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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

-12-



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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