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野菜で健康推進！
ヘルスケア×野菜＝持続可能な健康と農業を目指して

南知多町 総務部 まちづくり推進室

2022年8月29日（月）14：00-16：30
ガバメントピッチ day1 愛知県 南知多町（中部）発表資料



南知多町の概要①：基礎情報

地勢 水産業 農業 観光業 文化

大都市からも国際空港からも「ほどよい距離のちょうどいい田舎」

ではあるが、本町は愛知県内における「課題先進地」でもある。
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◇人口 16,459人（令和4年3月末現在）

◇面積 38.37㎢

◇地勢 愛知県知多半島最南端

沖合に篠島と日間賀島

◇名古屋市中心まで車で約60分

◇中部国際空港まで車で約40分

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」



南知多町の概要②：南知多町の人口動態

南知多町が発足した昭和36年から現在まで60年間一貫して

人口が減少しており、少子高齢化も同時に進行している。

※ 国勢調査 各年10月1日現在（H22とH27については全体人口に年齢不詳の者が含まれる）
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南知多町の概要③：社会課題の増加

公共

の問題

個人や

民間の
問題

● 高齢者への支援

● 空き家への対策

● 産業振興の推進

● インフラの維持

● 社会保障の維持

● 防災対策の実施

増加 増加
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社会課題の解決策のニーズは増加の一途を続けているが

現状の予算規模を維持しても解決することは極めて困難。



南知多町の概要④：南知多町の新たな取り組み

行政と民間（個人・企業等）にとってお互いの利益になる

仕組みを共に創る『官民共創』ができれば課題を解決できる。

社会課題

行政 民間

ビジネスチャンス

ノンアルコール
ビール

FREE
（例）

飲酒運転
への対策
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発表のテーマ

ヘルスケアとして野菜の消費を拡大し、生活習慣病の予防と

農業者の所得向上による持続可能な農業を目指します。
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野菜で健康推進！
ヘルスケア×野菜＝持続可能な健康と農業を目指して



提案の背景①：ヘルスケアにまつわる様々な問題
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年齢が高くなるにつれ、生活習慣病等による被保険者１人

当たり医療費が高くなるため、若年からの予防が重要。

急激に増加 生活習慣病による
医療費の増加

若年時の生活習慣
が要因

若年時の生活習慣
の早期改善が必要

この期間の
生活習慣が
要因



提案の背景②：生活習慣病予防策について食生活改善の施策が必要

生活習慣病予防策として運動に関する事業を各種実施して

きたが食生活の改善については指導・啓発しかできていない。

生活習
慣病
予防策

指導・啓発のみ
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イベント等各種
事業を実施運動

食生活

新たな習慣を
身に着ける

既存の習慣を
変える

新たな施策が
必要

【基本的な考え方】

体に良い行動を習慣化すること



提案の背景③：「技術的問題」と「適応課題」

食生活の改善は「適応課題」に該当するため、画一的な方法

ではなく、対象者ごとに課題の理解を深める必要がある。

既存の対策で
解決が可能

技術的問題
technical problem

適応課題
adaptive challenge

いかに効率よく
実施するか？

いかに課題を
理解するか？

既存の対策で
解決が困難

●既存の知識や方法で一方
的に解決可能な問題

●因果関係の特定が可能

●様々な関係者の関係性
の中で生じる課題

●因果関係の特定が困難

対象者ごとに課題を
理解する必要がある

食生活はこれまでの
習慣でできている
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食生活
の改善



提案の背景④：野菜の摂取量の低下

10

野菜摂取量を増やすと生活習慣病等の予防が期待されるが、
南知多町でも野菜摂取量が少ない若年層が多くなっている。

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」

大人が１日に必要な
野菜の摂取量は350g

必要な栄養素が摂取
できていない

若年層ほど食事において
主菜と副菜をそろえて
いない傾向にある
⇒野菜摂取量が不足

主食・主菜・副菜をバランスよくとっている人の割合

19～39歳 28.5％
40～64歳 40.2％
65歳以上 50.5％

野菜をめぐる情勢（令和4年4月 農林水産省）より

けんこう南知多プラン（第２期）より

若年時ほど
低 い 傾 向



提案の背景⑤：栄養価の高い高機能な野菜
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有機農業によって、栄養価の高い野菜を供給することができる
可能性があるが、農業者の収益性を向上する必要がある。
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栽培方法によって野菜
の栄養価に差が出る

有機農業は農業者の
負担が大きいため収益
を向上する必要がある

出典：一般社団法人日本有機農業普及協会「ORGANIC ECO FESTA 2021 栄養価コンテスト結果発表」（2022年4月1日）
https://organicfestarecords.blogspot.com/2021/04/japan-organic-farming-association.html（2022年8月1日にアクセス）, 図を引用

有機農業による野菜の
栄養価が高い結果抗酸化力3.0倍

ビタミンC1.7倍

抗酸化力2.5倍
ビタミンC2.1倍



解決したい課題

食生活により生活習慣病を予防するには、野菜中心の食生活

の習慣化と栄養価の高い高機能な野菜の安定供給が課題。

【理想】実現したい姿

【現状】問題と原因

食生活で生活習慣病が予防

●問題：必要な栄養素が摂取できていない
●原因：①野菜の摂取量が少ない

②野菜の栄養素が少ない

具体化

可視化
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課題は何か？

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」

①野菜を中心とした食生活の
習慣化

②栄養価の高い高機能な野菜
の安定供給



１ 野菜を中心とした食生活の習慣化

野菜の摂取量を増加させる行動変容

上記の行動変容の継続

２ 栄養価の高い高機能な野菜の安定供給

栄養価の高い栽培方法の確立

農業者の所得向上による持続可能な供給

課題解決に向けたポイント
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ヘルスケアとしての野菜の消費を促進することで、生活習慣病
の予防や改善だけでなく、農業者の所得向上にもつなげたい。

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」

Point

Point



提供可能なリソース①：南知多町内でのモニター調査や研究・開発への協力

モニター調査や研究・開発に関する協力者について町内の
住民や農業者に対して募集。

モニター調査 研究・開発
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ヒアリングや
アンケート

分析

● 住民への協力依頼
● 農業者への協力依頼

● 農業者への協力依頼
● 6次化商品の開発



提供可能なリソース②：南知多町の有機農業の取組面積

南知多町の取り組み状況は、全国的に見ても特出している
⇒有機農業に関連した事業のデータ収集が可能

南知多町の有機農業取組面積

約36ha（内19haが有機JAS）

南知多町の有機農業取組面積割合

全耕作面積ベース 約4.6％

経営耕地面積ベース約11.6％
※各種数値は2019年時点のものより算定

15暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」

出典：農林水産省生産局農業環境対策課「有機農業をめぐる事情」（2020年9月）, 資料p.6より図を引用

全国の有機農業取組面積

全耕地面積ベース約0.5％



提供可能なリソース③：南知多町の有機農業振興策との連携（その１）

有機農業の産地づくり形成に向け、国庫補助事業を活用し、
事業を実施中。⇒令和５年度も予算計上予定。
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有機農業産地づくり推進緊急対策事業

〇生産：
・有機農業スクールの設置を検討する。
・有機JAS 認証農地の取得に向けた遊休農地の土壌改良を行う。

〇加工・流通：
・加工や流通に関連した民間企業と意見交換会を実施し、有機農業産地づくり
の推進に賛同する民間企業と連携することで販路の拡大を目指す。

〇消費：
・学校給食等での利用拡大を目指し、提供方法等について関係者との調整を
進めるとともに、有機農産物への理解促進のための食育イベントを実施する。
・地元飲食店等での利用促進のため、意向調査やマッチング等を実施する。

【有機農業スクールの設置】 【販売事業者との連携】 【学校給食等での利用促進】

南知多町の取組内容（抜粋）

令和５年度についても予算計上予定



町内の有機野菜生産者
連携

民間企業

南知多町産の有機野菜を購入
することにより
①CO2ゼロエミッション化に寄与
②SDGsに寄与
③地方創生に寄与

消費者の有機野菜に対する
購買意欲の向上を目指す。

①カスタマーサクセスに
よる需要強化

●顧客ニーズの高まりにより
有機野菜の販売量拡大

●オーガニック市場の拡大による
加工品の販売量拡大

●取組モデルを他地域へ展開
することにより需要を強化

②需要強化により販売量
の拡大

●有機農業スクールの設置に
よる有機農業者の育成支援

●加工品による高収益な農業
モデルの構築

●新規参入者の増加

●空き家の活用して移住者へ
住居を提供

③供給量向上のための
生産体制強化

生産者 ：官民共創モデルにより面積当たりの収益を増大し、小規模でも無理なく持続可能な農業を目指す。

民間企業：CO2ゼロエミッション化・SDGs・地方創生に寄与する官民共創モデルの参加によりESGの取組を強化。

南知多町：CO2ゼロエミッション化・SDGs・地方創生に寄与する官民共創モデルにより持続可能な農業を目指す。

南知多町

連携 連携

提供可能なリソース③：南知多町の有機農業振興策との連携（その２）
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生活習慣病の予防に食生活の改善が必要不可欠だけど

予防のためだと明確な動機付けが起こりにくく、また習慣化
したものを改める必要があるため、行動変容はとても困難。
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それって問題なの？

自分は大丈夫だよ

今忙しくてそれどころじゃないよ！

習慣化したものを変えるのは難しい

食生活を改善した方がいいとはわかっているけれど…

暮らし続けられるまちを“あなた”とつくる 「絆・選ばれる理由があるまち」



求める提案のイメージ

生活習慣病の予防や改善だけでなく、農業者の所得向上に

つながる消費者の行動変容を促進する提案を希望します。

既存の習慣に
潜り込ませる

新たな習慣を
身に着ける ●ヘルスケア食品

●食生活習慣化
の支援アプリ
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食生活
の改善

●惣菜や弁当が
野菜中心

●普段購入する
野菜が高機能

動機付け

置き換え

農業者の収益向上

【提案に求める基本的な考え方】

生活習慣病の予防や改善
農業者の所得向上



まとめ
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① 野菜中心に改善した食生活の習慣化

② 栄養価の高い高機能な野菜の安定供給

解決したい課題

① 生活習慣病の予防や改善につながる消費者の行動変容

② 農業者の所得向上につながる消費者の行動変容

求める提案

① 住民や農業者に対するモニター調査協力依頼

② 農業者に対する研究・開発に関する協力依頼

③ 南知多町の有機農業振興施策との連携

提供できるリソース



企業の皆様へ

南知多町とともに「官民共創」による「社会課題解決モデル」
を構築し、一緒に持続可能な世界の実現を目指しましょう‼

行政 民間

社会課題解決
モデルを構築

官民共創促進

情報発信

フィードバック

持
続
可
能
な
世
界
へ

絶えず改善

情報発信

フィードバック

絶えず改善
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END
If we did all the things we are capable of doing,

we would literally astound ourselves.

もし我々が自分にできることを全て実行すれば、自分自身に対して本当にびっくりすることだろう。

Thomas Edison
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