
【事業名・実施主体】  

平成 29年度長崎県対馬市の在来作物「対州そば」の 

機能性開発事業 事業報告書 

長崎県対馬市の在来作物「対州そば」の機能性開発事業実行委員会 

（特定非営利活動法人對馬次世代協議会×長崎県対馬振興局地域づくり   
推進課） 

平成 27年 10月～平成 30年３月 

 

 

１．協働のきっかけ・事業実施前の関係 

（１）NPOはなぜこの事業を提案したのか 

・長崎県対馬市の在来種には、世間的にはまだそれほど知名度がないが、健康機能が高い作物、野生植物がたく
さんある。 

こういった素材の知名度を上げ、特産品をつくり、外部に発信していくことこそ、在来種の復権と地域作物の
振興、地域に利益を還元できる事業づくりにつながると考えた。 

・数ある対馬の機能性植物資源の中でも、対馬在来と言われる「対州そば」に関して、実ではなく「茎葉」を機
能性食品として開発するプロジェクトが進行していた。 

・そばに含まれるポリフェノール「ルチン」の含量も非常に高く、是非とも県と一緒に開発し、対馬の産業を担
う特産品としたいと考えた。 

・ゆくゆくは、生活習慣病罹患者の多い対馬の住民の健康に寄与できるようになりたい、とも考えている。 

 

 

 

 

 

 

（２）県担当課はなぜ、NPO の提案に取り組もうとしたのか 

・ＮＰＯ法人は、これまでも対馬の農業者や大学と連携して、対馬の農作物を活用した商品開発を手がけてきて
実績のある法人であり、提案事業も具体的な成果が出ることが期待できる。 

・また、提案のあった「食品の機能性」の研究は、農業振興や物産振興において今後着目すべき点と考えられ、
本県にとっても有意義な事業であると考えた。 

（３）これまでの、NPOと県担当課とのつながり・事業実績 

・ＮＰＯ法人と長崎県対馬振興局とは、2012年以降、対馬産物のせんだんごや赤米の商品開発、生活研究グルー
プの活動、そば茎葉栽培の初期の段階の生育調査などで繋がりがあった。 

 

 

別紙２ 



２．事業目的・目標 

（１）事業目的 

・長崎県対馬市の在来「そば」の振興のため、実だけではなく茎と葉に着目した特産品開発を行い「そば畑」の反収
増加につなげる。また、そば茎葉に含まれるポリフェノール「ルチン」の機能性開発をすすめ、機能性食品として
地域産業を育てていく。 

（２）事業目標 

①対州そばの茎葉の機能性表示取得のための基礎データを揃える（倫理委員会に諮る）。 

②対州そば茎葉の製品を一時的なブームではない定番商品とするため、さまざまな商品・加工形態をためす。 

③対州そば茎葉製品の製造・加工に関わる雇用者が内職者も含め 5名以上になっていること 
（2017年春実績で 4名） 

④島内で対州そば茎葉を使って食品製造や飲食提供を行う事業者が 5 社以上になり、観光客へのアピールができる
風潮をつくること。（2017年春実績で 2社） 

⑤栽培加工にシルバー人材センターや授産施設を巻き込むこと。 

⑥事例発表できるような成果をあげること。 

 

 

３．２７年度～２８年度事業内容 

（１）機能性作物の検討事業 

＜２７年度＞ 

① 秋まき試験の実験区の設定/美津島町の実験圃場にて 

② 栽培方法の違いによる機能性成分（ルチン）量の検討/農林技術開発センター・工業技術センター 

③ ビタミンミネラル等成分分析実施/専門業者（日本食品分析センター・食品機能分析研究所） 

④ そば研究会で他地域のそば産地とのつながりづくり 

⑤ 事例報告として（対馬学フォーラム、地元まつり、地元小学校への出張授業） 

 

＜２８年度＞ 

① 春まき栽培試験＜そばの葉収穫のため＞（化学肥料、農薬不使用）/島山の圃場、工業技術センター 

化学肥料、農薬不使用の畑（約 2反）を設定し、約 1.3 トンのそば葉の収穫。 

大ロットでの加工実験を実施。 

施肥条件、栽培条件などの違う 40種のサンプルを採取し、県の技術センターへ抗酸化能・ルチン量の
分析を依頼。昨年の結果との比較解析により、ルチン量の高まる栽培条件をおおよそ絞り込みすること
ができた。 

約 0.5反の試験栽培区では、対馬振興局農業振興普及課が実験している「まぐろバーク堆肥」と 10 年
熟成の堆肥、慣行栽培との比較試験を実施。茎葉サンプルと土壌サンプルを農業振興普及課で分析し
た。 

② 秋撒き栽培試験（化学肥料不使用での二期作可否の検討）/島山の圃場 

化学肥料、農薬不使用条件での 2期作の可否を調査するため、約 2反の試験圃場にて化学肥料無施肥条
件下での実を採るための秋栽培を実施。昨年は無事収穫できたのだが、今年度は運悪く低温被害とヨト
ウの被害にあい、収穫量が激減してしまい有用なデータ取得にいたらなかった。 



約 0.5反の試験圃場ではヨトウの発生はなかったものの、低温被害で生育が悪く、サンプリング失敗。
土壌分析のみ行った。 

③ 栄養成分ビタミンミネラル等成分分析実施/専門業者 

将来的な販促をふまえて、春栽培の葉で作ったそばの葉パウダーの成分分析を実施した。 

・安全性分析（大腸菌群、一般生菌、残留農薬、そばアレルギー、カフェイン） 

 ・ルチン量、食物繊維、ビタミン（Ａ，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ６，Ｂ１２，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｋ1、ナイアシン、パント
テン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル（リン、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、カリウム、マンガ
ン） 

④ 他地域のそばとの比較 

比較検討する対馬のそばの生育が悪かったため、H28年度は断念した。 

⑤ そば研究会にて研究者とのつながりづくり/つくば大学そば研究会 

2 月に筑波大で実施されたそば研究会に出席。植物の抗酸化物質の専門家やそばゲノム解析の研究者と
つながり、今後の対州そばのルーツのゲノム解析や、ルチン量の研究についての協力体制ができた。 

⑥ 機能性食品表示に向けて/長崎県立大学シーボルト校、専門業者 

農林技術開発センターの紹介で、夏に県立大の田中先生との面識ができた。2月には、工業技術センターの
担当者が機能食品セミナー（長崎）で「対州そばのルチン分析」について発表してくださり、田中先生のも
とで、機能性の動物実験の実施が決定した。 

それに合わせて、ヒトモニター試験に向けた安全性データ取得を実施すべきとのアドバイスにより、
外部試験機関で安全性試験を実施した。（予算は他の事業を縮小するなどして調整した。） 

⑦ 事例報告など /青汁定期顧客への情報誌 

そば青汁の定期購入顧客に向けて、機能性研究の進捗を報告したり、感想を投稿できる場を設けた
（毎月一回の情報誌） 

 

＜２９年度＞ 
○事業内容 

① 春まき栽培試験＜そばの葉収穫のため＞（化学肥料、農薬不使用） 

化学肥料、農薬不使用の畑（約 2反）を設定し、これまで２年間の仮説を元に大ロット
での加工実験を実施。 

労働力不足は新規層の採用とシルバー人材センターへの協力依頼で解決した。 

施肥条件、栽培条件などの違う 40種のサンプルを採取し、県の技術センターへ抗酸化能・
ルチン量の分析を依頼。ルチン量の高まる栽培条件をおおよそ絞り込みすることができ
た。 

★実施場所…栽培試験：対馬市美津島町島山地区の圃場（2 か所） 

分析：県工業技術センター（ポリフェノール・ルチン量） 

★実施時期…栽培試験；４～６月、サンプル調整：７～８月 

約 0.5反の試験栽培区では、対馬振興局農業振興普及課が実験している「まぐろバーク堆肥」と
10 年熟成の堆肥、慣行栽培との比較試験（３年目）を実施。茎葉サンプルと土壌サンプルを農業
振興普及課で分析した。 

★実施場所…県振興局農業振興普及課（肥料成分の吸収分析、土壌分析） 

 

島内各所での栽培地による比較検討を行うため、３か所での栽培比較を行った。 



★実施場所…美津島町島山地区、美津島町鶏知地区、厳原町佐須地区 

 

② 秋撒き栽培試験（化学肥料不使用での二期作可否の検討） 

振興局農業振興普及課のアドバイスにより、二期作には影響がないと予測されたため、
秋まき栽培試験は中止。 

③ 栄養成分、ビタミン、ミネラル等成分分析実施 

★実施場所…専門業者（日本食品分析センター、食品機能分析研究所） 

将来的な販促をふまえて、春栽培の葉で作ったそばの葉パウダーの成分分析を実施した。 

・安全性分析（大腸菌群、一般生菌、残留農薬、そばアレルギー、カフェイン） 

 ・ルチン量、食物繊維、ビタミン（Ａ，Ｂ１，Ｂ２，Ｂ６，Ｂ１２，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｋ1、ナイアシン、
パントテン酸、ビオチン、葉酸）、ミネラル（リン、鉄、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、カリ
ウム、マンガン） 

④ 他地域のそばとの比較 

５地域９サンプルとの比較試験を実施。 

★千葉在来、群馬在来、埼玉、福井、阿蘇のサンプルのルチン量を、工業地術センターにて分析。 

⑤ 機能性食品表示に向けて 

県立大の田中先生による機能性の動物実験を実施（４～１０月） 

ヒトモニター試験に向けての必要事項の確認と、訴求の検討を行った。（４～３月） 

機能性食品取得に向けての論文検索を実施した。（９～３月） 

★実施場所…農林技術開発センター、工業技術開発センターにて打合せ（４月、１１月、３月）、 

筑波大にて調査実施（９～３月） 

⑥ 事例報告など 

１２月、対馬学フォーラムにて概要を発表した。 

★実施場所…対馬市（１２月） 

※そば研究会…２９年度は開催なしとの通知有。 

 

 ○成果・効果 

① 春まき栽培試験（化学肥料、農薬不使用） 

化学肥料、農薬不使用の畑で約 1.1 トンのそば葉の収穫・加工。４３種の分析サンプルの採取と分析によ
り、ルチン量の高い栽培、加工条件の絞り込み（仮説）ができた。おおまかなコスト算出も完了した。 

約 0.5反の試験栽培区では、対馬振興局農業振興普及課が実験している「まぐろバーク堆肥」と 10 年熟成
の堆肥、慣行栽培との比較試験を実施。茎葉サンプルと土壌サンプルを農業振興普及課で分析した。 

島山地区以外での島内二か所の栽培試験も実施した（鶏知、佐須） 

② 秋撒き栽培試験（化学肥料不使用での二期作可否の検討） 

実施せず。 

③ 栄養成分ビタミンミネラル等成分分析実施 

３年目データの蓄積を行った。 



④ 他地域のそばとの比較 

５地域９品種の比較を行った。 

⑤ 機能性食品表示に向けて 

機能性の動物実験を実施。農林技術開発センターと相談の上、訴求決定のために機能性の文献検索を行っ
た。今後の方針のすり合わせ等を実施。 

⑥ 事例報告など 

対馬学フォーラムにて事例発表を行った。 

 

（２）機能性特産品開発事業 

＜２７年度＞ 

① 既開発品の販売戦略づくり、サンプリング調査 

② 販売ツールの方向性決定 

③ 商品レビュー・応用レシピ集め 

④ 機能性表示の表現の可能性について 

⑤ 職域販売の糸口づくり 

⑥ ホームページの構想 

⑦ 青汁以外の提供先、商品開発の準備 

 

＜２８年度＞ 

① プロモーションテスト 

都市圏でのマルシェ出店、イベント配布、懸賞配布、協力者によるサンプリング、メディア露出などにより、
「ルチンの機能性」に期待する声の多いことを確認し、ルチン重視の素材開発を行っていくことを決定した。 

３００を超えるレビューを集めることができた。 

美味しい飲み方の声もあつまり、飲みやすい飲み方の紹介シートを作成した。 

対馬の各事業者（大石農園、いか吉工房等）が、島外イベントの際にサンプリングを実施してくれるようになっ
た。 

② コミュニケーションツール作成に向けて 

協力体制の採れるＥＣ会社との連携体制確立。 

昨年から協力していただいているホームページ制作者と連携して、今後賑やかなサイトにして
いくことができる体制ができた。 

③ サンプリング 

東京の料理研究家数名により各種イベントなどでサンプリングを実施 

④ そば研究会ルートでの対州そばのＰＲ 

そば研究会つながりで、毎年対州そばをとってくれる団体ができた。 

⑤ 青汁以外の商品開発、オリジナルレシピ開発 

対州そばワッフルの土産品としての販売確立 

バウムクーヘンとアイスクリームを試作…コストや味の面で中断 



島内の小学生と共同開発したクッキーが好調な売れ行き 

お菓子類の製造のため、新規でパート２名雇用 

お客様の声から、業務用大入り袋を設定 

そば茎葉を野菜として使用した、ネパール料理店での試食会実施 

そば青汁を使用した料理レシピなどの収集 

⑥ 島内外の事業者・飲食店への新規導入の打診 

対馬の老舗「渡辺菓子店」にレシピ協力をしていただき、クッキー、飴、カステラを試作。 

島内の菓子店「山田松月堂」にて「そばの葉フィナシェ」を商品化 

「そば道場美津島店」にて、ドリンクとしてのそば青汁の提供決定。 

そば青汁を使用したスイーツも検討中。 

（合）パヒューズ（福岡）で、オリジナルパッケージの青汁商品を検討してもらえることになった。 

⑦ 対州そばの差別化ポイントのＰＲパンフレットづくり 

機能性作物検討での成果がでなかったため、断念。次年度、農協のそば
振興部門との連携を強めていく。 

 

＜２９年度＞ 

① プロモーションテスト 

島外１３か所でのマルシェ出店、イベント配布、懸賞配布、協力者によるサンプリングを実施。 

島内１０か所でのサンプリング出店を実施。 

② サンプリング 

東京の料理研究家数名により各種イベントなどでサンプリングを継続。 

③ 青汁以外の商品開発、オリジナルレシピ開発 

アドバイザーの協力により、おからドーナツを試作。 

今年度は新レシピ開発は縮小。これまでの開発商品に対するパッケージデザインなどを実施。 

④ ＰＲ用動画ＣＭ作成 

⑤ 対州そば青汁の新パンフレット作成 

 

（３）展示会出展事業 

＜２８年度＞ 

① 西日本食品産業創造展を視察。 

② 乾燥機械屋と面識ができ、テスト乾燥を実施。最適な乾燥プログラムを作ってもらうことができた。 

＜２９年度＞ 

① 特許等が絡む可能性も考慮し、今年度の出展は控えることとなった。 

 

 



 

 

 

 ○役割分担 

（実行委員会の役割分担の外、本事業で協力・連携した団体も記載） 

（１）機能性作物の検討事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）機能性特産品開発事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県対馬市の在来作物「対州そば」の機能性開発事業実行委員会 

特定非営利活動法人 

對馬次世代協議会 

・サンプリング実施 

・販促物データ作成 

・商品開発 

 

長崎県対馬振興局 

地域づくり推進課 

・全体のアドバイス 

・職域販売先の紹介 

・保健所との連絡調整 

そば研究会会員 

島外の料理研究家 

・既開発商品のＰＲ協力 

・レシピ開発 

・サンプリング協力 

㈱プレスマン 

・ウェブ技術の提供 

・プロモーション協力 

 

長崎県保健所 

・広告表現の薬事相談 

・新商品の相談 

 

連携 

連携 

（財）対馬市農業振興公社 

島内製菓店 

島内事業者 

・レストランでの提供協力 

・新商品開発指導/製造 

・イベントでのサンプリング協力 

協力 

長崎県よろず支援拠点 

・プロモーションアド
バイス 

・運営アドバイス 

 

長崎県対馬市の在来作物「対州そば」の機能性開発事業実行委員会 

特定非営利活動法人 

對馬次世代協議会 

・栽培加工の実践 

・サンプル採取、分析依頼 

・データ検証、論文検索 

長崎県対馬振興局 

地域づくり推進課 

・全体のアドバイス 

・職域販売先の紹介 

・保健所との連絡調整 

そば研究会会員 

・そば研究者、ルチン研究者 

・既開発商品のＰＲ協力 

・レシピ開発 

（財）対馬市農業振興公社 

・栽培用地の提供 

・耕運、収穫作業 

・レストランでの提供協力 

 

 

長崎県立大学シーボルト校
看護栄養学部栄養健康学科 

・機能性研究 

長崎県対馬振興局農業
振興普及課 

・秋まき栽培試験計画立案 

・サンプリングの技術指導 

・サンプル分析 

 

長崎県農林技術開発セン
ター 

長崎県工業技術センター 

・サンプル分析 

・機能性研究への橋渡し 

協力 
連携 

連携 

協力 

連携 



４．事業費 

 27 年度（決算） 28 年度（決算） 29 年度（決算見込） 計 

県負担額 1,000,000 2,500,000 2,500,000 6,000,000 

NPO負担額 643,076 291,800 393,625 1,328,501 

参加費収入等 40 0 0 40 

計 1,643,116 2,791,800 2,893,625 7,328,501 

 

 

５．協働事業のメリット・成果（協働ならでは） 

（１）お互いの特性を発揮して実現した直接的な成果・効果 

・分析会社では数万円する分析試験を、県の試験場にて格安でご協力いただけたため、ルチンを高める栽培・加工
条件の絞り込みにこぎつけた。 

・県立大との機能性研究も進み、研究論文の投稿も実現可能となった。 

・農技センターから教えていただいた「そば研究会」へ出席したことにより、対州そばの種子選別の経緯やそばの
伝播に詳しい研究者とのつながりが広がり、他地域でのそばサンプル取得にも大きな貢献をした。 

・農林技術開発センターから、機能性表示食品申請までのステップをご教示いただき、どういった効果を謳うべき
か今後も一体となって検討を進めるほか、機能性表示を取得するにあたって技術的にも金銭的にも農林技術開発
センターとの関係性は今後より一層深めていきたい。 

（２）副次的な効果（想定外の効果） 

・国境離島新法に基づく事業がスタートし、対州そば青汁も含めたＮＰＯの販売部門を株式会社として独立させる
ことができた。今後ＮＰＯは地域とのつながりを重視しながら開発に注力していくことになった。 

・そば研究会のメンバーから、定期的なそば粉注文が入るようになった。 

・そば研究会のメンバーの紹介により「日本の食１００選」を企画中だった日本サプリメント協会とつながり、協
会の協力会社であった株式会社プレスマンとの連携が実現した。 

株式会社プレスマンの新規事業で離島関係ポータルサイト「リトレンゴ」がたちあがり、当団体の有する対馬
情報や島関係者のつながりを紹介することで win-winの関係となった。今後は優先的に当団体のＥコマースの相
談にのっていただけることとなった。 

・マルシェや離島関係の人脈から、料理研究家やコンサルタント、医学生など１２名に協力者となってもらうこと
ができ、新レシピの考案や、各自で主催するイベントでのサンプリング活動など草の根活動ができるようになっ
た。その中の２人が現在東京のマルシェ定期出店要員として活躍してくれることになった。 

・長崎県立大の先生が、機能性食品研究会でのルチン量の発表を聞いて非常に興味を持ってくださり、動物試験に
踏み切ってもらえることとなった。 

・Ｈ２８年度から対馬市でもふるさと納税返礼品が始まり、そば青汁を入れたギフトセットを作ることができた。 

・県のアドバイザーの方からご教示いただいて、収穫加工時にシルバー人材センターの活用を行い、大きな助けと
なった。 

 

６．協働で苦労した点・工夫した点 

・最後までＮＰＯが先に動いて、後報告をするという形になってしまうことが多かった。 

・植物の栽培は少しの自然要因ですぐ作柄が変わってしまい、Ｈ２８年度秋は害虫や気温で、Ｈ２９年度は日照り
で苦労した。ノウハウの確立は２～３年でできるものではないことがよくわかった。 



・２９年度は、大改革の年だったため、とにかく時間の調整で苦労した。ＮＰＯが大きな節目をむかえ、実働メン
バーが総入れ替えになった年であった。最終年度を迎えた仕事の割り振りなどに悩まされた。ボランティアメン
バーの貢献が非常に大きかった。 

 

７．担当者の声 

（１）ＮＰＯ担当者 

・当初、3年あれば栽培方法の確立は余裕だと思いこんでいたが、仮説、修正、検証をしていたら、あっという間
に 3年が過ぎてしまった。県の研究センターのおかげでなんとか栽培方法の確立までこぎつけられた。当初の段
階で「3年間で機能性素材をつくるのは厳しい」とアドバイスをくださった農技センターのおかげで目標を見直
し、着実に成果に近づく事業ができた。 

 ・栽培方法が確立したため、当初目標の機能性食品開発（申請）に向けた具体的なステップが明確になった。 

 ・研究主体の活動を行っているため、受益者人数を聞かれるといつも困ってしまうが、活動の中で、料理体験・販
売体験等を通して子供たちや新たな主婦層との交流も少しずつ広がってきている。 

（２）県担当者 

 ・振興局地域づくり推進課として NPOの活動支援があまりできず、青汁の販路拡大や商品改良が NPO 主体に進んで
しまったところは反省点。 

 ・今年度で協働事業という形は終了してしまうが、今後も専門家との調整や照会、各種セミナーやイベント等の上
表発信は積極的に行っていきたい。 

 ・農林技術開発センターや工業技術センターの専門家の方の協力が大きく、そば茎葉の成分分析等は一定、成果が
出ていると思う。 

 

８．事業終了後（平成３０年度以降）の展開 

（１） 開発をＮＰＯで、販売を株式会社で 

ＮＰＯで開発した商品を、販売に注力するため、株式会社で販売していく体制をとっていくことになっ
た。それにむけてのスタッフ教育を現在進行中である。 

（２） ２０１８年栽培 

自己資金で栽培収穫を行う。 

（３） 機能性表示・プロモーションに向けて 

動物試験の結果から、そばの茎葉に含まれるルチンにどのような効能があるかが分かり、現在どの効能を
謳うか、ビジネス面等も考慮しながら、県と一体となって検討しているところである。 

また、特に今年度は農林技術開発センターとの協議を実施することにより、どのような効果を謳うべき
か、表示取得にかかる手続きや助成制度、安全性に関する注意点など、これから表示取得の実務に向かう
上で、必要不可欠な情報を得ることができたほか、来年度以降のヒトモニター試験についても協力をいた
だけた。 

来年度以降は、機能性表示の本格的な取得に向け、ヒトモニター試験に取組むため、農林技術開発センタ
ー・局農業振興普及課においては、技術的な面、局地域づくり推進課においては周知・広報といった面か
らサポートを行うほか、国境離島新法の交付金でも採択を受けているため、こういったものを活用しなが
ら、NPOが主体となって、機能性表示取得に取組んでいく。 

（４） 地域を巻き込んだ取り組みについて・人材育成について 

平成２９年度に新規雇用したパートスタッフを少しずつ教育し、事業に慣れてもらいながら、地域への取
り組みを広げていきたい。 


