらないおいしいパック
米飯を生産・販売（100％魚沼産コシヒカリを使用した商品もある）。

•低たんぱく米は、200ｇパックで年間600万食出荷。
•また、米アレルギーの原因物質を97％以上取り除く技術を確立し、低アレル
ゲン米飯を開発・生産。160ｇパックで年間６万食出荷。

特定の疾患を有する患者向け食品に関する取組

（新潟県魚沼市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•病院、老人ホーム、在宅介護など医療機関に対する更なる需要開拓を進めて
いく。

•医療関係者の協力の下、医療費の低減にもつながる低たんぱく食事療法の一
層の普及が必要。

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）三重県松阪市

１ 概要
① 取組の経緯

•三重県農業研究所が、県産農産物の高付加価値化や未利用部分の活用を検討す
る中で、野菜等の部位による成分分布の違いに着目し、野菜等の部位による成
分分布データを蓄積。

•蓄積データを活用し、透析患者に対応した低リン食材の開発及び医療機関での
臨床試験による効果を検証するため、「みえフードイノベーション」の取組と
して、平成25年５月に医食農連携コンソーシアムを形成。

•独自に開発した精米技術により「低リン米」を商品化し、平成26年６月からミ
エライスより通信販売を開始。

② 取組の特徴
•平成25年８月～12月に医療機関での患者への臨床試験による血中リン濃度の上
昇抑制効果の検証を実施。

特定の疾患を有する患者向け食品に関する取組

（三重県松阪市）

（異業種・各省連携等）

•病院等での販売チャネルの確保が必要。
•患者ニーズに対応した惣菜等の加工が必要。

• カット野菜（ユナイト三
重）

• 精米（ミエライス）
• 醤油（ヤマモリ）
• 病院（くわな共立クリ
ニック、武内病院）

• 三重大学（医学）
• 鈴鹿医療科学大学（栄養
学）

• 三重県農業研究所、県
フードイノベーション課

２ 今後の展望と課題
•臨床試験での患者への有効性の実証により、医療食として新たな価値を持つ農
産加工商品を開発し、医療機関等の新たな市場を開拓。

•施設栽培等による低リン等機能性食材の低コスト生産技術を開発し、農産物の
医療食等へ展開。

+ 産学官協力・病院食等
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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）福島県福島市

１ 概要
① 取組の経緯

•医療人ネットワーク合同会社は、県浜通り地域の東日本大震災及び東京電力
福島第一原子力発電所事故からの復興に向け、福島にある資源・技術等を生
かし、シルクの医療材への活用と産業化を検討。

•医療人ネットワーク合同会社は、福島県が持つ特許「天蚕絹糸フィブロイン
膜の製造方法」（特許第2824630号）をもとに、シルク医療材の事業化の可能
性に関する研究を実施（平成24年度緑と水の環境技術革命プロジェクト事
業）。

•六次産業化法研究開発･成果利用事業計画認定。（平成25年6月28日）
② 取組の特徴

•大学、医療会社が連携し、シルクから取り出すシルクフィブロインを使った
創傷被覆材（シルク医療材）の開発を目指す。

•商品開発後は、県内農家が生産する家蚕を原料に、シルク医療材を生産･販売。

（写真）

（福島県福島市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•技術確立後は、県内農家による家蚕の生産と、創傷被覆材を生産する工場を
浜通 り地域に誘致し、生産体制の形成を見込む。

•現在は、技術開発中であり、産業化の実現が課題。

• 医療人ネットワー
ク合同会社

高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

伊勢茶を活用した化粧品の製造販売事業（万協製薬(株)）三重県多気郡多気町

１ 概要
① 取組の経緯

•三重県立相可高校では、食物調理科の生徒が接客・調理等を行うレストランを
運営し、行列の出来る人気店となっている。（高校生レストラン）

•万協製薬(株)では、多気町役場から、同校生産経済科の生徒達にも同じように
「社会で活躍出来る場を」提供できないかとの提案を受け、同社の経営資源を
活用して多気町の特産品「伊勢茶」を使ったハンドジェルの開発を企画したこ
とから本取組が開始。

② 取組の特徴
•三重県南勢地区で生産される「伊勢茶」の茶葉をエキス化して配合し、収れん
作用の優れたハンドジェル「まごころ」シリーズを開発。

•地元企業の万協製薬(株)、地元農家、多気町内唯一の高校である相可高校、役
場等が連携することにより、地域活性化に寄与する取組。

•平成24年度第２回地域産業資源活用事業計画認定。

高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

（三重県多気郡多気町）

（異業種・各省連携等）
・万協製薬(株)
・三重県立相可高校
・多気町
・(株)川原製茶
・松阪商工会広域連合
・多気町商工会 等

２ 今後の展望と課題
•既存の販売ルートを活用し、全国のドラッグストアや小売店の開拓を進めると
ともに、「まごころ」シリーズ商品を年に１アイテム以上製作し、「まごころ
」シリーズ及び伊勢茶ブランドの認知度向上を図っていく。

たきぐん たきちょう

おうか

２５



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）鳥取県米子市

１ 概要
① 取組の経緯

•(株)ハイパーブレイン（平成21年設立）は、認知症等の予防、治療の医薬品及び製
品の研究開発を行う鳥取大学発のベンチャー企業。

•同社は、鳥取大学の研究成果を活用し、地元企業等（ハーブ生産者、医療機関、機
器メーカー等）と連携して商品の開発・生産・販売に成功。

•産学官連携により、中山間地域の活性化と耕作放棄地解消のため、ハーブ（ラベン
ダー、ローズマーリー）原料生産からの精油の製品開発・商品化に取り組んできた。

② 取組の特徴
•商品「リ・ブレイン」（商標登録済）は病院、介護施設、調剤薬局のほか、通販な
どで販売。

高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

（鳥取県米子市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•アロマテラピーには、アロマ芳香器具の使用が不可欠であることが普及の妨げとなっ
ていたが、服の上に張るパッチシートを開発したことにより、高齢者が利用しやすく
なるとともに、ドライバーの眠気防止効果、スポーツジムの運動療法など販路が広が
りつつあり、国際的な展開も視野に入れている。

•品質の維持と製造ノウハウ蓄積のため、県内への製造工場設置が目標。
•認知機能障害の改善に、庭づくり・野菜づくりなどの園芸が効果があることから、オ
ーガニック栽培のハーブ生産に併せて障害者雇用に取り組む予定。

•「リ・ブレイン」の化粧品などでの利用を目指すほか、予防医学に注目している大手
ベッドメーカーをはじめ、介護施設や調剤薬局などへの販路開拓を一層強化予定。

•ハーブの精油原料安定確保のため、国内産オーガニックハーブ生産地を検討中。

• 鳥取大学病院

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）沖縄県名護市

高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

（異業種・各省連携等）

ウコンほ場全景

ノニほ場全景

１ 概要
① 取組の経緯

設 立：平成16年、資本金：1,000万円
•経営面積：3.5ha、基幹農作業受託面積：2.7ha
•作付作物：ウコン1.6ha、ノニ0.6ha、サクナ0.4ha、クミスクチン0.1haほか
•沖縄県内で総合建設業や小売業など多様な事業展開を図る企業グループにお
いて、健康食品の開発・販売を行う関連会社で必要とされる、薬用作物であ
るウコンの原料供給を担う目的で農業生産法人金秀ファームを設立。

•沖縄県農業試験場で育成されていた優良種ウコンの種苗栽培を引き受ける形
で生産開始。

② 取組の特徴
•健康食品の原料となるウコンの安全性を確保するため、近隣で使用される農
薬等の影響を避ける観点から、社有地の山林を開墾してほ場整備するなど徹
底した取組により、平成19年に有機JAS認定済み。

•関連会社の商品開発に応じ、ウコン以外の原料も生産。

２ 今後の展望と課題

•近年の健康食品ブームで、ウコンの需要が拡大しており、社有地を活用した

更なる規模拡大を計画。

•沖縄県内には健康食品原料となりうる植物が多種あり、グループ内で連携し

て、商品開発に応じた様々な植物栽培に取り組む予定。

・健康食品開発・販売
会社

（沖縄県名護市）

２６



（異業種・各省連携等）

古くより健康維持のため島民
に食されている長命草

処理加工施設で電解水洗浄後、
スライスし乾燥された長命草

高い機能性を有する製品（食品以外）に関する取組

１ 概要
① 取組の経緯

設 立：平成20年
•栽培面積：27ha（自社所有地及び契約栽培農家の農地を含む）
•従業員（パート勤務を含む）：10名
•与那国町は離島地域の離島であるがゆえに、若年層の人口流出が生じ、農業従事
者の担い手不足が深刻化するなど地域の活力が低下。

•昔から神への供え物として利用されていた薬用作物の長命草（ボタンボウフウ）
の露地栽培に成功したことから、平成14年から「長命草で町おこし」を合い言葉
に、一次加工（スライス及び乾燥）施設を導入し本格的な栽培を開始。

•化粧品メーカーとの契約により、乾燥葉の販売量、販売額が増加したため、農家
数（H19:12戸→H25:60戸）・栽培面積（H19:7.5ha→H25:27.0ha）・収穫量
（H19:82t→H25:263t）が大幅に拡大するなど地域活性化に大きく貢献。

② 取組の特徴
• 生産組合を設立し、栽培面積の拡大や品質向上のための話し合いを徹底。
•契約先の化粧品メーカーの他、沖縄県内の様々な企業と連携して、商品や加工品
を開発・商品化している。

２ 今後の展望と課題
• 更なる生産拡大のため、一次加工施設の新たな整備を検討。
• 地元中学生による植え付け体験などを通して、将来の担い手の育成を図る。
• 島の自立に向け、町主体で長命草を活用した新たな特産品の開発を検討。

・化粧品メーカー

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㈱）沖縄県与那国町

（沖縄県与那国町）
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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



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）北海道岩見沢市

１ 概要
① 取組の経緯

•クピド・フェアは、 「障害のある方に仕事を通じて自立した暮らしを提供す
る」を目指して事業を運営する社会福祉法人。
（施設利用者数 600名、職員数 300名）
•電子部品製造に加え、車いす障害者や高齢者ができる農業に特化して、完全
人工光型植物工場（全自動栽培装置）を新たに稼働（平成16年１月）。

② 取組の特徴
•障害者４名を雇用して、リーフレタスの播種からパック詰めの作業を行う｡
（月産約４トン）全国各地の大手スーパー、レストラン、宅配等で販売。
•同工場のリーフレタスは、雑菌を抑え、赤色ＬＥＤの使用により露地栽培に
比べ、早く収穫が可能（生育期間：約４週間）｡栄養価も高く、味のくせがな
いと評価
（常温で７～10日間の保存も可能）。
•地元の道産食材（小麦、じゃがいも、ビート糖）の利用にもこだわり、障害
者が製造するじゃがいもの「北海道ラスク」も好評。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（北海道岩見沢市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•完全人工光型植物工場の規模拡大により、障害者の雇用拡大を図る。
•生産拡大を図るためには、販路の拡大が必要であり、さらなる知名度のアッ
プと都府県向けへの輸送コストの削減が課題。

障害者が収穫・加工した豆腐等の販売 (まめ工房・緑の郷）岩手県盛岡市

１ 概要
① 取組の経緯

•（福）岩手更生会緑生園は昭和41年に岩手県内第１号の民間の知的障害者自
立支援更生施設（昭和41年開設）として設立され、400名近くが一般就労し社
会で活躍。

•平成20年４月に就労継続支援Ａ型事業所「まめ工房・緑の郷」を開始。
② 取組の特徴

•近隣農家等からの農地の賃貸借や農作業の受託で大豆と米を生産し、畑11ha、
水田5.8haに作業面積を拡大。

•農家の農作業受託（草刈り・リンゴの剪定など）。
•自ら生産した大豆100％で「手作り」・「安心」・「美味しい」を信念に
作った豆腐と、膨張剤や添加物を一切使わない「油揚げ」、自ら生産した大
豆と米麹を使った味噌、おからを使った惣菜や菓子を販売。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（岩手県盛岡市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•周辺に使われていない農地があり賃貸借や農作業の受託により面積を拡大。
•今後、連作障害を回避するためブロックローテーションを実施。

•条件の良い農地は貸し手が少ないのが現状のため農地が点在。
•有機栽培面積を拡大し、顧客に安心して満足できる商品の提供。

• 浅沼醤油店
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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）宮城県登米市

１ 概要
① 取組の経緯

•（株）ウジエクリーンサービス（登米市）は平成18年に宮城県で４社目の障害者特
例子会社に認定され障害者を雇用。

•清掃部門（親会社のウジエスーパー店舗清掃）からスタートし、平成20年にはスー
パーから出る食品残渣の肥料化事業部門を開始。平成23年には農業生産部門の「無
限てるてるファーム」を開設。自社製造の有機質肥料を使用し、自社管理の農地で
米、野菜、カモミールを生産。現在、12名の障害者が各部門で働いている。

•自社社員を県内初の第２号ジョブコーチとして育成し、雇用している障害者に対し、
各部門への仕事の割り振りや指示、生活相談等を専門的に行っている。

② 取組の特徴
•企業活動として、障害者雇用と自立支援を取入れ地域や社会に貢献。
•食品循環資源の再生利用の取組実施。
•(株)ウジエクリーンサービスは、生産した米を用いた日本酒、味噌を地域のメー
カーに製造委託し、親会社のスーパーでの販売や自社でネット販売を行う等農商工
連携の取組を実施。

•カモミールは全量カミツレ研究所へ販売。
•販売先（親会社のスーパー）が確保されていることが強み。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（宮城県登米市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•自社において、６次産業化による新商品開発を進めていきたい。
•障害者の適性に合った仕事づくりを進めていくとともに、収益の向上を図る。

・ウジエスーパー
・石越酒造株式会社
・ヤマカノ醸造株式会社
・カミツレ研究所

１ 概要
① 取組の経緯

•ＮＰＯ法人つくばアグリチャレンジは、農業を通じた障害者の働く場の確保
と農業の担い手不足の解消を目的として平成23年に設立。

•障害者自立支援法上の就労支援施設(「就労継続支援Ｂ型事業」「就労移行支
援事業」)として運営。現在、登録されている障害者は約70名。

•平成23年つくば市内の農地1.6haを借りてスタートし、現在は３ha規模。
② 取組の特徴

•地域の農業者が農業技術を指導し、障害者の特性に合わせた作業を用意し、
全員が役割を持って仕事が出来る環境を創出。

•露地栽培とハウス栽培を効率的に組み合わせることで、通年作業を確保。
•事業内容は農産物生産(ベビーリーフ、ミニトマト等)のほかに、安定した収
入を得るため農業体験農園の運営、近隣農家の作業受託、カフェの運営、農
産物加工等を実施。

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）茨城県つくば市

障害者就労支援の促進に向けた取組

（茨城県つくば市）

（異業種・各省連携等）

• 近隣病院
• 養護学校ハロー
ワーク等

２ 今後の展望と課題
•地域外の障害者が通って来て、農業に従事することについて、近隣住民の理
解の醸成が重要。

•平成27年度に農業法人を設立し、障害者の正規雇用を開始予定。
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１ 概要
① 取組の経緯

•農園主は、来訪者自身が花、果実を摘み取り、作物の様子などを体験して
知って欲しいと考え、平成15年に約１haの観光農園ベンズファームを開設し、
都市住民へ憩いの場を提供。

•また、当農園は、平成12年から東京都障害者等社会適用訓練事業により、職
業訓練所として受託しており、現在訓練生５名を受入れ。

•訓練生は、都保健所からの紹介により当農園で３年間訓練生として、農作業
一般(は種から肥培管理、収穫まで)を行い、訓練期間終了後は、都保健所が
就労先を斡旋している。

② 取組の特徴
•訓練生は、団体の視察等の際に、農園の概要を説明することにより、自信と
誇りをもって従事。

•また、当農園で生産したブルーベリーは、他の障害者職業訓練所でジャムに
加工し、当農園内で販売。

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）東京都小平市

障害者就労支援の促進に向けた取組

（東京都小平市）

（異業種・各省連携等）

• 東京都（産業労働
局）

２ 今後の展望と課題
•当農園は、障害者職業訓練所として、３年間の訓練期間となっている。訓練
後も引き続き全ての人を雇いたいが、現実には経営上、その一部の人しか継
続雇用ができない状況(当農園では現在３名雇用)となっており、訓練後の雇
用への支援が課題。

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）静岡県浜松市

１ 概要
① 取組の経緯

•平成16年の園芸福祉全国大会が浜松市で開催されたのを契機に、障害者等の
農業への参画を推進するため、幅広い分野の関係者が情報交換を行う研究会
「浜松市ユニバーサル農業研究会」が平成17年に発足(会員数15)。事務局は
浜松市。

② 取組の特徴
•平成17年から１～２ヶ月に１回程度の勉強会を行い、専門性を活かしながら
共通認識を深めるほか、ほ場作業を視察して作業工程や指示等の改善を検討。

•作業療法士、機械メーカーとともに、障害者向けの農機具の開発も実施。
•現在、市内の障害者受入農家数は約20戸となっており、こうした取組が、農
業法人による障害者雇用の拡大(障害者雇用数18名)、農作業を請け負う特例
子会社の設立(同16名)などに寄与。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•障害者による農産物の加工、販売等就業機会の拡大。
•農作業の研修ほ場を設置し、障害者の基礎的な農業技術の習得、障害者と関
わる上での的確な情報伝達の方法等の研修の実施。

•障害者と農業者、企業、福祉施設それぞれを効果的にマッチングさせるため
の事業を実施。

•障害者受入農家は、技術指導、作業管理等のノウハウの習得や障害者とのコ
ミュニケーションの確保が必要であり、これらを支援する人材の育成・活用
への助成が必要。

•各種支援制度の活用等にあたり、福祉側と農業側の一層の連携が必要。

• 農業者
• 福祉事業者
• 特例子会社
• 社会保険労務士、大学
（作業療法士）

• 静岡県西部農林事務所
• 浜松市（農業担当部局、
福祉担当部局、労政担
当部局）

（静岡県浜松市）
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地域の「絆」を活かした障害者就農の推進（ＮＰＯ法人ＵＮＥ）新潟県長岡市

１ 概要
① 取組の経緯

•前身の「ユニバーサル農園芸えちご」を経て、平成23年４月、ＮＰＯ法人と
して認定されるとともに、耕作放棄地や空き家が目立つ一之貝集落に地域活
動支援センター「UNEHAUS」(障害者福祉サービス拠点)を運営、障害者と地域
の高齢者と協働して水田1.2ha、畑0.8haの他、加工・販売を手掛ける。

•平成25年２月、ＮＰＯ法人として新潟県内初の認定農業者に認定。
•１日平均７～８人の障害者の日中支援活動として農作業の訓練を実施。

② 取組の特徴
•UNEHAUSを拠点に障害者と地域住民との交流を図るため、農業（米、野菜、花
の栽培）のほか農家レストランを経営、各種イベント等を開催。

•平成24年１月に地元の中小企業が創設した特例子会社（株）夢ガーデン（将
来的には農業への進出を目標にしている）と連携し、障害者による堆肥の製
造・販売、切り花の生産、ガーデニング等の作業に取組んでいる。

（写真：「UNEHAUS」に視察
に訪れた長岡市のみなさん

障害者就労支援の促進に向けた取組

（新潟県長岡市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•農業ジョブトレーナー等の人材育成、障害者受け入れに対する地域住民の理
解の醸成、都市住民の受け入れ体制の整備等を積極的に取り組み、将来的に
は特例子会社の誘致や、障害者就労支援施設の立上げを目指す。

•「農・障(障害者)･高(高齢者)」の連携と若者及び地域資源を活用し、地域
の課題解決を進めながら障害者の就労を推進する地域のコーディネータが必
要。

• （株）夢ガーデン

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）富山県富山市

１ 概要
① 取組の経緯

•社会福祉法人めひの野園は、当時、社会的にあまり理解が得られていなかっ
た自閉症者の支援施設として昭和56年に設立。翌年、社会福祉法人として認
可。

•平成11年から購入菌床によるしいたけ栽培を実施、平成17年から菌床からの
一貫生産を実施し、障害者の就労機会の創出、維持、自立を目指す。

② 取組の特徴
•年間12万床でしいたけを栽培、14万床の菌床を販売。
•職員12名及び施設利用者40名で生産（平成26年8月現在）。
•生長過程を目で確認できるしいたけ栽培は、コミュニケーションが苦手でも
目に見えることへの適応能力が優れる自閉症者に 適。

•生きがいの創出に加え、収入の面からも施設利用者の生活の維持に貢献。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（富山県富山市）

(異業種・各種連携等)

２ 今後の展望と課題
•安定した事業形態を維持することにより将来にわたって利用者とその家族の
生活をサポートするとともに、菌床の販売も手がけることで地域の菌床しい
たけ産業にも貢献。

•自閉症者が集中して行うことができる作業の適性は、短期間で判断すること
が難しいため、長時間かけて適性を判断することが必要。
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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）石川県小松市

１ 概要
① 取組の経緯

•社会福祉法人 南陽園（石川県加賀市。昭和49年９月設立）は、障害者の就
労支援を目的として、植物工場（「菜っぱちゃん」）及びこれに併設するレ
ストラン（「しあわせ食彩ゴッツォーネ」）を平成23年１月に小松市内で
オープン。

② 取組の特徴
•本施設では、50名(全体従業員数70名)の障害者を雇用(うち雇用契約を結んだ
就労継続支援事業Ａ型が12名で、時給は700円)し、これを５つのグループに
分けて、植物工場での４種類のレタスの栽培、レストランでの開店準備や厨
房洗い場の清掃、パン・クッキー作りや野菜の下処理等の業務を行っている。

•同法人では上記のほか、老人ホーム（シーツの取替）等への人材派遣等の就
労支援を行っている。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（石川県小松市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•小松市やハローワークから障害者の求職に係る問い合わせが多く、当法人も
業務を拡張し、これらを多く受け入れたい意向。このため、現在、近隣に畑
を借り、障害者を雇用して露地野菜を栽培し、レストランの食材としての活
用を検討中。

•障害者雇用に際して、就労場所・賃金を確保するため業務拡張等を行うが、
この際、行政による、授産施設の整備等ハード面に対する支援のほか、例え
ば、上記展望の場合、農地の斡旋、栽培指導員の派遣等といった、ソフト面
の支援も必要。

• 厚生労働省補助事業を
活用し、植物工場及び
レストランを整備。

• 小松市の補助事業を活
用してレストランの厨
房機器を整備。

障害者雇用による農業経営（白山若葉(株)）石川県白山市

１ 概要
① 取組の経緯

•白山山麓地域の農山村資源を活用した６次産業化を実現し、農業を通じた障害
者の雇用（就労支援）を図ることを目的に、平成24年３月、農業者４名及び社
会福祉法人関係者２名により、農業生産法人白山若葉(株)を設立。

•現在、施設入所者30名、通所者12名を農業及び加工部門で雇用。
＜栽培面積＞クレソン21ａ、エゴマ・ビーツ・紫イモ等15ａ、そば若葉0.7ａ等
＜商品＞自社農産物を練り込んだ米粉パスタ、そば若葉乾麺等

② 取組の特徴
•比較的栽培しやすく流通量の少ない農産物を生産。
•機能性の高い農産物を少量多品種生産し、販売面で優位性を発揮。
•障害の程度に応じて作業の担当を設定し、生産効率及び安全を確保。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（石川県白山市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•機能性を活かした加工品開発を継続し、差別化を図った商品の品揃えを目指
す。

•自社農産物を活用したレストランを開設する（３～４年後目途）。
•年間を通じた、安定した就労の場を確保すべく、加工・販売部門の拡充を図る
中で、農林漁業成長化ファンドの活用も検討する。

•積雪地帯では冬場の就労確保が厳しく、「正社員契約、通年雇用」を要件とす
る農水省の雇用助成金を受け取ることが出来ない。

•加工品の機能性、効能を表示する際の縛りが厳しい。

• 社会福祉法人
• 鳥越福祉会
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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）福井県越前市

１ 概要
① 取組の経緯

•平成24年８月に、障害者の知識及び能力の向上に必要な訓練を行うため
（株）アクアファーム(構成員15名)を設立。

•同年11月就労継続支援Ａ型事業所として、福井県から認定。
•平成25年4月に県事業を活用した植物工場（平屋建て、延べ床面積110㎡）が
落成。

② 取組の特徴
•太陽光や外気を遮断した屋内で、ＬＥＤ（発光ダイオード）を使いレタス
（２種類）を栽培。10代から60代の知的障害者５人、身体障害者２人、精神
障害者３人が社員として就労。

•植物工場での作業が困難な障害者は、社会福祉法人で施設外就労として働い
ている。

•植物工場での作業は一般の農作業に比べ安全。障害者の作業環境に配慮し、
室温は常時23℃に設定し、作業時は全員が酸素濃度計を携帯するなど工夫。

（写真：植物工場内での
作業の様子）

障害者就労支援の促進に向けた取組

（福井県越前市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•植物工場の強みである無菌に近い状態での生産等を前面に出し販路の拡大を
図る。

•一層の栽培技術の習得が必要。
•植物工場の強み等を活かした商品の差別化と販路の開拓が必要。

• 社会福祉法人

市民参画型の就労支援（ＮＰＯ法人小さな種・ここる）福井県鯖江市

１ 概要
① 取組の経緯

•平成17年３月に「ＮＰＯ法人さばえＮＰＯサポート」がノーマライゼーショ
ンの啓発と地域の食文化の継承を掲げてコミュニティ・カフェ「ここる」を
オープン。その後、ＮＰＯサポート総会で法人格を取得後の独立が承認され、
平成23年10月に「ＮＰＯ法人小さな種・ここる」(構成員40名(障害者サポー
ト20名、地域地産地消グループ20名))として設立の運びとなった。

② 取組の特徴
•企画並びに運営のほとんどはボランティアの協力により行われている。
•鯖江市とパートナーシップ協定を締結し、①公共施設の空きスぺースの使用
料を市が1/2補助 (café＆lunchここるを営業）、②耕作放棄地を市が斡旋(こ
こるファーム20ａを経営)③高校生を対象とした食育の実践等の共同事業に取
り組む。

•食品メーカーと協働でここるファームで生産したトマトをジャムにする等の
６次産業化(Creation factory ここる)の取組を進めている。

（写真：NPO法人ここる
親睦会の様子）

（福井県鯖江市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•６次産業化の中で更に付加価値の高い製品の開発を目指す。
•チャレンジド（ハンディキャップを持ちながら社会参画している人達）の雇
用の場として、地域の人々の幅広い参画が得られるように取り組んでいく。

•当面は経営基盤の安定が課題、特に責任の重い仕事をボランティアとして担
う役員には、 低限の必要経費を支払う等の対応が急務。

• 鯖江市市民協働課

障害者就労支援の促進に向けた取組
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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）岐阜県山県市

１ 概要
① 取組の経緯

•(有)山県ファームの前身である(株)フォス（ワサビ栽培）において、岐阜聾学
校より生徒の受け入れを要請され正社員として３名を雇用。

•障害者雇用を拡大するため、障害者就労継続支援Ａ型事業所として、平成20年
に(株)ＷＳＢバイオ（しいたけ、わさび苗）を、平成22年に(株)ＷＳＢ食品
（露地野菜、加工）を設立。※ＷＳＢはワサビ（wasabi）の略

② 取組の特徴
•遊休農地を借入(利用権設定)し、障害者を主体とした農作物の栽培・加工及び
販売を実施。(ＷＳＢグループでの障害者雇用数(平成26年８月現在)：39名)

•平成23年12月、岐阜都ホテル、岐阜大学及びＷＳＢグループとの間で野菜の供
給に関して提携し、岐阜都ホテルは、岐阜大学の農業技術指導のもとにＷＳＢ
グループが生産した野菜を使用した特別コースを季節ごとに提供。

•平成24年７月からは、岐阜大学が品種改良したアマランサス(商標登録名：仙
寿菜)を栽培し、岐阜都ホテルと連携した新商品(ジュース等加工食品)を開発、
販売中。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（岐阜県山県市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•障害者に農地や農機具を貸し出し、仙寿菜を栽培してもらい、販路はＷＳＢグ
ループが確保することにより、月に８～９万円の収入を目指す。

•農福連携を推進するために設立(平成24年５月)した(一社)農福就労支援ネット
ワークの全国の会員を核として、障害者による仙寿菜の栽培を拡大。

•障害者の一般就労先として、農業関係の企業が少ない。

・岐阜都ホテル
・岐阜大学
・ＷＳＢグループ

(有)山県ファーム
(株)ＷＳＢバイオ
(株)ＷＳＢ食品

仙寿菜（せんじゅさい）

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）
三重県名張市

１ 概要
① 取組の経緯

•障害者の就労対策の一環として、農業分野における障害者の就労を推進するた
め、農業団体、福祉団体、特別支援学校及び行政等の関係者を構成員とする
「名張市障害者アグリ雇用推進協議会」を平成21年2月に設立。

② 取組の特徴
•農業就労体験実習（163名）、障害者アグリ就労推進研修会の開催、一般就労
後の定着支援等の取組を実施。

•農業分野で障害者が就労する際に、受入農家及び就労する障害者等関係者に必
要な支援者として、「農業ジョブトレーナー」を養成（平成25年度登録者数：
53名）。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（三重県名張市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•農業関係者及び障害者を含む福祉関係者相互の理解を深め、障害者の農業就労
を推進することにより、心身の健康や機能回復を図り、障害者の自立を促進す
るとともに、障害者を新たな担い手と捉え、農業活性化につなげていく。

•安定した障害者雇用が可能な農業事業体の開拓と確保。
•受入農家における、通年での障害者の雇用を可能にするための農作業の確保と
体制整備への支援が課題。一般就労として受け入れる場合の支援者の確保が課
題（経費等）。

・名張市
・伊賀圏域障がい者就業

生活支援センター
ジョブサポート ハオ

・特別支援学校伊賀つば
さ学園

・伊賀南部農業協同組合
・農業経営者クラブ

支援者のスキルアップ
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特例子会社による障害者就労の促進（ハートランド（株））大阪府泉南市

１ 概要
① 取組の経緯

•ハートランド（株）はコクヨ（株）の子会社として平成18年12月設立、翌19
年１月農業生産法人として農地の権利を取得、20年３月特例子会社認定。

•農地4,200㎡（うちハウス2,920㎡）において水耕栽培によりサラ
ダほうれん草、レタス、軟弱野菜を生産。

•社員15名のうち障害者８名（知的障害者７名、精神障害者１名）
このほか企業内授産として約15名／日が就労。

② 取組の特徴
•日本で初めての「特例子会社による農業生産法人」。
•地域の障害者の作業所と連携し障害者の働く場を提供。
•生産している「サラダほうれん草」のブランド化に成功。
•需給変動に対応し、生産の平準化を目的とした加工食品への取組
（六次産業化法による認定）。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（大阪府泉南市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•障害者雇用に取り組む生産者と連携して、ハートランドブランド商品の流通
を拡大。

•加工食品等のグループ内での評価・改善による商品力の向上。
•農業技術の習得による、生産性の向上、品質の安定化。

• 大阪府
• 泉南市
• 特例子会社制度等
（厚生労働省）
• ６次産業化法に基づ
く総合化事業計画

• ６次産業化支援事業

※コクヨグループでは、障害を持つことは害ではないとの考えから、障害者を表現するとき『障碍者』という
字を使用している。なお、本書では「障害者」と一般的な表記にしている。

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）大阪府寝屋川市

１ 概要
① 取組の経緯

•社会福祉法人すばる・北斗は昭和60年に開設された障害者通所授産施設。平
成18年に公設民営化され「すばる・北斗福祉作業所」として運営。

•平成３年に実験的に農作業を行ったところ、利用者が活き活きと作業する姿
が見られたことから、平成４年から作業所近くの休耕地を借りて農作業を行
う園芸科」を発足。現在、園芸科には13人が在籍。

② 取組の特徴
•作業所裏の５ａの畑で無農薬野菜を栽培。播種・苗作り～収穫までの様々な
作業を行い、四季折々の野菜を丹精込めて育て、地域の人や家族に提供。

•作業は、利用者の障害の程度や作業能力に応じた仕事とする、満足感や喜び
を感じられるよう仕事の 初から 後までを自身の手で展開できるよう進め
るなどの工夫を行いながら実施。

•収穫した作物の「販売会」も実施しており、お客さんとのやりとりで「おい
しかった」の声を聞くことが大きな励み。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（大阪府寝屋川市）

２ 今後の展望と課題
•今後とも、無農薬野菜にこだわり、地域の方に、より安全・安心・安価な野
菜を提供していきたい意向。

•一人ひとり毎に道具を工夫するなど作業能力や発達に応じた取組ができるよ
うな工夫が不可欠であり、施設の職員が利用者や園芸作業についての十分な
理解と見通しをもつことが大切。

（異業種・各省連携等）

• 寝屋川市（障害者自立支援
法による各種対策）

• 寝屋川市立総合センター
（毎週水曜日の定期販売）

• 大谷町自治会（法人が主催
する夏祭り等に参加）

野菜栽培ほ場

野菜の販売

※社会福祉法人 すばる・北斗では、障害者を表現するとき「障がい者」という字を使用している。
なお、本書では「障害者」と一般的な表記にしている。
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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）奈良県山添村

１ 概要
① 取組の経緯

•平成10年、村からの働きかけもあり、村内の有志で精神障害者社会適応訓練事業者と
して、どうでの会を発足し、障害者の自立支援の取組を開始。

•障害者の自立支援と農作物や資源を活かした地域力向上を目指して様々な活動を実施
しており、平成18年にNPO法人どうでを設立。

•障害者の自立支援活動では、自ら農作物を作り、付加価値を高める加工や販売に携わ
ることで、作る楽しさ、収入を得る喜びに結びつけ、自立度を高めることを目的とし
て取組。現在、入所者が15名で、通いの利用者が約40名。

② 取組の特徴
•農作業では、村内の15ａの農地で水稲、麦、さといも、たまねぎ、しいたけなどの
様々な品目を生産。

•加工・販売関係では、NPO法人どうでや地元農家が生産した野菜等を使用し、日替わ
り弁当や米粉パンなどの製造・販売、レストランでの食事提供を行っている。

•利用者の日々の体調なども注意深くみながら、安全で効率的な作業となるよう、日々
の班編成や役割分担などを計画。また、生活レベルや作業能力に応じた賃金の支払い
があり、将来の自立に向けた蓄財を支援。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（奈良県山添村）

２ 今後の展望と課題
•地元山添村の野菜をＰＲするためにも、土づくりなどもしっかりと行い、良いものを
作ることに努めながら、地域にないアンズなどの新たな品目の生産にも取り組みたい
意向。

•農作業を行う畑等が広がってきたことに加え、鳥獣害の増加もあり、活動の場である
農地のメンテナンスを如何に継続していくかが課題。

利用者が作業する野菜畑

移動販売のようす

（異業種・各省連携等）

• 山添村（障害者自立支援
法による各種対策・イベ
ント等（野菜販売等）へ
の参画）

• 地元農家（地元産野菜の
加工・販売への利用）

※NPO法人 どうででは、障害者を表現するとき「障がい者」という字を使用している。
なお、本書では「障害者」と一般的な表記にしている。

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）岡山県岡山市

１ 概要
① 取組の経緯

•ＮＰＯ法人ドリーム・プラネットは平成20年に設立、就労継続支援Ａ型事業
所を開設。

•法人設立以前は、平成７年よりパンジーなどの花壇用苗の栽培・販売を開始
し、その後、精神障害者共同作業所などとの交流をきっかけに、平成９年か
ら障害者雇用を開始。

•現在、障害者22名を雇用し、苗類生産の一部作業を受託。知的障害者は、土
作り、ポットへの土入れ等。精神障害者は、花の苗を販売先へ配送等。

•職員数：29名（うち雇用障害者数：知的６名、精神16名）
② 取組の特徴

•社員やパート職員（健常者）とも連携を取りながら、障害者の体調にも柔軟
に対応 できるよう、無理のない勤務方式を採用。

•栽培した花苗等のホームセンターへの搬送及び出荷作業は、精神障害者２名
体制（運転手と助手）で実施。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（岡山県岡山市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
今後も安定的に障害者を雇用するために、
•障害者に仕事のノルマを与えない。
•就労に関しては１人ではなく複数名の雇用に配慮し、障害者の不安を抑える。
•雇用した障害者に関わる家族、病院、作業所、保健センター等との定期的な連
携に留意して事業を実施。
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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）
熊本県水俣市

１ 概要
① 取組の経緯

•NPO法人グローバル園芸療法センターは、障害者の就労支援の場として緑と
福祉の架け橋となる園芸療法を行うとともに、障害者や高齢者･子ども達の
心身の健康維持及び職業訓練を受けている人の社会参加の促進を図ることを
目的として平成15年５月に設立。

•園芸療法活動を行うため、ローズガーデン(20ａ)の管理及び園芸生産事業
(ハウス１棟３ａ)等を実施し、19名(平成26年８月現在)の障害者が利用。

② 取組の特徴
•季節の草花やいちごの育成、バラの講習会、イベントでの展示販売など園芸
活動を通じた生きがいづくりの支援を実施。

•地域に点在する小規模ブルーベリー農家、調理師、栄養士などが参加する
ネットワークを構築し、ブルーベリーの安定的な生産･供給を目的としてデ
ザート、お菓子等10種類の試作品を開発し、ジュースとジャムを商品化。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（熊本県水俣市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•現在地域の耕作放棄地(90ａ)を農家から借用し野菜栽培を開始。今後、薬草
類などを生産予定。

•水俣・芦北地域では、障害があることを理由に厳しい求職活動を続けている
方が多いことから、関係機関を構成員とする障害者就労支援ネットワークを
立ち上げ、広く企業に理解してもらうための取組･活動を実施。

•就農へつながるステップとして、各福祉施設が障害者（数名程度）を受入れ、
農作業等の支援をしていくことが課題。また、農業法人等との連携、ネット
ワーク化が必要。

• 県地域振興局
• ハローワーク
• 市町
• ８か所の福祉施設
• ４か所の支援セン
ター

• 支援学校

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）熊本県山都町

１ 概要
① 取組の経緯

•ＮＰ０法人丸山ハイランドは平成18年に設立（平成26年４月現在の会員350
名）。平成13年頃から農作業を通じた知的障害者の自立支援、一般のボラン
ティア参加機会や憩いの場の提供を目的として活動。

•古民家を改築した農家レストラン「ふれ愛館」を拠点に、知的障害者支援と
しての農業生産活動、農作業体験受入、各種交流イベント等を展開。

② 取組の特徴
•農家レストラン「ふれ愛館」を運営し、知的障害者を雇用（就業訓練）。
•休耕地（約２ha）での農作業、農産加工を通じた知的障害者の自立支援。
•小中学生や一般を含めた農作業体験、コンサートなど交流イベントの開催。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（熊本県山都町）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•療法的園芸は「農」との関わりの中で癒し、やすらぎ、達成感などを得るも
ので、知的障害者だけではなく広く一般にも通じるもの。国内ではまだまだ
浸透していないが、活動の幅を拡げ、熊本発で広めていきたい。

•リタイヤ世代の健康増進や生きがいづくりに「農」を活かしたいと考えてお
り、丸山ハイランドとそういう人達を結ぶ市内(熊本市)拠点をつくりたい。

•活動経費は会費や生産した農産物の販売等が原資となっているが、現状は専
従雇用（１名でも）を安定的に雇えない状況（農場管理やレストラン運営に
は地元住民らのボランティア的な部分が大きい）。継続的な雇用ができるよ
う経営面で支えてくれる制度が必要。

• 地元住民
• 婦人会
• 障害者デイサービ
ス施設

• ＪＡ（配食サービ
ス）ほか

知的障害者の方々との作業風景
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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）熊本県益城町

１ 概要
① 取組の経緯

•社会医療法人ましき会（益城病院）では、障害者自立支援法に基づく就労継
続支援事業として、障害者の社会復帰・社会参加と食を通じた地域の健康づ
くりを目的に、平成18年11月に「健味健食園」を開設。病院に隣接する健康
農園、レストラン、パン工房の３施設を障害者（30～40人）の就労訓練の場
として運営。

② 取組の特徴
•健康農園（1.7ha）、レストラン、パン工房で障害者の就労訓練を実施。
•障害者は、農作業やグラウンドゴルフ場の管理を通して地域住民と交流。
•レストランやパン工房の食材は、健康農園でできた作物や近隣農家が生産し
た有機野菜等も活用し、地域住民との交流・連携を図っている。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•健味健食園は、患者さんの社会復帰・自立に向けて、患者さんと共に前進。
•さらに、食の安全とおいしくて体にやさしい食事の提供を通じて、地域の健
康づくりに貢献するとともに、健康的な地域社会の実現を目指す。

•高齢化、高度情報化社会の中で認知症や精神症状を発症する人の数は増加し
ている。一方で、医療保険収支の逼迫で退院促進や病床数の減床が政策的に
求められており、社会復帰、生活の継続のために退院後も何らかの相談・支
援が必要な患者は増えていることから、医療政策の変化や自立支援法の見直
し等に対応しながら、これからの運営をどのように順応させていくのかが課
題。

• 地元農家（近隣）
• 地域活動支援セン
ター

• ＪＡほか

（熊本県益城町）

健康農園での農作業（稲刈り体験）

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）沖縄県沖縄市

１ 概要
① 取組の経緯

設 立：平成21年
•従業員（農業関係）：12名（植物工場に４名、ほ場に８名）、ほ場面積：20ａ
•障害者の社会的自立・雇用の促進、生活を支援する事業を行うことで、市民の
障害者に対する理解を深め、交流を促進させ、地域と社会の福祉向上・増進に
寄与させる目的で事業を展開。

•農業は、大きな達成感と満足感を障害者に与えることができるため、事業の一
つとして取り入れた。また、植物工場の取組は、空き店舗となったスペースの
有効活用と、そこで栽培された野菜類の販売・流通を通した地域の活性化を意
図として開始。

② 取組の特徴
•沖縄市一番街の空き店舗を利用して、植物工場を運営し、安心安全な無農薬
野菜（リーフレタス、水菜、小松菜等）を地域に供給するとともに、当該植
物工場で生産した野菜を一次加工（カット野菜）し、サラダ等の生産販売に
も取り組む。また、ほ場で野菜や花（クワンソウ）の露地栽培にも取り組む。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•自らが生産した農産物を利用したスムージーの開発など、６次産業化への取り
組みを検討中。

・就労継続支援事業（Ａ型）
（厚生労働省）

・沖縄振興一括交付金
（内閣府）

ほ場の様子

植物工場の様子

（沖縄県沖縄市）

38



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）沖縄県宮古島市

１ 概要
① 取組の経緯

設立：平成22年５月
•従業員：18名（障害者：15名、職業指導員２名、生活支援員１名）
•作付作物：サラダほうれん草、レタス、水菜など
•社会福祉法人みやこ福祉会が、宮古島内に障害者の常勤雇用の場を提供する
ことを目的として、鳥取県などの野菜生産工場へ職員を派遣してノウハウを
勉強した後、就労継続支援A型事業所として「野菜ランドみやこ」を建設。

•野菜工場で生産されるサラダほうれん草やレタス、水菜などの野菜は、島内
のスーパー及びリゾートホテルに出荷し、石垣島や本島へも毎日出荷。

② 取組の特徴
•野菜生産工場の中では、15名の障害者が作業員として、播種・収穫、袋詰め
などのほとんどの作業を行っている。

•沖縄では夏の収穫がほとんどない葉物野菜を周年生産することで収益を伸ば
し、 大15名の雇用を可能にしている。

障害者就労支援の促進に向けた取組

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題

•みやこ福祉会は、障害者の雇用を目的とした施設として、新たにレストラン

の建設を計画しており、野菜ランドみやこで生産された野菜は、レストラン

で活用される予定。

•レストランを建設する際の費用の確保が課題。

・就労継続支援事業
（Ａ型）（厚生労働省）

水菜の下葉取り

生産施設の様子

（沖縄県宮古島市）

１ 概要
① 取組の経緯

•平成15年に園芸福祉に関わる有志によりNPO京の園芸福祉研究会を設立、平成
22年には、農業体験農園「すこやかファームおとわ」を開設、京都市内の園
芸福祉士(200人程度)の活動拠点とし、農業の持つ健康増進や癒し機能を活用
し、市民農園普及や園芸福祉士の育成を通じた福祉活動を実践。

② 取組の特徴
•農園で実施されるイベントや農作業を通じて地域住民と障害者との交流機会
を提供(農園は一般市民50人ほか、京都市内の障害者福祉施設３団体が利用)。

•農作業従事による障害者への就業機会を提供。
•農園で生産した野菜の販売で生じた売上金を障害者の就労手当に充当。
•園芸福祉士に実践の場を提供。

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

（京都府京都市、城陽市、
亀岡市）

（異業種・各省連携等）

•園芸福祉士の活動先の拡大や、障害者に手当が払える収益性を確保出来る経
営の確立、障害者の作業精度のバラツキをカバー出来る作業体系の確立が課
題。

• すこやかファーム
おとわ

• ふれあい農園

２ 今後の展望と課題
•園芸福祉士の育成のみならず、園芸福祉士を福祉関係関連施設・団体等に斡
旋する活動を展開予定。

•農業関係者、福祉関係者、教育担当部局等といった各担当分野を超えた官・
民ネッワークを構築予定。

「すこやかファームおとわ」
全景

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）京都市、城陽市、亀岡市

+ 障害者就労支援
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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）北海道千歳市

１ 概要
① 取組の経緯

•（有）ファーム花茶は、野菜や果樹の生産、旬の素材を使ったアイスクリー
ムの製造・販売、ファームレストランの運営などを家族経営で行う農業生産
法人｡

•来訪者には、心身の不自由な方もおられることから、憩いとゆとりの場とし
て、福祉の庭「コロンポロン」をファーム内に新たに設置（平成23年11月）。

•地域の福祉施設と連携することにより、知的障害者が畑の管理作業や直売所
での野菜販売に従事（平成22年から取組を開始）。

② 取組の特徴
•「コロンポロン」のスペースでは、子供から高齢者、障害者など誰もが園芸
作業や農産物の収穫、動物とのふれ合いなどの体験が可能であり、ガーデン
ライブや料理教室など様々なイベントも実施。

（北海道千歳市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•障害者の通年雇用を実現するには、経営基盤の強化や食品加工の取組が必要
となるが、家族中心の経営では、各種助成要件の充足も含めて、さらなる対
応が難しい｡

•知的障害者の受け入れには、体調管理などの面も含め、試行錯誤をしながら
取り組んでおり、きめ細かな支援が必要。

• 社会福祉法人
千歳いずみ学園

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組 + 障害者就労支援

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）北海道増毛町、留萌市

１ 概要
① 取組の経緯

•増毛町の果樹園が高齢化等により廃園に直面する一方、留萌市とその周辺町村
では、医師をはじめ医療従事者の人材が不足。

•「留萌がんばるかい」（市民団体）が事務局となり、廃園寸前であった果樹園
を、園芸療法を行うリハビリりんご園（0.5ha）として活用することで医療従
事者の人材確保にも貢献。

② 取組の特徴
•農業生産者（パプヤの里）、地域の医療機関、全国の医療系大学や行政と連携
して、医療系学生の研修の場としてりんご園を活用。（平成25年度：14名）

•地域住民と医療実習生の交流を通して地域の魅力をＰＲし、地域の医療従事者
の確保、定住促進に寄与。

•取組を通して園芸療法が若年認知症等のリハビリにも効果があることを確認。

（北海道増毛町、留萌市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•医療実習を行う学生を広く全国から募るため、同地域の病院やリハビリりんご
園で実習を行うための予算確保が必要。

•平成25年度は保健師１名を確保したが、今後は医師確保に向けた取組が重要。

• パプヤの里（増毛
町果樹園）

• デイ・ステイケア
医療施設

• 留萌市立病院
• 留萌市
• 札幌医科大学ほか

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組
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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）秋田県三種町

１ 概要
① 取組の経緯

•地域の過疎化・高齢化に歯止めをかけるため、地域住民、自治体やＮＰＯが
移住者受入や農産物販売等の取り組みを実施してきたが、さらに、田舎なが
らも誰もが安心して快適に暮らせる魅力あふれるまちであるためには、多様
な社会的弱者に優しい生活の場をつくることが重要な課題と捉え、事業を実
施。

•平成23年に「農村の癒やしを考える会・八竜」を設立。また、平成23年度か
ら平成24年度にかけて、食と地域の交流促進対策交付金を活用。

② 取組の特徴
•介護高齢者、引きこもり青少年等への農業体験プログラムを開発。
•引きこもり青少年等を対象にした農業体験プログラムでは、社会復帰のス
テージとして、農園作業を主軸に実施。

•プログラム開発にあたっては、老人ホーム、医療法人と連携した体制で実施。

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（秋田県三種町）

（異業種・各省連携等）

•少子高齢化が進み交流が少ない地域で、農業と福祉を結びつけた活動を実施
したことにより農を核とした交流が生まれた。

•活動の継続には、活動資金の確保が必要。

・ＮＰＯ法人長信田の
森

・ＮＰＯ法人一里塚

農園整備の作業風景

２ 今後の展望と課題

１ 概要
① 取組の経緯

•千葉県成田市で建設業を営む(株)島田建設では、農家の空き家や空き部屋を
デイサービス施設(３ヶ所、定員各10～20名程度)に改修し、併せて農園を整
備(年間利用者延べ12,800名程度)。

•デイサービス施設を利用する地域の高齢者等要介護者から、「農」に触れあ
うことができると好評。農園の一部では、車いすでも利用できるよう利用者
に配慮したレイズベッド(高床花壇)を設置。

•同社が中心となり、園芸療法や園芸福祉を活かしたデイサービス事業を推進
していくため、ＮＰＯ法人園芸療法勉強会を平成20年５月に設立。

② 取組の特徴
•(株)島田農園では、千葉大学環境健康フィールド科学センターと連携し、園
芸療法プログラムを開発中 。

•福祉分野・農業分野の関係者や一般企業を対象に勉強会を月１回程度開催。
農園付きデイサービス事業の普及に向け関係者のネットワークづくりを推進。

福祉と農業の融合を目指すビジネスの展開（ (株)島田建設）千葉県成田市

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（千葉県成田市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•園芸療法プログラムの確立とレイズベッド(高床花壇)等の整備により、事業
モデルを体系化させ、園芸デイサービスのボランタリーチェーンを目指す。

•福祉や農業関係者、一般企業を対象に園芸療法勉強会を継続的に開催し、協
力者を確保。

•農家改修や農地整備にかかる費用負担、デイサービス利用者の確保が課題。

・千葉大学環境健康
フィールド科学セ
ンター

・NPO法人園芸療法勉
強会
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高齢者や障害者に収穫する喜びを提供（NPO法人 鹿深の杜）滋賀県甲賀市

１ 概要
① 取組の経緯

•NPO法人鹿深の杜は耕作放棄地の利活用を図り、従来の環境と農業を取り戻すこと
を目的として、平成19年に設立。

•耕作放棄地を活用した循環型農業や景観づくりに取り組む中で、水田・畑のオー
ナー制度の実施と併せ、福祉施設と連携した取組も実施。

② 取組の特徴
•整備した耕作放棄地のうち、畑オーナーほ場（１区画25㎡）の５区画について、福
祉目的に利用することとし、菜の花やダイコンを栽培し、知的障害者施設の利用者
に花摘みや収穫作業の場を提供。

•平成24年からは、甲賀市の「高齢者介護予防ボランティアポイント制度」を活用し、
特別養護老人ホームの利用者等が、自然に触れて花や野菜を育て、収穫する喜びを
体験できる活動の場を整備して提供。

•生ゴミ堆肥を使った安心な米づくりを行う「オーナー田」で栽培された米の一部を
福祉施設に寄贈。

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（滋賀県甲賀市）

２ 今後の展望と課題
• 障害者への園芸の場の提供など、法人の実施する取組に対する理解の増進と活動
費の確保に向け、生ゴミ堆肥を使った循環型ECO野菜（作物）を栽培し、漬物やド
レッシングなど付加価値を高めた加工品の開発と販売に取り組む。

• 障害者等に園芸の場を提供するには、ボランティアスタッフを確保する必要があ
り、時間的に余裕のあるリタイア組を如何に取り込むかが課題。

施設利用者によるダイコン収穫

かふか もり

（異業種・各省連携等）

• 特別養護老人ホーム
• 知的障害者施設
• 甲賀市健康福祉部長

寿福祉課（高齢者介
護予防ボランティア
ポイント制度等）

ふれ合い農園(畑オーナーほ場)看板

かふか もり

※ NPO法人 鹿深の杜では、障害者を表現するとき「障がい者」という字を使用している。
なお、本書では「障害者」と一般的な表記にしている。

園芸で生きがいづくりや介護予防を（NPO法人 たかつき）大阪府高槻市

１ 概要
① 取組の経緯

•NPO法人たかつきは平成13年設立。高槻市の介護予防施設「街かどデイハウス晴耕
雨読舎」を運営するとともに、地域の病院での園芸療法サービスに取り組む。

•平成19年に高齢者の生きがいづくりや介護予防に農作業を取り入れた「デイサービ
スセンター晴耕雨読舎」を開所し、園芸療法、園芸福祉を実践。

•施設に隣接する５ａのほ場を園芸療法の場として整備。１日の定員は20名で、平日
に16～18人が園芸療法サービスを利用。

② 取組の特徴
•高齢者の生きがいづくりや介護予防に野菜づくりや花づくりを取り入れ、農作業や
農環境を通じて得られる喜びや癒しにより日常生活における活動力を向上。

•利用者の自己選択を 重要視し、車いすのまま負担なく園芸を楽しめるレイズド
ベッド（高床花壇）の整備などにより、利用者の「やりたい」を形にできるよう支
援。

•10年以上にわたってNPO法人日本園芸福祉普及協会が認定する「初級園芸福祉
士」養成講座も実施。

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（大阪府高槻市）

２ 今後の展望と課題
•デイサービスの利用希望者が多く、キャンセル待ちの状態。生活の中で野菜作りや
土いじりできるような施設の必要性は強く感じている。今後は、違う場所でも、農
園芸を楽しめるデイサービスを展開する意向。

•デイサービスのニーズの高い都市近郊で取り組む場合、土地賃借に係るコストが高
いことが問題。また、野外で活動する場合、室内だけの活動に比べてリスクが高く、
安全確保のためにスタッフの手厚い配置と教育が不可欠。

レイズドベッドでのダイコン収穫

（異業種・各省連携等）

• 高槻市健康保険部長寿
生きがい課（街かどデ
ハウス事業）

• 農林水産省（農と医の
連携促進事業(平成21
年度)）

• NPO法人 日本園芸福祉
普及協会（初級園芸福
祉士講座）
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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）和歌山県日高川町

１ 概要
① 取組の経緯

•介護老人保健施設 和佐の里は平成９年に開設。介護予防・認知症対策に重点
をおいて様々な療法に取り組んでおり、開設当初より園芸療法を実施。

•医療的な助けを必要とする人たちを対象に、園芸活動を通じて心身の状況を
より良い方向に導くためのプログラムの一つとして開始。

•現在、入所者10名、通所13名、個別対応６名を対象に園芸療法を実施。

② 取組の特徴
•活動は、天候に応じて野外（中庭・畑(約８ａ)）や屋内で行い、地域のボラ
ンティアからも協力を得て実施。

•入所者の集団は週２回、通所の集団は週１回、午後からの時間帯で１時間半
実施。個別対応は対象者により週１～３回、20分間実施。

•当施設の園芸療法は、作業療法士や理学療法士と連携し、対象者は園芸療法
士または担当セラピストから候補を挙げ、試し参加した後に導入を決定。初
期評価を行い、個々に園芸療法計画書を作成し、３か月ごとに再評価を実施。

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（和歌山県日高川町）

２ 今後の展望と課題
•介護老人保健施設の役割として在宅復帰に貢献できるように、多様な職種と
連携予定。

•ボランティアのなり手が少なく、参加人数が限定的。
•園芸療法スタッフ１名がプログラムの運用と広大な庭と畑の管理の仕事を並
行して行うため、十分に管理が行き届かず。

わ さ

作業中は近くで指導

（異業種・各省連携等）

• 社会医療法人黎明会
北出病院(病気治療
等)

キクの挿し木作業

わ さ

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）」）香川県さぬき市

１ 概要
① 取組の経緯

•引きこもりからの自立支援組織「グループＷＡ（わ）」は、代表者が教員時
代の不登校や引きこもりなどの教育カウンセラーの経験を活かし、小学校長
を退職後、平成17年4月に設立。活動の場となる「ポレポレ農園」（ポレポレ
とは、スワヒリ語でのんびり・ゆっくり）を開設し農作業を通じて社会復帰
を支援。

② 取組の特徴
•現在の会員は22名。近隣の農家から2.2haの農地を借り受け、約30種類の野菜
を栽培。収穫した野菜は、県内の産地直売所等で販売するとともに、近隣の
高齢農家が栽培した野菜の代理販売も行い、生活支援の一役を担う。

•太陽の光を浴び、作物の成長に喜びを感じること、また一緒に作業をする仲
間がいることが大事とし、自立への自信につながることで、社会復帰を支援
しており、これまで100名以上が自立・就業等を実現。

社会的弱者に対する支援に農作業を活用している取組

（香川県さぬき市）

（異業種・各省連携等）

２ 今後の展望と課題
•現在、法人化に向け準備を行っている。農園での活動は、香川県・高知県で
取組を行っているが、自立支援するための訓練施設は少ないため、今後は他
の地域でも同様の取組を推進する意向。

•将来は引きこもりの人だけではなく、障害を持つ人の受入れについても行い
たい意向。

•代表者Ｍ氏の後継者育成が課題。
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農林水産省 大臣官房政策課 食ビジョン推進室 
 
 
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-3502-5516 
F A X  ：03-3508-4080 

【お問い合わせ先】 
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