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利用に当たって

６次産業化を奨めようとする背景には、農業の「総産出額」が激減し、同時に農業所得
も減少の一途をたどっており、また、一方で食用農産物の生産額と、飲食費の最終消費額
とでは大きな乖離が生じており、農産物の加工による高付加価値化とともに直接販売等を
通して、所得向上を可能にしようとの期待があります。
そして、これらの推進について普及組織への期待は近年になく大きいものがあります。
これまでも、普及活動の中で、農産物の加工や女性起業の支援等を通じて６次産業化に関
わる活動を行ってきており、
経験は豊富です。
これらに係る技術やノウハウの蓄積もあり、
コーディネート力は他に類を見ないものを持っています。
これらの力を普及組織の総合力を活かして発揮することにより、６次産業化が進展し、
農業・農村の活性化が図られるものと確信しています。
とはいえ、６次産業化に関わるすべてを、普及組織が担うことは無理があります。普及
指導活動の範囲で、いかに効果的・効率的に活動を行い、目標を達成するかが課題であり
ます。普及指導員が具備すべき事項、活動を進める上でのヒント、そして広いジャンルの
活動事例等を集大成したのが本報告書です。
長年の活動の成果が、今振り返ってみるとまさに６次産業化であったという事例が多く
紹介されていますが、改めて普及活動の重要性が浮き彫りになっています。
生産・加工等の技術指導・支援はもとより、組織育成や普及活動におけるコーディネー
ターとしての役割、各種事業の有効活用等、その内容は多岐にわたっており、まさに普及
組織の総合力を発揮していくための「手引き書」として活用いただければ幸いです。
終わりに、本報告書は、平成 22 年度普及活動高度化等調査研究事業の検討会における
濃密な議論と現地調査を通じてまとめられました。座長の松下先生をはじめ検討委員の皆
様に改めてお礼を申し上げますとともに、現地調査にご協力いただいた関係者の方々に感
謝いたします。

平成２３年３月
（社）全国農業改良普及支援協会
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第Ⅰ部
第６次産業化の背景と普及活動の役割

１ ６次産業化の背景
（１）６次産業化の理念と歴史
１）理念は農業・農村の活性化
６次産業化は、1994 年に今村奈良臣氏が「農業・農村分野に、２次産業、３次産
業の分野を取り入れ、農業・農村の活性化を推進すべきである」という理念を基に「６
次産業化」という概念を提唱したのが発端である。
この「６次産業化」は、農業経営の多角化による収入向上と就業機会の増大が主目
的としていた。
その他にも、一村一品運動、地産地消運動、女性起業、農商工連携など、農業・農
村の活性化に関する理念やそれを基にした運動はいくつか展開されてきた。
これら活動の成果としては、地域農産加工品、農産物直売所、農村（農家）レスト
ラン、農業体験施設、農家民宿などの取り組みが挙げられ、地域に新たな産業を創出
し、農業所得の向上や雇用の増大といった地域経済の活性化、さらには地域住民から
都市住民までの満足度向上に役立っている。
２）学術・研究機関も注目
「６次産業化」の考えは学術的にも注目されており、齋藤修氏が食品産業論をベー
スに、農業経営体が加工・販売等の川下に向かって多様な事業展開を行う「地位内発
型アグリビジネス」を提示し、その中で、６次産業化を位置づけている。
また、同氏は、地域経済の活性化と自立化のために、地域に集積した農業と食料・
関連企業を連携させ、商品とサービスに付加価値をつける「食品産業クラスター」に
ついても言及しており、これらの産業集積により、地域ブランド化や新産業創出など
の効果が期待できるとしている。
さらに、中小企業者と農業経営者が連携し事業活動を行う「農商工連携」について
も、理論的な枠組みの整理が進められており、地域ブランド化や新商品開発の基本フ
レームとして利用されている。
最近では、学術・研究機関が自ら取り組みに参加する、現場参加型研究としても注
目されており、産学官連携の６次産業化の取り組みも増えつつある。
３）
「６次産業化」政策について
関連するものとしては、
「農商工連携促進法」があり、
「中小企業者と農林漁業者と
の連携による事業活動の促進に関する法律（農商工等連携促進法）
」が制定（平成 20
年７月 21 日）され、農林水産省と経済産業省が一体となって推進している。
さらに、国際化する農業競争、いわゆるグローバリゼーションに日本の農業が打ち
勝つためのローカリゼーションの仕組みを推進するための１つとして、
「地域資源を
活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関
する法律（六次産業化法）
」が平成 22 年 12 月３日に公布・施行された。但し、第２
章（６次産業化関係）は平成 23 年３月１日に施行された。
そこでは、農業経営の多角化だけに主眼を置くのではなく、農商工との連携もとり
つつ、農商工連携、直売所支援、バイオマス利用促進、地産地消促進など、対象も、
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農業のみならず、自然、文化などあらゆる地域資源を取り入れ、農業・農村の地域活
性化のためのさまざまな取り組みを推進する法律となっている。
（２）６次産業化に関する文献レビュー
前節で議論したとおり、
「６次産業化」
の考えは学術的にも注目されている。
ここでは、
これらの議論を概観し、６次産業化の基本的な考え方を改めて整理しておきたい。
管見の範囲において、学術的な議論における６次産業化を考える場合、表１のような
キーワードが整理される。具体的には、① 農村マーケット化・農業の総合産業化、②
直売活動、③ グリーン・ツーリズム・都市と農村の交流、④ 地域内発型アグリビジネ
ス、⑤ 女性起業、⑥ 農商工連携、⑦ 経営の多角化 の７つである。
以下、これらのキーワードについて、近年の文献をもとに紹介する。
１）農村マーケット化・農業の総合産業化
長谷山［１］では、マーケティング戦略からの発想をもとに、
「農村マーケット化」を
農村の場と物と心を組み込んで都市部の人たちに地元で提供する事業であると定義し、
多面的な地域活性化を促す農村地域産業の創出手法が提唱されている。
この議論については、例えば「農村まるごと産業化」というキャッチフレーズが用い
られていることからも分かるように、地域住民の意欲を引き出すことを出発点とした農
村活性化運動の方向性を提示した研究成果として興味深い。
２）直売活動
元来は、地域でとれた農産物をその地域内で消費すること、すなわち地産地消に関連
した活動の一形態として古くから実践されてきたものである。近年では、複雑化する消
費者ニーズへ対応するための有力なマーケティング対応のひとつであり、多様化する青
果物を取り扱う小売業の一形態として、農産物直売所が全国各地に設立・発展している
（注１）
。
この議論については、農産物の供給側である生産者の組織化、直売所自体のマネジメ
ント、需要側である消費者の購買行動等の視点から多くの研究成果が存在する。また、
これらの研究成果の多くでは、個別の農業者の生産意欲向上や地域社会の活性化に結び
つく活動として、直売活動をポジティブに評価しているものが多い。
３）グリーン・ツーリズム・都市と農村の交流
大江［12］では、都市住民のレクリエーションニーズに対応する農村景観や国土保全
等、農業の有する多面的機能の外部効果について、観光農園や農家民宿等の活動により
内部化することの重要性が、都市農村交流を捉える視点として提示されている。また、
農村に賦存する地域資源を利活用した内発的な取り組みであることに、広義のツーリズ
ムとの差別化の視点が存在する。
この議論については、これらの活動を通じた経済的交流による農村の活性化が重要な
論点となっているが、経済的な側面だけではなく、交流の継続性・双方向性、交流がも
たらす主体（受入側と参加側）の認識の変化等、これらの活動を評価する視点は多様で
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ある。
４）地域内発型アグリビジネス
斉藤（
［13］
［14］ほか）が主張する議論であり、地域内で原料生産から加工・販売・
サービス提供に至る価値連鎖を形成することの重要性が指摘されている。そして、これ
らの価値連鎖の成功については、第１次、第２次、第３次産業のすべての主体が競争力
を向上させ、持続的な所得拡大を実現することが必要であると論じている。
この議論については、特に、活動の主体は地域内の農業部門ではあるが、食品産業ク
ラスターの形成等、地域内外の食品・関連産業との連携や、産業集積・技術移転に関す
る議論等、他地域・異分野との連携もまた重要であることを指摘していることが注目に
値する。
５）女性起業
「農村女性起業」という言葉は「農山漁村の女性に関する中長期ビジョン（1992 年）
」
において初めて使われたといわれており、その歴史は長い。しかし、そのあり方は、時
間の流れとともに大きく変化しているように思われる。これは、
「農村女性起業」とい
う概念が地域に普及していった経緯と深い関連があると考えられ、この動向は、例えば、
当初はグループによるものがほとんどであった起業形態が、近年では個人による起業形
態が多く観察されるようになってきたことからも伺える。
近年の議論では、原［２］において指摘されているように、むしろ女性という性別に
こだわらず、例えば事業規模や組織形態によって男性の参画も積極的に受け入れるよう
な多様な企業形態に注目すべきであるという視点が注目される。
６）農商工連携
産業間の連携を図ることにより全体の経済活動の水準を高める必要性は従来から指摘
されてきたが、農商工連携というタームが注目されはじめたのは近年のことのように思
われる。具体的には、農商工等連携関連２法（農商工等連携促進法・企業立地促進法改
正法：ともに 2008 年）の成立と、経済産業省と農林水産省による政策的支援が開始さ
れたこり、農商工連携が事業として急速な展開をみせているといわれている。
具体的な事例分析として、経済産業省と農林水産省が公表した事例集である「農商工
連携 88 選」を対象とした櫻井［17］に注目すると、現状の農商工連携の事例では、１）
工業部門が主導するケースが多いこと、２）農業部門が主導するケースでは法人化を達
成している主体がほとんどであること、３）商業・サービス部門の参画が相対的に希薄
であること、などが指摘されている。つまり、多くは農業部門と工業部門を中心とする
短線的なネットワークが形成されているにすぎない事例が多く、農業部門と商業・サー
ビス部門との連携、各部門間の重層的な連携があまり認められないことに、イノベーシ
ョンの実現や地域全体への波及効果が小さいことなどの原因が考察されているのであ
る。すなわち、農商工連携が更に発展していくためには、商業・サービス部門の積極的
に事業参入、各部門間の重層的な連携の一層の活性化が必要であるといえよう。
他方、農商工連携の概念では、事業の中心的な主体が農業部門である必要はなく、異
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部門間の連携が地域内に限定されることが求められている訳でもない。この意味で、本
報告書で議論している６次産業化の概念とは、対象となる事例に差異が存在するように
も考えられる。
７）経営の多角化・多就業化
ここで整理する経営の多角化・多就業化という概念は、１）～６）で整理した諸概念
とは議論の方向が若干異なっている。具体的に、ここでは、大江［11］
［12］において
展開されている議論に依拠することにより、従来の専業・兼業という農家の就業形態の
区分よりも幅広い経営活動に注目し、物財としての農産物の提供だけではなく、サービ
ス財を含む農業経営活動に注目した議論としてこの考え方を整理したい。
具体的には、農業生産だけではなく、農家民宿・レストランなどのグリーン・ツーリズ
ムに関連した活動、女性グループによる多様な起業活動等、農業経営内における多就業
化の進展が、長期的には６次産業化に結びつく重要な視点であると考えられる。
経営の多角化が農業経営活動に注目した概念であることは、分析の視点が個別の経営
を対象とする点的なものであるという意味で、他部門間の連携による多様な主体の参画
や地域全体の経済活動の活性化を目指す面的な議論としての６次産業化とは異なると
も考えられる。しかし、農業経営活動が多角化することからは、経営リスクの分散、後
継者の育成、社会的ニーズのビジネス化や遊休未利用資源の利活用等の効果が期待でき、
しかも、このような農業経営が増大すること自体が新たな農村ビジネスの創出シーズに
なるものと期待されるのである。
８）本報告書における６次産業化の定義
今村［４］によれば、６次産業化を分かりやすく表現すれば、
「近年の農業は農業生産、
食料原料生産のみを担当するようにされてきて、２次産業的な分野である農産物加工や
食品加工は、食品製造の企業に取り込まれ、さらに３次産業的分野である農産物の流通
や農業・農村にかかわる情報やサービス、観光などもそのほとんどは卸・小売業や情報
サービス産業、観光業に取り込まれているのであるが、これらを農業に取り戻そうでは
ないかという提案」と定義される。
この定義に依拠すれば、６次産業化は表１で取り上げたキーワードうち、農商工連携
を除くすべてを包含する概念であると考えられる。ここで、農商工連携を除くことの意
味は、例えば、生産は農業分野が主体であり、加工、流通・販売は第２次・第３次産業
分野の主体が担っているという意味で、すべての活動を「農業に取り戻せ」ていないと
いう論点に依拠している。しかし、６次産業化について実証的に議論する中において、
この論点はそれほど大きな意味をなさない。むしろ、今村［５］が指摘しているように、
「農商工連携とは、私がかねてより提唱してきた「農業の６次産業化」を立法措置によ
り政策的に支援しようという、いわば官庁版の６次産業化方策」であるといえるのでは
ないかというのが、筆者らの考えである。すなわち、本報告書では、６次産業化を議論
する場合に重要となるポイントは「地域内の経営資源を有効に活用して地域経済の活性
化をめざす」という資源の立地と活動の場の視点であると考えている。
つまり、
以下の議論と優良事例紹介では、
ある地域内の資源を利用した生産から加工、
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流通・販売、あるいはこれらの資源とその加工品を利用した情報サービス・観光業等に
至るすべての活動が、同一の地域内を中心に実施されていることを「６次産業化」の定
義と考えたい。
表１ ６次産業化に関連した学術的な議論の整理
キーワード
１ 農村マーケット化
農業の総合産業化

考え方

参考文献

・農村を人間の営みの生活空間として捉え、農村の場・農村 長谷山［１］
で生産した物（農産物や加工品）
・農村の人の心を総体とし
て提供する産業活動
「マーケティング活動による農村まるごと産業化」

２ 直売活動

複数の農家が農産物・農産加工品等を持ち寄り、新鮮で安価

大浦［10］

であるという消費者ニーズに対応し、地元および周辺の消費

櫻井［16］

者に継続して販売するための一連の活動
３ グリーン・ツーリズ 都市住民の農村での農産物購入や農作業体験、農家レストラ 持田編［７］
ム

ンでの食事や農家民宿での宿泊等を通じた経済的交流であ

都市と農村の交流

り、農村に賦存する地域資源を利活用した内発的な取り組み

４ 地域内発型アグリ
ビジネス

① 農業と食品・関連産業の連携・統合
② 相互の経営資源の有効活用がもたらす集積と学習効果に

大江［12］

斎藤［13］
同 ［14］

よるイノベーションの実現
③ 必要であれば異分野や地域外の主体とも連携することに
よる事業の発展と拡大 他
５ 女性起業

農村在住の女性が中心となって行う農林漁業関連の起業活

原 ［２］

動であり、

諸藤［８］

① 主な使用素材が地域産物であること、

西山［９］

② 女性が主たる経営を担っているもの、
③ 女性の収入につながる活動であること など
６ 農商工連携

農商工等連携関連２法（農商工等連携促進法・企業立地促進

堀田［３］

法改正法（ともに 2008 年）の成立による政策的支援

近藤［８］

経済産業省と農林水産省が協力し、各種の中小企業と第１次

斎藤［14］

産業との連携条件を整え、地域の経済的活性化・日本経済の

櫻井［17］

成長をもたらすようなビジネスを創出する
７ 経営の多角化

物財としての農産物の提供だけではなく、サービス財を含む

多就業化

農業経営活動に注目し、専業・兼業という農家の就業形態の
区分よりも幅広い経営活動の展開に注目
新たな農村ビジネスの創出シーズとしての多様な経営活動
への期待
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大江［11］

（３）地域の内発的発展と６次産業化
「戸別所得補償制度」
、
「食の安全と安心の確保」および「農山漁村の６次産業化」の３
点は、現政権における農政の重要課題として位置づけられている。農政の大転換が謳われ
ている『食料・農業・農村基本計画』
（2010 年３月閣議決定）における３本柱の政策課題
である。そして、これらの政策には、産業政策としての農業政策の側面と社会・地域政策
としての側面から、地域の内発的発展を支援する課題が内在していると考えられる。
１）産業政策により支援される地域の内発的発展
産業政策としての農業政策の最も重要な課題は、担い手を育成・維持することによる
生産基盤の確立であろう。周知の通り、わが国の農業には、海外産地と比較した場合の
莫大な生産コスト格差が存在する。そして、この格差のために、農産物貿易交渉におけ
る輸入圧力と段階的な部分的自由化、国内生産基盤の脆弱化が進行してきた。そこで、
戸別所得補償制度では、農家に対し、この生産コスト格差にもとづいて再生産可能な最
低所得の下支えが実施されている。つまり、再生産可能な最低所得を補償することによ
る担い手の育成・維持、地域における生産基盤の確立が目的とされているのである。
このとき、これらの担い手には、地域農業を支える主体として、確立された生産基盤
（川上）のもとで、多様な地域資源を利活用した川中・川下における様々な活動を先導
する役割が求められていると考えられる。そして、長期的には、これらの活動が食の安
全と安心の確保につながり、消費者ニーズにかなった農業生産体制の確立へと結びつく
はずである。
つまり、産業政策により確立された生産基盤をもとに、担い手に先導された地域の内
発的発展が期待されていると考えられる。
２）社会・地域政策により支援される地域の内発的発展
社会・地域政策としての農業政策の最も重要な課題は、国土・環境の保全、地域社会
の維持、国家安全保障等の確立であろう。つまり、農業の有する多面的価値を維持する
ことが課題となっているのである。このとき、これらの価値を維持するためには、地域
農業の担い手だけではなく、高齢者・女性を含めた農村に居住する多くの主体の活動へ
の参画が必要となる。戸別所得補償制度が地域農業の担い手だけではなく全農家を対象
としていることには、これらの活動を支援する目的が含まれていると理解できる。
斎藤［15］が指摘しているように、川上から川中・川下に至るバリューチェーンを構
築するためには、多様な経営主体の参画、具体的には、高齢者や女性を含めた積極的な
雇用創出による地域レベルの取り組みが必要となる。つまり、担い手に先導された地域
の内発的発展は、多様な主体の参画により活発化し、政策的支援の背景からは「国民全
体で農業・農村を支える社会（
『食料・農業・農村基本計画』本文）
」の構築へと結びつ
く取り組みになることが期待されているのである。
３）地域の内発的発展における６次産業化の重要性
以上で議論した地域の内発的発展の具体的なイメージとして、６次産業化が位置づけ
られる。事実、基盤整備や価格補償等による政策的支援による生産構造の改善は、高齢
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者や女性労働力に余剰を生み、これらの余剰労働力の有効活用の結果として直売活動・
都市農村交流・女性起業等の多様な活動が各地で発生したこと、また、これらの多くが
６次産業化の優良事例として取り上げられてきたことは、前節の文献レビューで整理し
たとおりである。
「戸別所得補償制度」
、
「食の安全と安心の確保」および「農山漁村の６次産業化」と
いう現行の政策が継続される中で、農村に賦存する様々な資源を利用した地域の内発的
発展が６次産業化を中心として展開することは、国民全体を巻き込んだ喫緊の課題であ
ると考えられる。
以下では、この６次産業化の展開について、普及の役割の視点から議論を進めたい。
注１） 具体的には、財団法人都市農山漁村活性化機構の調査結果によると、平成 17 年
に調査した全国 5,000 カ所の直売所の総売上高は約 5,000 億円にのぼり、インシ
ョップなどのその他直売活動を含めると 7,000 億円を超えると推定されている。
また、常設・有人・周年運営直売所の１店舗あたり年間平均売上額は約 9.700 万
円であり、国産野菜の総産出額における約 15％程度（金額ベース）のシェアを占
めているであろうと指摘されている（今村［６］
）
。
２ ６次産業化と普及活動
（１）普及活動のコミットメントの必要性
農業（第１次産業）では、一般に、第２次・第３次産業とは異なり、相対的に経営規模
の微少な経済主体である農家が中心的な事業者となっているという特徴がある。
このとき、
農家が自らの努力で享受可能な土地・労働・資本に情報を含めた経営資源は限定的であり、
農業生産における新技術の導入（川上）や農産加工（川中）
、消費者直販の実施（川下）等、
農家が新しい事業分野に取り組む場合には、
外部からの活動支援が欠かせないといえよう。
前節では、本報告書での議論の範囲として、ある地域内の資源を利用した生産から加工、
流通・販売、あるいはこれらの資源とその加工品を利用した情報サービス・観光業等に至
るすべての活動が同一の地域内を中心に実施されていることを「６次産業化」であると整
理した。このとき、普及は、このような川上から川下に至る農家の総合的な取り組みを支
援する最も有力な活動主体であることが期待されている。以下、効果的な普及支援活動［20］
の視点から、６次産業化への普及活動のコミットメントの必要性について整理する。
他方、普及活動のコミットメントの具体例については、普及指導員に期待される 10 の
機能［19］の視点から、第Ⅱ部において事例研究とともに整理している。
１）指導型活動における６次産業化へのコミットメント
指導型活動とは、
普及側が教育的な意図を持って誘導を行う活動であるとされている。
そこでは、農家への提案・農家からの要請の両面から、知識や技術等の手法習得を支援
する、あるいは、補助事業や組織形成に関する情報（知識）を提供するなどの活動が行
われている。
具体的に、前節で議論した経営の多角化・多就業化（大江［11］
［12］
）を振り返ると、
近年、農業生産だけではなく、農家民宿・レストランなどのグリーン・ツーリズムに関
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連した活動、女性グループによる多様な起業活動等、農業経営内における多就業化の進
展が指摘されており、６次産業化の創出シーズとして注目することができる。これらの
事例では、農家自身による経営内における多就業化への取り組みが、６次産業化の出発
点となっているものと考えられる。
このとき、農家自身による経営内における多就業化への取り組みは、彼ら自身に内在
する経営改善・発展に対する潜在的動機が顕在化したことによるものであると解釈でき
る。そして、このような潜在的動機の形成を促進するためには、日常的な指導型活動に
よる動機づけが効果的であると考えられる。また、このようなプロセスにより形成され
た潜在的動機を顕在化させる場合にも、普及活動による農業者に内在化する潜在的動機
の発見と具体化支援という指導型活動が効果的であると考えられる。
つまり、指導型活動は、６次産業化に対する農業者の動機づけ、潜在的動機の顕在化
の場面において、コミットメントが求められていると考えられる。
２）提案支援型活動における６次産業化へのコミットメント
提案支援型活動とは、課題化等の段階における農家のニーズを起点とし、普及が能動
的な立場から積極的に提案・調整を行うことにより、農家等の合意形成を促す活動であ
るとされている。
具体的に、前節で議論した直売活動や女性起業を振り返ると、それぞれの活動規模が
大きくなるに従い、農家間のネットワーク構築やグループ内の合意形成の場面において、
各農家の意見の調整と集約が求められることが多い。例えば、労務や財務管理の必要性
から生じる法人化へのインセンティブなどは、グループ内の合意形成が必要な典型事例
であろう。
このとき、農家間の合意形成と調整のプロセスにおいて、議論の場を設ける、組織化
の影響をシミュレーションする、あるいは、組織内・家族内の関係づくりを後押しする
などの作業を効率的に行うためには、提案支援型活動による普及の役割が不可欠である
と考えられる。
つまり、提案支援型活動は、６次産業化における主体間の合意形成と調整の場面にお
いて、コミットメントが求められていると考えられる。
３）要請支援型活動における６次産業化へのコミットメント
要請支援型活動とは、農家等からの要請に応じて対処的に応える活動であるとされて
いる。よって、普及側は受容的な立場にあるため、農家等からの要求により、その解決
策をアドバイスすることが求められる。
このとき、要請支援型活動における普及に求められる能力については、普及活動の主
体自身が備える技術や情報だけではなく、外部の専門家や関係機関との協力体制の構築
等が重要となるものと思われる。また、専門的な情報や主体の提供・紹介だけではなく、
例えば生産者と消費者のマッチングを支援するなど、問題解決のために求められる機能
は多岐にわたる。
つまり、
要請支援型活動は、
６次産業化において主体が直面する様々な課題に対して、
スペシャリスト機能・コーディネート機能の両者を駆使したコミットメントが求められ
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ていると考えられる。

（２）普及活動の課題
６次産業化を実施している主体の行動は、日々新たな課題に直面し、それらの課題解決
により刻々と成長するダイナミックな支援対象であると考えられる。
このとき、以上で議論したような普及活動のコミットメントを効果的に実行していくた
めには、普及支援活動の方法として整理されている４つのステップ（See－Plan－Do－
Check）のうちのＳＴＥＰ１：See のプロセスが重要であると考えられる。
具体的に、指導型活動では農家等の潜在的動機の発見、提案支援型活動では主体間の合
意形成と調整の必要性等の認識・把握、要請支援型活動では課題解決に必要な様々な情報
整理等が広い視点から求められているといえよう。このことは、６次産業化の活動のドメ
インが、農業生産部門だけではなく、加工等の第２次産業部門、販売・観光等の第３次産
業部門から消費者ニーズの把握に至る広範囲に広がっていることからも明かであろう。
加えて、女性起業に関連した６次産業化事例にみられるように、生活改善グループなど、
古くからの普及活動のコミットメントによって構築されてきた組織が効果的に機能してい
るケースが散見される。既に生活改良普及員の制度自体は存在しないが、これらの活動の
ような長期的な視点からの６次産業化の基盤づくりについても、これからの普及活動に求
められている課題の一つとして指摘しておきたい。
【引用文献】
［１］長谷山俊郎『農村マーケット化とは何か』農林統計協会、1998
［２］原珠里「農村女性起業の歩みと転換－グループから個人ビジネスへ－」
『農業と経済』Vol.75
No.13、pp.5～14、2009．
［３］堀田和彦「農商工連携の分析視覚－産業クラスター、ナレッジマネジメントの視点から」
『農
業と経済』Vol.75 No.1、pp.21～30、2009．
［４］今村奈良臣「新たな価値を呼ぶ、農業の６次産業化－動き始めた、農業の総合産業戦略」
（財）
21 世紀村づくり塾『地域に活力を生む、農業の６次産業化－パワーアップする農業・農村』
、
pp.1～28、1998．
［５］今村奈良臣「農商工連携の歴史的意義」
『農業と経済』Vol.75 No.1、p.3、2009．
［６］今村奈良臣「６次産業化の理論と実践－人を生かす 資源を生かす ネットワークを広げる－」
『技術と普及』Vol.47、pp.19～22、 2010．
［７］持田紀治編『グリーン・ツーリズムとむらまち交流の新展開』家の光協会、2002．
［８］諸藤享子「農村女性グループ起業の継承問題」
『農業と経済』Vol.75 No.13、pp.15～26、2009．
［９］
西山未真
「農村女性起業の到達点とソーシャルビジネスへの展開」
『農業と経済』
Vol.75 No.13、
pp.37～46、2009．
［10］大浦裕二『現代の青果物購買行動と産地マーケティング』農林統計協会、2005．
［11］大江靖雄「中山間地域における多面的農家活動論の意義と課題」
『農業経営研究』第 34 巻第
１号、pp.53～61、1996．
［12］大江靖雄『農業と農村多角化の経済分析』農林統計協会、2003．
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［13］斎藤修『フードシステムの革新と企業行動』農林統計協会、1999．
［14］斎藤修「食品産業と農業をめぐる主体間関係とフードシステム」
『フードシステムの構造変化
と農漁業』農林統計協会、2001．
［15］斎藤修「農商工連携をめぐる基本的課題と戦略」
『フードシステム研究』第 17 巻１号、pp.15
～20、2010．
［16］櫻井清一『農産物産地をめぐる関係性マーケティング分析』農林統計協会、2008．
［17］櫻井清一「農・商・工・官・学の連携プロセスをめぐる諸問題」
『フードシステム研究』第 17
巻１号、pp.21～26、2010．
［18］佐藤和憲『青果物流通チャネルの多様化と産地のマーケティング戦略』養賢堂、1998．
［19］社団法人 全国農業改良普及支援協会編『普及指導員のための道具箱』平成 19 年３月，pp.6～
7．
［20］社団法人 全国農業改良普及支援協会編『普及指導員のための道具箱』平成 19 年３月，pp.14
～18．
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第Ⅱ部
６次産業化の事例研究
－普及活動の役割と実績－

１

６次産業化の事例分類について
（１） ６次産業化と普及の関わり
ここでは、６次産業化の事例分類と優良事例の紹介に先立ち、６次産業化に
おける普及の役割について検討する。具体的には、普及指導員に期待される 10
の機能（以下、10 の機能：表１）［ １ ］ の視点から、第Ⅱ部で取り上げる優良事例
を対象として、普及活動の６次産業化へのコミットメントのあり方を整理した
い。
一般に、普及の現場ではスペシャリスト機能と、コーディネート機能を、総
合的に発揮した活動が求められている。10 の機能では、これらの２つの機能（ス
ペシャリスト機能と、コーディネート機能）が明示的に区分されているわけで
はないが、普及活動に求められる具体的な機能が整理されている。これらの機
能について、優良事例から観察された６次産業化との関わりの視点から整理し
てみたい。
まず、「１ 教育的指導機能」と「２ 現地技術開発機能」については、加工に
適した品種の栽培・加工技術や環境に配慮した減農薬栽培技術を指導するなど、
指導型のコミットメントが多く観察される。また、これらのコミットメントは
６次産業化の準備段階・発展段階になされることが多く、６次産業化の基盤と
なっている事例が多く存在する。
次に、「３ コンサルタント機能」については、６次産業化の準備段階におけ
る経営相談等、要請支援型のコミットメントがほとんどの事例において観察さ
れる。「８ カウンセラー機能」については、６次産業化の推進主体が活動の発
展段階において様々な困難に直面する場面において、提案支援型のコミットメ
ントが多く観察される。これらのことからも、各地域の６次産業化事例におい
て普及活動が大きな役割を果たしていることが確認できる。
また、機械・施設導入等による投資が不可欠である６次産業化では、多くの
事例において、補助事業や融資制度利用の場面での「４ 技術審査機能」による
要請支援型のコミットメントが重要な役割を果たしている。
さらに、「５ 組織化機能」と「６ 農村社会形成への援助機能」については、
経営の法人化に向けた情報提供・勉強会の開催や、女性自身の意思決定による
活動に、前例がなかった地域での女性起業の組織化等、提案支援型のコミット
メントが多く観察される。
加えて、「７ 農家と農政の媒体機能」や「９ 情報処理機能」については、政
策の動向、市況や消費トレンドなど、様々な情報を整理して提供するという意
味で、「生産」「加工（商品づくり）」、「流通・販売（サービス）」のあらゆる場
面において、提案支援型・要請支援型のコミットメントが認められる。
他方、事例の中には生活改善グループを活動の母体とする６次産業化の事例
も多く存在する。このような事例では、相対的に長期の視点からの評価となる
が、普及の「10 ファシリテーター機能」によるコミットメントが当該事例の６
次産業化において重要な役割を果たしていると考えられる。
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以上で整理した普及活動の役割の多くは、普及指導員が直接的に活動主体に
働きかける支援や提案であるといえる。一方で、農商工連携に代表されるよう
に他分野との交流が必要な６次産業化においては、普及指導員が直接的に支援
することが難しくても、外部のスペシャリストを紹介し、役割分担・協力体制
を構築するなどの間接的な支援、つまり、コーディネート機能に依拠した支援
や提案が重要となる。このようなコミットメントについても、以下で紹介する
優良事例の多くで観察されており、６次産業化に関する普及の重要な役割のひ
とつであるといえよう。
（２）事例分類の基準：各分類の位置づけと特徴
６次産業化の事例研究を進めるにあたり、以下では、前節で議論した普及活
動の６次産業化へのコミットメントの視点から、次のような事例の分類を行っ
たうえで、各事例の紹介を行いたい。
具体的には、第１に「生産」面における普及指導員の役割に注目すべき事例
である（事例１～５）。この分類では、主に、普及指導員の「１ 教育的指導機
能」や「２ 現地技術開発機能」等の発揮による農業生産方式の合理化に関連し
たコミットメントに注目している。
例えば、事例番号Ａの小松菜のブランド化では、地域農業の活性化の手段と
して、小松菜のブランド化による産地ＰＲや地元商工業者との連携が試みられ
ており、まさに、農商工連携による６次産業化の優良事例であるといえる。
そして、このようなブランド化を実行するためには、地域内のひとりひとり
の生産者の意向を把握することに始まる地域全体での生産技術の平準化を図る
こと、エコファーマーや認定農業者の資格取得を支援することなど、生産面で
の活動の充実が重要な支援内容となっていることに注目できる。
第２に「加工（商品づくり）」における普及活動の役割に注目すべき事例であ
る（事例Ｆ～Ｉ）。
この分類では、主に、普及の「３ コンサルタント機能」、「４ 技術審査機能」
や「５ 組織化機能」等の発揮による農家行動のドメイン拡大に関連したコミッ
トメントに注目している。
例えば、事例番号Ｆの加工施設の導入事例では、農産加工施設を利用したグ
ループ活動（女性起業）による地場農産物の高付加価値化が実現されており、
施設導入による有休労働力の利活用が契機となった６次産業化の優良事例であ
るといえる。そして、このような高付加価値化を実行するためには、補助事業
や融資制度を有効に活用してハード面の整備を行うだけではなく、農村女性の
経営意欲を高めることにより、農業者の組織化を支援することが重要な支援内
容となっていることに注目できる。このとき、加工技術の指導だけでなく、農
業者（彼女ら）の相談役としても、普及活動が重要な役割を果たしていること
も重要な視点である。
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そして、第３に「流通・販売（サービス）」面における普及の役割に注目すべ
き事例である（事例Ｊ～Ｌ）。この分類では、主に、普及手法である「８ カウ
ンセラー機能」、
「10 ファシリテーター機能」等の発揮による農業者間、農業者
と消費者間におけるマッチングに関連したコミットメントに注目している。例
えば、事例番号Ｊの直売組織・施設の設立事例では、勉強会の開催によるメン
バー間の法人化に向けた合意形成支援、補助事業・融資制度に関する情報提供
や併設するレストランでのメニュー開発への支援（講師紹介）等によって直売
所の多角化が実現されており、準備期から発展期、安定期に至るプロセスにお
いて活動主体と普及指導員が一丸となって活動を展開した６次産業化の優良事
例であるといえる。そして、このような多角化を実現するためには、普及活動
による地域農業の生産状況を踏まえた新規生産部門の斡旋とその生産技術指導
等、「９ 情報処理機能」をベースとした「１ 教育的指導機能」が重要な役割を
果たしていることも重要な視点である。
ただし、以下で取り上げる各事例は、いずれも各地域から選抜された６次産
業化の優良事例として調査研究されたものであり、
「生産」，
「加工（商品づくり）」、
「流通・販売（サービス）」のそれぞれ単一の側面から議論できるものではない。
つまり、以上の分類は、各事例の６次産業化プロセスに最も重要な役割を果た
した普及指導員のコミットメントに注目したものである。よって、普及指導員
や指導者達には、各事例について、川上から川下までの総合的な６次産業化の
視点から参照していただきたい。
表１

普及活動に期待される 10 の機能

機 能 （能 力）

指 導 ・支 援内 容

１ 教育 的指 導機 能

農 業 に関 する 技術 ・知 識の 指 導

２ 現地 技術 開発 機能

現 地 技術 の開 発・ 実証 ・組 立

３ コン サル タン ト機 能

農 業 経営 等に 関す る相 談・ 診 断

４ 技術 審査 機能

補 助 奨励 事業 、融 資に 関わ る 技術 審査

５ 組織 化機 能

一 定 の目 的の ため の農 業者 の 組織 化と 育成

６ 農村 社会 形成 への 援助 機 能

健 全 な農 村社 会の 形成 への 援 助

７ 農家 と農 政の 媒体 機能

農 家 と農 政の 間の 情報 ・連 絡 等

８ カウ ンセ ラー 機能

就 農 、離 農等 に関 する 相談

９ 情報 処理 機能

情 報 の収 集、 蓄積 、加 工、 提 供

10 ファ シリ テー ター 機能

む ら づく り等 の合 意形 成の 組 織育 成

資料）（社）全国農業改良普及支援協会［１］p.6 の表Ⅰ－１を引用
［１］（社）全国農業改良普及支援協会編『普及指導員のための道具箱』平成 19 年３月、
p.６～７．
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（３）優良事例の分類と特徴：整理表
事
例

優良事例名

番
号

A

B

⻄船橋産⼩松菜のブラ
ンド化

山菜王国郡上づくり

都道府県
市町村

千葉県
船橋市

岐阜県
郡上市

HP

×

×

個
集

集

集

浮野養鶏農業協同組合
C

（農事組合法人うきうき

ファーム，直売所：うきう

愛知県
一宮市

○

集

き村）

D

E

F

工房 あか穂の実り

農事組合法人あかつき
ファーム今在家

中野市豊田農産物加工
施設利用組合

たつの市集落営農連絡
G

協議会：ヒガシマル醤
油・高田商店との連携

H

I

J

K

L

M

産学官連携による新品
質梅干しの開発

農事組合法人 古座川
ゆず平井の⾥

農事組合法人 いさわ

産直センターあじさい

まあ・どんな会

（有）はす工房

株式会社ドリームキッ
チンあごづ

事
例
番
号

優良事例名

兵庫県
赤穂市

島根県
簸川郡

⻑野県
中野市

兵庫県
龍野市

和歌山県
紀の川市

和歌山県
古座川町

岩手県
奥州市

山形県

⻄置賜郡
白鷹町

愛知県
愛⻄市

岩手県
奥州市

都道府県
市町村

○

○

個

集

準備段階での経営相談等

法人化
集団化

共販
組合

生産者
組織

農事
組合
法人

個人
経営

アイデア 技術導入 資⾦調達
都市農業
のモデル

山菜利用

新品種と
の出会い

法人

支援

集

×

○

○

○

○

×

×

HP

集

集

集

集

集

集

集

個
集

新規事業
施設型・
付加価値
型の導入

営農

産官学
協議会

の連携

産官学の
連携によ
るブラン
ド構築

差別化

法人

法手続

法人

後指導

組合

任意
組織

有限
会社

株式
会社

法人化
集団化

の導入

地域農産 商品化技
物を活用 術・起業

材を用い 門家から
た加工品 のアドバ
製造

イス

法人化勉強会
⼥性起業支援

許認可手続

中山間直 生活改善グ

接支払制 ループを基盤

○

度の利用 とする活動

準備段階での経営相談等
アイデア 技術導入 資⾦調達
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○

施設用地確保

の向上

習得

地場産食 農外の専

転換

経営管理知識

した⼥性 運営法の
起業

梅への戦略的

懇談会（注）

補助事業

路拡大

の徹底

○

⻘梅から⽊熟

平井ゆず対策

等の利用

開発・販

適期収穫

体系化

代化資⾦

設と商品

○

工技術の

導入と近

ﾚｽﾄﾗﾝ開

○

による加

補助事業

事業の事

○

（地場産物を

資⾦利用

に関する

基盤整備

○

の会活動支援

の期待

系

工技術の

○

ふるさとの味

⼩⻨・大⾖へ

の輪作体

梅干し加

△

地元産醸造用

⻨＋大⾖

製造販売

農事

減

活かした郷土

水稲＋⼩

農事
組合

○

直接購入に

普及の役割：

加価値化

油産業と

よる費用節

収支計画 観光事業導入

格外品の

在来の醤

機能強化

間の経営 専従者確保

格のない の商品化 による付 （県単）

集落

共同購入・

今後５年 法人化勉強会

組織（人 地元産物 加工利用 補助事業
社団）

○

認定農業者

模索

との連携

○

○

製品差別化機
能，流通販売

○

家族経営協定

と販路の

任意

×

利用

性

○

特産品化

（栽培品種）

学習

グループ

営導入

各種制度

地の有利

栽培技術
○

農閑期への経

技術

条件と⽴

試験研究

営農

山菜増殖

高生産費

集落

新品種

請相談

産地化

⼥性労働

基盤整備

農商工連携申

を目指す

鳥獣被害

その他

生産

その他

生産
基盤整備

新品種

栽培技術

特産品化

（栽培品種）

加⼯（商品づくり）
環境配慮

周年化

加⼯原料

○

その他

結束テープとパンフレット作成に

エコ

より商品アピール

ファーマー

GT

耕作放棄地の解消

都市近郊：ウインドレス鶏舎，GP
センター等．補助⾦

加⼯導入

商品開発

○

○

○

○

○

栄養成分

設備導入

その他

山菜料理コンクールの開催

○

商品差別化

（付加価値卵・異鶏種卵）

強化

○

○

○

営業許可認
定プロセス
における支

・農産加工起業セミナーの開催
・商標登録

援

経営安定化（経営収支計画）

・先進地視察・技術講習会の開催
○

○

新商品開発

○

○

・⼥性の得意分野にあわせた商品
開発：リンゴジュースからはじま
り，おやき・菓子・みそにまで拡
大

○

水稲＋⼩⻨

・品種選択，播種法改善，排水対

＋大⾖の
２年３作

○

○

減農薬栽培

○

○

によるプレミアム淡口醤油の開発

○

・紀の川梅干しクオリティアップ

・健康志向の消費者ニーズ対応

産官学によ

調査研究（生産・加工技術）

・品質差別化による地域ブランド

る新商品開

の確⽴

発

ドレッシングの商品化による加工

○

新商品開発 原料（ダイコン）生産の拡大

○

在来の醤油産業と営農組合の連携

○

策，堆肥利用システム構築 他

○

○

「平井婦人部」を中心とした商品
コンセプトの議論と確⽴

・販売許可の取得に関する支援

・ブルーベリー，じゃがいも，に
んじん，大⾖等，加工原料の生産

○

技術導入

○

○

・専門家派遣によるﾒﾆｭｰ開発支援

・隣接するJAの集荷場に集まる格
外品の有効利用
・初期：指導型

会員の生産物による原材料の全量

○

確保

○

○

普及指導員への信頼

・安定期：提案支援型

会員による自⽴的な活動

○

○

○

○

○

○

○

労働時間の事前設定，各種保険

農外から料理専門家を招き，商品
開発・施設導入の支援を受ける

加⼯（商品づくり）
環境配慮

周年化

加⼯原料

その他

加⼯導入
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商品開発

設備導入

その他

事
例

優良事例名

番
号

A

B

⻄船橋産⼩松菜のブラ
ンド化

山菜王国郡上づくり

市町村

（農事組合法人うきうき

ファーム，直売所：うきう

E

F

工房 あか穂の実り

岐阜県
郡上市

愛知県
一宮市

中野市豊田農産物加工

⻑野県

施設利用組合

協議会：ヒガシマル醤
油との連携

H

I

J

産学官連携による新品
質梅干しの開発

農事組合法人 古座川
ゆず平井の⾥

農事組合法人 いさわ

産直センターあじさい

K

まあ・どんな会

L

（有）はす工房

M

株式会社ドリームキッ
チンあごづ

事
例
番
号

赤穂市

島根県

たつの市集落営農連絡
G

兵庫県

農事組合法人あかつき
ファーム今在家

優良事例名

給食等

簸川郡

中野市

ネット販売

○

船橋市

き村）

D

直接販売

千葉県

浮野養鶏農業協同組合
C

流通・販売（サービス）

都道府県

販促イベント

共販

○

結束テープの印

パンフレット作成

○

○

○

宅配導⼊，自
動販売機設置

○

○

○

○

○

○

○

商談

特産品化

(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化）

○
字

○

○

（市の助成）

○

○

集荷の拡大

○

○

○

○

○

保育園

○

⽼人ホーム

○

兵庫県
龍野市

和歌山県
紀の川市

和歌山県
古座川町

岩手県
奥州市

山形県

⻄置賜郡
白鷹町

愛知県
愛⻄市

岩手県
奥州市

都道府県
市町村

○

直売所

○

めっけもん
広場

○

○

FOODEX

○

○

○

○

○

○

JAによる技術・

商品デザインの統一化

運営支援

○

○

○

○

JAPAN2009

○

○

都内アンテナ
ショップ

○

○

○

○

○

⾼速道路SA・都

内アンテナショッ
プ

流通・販売（サービス）
直接販売

給食等

ネット販売

16

販促イベント

共販

商談

特産品化

(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化）

付加価値の分類

観光
その他

レストラン 体験イベント

⺠宿

規格内

規格外

その他の特徴

未利用資源

・市街化区域内での集約的な都市農業
・若い後継者グループの⽴ち上げ

○

・ブランド化による地域内顧客の開拓

・産地基盤の確⽴による東京市場での顧客獲得
・山林が大部分を占める農業地帯、⼥性起業グループ
・山菜利用マニュアル作成による

○

食べ方提案

の存在

○

・山菜を中⼼とした耕作放棄地の大量発⽣
・鳥獣害被害による農業⽣産意欲の停滞

・地域の風土に適した山菜栽培、加工への取り組み
・浮野養鶏ブランド「尾張の卵」の確⽴

・「地域との融和、消費者が訪れる養鶏経営」

○

・販売に関する知識の向上のための不断の情報提供
・顧客分析によるマーケティング戦略の⾼度化

・JA、市、普及セによる関係機関連絡会の定期的な開
・食べ方提案等，販促活動による

○

消費者の認知度アップ

○

催

・経営主体のコンセプト

「つくる人、食べる人、もっと近くに感じたい」
「日本の農業、農地、環境を守っていきたい」

○

・土地利用型と施設型の効率的な結合関係

○

摘み取り園

・観光農業を活用した施設型部門の収益向上

観光農業

オーナー制

・複合化・多角化法人経営の優良モデルとしての波及
効果

・指導型の普及活動：組織の⽴ち上げまで

・「あちゃま」で商標登録（2006

・提案型の普及活動：安定期以降

○

年）

・兼業農家にも参画可能な就業形態の模索

・ライフスタイルにあわせた⼥性の活動への参画
・実需者と営農組合のパイプ役としての普及の役割
・市独自の法人化計画：⻑期的な営農ビジョン策定

・「たつの市集落営農連絡協議会」を核とした農商工
連携

・関係者みんなの利益を考える⼼の連携活動
・他地域の梅干しとの差別化：那賀ブランドの確⽴

・ロゴマークの商標登録（2010年

・産（JA紀の⾥）官（普及セ）学（近畿大学）の連携

○

3月）

による協議会の設⽴

・消費者ニーズの把握と加工品製造への適用

・消費者アンケート・市場調査に

「村づくり」と一体になった活動の支援

よる消費ニーズの把握

○

・外部講師によるマーケティング

（注）「平井ゆず対策懇談会」の基盤となった組織

○

・集落有志による「柚⼦産業振興と過疎を考える会」

研修

・町・普及セ・試験場・JAなどによる「ゆず対策協議会」
・基盤整備を契機として⽣じた⼥性の余剰労働⼒の有
○

○

○

効利用

○

・農業，家事との両⽴という課題への組合員相互の助
け合いによる対処

・⾼齢化と後継者育成への取り組み途中

○

・スキー場での農家レストラン経営

地域資源と

○

の協調によ
る観光業へ

○

⼥性労働⼒

・食材，菓⼦加工による加工品販売も順調に推移
・男性社会が根強い地域での⼥性起業の成功事例

・企業組合制度への加⼊と経営管理能⼒の向上が課題

の参⼊

・目標所得の設定によるやる気向上

○

直売所内

○

での飲食

・企業としての収益⼒向上による雇用創出

○

・地域を代表する特産品としての交流や活性化への貢
献

・地域農業改良普及協議会：関係市、JA、普及の連携

・⽣活改善ｸﾞﾙｰﾌﾟを基盤とした⼥性起業
○

・畜産農家からの参加者が多く，畜産業と加工業の両

○

⽴が困難なために経営が⾏き詰まった

・農業者の主体的な取り組みによる６次産業化には疑
問

付加価値の分類

観光
認証

レストラン 体験イベント

⺠宿

規格内
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規格外

未利用資源

その他の特徴

２

６次産業化の優良事例紹介
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優
優

良

事

例

良

事

例

の

活

動

年

表

名

普及センター名

地域との共生が都市型野菜産地の活路を拓く西船橋地域の小松菜ブランド化

千葉県東葛飾農林振興センター改良普及課
関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（葉物共
販組合）

（ 普及との関連 ）

行政
（船橋
市）

ＪＡ
（ＪＡち
ば東葛）

商工業者

教育
（学校給
食関係
者）

△

平成18年まで
【準備期①】

安全・安心な小
松菜づくり

(普及）
・エコファーマー認定に向けた安全栽培の技術指導
・経営改善計画作成指導
（普及対象）
・小松菜の共選共販体制による生産販売を行っており、「頼
れる産地」として東京市場及び地元市場からの評価も高い
・全員がエコファーマー、認定農業者

○
○

（市）
・認定農業者事務
（ＪＡ）
・葉物共販組合事務局、エコファーマー推進

○

平成19年
平成20年
【発展期①】

青果物ブランド
化への取組み

（普及）
・組合員全員巡回で作りのこだわり聞取り
・ブランドのコンセプトの合意形成
・小松菜パンフレット作成に助言
（普及対象）
・「エコファーマー」、「船橋産」等の文字を印字した結束
テープの使用で一束一束に産地表示
・「船橋ブランドの小松菜」として商品が市場から認知され
る

○
○

（市）
・結束テープの作成費用を助成
（ＪＡ）
・小松菜の市場ＰＲ

◎
○

（普及）
・農商工連携認定のため、説明資料の作成やプレ
ゼンテーションの方法についてＪＡとともに指導・助言
・小松菜を材料とした新商品の開発、新たな販路の開拓並び
にＰＲを行う組合員の活動支援

平成21年
【発展期②】

農商工連携認定
後継者学習組織
立ち上がる

○
◎
○

（普及対象）
・「西船橋野菜（小松菜、枝豆など）を使った加工品開発生
産と販売による地産 地消推進事業」として農林水産省か
ら認定・若い後継者達が生産物に愛着と自信を持ち、
更なる展開を目指して9名で学習グループ「Teamうぐい
す」を立ち上げ
（市）
・学校給食への導入働きかけ
（ＪＡ）
・農商工連携認定への助言
（商工業者）
・小松菜パウダー会（農業）、東京農業大学、（株）ニュー
ファミリー（映像・音声・文字情報制作業）、群馬食品（株）、
日新化工（株）、大町屋製麺所が連携機関として
参加し、商品開発
・地元青果店が取扱い開始
（教育）
・地元小中学校３校が学校給食へ導入

◎
（普及）
・担い手組織の立上指導
・販促イベント開催手順を指導

平成22年
現状
【発展期③】

小松菜のＰＲイ
ベント
枝豆などへの波
及で地域おこし

○
○

（普及対象）
・農業者主体の「小松菜の日」イベント開催
・組合員の中に「小松菜パウダー会5名」が立ち上がる
・小松菜に続く第2弾として、地域特産物の枝豆の新たなブランド
化を図る「抑制栽培研究グループ４名」が結成
・船橋市農産物ＰＲイベントに農業者が積極的に参加し消費者と
交流するなど販売に対する意欲が高まる
（市）
・市農産物全体のＰＲ強化
（ＪＡ）
・ＰＲイベント開催の事務局
（商工業者）
・各種商品開発
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○
○

その他

Ａ

１

千葉県船橋市の
千葉県船橋市 の 事例
地域との共生が都市型野菜産地の活路を拓く 西船橋地域の
小松菜ブランド化

普及 指導の 対象事例とその背景
千葉県船橋市の西船橋地域は、千葉県東葛飾地域の中でも最も都市化の進
んだ地域である。農地全てが市街化区域内にあり、小松菜、枝豆を中心に施
設と露地畑を組み合わせた集約的な都市農業が営まれている。
ＪＡちば東葛西船橋葉物共販組合（組合員 16 名）は、平成５年から 17 年
間 に わ た り 小 松 菜 の 共 選 共 販 体 制 に よ る 生 産 販 売 を 行 っ て お り 、「 頼 れ る 産
地」として東京市場及び地元市場からの評価も高い。
しかし、近年、新興の小松菜産地の増加等による市場価格の低迷や農産物へ
の安全性への不安など産地をめぐる課題も顕在化している。
普及センターでは、当組合を都市農業のモデルとなる野菜産地の担い手と位
置付け、ブランド化による有利販売の確立を目指した活動を関係機関ととも
に支援した。

２ 具体的な指導内容と成果
（１）準備期
１）安全・安心な小松菜の生産
安全・安心な小松菜の生産に向け、エコファーマーや認定農業者の認定
を組合として取り組むよう船橋市役所やＪＡとともに推進した。認定され
るための導入技術の選定や実際の技術指導を関係機関とともに行った結果、
平成 18 年までに全員が認定され、環境保全型農業を目指す小松菜産地を支
える担い手として意識変革するきっかけとなった。
（２）発展期①
（２）発展 期①
１）産地表示でブランドアピール
平成 19 年には船橋市の補助事業を
受け、「エコファーマー」、「船橋産」
等の文字を印字した結束テープが出
荷時に使用されるようになった。こ
れにより、一束一束に産地表示がさ
れるとともに、「船橋ブランドの小松
菜」として商品が市場から認知され
るようになった。
写真１

船橋ブランドの小松菜
結束の荷姿

２）組合員全員の意向把握
20

ブランド化を進めるにあたって、普及センターは組合員全員を巡回して
小松菜づくりに対する個々のこだわりを聞き取った。それを月１回開かれ
る定例会において検討し、ブランドコンセプトの明確化を図るとともに、
自分たちの小松菜の商品力を再認識させることができた。
３）産地の思いをパンフレットに
これと並行して、ブランド化に関する産地活動の方向性について組合員
と関係機関が一緒になって定例会で議論を重ね、小松菜へのこだわりを書
いたパンフレットを組合員の総意で作成することができた。
パンフレットの作成は、産地ＰＲ活動の実施や地元商工業者への新商品
開発の依頼などの営業活動を進めるきっかけとなった。
（３）発展期②
１）新商品開発と販路開拓
地域ブランドの確立に向け、小松菜を材料とした新商品の開発、新たな
販路の開拓並びにＰＲを行う組合員の活動について、営業活動を進めるた
めのツールとなる名刺、ポスター、パンフレットの作成などについて支援
した。
地元商工業者へ小松菜の加工品の試作依頼により、新たな菓子や料理が
開発され、地産地消の実践、街の活性化に結びつけた。
また、地元小中学校において、平成 21 年から学校給食への導入が始まっ
たが、地元青果店の取扱い開始により出荷量も拡大した。

写真２・３

小松菜を原料としたパンや和菓

２）後継者の学習グループ誕生
小松菜のブランド化に関する活動が成果を見せ始めることと並行して、
若い後継者達が相次いで誕生した。生産から販売までを考え・行動できる
農業経営者として育成するとともに、ブランド化と６次産業化を継続して
実践していくため、9 名で学習グループ「Team うぐいす」を立ち上げた。
３）農商工連携認定
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農林水産省の農商工連携認定を受けるため、説明資料の作成やプレゼン
テーションの方法についてＪＡちば東
葛とともに指導・助言した。
その結果、組合員とＪＡちば東葛
（食料品製造業者）が、「西船橋野菜
（小松菜、枝豆など）を使った加工品
開発生産と販売による地産地消推進事
業」として平成 21 年度の第３回認定
を受けた。この連携には、小松菜パウ
ダー会（農業者）、東京農業大学、
写真４ 小松菜による地域興しを考
（株）ニューファミリー（映像・音声
える青年農業者達
・文字情報制作業）、群馬食品（株）、
日新化工（株）、大町屋製麺所が参加した。
認定後は、新商品作りのために最も適したパウダー加工業者の選定、品
質のアドバイスをＪＡちば東葛とともに行った。
（４）発展期③
１）農業者主体の小松菜ＰＲイベントの実施
平成 22 年 5 月 27 日からの１週間、「小松菜の日（こま＝５、つ＝２、
な＝７）」を組合員で結成する実行委員会が企画・運営し、普及センター
は、この活動についてＪＡちば東葛とともに指導助言をしつつ、イベント
に共に参加するなどの支援を行った。
２）波及効果による地域農業の活性
組合員 16 名の中に「小松菜パウダー会（5 名）」が立ち上がった他、小
松菜に続く第２弾として、地域特産物の枝豆の新たなブランド化を図る
「抑制栽培研究グループ（４名）」が結成された。
さらに、市内の主要な農産物をＰＲする船橋市のイベントに参加した組
合員は、自らパンフレットを消費者に配って交流するなど、市内全域の他
の生産者に対して模範となる活動を実施するとともに、販売に対する意欲
がさらに高まった。
３ 普及指導のポイント
（１）提案支援型による段階を踏んだ組合員
（１）提案支援型による段階を踏んだ 組合員 の意識付け
１）生産技術をチェックし、エコファーマーや認定農業者の「認定」とい
う目に見える段階を設け、意識変革の第１歩を仕掛けたこと。
２）組合員へのこまめな戸別巡回から汲み取った、個々の意見を重視して
共有できるコンセプトを作り提案したこと。
３）コンセプトをもとに、組合員とともにパンフレットを作って、自分達
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が作った「商品」と「地元」に対する愛着を持たせたこと。また、ブラ
ンド化によって単価の安定につながることを実感させたこと。
４）小松菜を原料とした商品開発のアイデアを、商業側へ提案できる力、
農商工連携認証へ向けたプレゼンテーション力を養成する指導を行った
こと。
５）ブランド化と６次産業化を引き継ぐ若者を組織化して、産地の継続性
をねらったこと。
（２）地元住民に認知される仕掛けと関係機関との連携
１）地元住民が小松菜産地の存在を知り、良品を生産する努力を理解し、
応援したいという意識を醸成するため、学校給食へ供給すること等を提
案したこと。
２）活動は常に関係機関の市・ＪＡと綿密に打合せて行ったこと。
４ 対象事例の現状と課題
（１）地元の顧客のさらなる掘り起こし
地元にいる圧倒的な数の消費者（人口比 99％）には、まだまだ地元の小
松菜は浸透しきれていない。そこで、新たな顧客の獲得を求めることによ
り、結果として市場価格の安定につなげていく意識を組合員、後継者組織
の青年農業者に植え付けていく。
（２）東京からも見える産地基盤の強化
都市農業の継続には、地元住民の理解が不可欠であることを再認識し、
西船橋の小松菜をさらに地元に認知してもらうことと、併せて、大きな市
場である東京における評価アップにも反映させ、産地の基盤を確固たるも
のにしていく。
（３）産地も地域も元気に
地元住民が地元の農産物、加工品に愛着を持ち、産地を応援する力とな
るよう、消費者の目線に立った普及指導活動を農業者・関係機関とともに
展開していく。
千葉県東葛飾農林振興センター改良普及課協力

23

優
優

良

事

例

良

事

例

の

活

動

年

表

名

普及センター名

人・もの・地域の資源まるごと活用術「山菜王国郡上」

岐阜県郡上農林事務所
普及対象

年月

６次産業化に
向けた取り組み

関係機関

具体的内容
（ 普及との関連 ）

生産者
加工
グループ グループ

農家
民宿

行政

ＪＡ

試験
研究

その他

○

平成8年以前
【準備期①】

加工グループの
ネットワーク化

・昭和56年頃から余剰農産物の農産加工活動がはじまり、管内11組
織への加工技術・販売支援
・「おくみの高原七郷会」設立への支援
管内７地域の加工組織をネットワーク化（スローガン：地域の素
材を活かす、味に誇りを持つ、人と人のふれあいを大切にする）
設立要件（規約等）の作成支援
各組織における材料・加工量・販売量の把握
原材料確保のためのシステムづくり
漬物以外の新商品開発支援
販売システムの検討
・設立総会と併せて、各組織の加工品紹介の場として「内覧会」を
開催。販売業者へのＰＲを実施。
・管内の道の駅等に「おくみの高原七郷会]の販売スペースを確保。
・加工グループでは、山菜加工の意向は強いが、収穫量が限られ、
生鮮の状態で直売所で販売されることが多く、十分な加工量が確
保できていない。
・「七郷の贈り物」（詰め合わせセット）企画

◎

○
○

○

平成8～15年
【準備期②】

加工からレスト
ラン経営へ

・活動の主流は、加工品づくりから弁当・仕出し製造、飲食店経営
へと波及。
・法人化研修会(法人化：１グループ)
・地域興しマイスター、商品コンサルタントによる研修会開催

体験農園、魅力
あるイベント支
援

オーナー農園への技術支援
・農林業体験民宿に登録の民宿と地元農家指導による交流活動を支
援
・農業体験メュー、消費者満足度調査
・地元農家の能力活用支援、地域の名人発掘

山菜への動機づ
け

・山菜に着目、栽培方法を検討
・朝市連合研修会で栽培啓蒙
・全農家に栽培啓蒙のチラシ配布

生産体制整備
山菜ツアー

・山菜栽培研修会の開催、現地視察研修会の開催
・山菜栽培実証モデルほ場の設置 23カ所
・先進地調査
・山菜満載ツアー開催 （明宝・白鳥）

加工・活用促進

・山菜料理コンクール
・山菜料理講習会
・山菜利用マニュアルの作成

起業講座

・起業ステップアップ講座の開催（７回）
専門家による経営診断、食品衛生管理、加工の原産地調査
起業意識の変化を到達度評価により検証

◎
○

◎

◎

○

◎

◎

平成16年
【発展期①】

○
○

○

◎

○

○

◎

○

○

○
◎

スタンプラリー
実施

・農産物直売所、農村レストランを拠点に実施、冬場の客数増加と
スキー客への情報発信を目的（17年度も実施）

栽培する山菜へ
意識改革

・山菜栽培現地研修会の開催
・山菜栽培実証モデルほ場
23カ所
・山菜栽培研修会、先進地調査
・遊休農地活用検討会の開催
・生産者に対する個別相談・支援
・加工の情報収集・発信

平成17年
【発展期②】

◎

○

○

◎

平成18年
【発展期③】

都市と農村の交
流促進

農業体験ツアーの開催準備

担い手育成と面
的拡大

・栽培技術の普及を通じた収量・商品性の確保
山菜栽培展示ほの設置 22カ所
・産地化に向けた生産者の組織化への誘導
品目毎現地研修会の開催

生産・加工活動
支援

○

○

◎

○

○

◎

○

○

・流通に可能な山菜の商品性検討
情報交換会の開催

◎
郷土食の再現か
らメニュー化へ

○

・高齢者に聞き取り調査を実施し、山菜を活かした郷土食の再現に
ついて取り組む（里山まんまの開発へ）
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○
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表

名

普及センター名

人・もの・地域の資源まるごと活用術「山菜王国郡上」

岐阜県郡上農林事務所
普及対象

年月

６次産業化に
向けた取り組み

担い手育成
平成19年
【発展期④】

（ 普及との関連 ）

生産者
加工
グループ グループ

・主要な山菜の増殖技術実証ほの設置
・生産規模拡大への支援
耕作放棄地と転作田を活用した生産面積の拡大
新規栽培者の獲得（市・ＪＡ広報に栽培者募集記事掲載、郡上Ｃ
ＡＴＶへ主要４品目の映像配信、マニュアル作成）
・女性起業ネットワーク研修（経営管理、品質管理）

農家
民宿

行政

ＪＡ

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

山菜ＰＲによる
観光資源として
の確立

山菜消費拡大イベントの開催

栽培技術の確
立、担い手育成

・山菜の栽培技術の確立（増殖、耐病性品種）
・広報誌へ栽培者募集記事掲載

山菜資源の盗掘
防止

・観光客に向けた山菜のＰＲとマナー向上の呼びかけ
消費拡大イベント
マナー向上看板設置
20カ所

担い手育成

・女性起業ネットワーク研修（経営管理、品質管理）・1グループ
法人化

山菜の栽培技術
の確立

・ウコギ、ギョウジャニンニクの技術確（定植作業の軽減、地温
低下技術の実証）
・耕作放棄地解消のための省力的なフキ栽培の推進（分解性マル
チ被覆による雑草抑制）

山菜を通じた人
づくり、組織づ
くり

・新規栽培者の募集と育成
・山菜の栽培推進と耕作放棄地の解消
・加工グループ、NPO、自治会、観光連盟、老人会等との連携した
山菜王国づくり

○

○

その他

○

◎

◎

○

平成21年
【発展期⑥】

○

○

◎

現状

試験
研究

◎
○

◎

平成20年
【発展期⑤】

関係機関

具体的内容

課題

・ブランド育成のためには、更なる栽培者数、栽培面積の拡大が
必要である。
・加工・GT関係者の要望もあり、標高差を活かした、郡上全域で
長期収穫できる体制が望まれている。
・品目、地域ごとにまとまった組織づくりを進めているが今後も
継続した取り組みが必要である。

○
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○

○

○

○

◎

○

Ｂ

岐阜県郡上市の事例
人・もの・地域の資源まるごと活用術「山菜王国郡上」

１

普及指導の対象事例とその背景
郡上市は岐阜県の北西部に位置し、平成 16 年３月に近隣７町村の合併により
誕生した人口約５万人、耕地率３％、林野率 90％以上の中山間地域である。
地域の農業は、水稲を中心に夏だいこん、夏秋いちご、夏秋トマト、ほうれ
んそう等の園芸品目が取り組まれている。
加工については、昭和 56 年頃から女性グループによる余剰農産物の利活用に
端を発し、販売活動へと発展、平成８年には、相互の協力と研鑽を目的に女性
起業グループのネットワーク化（おくみの高原七郷会）を図り、現在に至って
いる。
また、この地域は白山文化を偲ばせる史跡やスキー場、郡上おどり等の観光
資源が多くこれらを活かした都市農村交流が盛んである。
しかし、近年、農業従事者の高齢化とともに農作物の鳥獣被害が増加し、防
止柵を設置しても他地域への被害拡散への懸念から営農意欲の低下を招き、山
際の農地を中心に耕作放棄地が増加していく傾向にあった。
たかす山菜研究会

■環境保全

■公園化

・耕作放棄地
・地域資源振興
・景観形成

・農業体験
・都市近郊
・豊かな自然

リトルパイン
高鷲ＩＣ

前谷集落
白鳥ＩＣ

母袋

奥美濃たらの芽出荷組合

ビスターリマーム

ぎふ大和ＩＣ

朝市・直売所

澤田クラブ

郡上八幡ＩＣ

和良幸作民

■地域振興

美並ＩＣ

・安全・安心
・地産池消
・市場流通

図１

民宿・女性起業グループ

■和食文化
・伝統食材
・特産品加工
・農商工連携

「山菜王国郡上」による農業・農村の活性化」

以上のことから、農業普及課では ①軽量で高齢者や女性にも容易に扱える、
②鳥獣被害を受けにくい、③地域住民に馴染みがあり、風土にあった品目とし
て「山菜」に着目した。
従来の山採りした山菜の販売だけでなく、新たに農地で栽培することにより、
耕作放棄地解消、朝市・直売所等での販売さらにグリーンツーリズム関係者と
も連携し、所得向上、地域農業・農村の活性化を目指す「山菜王国郡上」づく
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りを展開することとした。
２ 具体的な指導内容と成果
【準備期】
( １） 地域への動機付けと活動体制づくり
山菜王国郡上づくりは、平成 15 年度から始動し、まず、鳥獣被害を受けに
くい品目の選定、栽培特性、管理方法等の調査・検討から始まった。
活動は農林事務所（農政・普及・農地整備）、市、JA、生産・加工組織、農
家民宿等の連携体制で補助事業を活用し取り組むこととした。農業普及課内
部では指導・支援チームを組織し、各普及指導員が、事業推進、栽培研修、
環境保全、食文化、交流などの部門毎に役割分担し、様々な視点に立ち地域
へ山菜を普及推進する体制を整備した。こうして主体的に取り組むことで、
各普及指導員が特技を発揮しつつ、課内での意思疎通をスムーズにした。
平成 15 年 12 月に開催した郡上地域朝市連合研修会において、参加した農
業者・関係者らに「山菜は郡上地域づくりの起爆剤であり、鳥獣害対策の切り
札である」として山菜栽培推進への理解と協力を求め、その熱が冷めない翌年
1 月には、郡上市全農家（9,500 戸）に対し山菜栽培を呼びかけるチラシを配
布して周知を図った。時宜を得た呼びかけは、鳥獣被害で栽培意欲を失いかけ
ていた農業者が「山菜に賭けてみよう」とこの取組に賛同するきっかけになっ
た。
【発展期】
( ２ ) 採る山菜から栽培する山菜への意識改革
活動当初は、山菜は山から採るのが一般的であり、畑や水田での栽培は意
識も技術も浸透していなかったので、栽培研修会、山菜展示ほ設置、現地視
察などを実施して「栽培する山菜」への意識改革と技術普及を目指した。
知名度（人気）、栽培難易度等を考慮して「タラの芽」、「フキ」、「コシアブ
ラ」、「ギョウジャニンニク」の４品目を重点品目に位置づけ、品目毎にモデ
ル農家を選定し、モデル農家ほ場において現地研修会を開催して技術の普及
を行った。また、山菜は安定した収穫を得るまでに３～８年の長期を要する
ため、株分け、挿し木など、増殖技術の指導により苗株確保と早期増殖を図
るとともに、苗株養成でほ場が充実してきた生産者には、新規栽培者へ苗株
を提供するネットワークの構築にも努めた。
品目によっては、増殖が容易でないものもあり試行錯誤が続いたが、農業
者の協力を得ながら技術確立したことは、自らの栽培に対する好奇心と研究
意欲をかき立て、周囲への波及効果も絶大であった。
併せて、市・ＪＡの広報誌、市のＨＰ等による栽培者募集とイベント開催
情報、ケーブルテレビによる山菜栽培放送など、関係機関の協力を得て情報
発信することで、予想を超える栽培希望者が集まった。
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写真１

山菜作付前（耕作放棄地）

写真２

( ３ ) 多様な組織の参画と協働
新規栽培者に対しては、展示ほ場
の栽培記録、生産者の体験談をもと
に山菜の特性や繁殖方法を示した
「山菜栽培マニュアル」を作成配布
し、技術の効率的な普及に努めた。
栽培戸数及び面積は、平成 17 年
42 戸 192ａから、平成 21 年は 131 戸
666ａへと増加し、260a の耕作放棄
地解消に繋がり、郡上全域に拡大し
ている。
直売所における山菜販売額も順調
に伸び、農業者の所得も拡大している。

H 16
H 17
H 18
H 19
H 20

表１

戸数

山菜作付後

200

700
面積

600
150

500
400

100
300
200

50

100
0

0
H17

H18

戸数（戸）

図２

直売所A
全体の
山菜
販売金額
5 9 ,1 0 1
2 ,8 8 7
6 3 ,0 6 9
3 ,6 6 9
8 2 ,2 7 1
4 ,6 2 3
8 9 ,0 3 0
4 ,6 5 8
1 0 2 ,9 4 8
4 ,6 4 3

H19

栽培面積（ａ）

H20

H21

耕作放棄地解消面積（a）

栽培者と
耕作放棄地解消面積の推移

直売所B
全体の
山菜
販売金額

3 4 ,0 6 5
3 4 ,9 9 8
3 7 ,8 0 7

2 ,9 7 6
3 ,4 4 9
4 ,1 4 8

販売所の山菜販売実績(市内 19 箇所の内２事例)

(千円)

一方、広域的な山菜利用と消費拡大のため、料理コンクールの開催や「山
菜利用マニュアル」の作成を行った。
コンクールには、民宿や加工に携わる関係者からの応募も多く、山菜利用
の幅を拡げるきっかけとなった。女性起業グループの山菜加工品の数も山菜
栽培をきっかけに大きく伸びた。（Ｈ15：16 種類→Ｈ17：21 種類、Ｈ21：27
種類）従来アイテム数が少なく、おくみの高原七郷会（郡上市にある女性起
業グループのネットワーク）全体で加工品のセット販売を行っていたが、加
工アイテムが増え、単位グループでのセット販売が可能となり、それまでネ
ックとなっていた調整についての問題は解消できた。
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現在、山菜栽培者の内 14 戸が民宿を営んでいるが、安定的に食材としての
提供が可能になり、民宿のリピーターも増えている。その他、市内各地の民
宿や女性起業グループでは、直売所・農業者から直接買い取るケースも多く、
料理や弁当等に活用され、農家の有利販売へと発展しつつある。
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山菜加工品数の推移

写真３

料理事例「里山まんま」

(４ )

地域を単位とした６次産業化へ
山菜の加工利用者のビスターリマーム（のんびり自然体感宿を目的とした
農家民宿女将の会）では、郡上の歴史、文化と自然の恵みの中で形成された
郷土食を再現するため、高齢者を対象に聞き取り調査を実施した。その結果、
地域食材を活かした料理の価値を再認識して山菜を活用した定番メニューで
ある「里山まんま」を誕生させた。このメニューは、山菜トレッキングや地
域イベントで年間 3,000 食以上提供されている。
農業普及課では、山菜トレッキングツアー等を支援する中で、収穫体験は
山菜資源の乱獲につながり、イベント食材や民宿食材の確保が困難になるこ
とを懸念していた。
そこで、ビスターリマームとの検討を重ね、山林の山菜の自生地を保全し
つつ、民宿から軽装で山菜採りが体験できるようにと、農地での山菜栽培を
開始することとした。７年以上耕作放棄されていた水田で、農業普及課の呼
びかけにより、地域の担い手農家、ＮＰＯ法人、老人会、民宿常連客らの協
働で農地の開墾、定植作業を行った。こうして完成したほ場で山菜採りを試
協働から生まれた体験農園
「こんなに近くで山菜が採れてうれしい！」
定植してから３年間は雑草との戦い

宿

泊

朝採 り

気軽な服装で収穫できるのが農地のメリット

写真４

写真５

耕作放棄地の除草・除石

こごみの苗定植
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行的に体験してもらったところ、
「民宿の近くで、軽装で山菜採りができてうれ
しい」と好感触を得た。農地での収穫体験も宿泊体験イベントのメリットとし、
現在観光業者と企画が進められている。
３

普及指導のポイント
農業普及課は、栽培管理については指導型、その他については提案支援型の
役割を果たした。
( １ ) 地域の人や環境の把握と計画的活動
高齢化や鳥獣被害で農業生産の意欲が低下している郡上地域で、①栽培品
目として山菜栽培が適していること、②加工消費拡大の可能性、③地域にお
ける協働が可能であることを確信し、普及計画にも位置づけ計画的に活動展
開してきた。
( ２ ) スペシャリスト・コーディネート機能の発揮
地域の人や取り巻く環境を把握している普及内部では、指導・支援チーム
を組織する等体制整備を図り、スペシャリスト機能とコーディネート機能を
効率的に発揮し、短期間で成果をあげた。
( ３ ) 効果的意識づけと担い手育成
栽培する山菜への意識改革については、研修会の場を効果的に活用して理
解と協力を求め、記憶が消えないタイミングで全戸にチラシ配布する等、時
宜を得た農業者への意識づけができた。
また、栽培技術確立について農業者の協力を得ながら進めることは、農業
者の技術向上と併せて担い手リーダーの育成につながり、相乗効果をもたら
した。
加工グループに対しては、専門家による経営改善研修を実施するなど各々
の起業理念に沿った支援を行い、現在まで３組織が法人化している。
( ４ ) 地域関係者との連携
農業普及課は、広域活動では行政、ＪＡとの連携を中心とし、個別活動で
は農家民宿、農業体験を実施するＮＰＯ法人、老人会、自治会等とも連携し
て目標を共有化している。農業者を主役とした魅力ある地域づくり・交流事
業（グリーンツーリズム等）を推進し、その効果を農業者自身も実感し始め
ている。
（５）補助事業の活用
研修会の開催、先進地視察、展示ほの設置、加工施設整備、啓蒙資料作成
等、進捗状況に併せて毎年度事業を活用し、農業者の合意形成を図って栽培
面積と加工品目の拡大につなげた。
30

４

対象事例の現状と課題
「山菜王国郡上づくり」の意識は、農業者、加工関係者に浸透し、地産地消、
市場流通、体験交流等、様々な形で拡がりをみせ始めた。取り組みは郡上全体
に波及している。
この地域は、標高 130～1,800ｍと起伏に富み、南部から北部へ収穫時期が移
行するため、加工・グリーンツーリズム関係者から長期に亘る生産販売の期待
も高まっている。
農業普及課にとっては、栽培管理・起業グループへの指導とともに、地域の
関係者と農業者を繋げる活動の継続は欠かせない。市の振興ビジョンにも振興
作物として山菜が位置づけられており、今後も関係機関と連携した取り組みを
行うことで、担い手育成と更なる地域活性化が期待できる。
岐阜県郡上農林事務所農業普及課協力
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表

名

普及センター名

環境に配慮した生産基盤整備と６次産業化「一宮市浮野養鶏農業協同組合」

尾張農林水産事務所農業改良普及課
関係機関

普及対象

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

浮野
養鶏
農協

（ 普及との関連 ）

(農)
うきうき
ファーム

行政

ＪＡ

商工

会計
事務所

その他

◎
平成４年
～
平成６年

生産設備の効率
化

・平成４年 ＧＰセンターにオートパッカー設置
・平成５年 組合の共同利用施設としてウインドウレス育成舎
建設
・平成６年 ウインドウレス育成舎建設、鶏卵直売事業開始
（補助事業、制度融資の活用）

○

◎
○
平成７年

浮野養鶏団地再
整備

・平成７年 浮野養鶏団地整備実施計画(マスタープラン）の作成
（計画作成に対する助言）

農業総合試験場：○

◎ヒナ育成、鶏卵販売、直売場運営

平成８年
～
平成11年

平成12年
～
平成16年

法人設立と生産
施設整備

・平成８年 組合事業の拡充・再編
（生産部門を法人化、販売部門を分担する体制を整備に対する
助言）
・平成９，10年 ウインドウレス成鶏舎の建設、食鶏処理・飼料
配合を外部委託化、ＧＰセンター建設、鶏糞処理施設の新設
（産卵性向上に対する指導、鶏卵委託販売先に対する販売促進
活動に対する助言）

事業拡大・充実

・平成12年 旧施設の解体、閉鎖、鶏卵自動販売機の設置、販売
網の拡大
・平成13年 堆肥利用による水稲栽培の取組
（栽培展示ほを通じた利用促進支援）
・平成15年 鶏卵加工及び飲食施設の設置
（直売比率 60％以上になる）
（ＰＲ活動の支援、顧客情報の管理・分析支援、サービズ改善
指導、消費者との交流システム構築支援、HACCP導入支援）

◎：平成8年設立（うきうきファーム）、鶏卵生産
○

◎
◎
チェーンストア店舗網の活用：○

◎
◎
平成17年
～

安全・安心の確
保

・平成17年～

トレーサビリティシステム導入の取り組み
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Ｃ

愛知 県 一宮 市の 事 例 － １
環 境 に配 慮 した 生産 基 盤整 備 と６ 次産 業 化
「 一 宮市 浮 野養 鶏農 業 協同 組 合」

１

普及指導 の対象事例 と その 背 景
一宮市浮野養鶏農業協同組合（組合員 21 名、飼養羽数 20 万羽、以下、浮野
養鶏農協と称す）は、鶏卵直売、飲食店舗、展示・交流事業に計画的かつ組織
的に取り組み、鶏卵出荷量約 3,625ｔ、鶏卵売上高約６億９千万円（うち直売売
上約２億６千万円）の経営を実現している。この経営成果に至るまでには、計
画策定から約 15 年の期間を要しており、その過程で順次必要な改善を施してい
る。
この事例では、畜産経営の６次産業化にとって重要な要素である畜産環境整
備と衛生問題への対応について紹介する。
（１）問題の顕在化とマスタープランの作成
浮野養鶏農協は、組合員 58 名(飼養羽数 10 万羽)で昭和 38 年に結成した歴
史ある専門農協で、ヒナ育成・鶏卵出荷・飼料及びふん処理を共同で行ってき
た。
平成に入ってから、周辺の住宅化や大規模企業養鶏との競争、さらに組合員
の高齢化による離農など次々に問題が顕在化した。
そこで、都市近郊のデメリットを養鶏経営のメリットとして生かすために、
平成７年にマスタープラン（団地再整備計画）を農業改良普及センター、農業
総合試験場、一宮市などの関係機関の協力を得て作成した。
（２）「安全・安心」と「地域との融和」がキーワード
マスタープランの内容は、組合事業再編として、①高い生産性と環境及び
衛生問題に対処するため最新のウインドウレス鶏舎の導入、②組合員の経営
を法人化、③鶏卵直売の拡大強化、④直売・交流施設の新設、⑤ＧＰセンタ
ーを更新し HACCP へ対応、⑥団地全体のレイアウト整理及び環境整備、⑦
鶏ふん堆肥化施設による循環事業へ着手などである。このマスタープランの
柱は、「安全・安心な卵に関するこだわり」、「地域との融和、消費者が訪れる
養鶏経営」で、どちらの実現にも①ウインドウレス鶏舎整備が重要な位置づ
けとなっていた。
２ 具体的な 指導内容と成果
（１）活動の準備期
（１） 活動の準備期
１）法人化による鶏舎整備事業の実施
老朽化した開放式鶏舎では、生産効率の向上や環境対策、衛生管理の高度
化に対応することが困難であるため、この対策として鶏舎の改築が最も適当
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な改善策であった。しかし、この方法は個人の経費負担が大きすぎることが
問題であったため、個別経営を廃止して生産部門を法人化し最新の生産設備
する方法を選択している。当時の組合員にとっては、この改善策に賛同でき
ない場合は、離農を選択せざるを得ないものであった。
２）鶏卵生産と販売・直売事業の協業化へ
最終的には、この改善策に賛同した組合員により農事組合法人うきうき
ファームが設立され、 浮野養鶏農協はヒナ育成・鶏卵販売・鶏糞の加工及
び販売・直売所の運営を行い、鶏卵生産は新法人が受け持つ協業体制が確
立された（平成９～10 年）。
ウインドウレス鶏舎整備の事業によって、生産効率の向上に必要な機械
化、地域との共生を図るための環境対策、疾病対策及び安全・安心鶏卵生
産のための衛生管理を一体的に達成した。また、生産部門では個別経営か
ら一元化し、
（農）うきうきファームへ移管するという大きな変革であった。
将来の養鶏経営を考えると、この取組はたいへん大きな成果で、鶏卵直売
の拡大や直売所・交流施設の設置事業の基礎となるものである。
（２）活動の発展期
１）「弱み」が「強み」に！
(農)うきうきファームの設立で、①高齢者でもできる安定した農場経営、
②高付加価値卵の生産によって、直販の有利性を活かした経営展開ができる
ようになった。また、農場運営の省力化による大幅な生産コスト削減が実現
されるとともに、生産面での余剰労力を直販部門へ投入したことによって、
直販比率を向上し販売卵価全体を大幅に押し上げ経営に大きく貢献した。
２）今までの「 脅威」を「チャンス」として活かす
これまで、農場周辺の都市化や混住化が浮野養鶏農協に対して負の圧力と
して働き、「開放式鶏舎」や「鶏糞乾燥施設」等が見た目・臭い公害として
問題視されていた。しかし、マスタープランの実行によって、問題点を利点
として活用するための転換が図られた。
すなわち、都市化・混住化は「消費者が目の前にいる。→鶏卵有利販売の
可能性！」ということで、「地元消費者に安心で新鮮な卵を購入していただ
くチャンス」が広がった。平成 15 年には直売場内に飲食施設を併設したこ
とから消費者とのつながりがさらに強まると共に、直販比率が 60％超とな
った。
これ以降、消費者が訪れる養鶏経営、作るだけの仕事からお客様の顔が見
える仕組みづくりに着実に取り組み現在に至っている。
３ 普及指導のポイント
（１）生産性向上・環境問題・高度な衛生管理の解決を一体的にすすめる
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普及センターは、浮野養鶏農協に対する指導・支援を普及指導計画上の重点
課題に位置づけ、継続的に普及指導活動に取り組んでいる。
平成９～10 年の鶏舎改築では、マスタープラン作成支援に引き続き、建設
計画全般及び資金調達に関するアドバイスとウインドウレス鶏舎での飼養管
理技術指導を行ってきた。経営指導と技術改善を資金指導利用計画作成支援と
絡めて一体的に行う事で、将来の経営目標に沿った指導が実施できた。
（２）生産基盤整備後の 6 次産業化支援
鶏舎完成後は、直売場のイベント、料理講習会、ＨＰ作成支援等幅広く支
援を行っている。また、農水省の畜産における HACCP ガイドラインを受け
て、浮野養鶏農協版 HACCP の改正を助言指導している。また、トレーサビ
リティ・システム導入に向けた支援も行っている。
以下に、浮野養鶏農協のマスタープラン実現に伴って普及センターが行って
きた活動を改めて整理する。
○ 安全・安心・おいしい卵の生産(生産性向上に対する支援)＝ブランド卵の
作出
徹底した衛生管理 → HACCP システムの導入
おいしい鶏卵生産 → 給餌内容の検討・変更
産卵性能の向上 → 飼養管理の見直し
○ 消費者に喜ばれる直売所運営（マーケティング活動に対する支援）＝交
流・直売の充実
組合員の販売基礎知識の向上支援
販売担当職員に対する接客方法の向上支援
食品衛生法に基づいた表示法の指導
鶏卵肉加工品のアイディア提供
イベントに対する提案や助言
４

対象 事例の現状と課題
この事例では、当初(平成９～10 年)は生産性向上に対する技術支援として
鶏舎建設に取り組んできたように見える。しかし、対象と共にしっかりとした
ビジョンに基づき、目指す姿を明確にして経営計画に沿った活動の場合は、鶏
舎改築＝施設更新だけに留まらない。
今後の浮野養鶏農協の課題は、顧客（ファン）獲得と消費拡大でそのため
には
（１）顧客情報の分析
（２）直売拠点の拡大
（３）インターネットの利用
に取り組むことである。
普及センターによる経営体育成指導に対する期待は大きいが、浮野養鶏農協
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の経営発展をサポートした結果、ブランド卵生産・直売・交流事業等の６次産
業化によって目標達成に向かっている活動として学ぶ点が多い。
この浮野養鶏農協に対する普及指導活動を通じて、「都市近郊で養鶏が生き
残るための戦略」は、
① 下請けからの脱却
② 脱下請けのキッカケとなる行動を起こすこと
③ 販売拠点拡大
④ アンテナショップの重要性
⑤ 次の商機に繋げるクモの巣状の販売網と商圏の構築
が重要であると普及センターでは整理している。
一宮市浮野養鶏農業協同組合の URL
http://www2.atsight.ne.jp/mypage/phh072s/kl/asp
直売所（うきうき村）の URL
http://www.arkworld.co.jp/ukiuki/
愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課協力
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表

名

普及センター名

あか穂の実り（Ｍ農家）」

兵庫県光都農業普及センター
関係機関

年月

平成15年以前
【準備期①】

６次産業化に
向けた取り組み

稲作農家、中核
的女性農業者と
して活躍
古代米との出会
い

具体的内容

普及
対象

（ 普及との関連 ）

行政

・夫は稲作農家として支援を行ってきた
・妻は中核的農業女性として支援を行ってきており、県女性農業
士もつとめる

ＪＡ

商工

教育

女性
グル
ープ

会計
事務所

その他

◎

・Ｈ１５年知人からあか穂米を譲り受け栽培
・美味しさに驚き、試行錯誤を重ね、粘りが強く果皮が柔らかい
特徴の ある、赤い稲穂のあか穂米の栽培を確立
◎
・Ｈ１７年に夫婦間で家族経営協定を締結し、共同経営で認定農
業者に認定

平成17年まで
【準備期②】

○:赤穂市

共同経営の実現
現実の壁

○:ＪＡ兵庫西

・自信を持ってあか穂米を米屋に持って行くが、相手にされず、
見合った価格はつかなかった
・一次産業の評価の低さを痛感、自ら付加価値をつけて販売する
必要性を感じた
◎
・Ｈ18年12月に営業許可がおり、玄米餅加工に取り組み始める

平成19年まで
加工事業に着手

○:保健所（営業許可取得指導）

・立ち上げの際には、保健所、経営専門家、デザイナー、知的財
産につての相談機関等の専門家の橋渡しを行った。
・積極的に研修会等へ参加

○
○:ひょうご農林水産知的財産相談センター

【発展期①】

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ：○

・Ｈ１９年ピザ生地、三彩米商品開発
・様々な出会いを活かし知識、技術を習得していった
・普及は技術的な相談にのった

○:商工会（農商工連携セミナー）
◎

平成22年まで
【発展期②】

商品数を増やし
認知度向上へ

・積極的にＰＲできる場への参加を促した
・平成20年「ひょうごの農とくらし研究活動コンクール」農林水
産加工 の部で「知事賞」を受賞
・あか穂の実り、三彩米商標登録
・テンクウマルシェ出店
・妻のバイタリティーで提案型の営業を行った

・現在の加工部門の販売金額約300万円
・今後どの規模まで規模を拡大し事業を展開していくか模索
平成22年から
【発展期③】

今後の事業拡大
に向けて

経営運営の課題
・販売先との対等な関係づくり
・「あかほの実り」のブランド化
・お互い理解し合える消費者、実需者の確保
・経営計画の検討
・商工業者との連携
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○:赤穂市観光課

○:ＪＡ全農兵庫

Ｄ

１

兵庫県赤穂市 －１
‘ あか穂の実り ’ に夢を託して

「工房

あか穂の実り

( Ｍ農家)
Ｍ農家 ) 」

普及指導の対象事例とその背景
Ｍ夫妻は、兵庫県赤穂市において米や大豆の生産に加え、一部受託作業を
営んできた農家である。夫は若い頃より稲作農家として積極的な活動を行い、
現在は赤穂市稲作部会の代表として活躍している。
妻は中核的女性農業者として活躍し、中核的農家女性組織の立ち上げに関
わり、現在はグループの会長及び兵庫県女性農業士としても活躍している。

（１）一次環境：活用した資源・素材
平成 15 年、知人からあか穂米を譲り受け栽培した。その美味しさに驚き、
その後試行錯誤を重ねて粘りが強く、果皮が柔らかい特徴のある赤い稲穂の
「あか穂米」の栽培を確立した。
（２）二次環境：技術条件や関係機関の存在
Ｍ農家には永年の間、水稲栽培に取り組み培ってきた技術や生産能力があ
った。
さらに、農業改良普及センターからの生産面の支援や情報の提供をうけ、
また、農業以外の公的機関とのつながりも積極的に持ち、関係を密にしてき
た。
（３）三次環境 ：地域農業
水稲を中心とした土地利用型農業が中心の地域であり、売れる米・麦・大
豆の生産振興が図られている。また、昔から生活改善グループの活動が活発
であり、農産物直売所、農家レストランといった活動の多い地域である。
２ 具体的な指導内容と成果
（１）活動の準備期
（１） 活動の準備期
１）共同経営の実現
平成 17 年に、夫婦間で家族経営協定を締結し、認定農業者に認定されて
本格的な共同経営がスタートした。
赤穂市、ＪＡ兵庫西、普及センターとの関係機関 3 者連絡会を定期的に開
催し、情報交換、支援方法について検討を行ってきた。
Ｍ夫妻は自信を持ってあか穂米を米屋に持って行くが、相手にされず、希
望価格で販売することはできなかった。この悔しさをもとに、あか穂米の価
値を伝えるために自ら加工販売まで手がけ、新たな事業に取り組むことにな
った。
「あか穂米」との出会いがＭ夫妻にとっては大きな転機となり、これに
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夫妻のバイタリティと熱意、そして「自身で考えた新たな事業を、自身の
手で推進させ、結果を問いたい」という思いがこの取り組みのもととなっ
ている。
（２）活動の発展期
１）加工事業スタートへの助言
玄米餅加工施設の建設と事業スタートにあたっては、事業を思い立って
から、持ち前の行動力で農産加工、起業等に関する研修会に積極的に参加
し、情報収集、相談を行った。
普及センターは、次のような専門家とのコーディネートを行い支援した。
・ 加工施設建設時には、保健所担当者を紹介するなど営業許可取得に向
けての支援を行った。
・農産加工起業セミナーを開催し、参加を誘導。セミナー講師(デザイ
・ナー)を紹介した。
・ 商標登録を行うにあたり、県の相談機関を紹介した。
・ 普及センターは、様々な出会いの場の情報提供を行い、後押しすると共
に、加工技術についての指導を行った。
その結果、平成 18 年 12 月に営業許可がおり、玄米餅加工に取り組み始
めた。
平成 19 年にはピザ生地、三彩米を開発し、商品アイテムを増やしていっ
た。

写真１

写真２

商品の試作をしているＭ夫妻

Ｍ夫妻の開発した商品

２）販路拡大の取り組み
様々なＰＲの場、販売の場に積極的に参加し、消費者の声を直接聞きな
がら食べ方提案など、工夫を重ね認知度をアップさせていった。平成 20 年
には「ひょうごの農とくらし研究活動コンクール」農林水産加工の部で兵
庫県知事賞を獲得した。
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普及センターは、情報提供を行うとともに、商品力の向上やＰＲ等も積極
的に支援するなど、参加を後押しした。
また、市、商工会などとの連携を図りＰＲの場を広げるなど販路拡大を
支援した。その結果、消費者の口コミによる評判も広がっていき、販路も
広がってきた。
商工会の主催する農商工連携セミナーに参加し、講師をつとめた中小企業
診断士と意見交換したことをきっかけに、販売先等紹介されたこともあっ
た。
販売場所としては、ＪＡの直売所「旬彩蔵上郡」、
「赤穂野菜市」、
「道の駅
あいおい白龍城」、「淡路島のアート山美術館」などの実績がある。
また、平成 21 年からは神戸市の企画・広告会社のカタログ販売、地元給
食センターへの供給など販路を広げていった。
一貫して「つくる人、食べる人、もっと近くに感じたい」、「日本の農業、
農地、環境を守っていきたい」という思いをもとに販路を広げていってい
る。
３

普及指導のポイント
普及センターは、栽培技術、担い手育成の面では指導型、その他について
は提案支援型の役割を果たした。
この事例において、成功要因のひとつは、Ｍ夫妻の「永年の間、農家とし
て培ってきた技術や生産能力」である。そこに、普及センターからの支援、
情報提供、また、その他の公的支援機関の活用がプラスされた。
普及センターは、生産技術面の支援の他に次のような販売・研修会等に関
する情報提供を行ってきた。
・ 年 1 回中小企業診断士・税理士等専門家を講師に迎えたマーケティング研
修会を開催し、研修会への積極的な参加を促すことによって、講師の先生
や県中小企業団体中央会との結びつきができた。
・ パソコンを使った経営簿記記帳を月１回定期的に開催し、経営状況の把握
に努めた。
その他、県や国の主催する研修会等の情報を伝え、研修会への参加の機会
を増やした。
・ 新規就農インキュベーター事業の活用を誘導し、企画書の作成支援、円滑
な事業の実施を支援した。
・ 県主催の、経営能力が優れた農業者を育てる人材養成塾「ひょうご農業Ｍ
ＢＡ塾」への受講を促した。
Ｍ夫妻は、以上のような情報提供を元に、様々な方々との関係づくり進め
た他、実行力や挑戦する姿勢を持っていることが最大の原動力になっている。
普及センターは、永年の夫妻との関わりのなかで、そのような行動力のあ
る夫妻の相談相手となり、それぞれが能力を発揮できる場への後押しを支援
40

することにより、経営者としての資質向上に寄与してきたと考えられる。

４

対象事例の現状と 課題
農業生産高に加え、平成 21 年度の農産加工部門の売上高は年間で約 300 万
円である。平成 22 年は年間を通じた加工販売に取り組んだため、もう少し売
上高は上がる見込みであるが、現在の生産体制ではこれ以上の拡大は見込め
ない。
衛生管理面の課題、流通面の課題、また販売先の需要に応じた生産をして
いくためには規模の拡大が重要なポイントなってくる。
補助金に頼りすぎない経営の展開や規模拡大をするために、具体的な販売
面での検討が必要となってくる。
・ 販売先との対等な関係づくり
・ 「あか穂の実り」の名が前に出る形でのブランド化

規模拡大のためには、雇用の導入、一部作業の外部委託等の他、商工業者と
の連携についても検討していくことが必要となってくる。
普及センターとしては、今後経営計画、資金計画等の作成支援をはじめ、
連携先の商工業界とどのように橋渡しをしていくかが課題である。
引き続き相談者として、普及センターに期待されることは大きいが、販売
に関するノウハウ、指導体制が確立されていないのも事実である。また、多
様化する農家のマーケティングのコーディネーター役を果たすには、情報不
足、技術不足の面が大きいことが悩みである。
さらに、この事例をもとに地域での 6 次産業化、農商工連携による経営体
の育成を図り、地域へどのように波及させていくかも課題となっている。
６次産業化により、この経営体が発展していくためにはここからが正念場
であり、普及センターの知識、技術、コーディネーターとしての役割も更に
重要になってくると考えられる。
兵庫県光都農業改良普及センター協力
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普及センター名
島根県東部農林振興センター出雲事務所

経営の複合化・多角化による集落営農の発展「農事組合法人あかつきファーム今在家」

関係機関

年月

６次産業化に
向けた取り組み

具体的内容
（ 普及との関連 ）

行政

ＪＡ

商工

◎:斐川町農林課
・昭和３０年代に整備されたほ場で施設の老朽化による生産条件
の悪化、高齢化、二種兼業農家の増加による機械の過剰投資、
担い手不足など問題が深刻化
平成３年以前
【準備期】

地区の将来への
危機感から検討
を重ね、Ｈ３年
12月に今在家地
区営農組合設立

○:ＪＡ斐川町

・大区画ほ場整備事業導入を契機に、地区の今後の農業・農村の
あり方を根本的に考え直した。関係機関とともに指導助言を行
った
・組合の運営体制の検討、組織活動の強化を支援
・大規模ほ場での大型機械導入計画、営農計画検討支援
◎:斐川町農林課
・水稲、麦、大豆、露地野菜の栽培指導

平成13年まで
【発展期①】

大規模ほ場での
営農開始
法人化に向けた
検討

○:ＪＡ斐川町

・普及からの提案により、ＪＡ、町と共に「斐川町集落営農法人
化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」を結成
チーム内での法人化の勉強会をスタート
・斐川町集落営農組合連絡協議会へ働きかけ、28の集落営農組合
に対して「農業法人に関する基礎研修」を実施した
・農業技術センターと連携し、経営実態調査を行い経営面の検討
を行った
◎:斐川町農林課
・法人化モデル集落として位置づけﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑで支援

○:ＪＡ斐川町

・組合員15名と法人化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾒﾝﾊﾞｰで「経営方針策定委員会」を
組織市、経営方針の検討を開始
平成14年頃
から
平成16年

法人設立

・組織形態、運営方法、営農計画について提案し２１回の検討を
重ねた
・Ｈ１５年３月「農事組合法人あかつきファーム今在家」設立

【発展期②】

・経営方針の実践のため、経営構造対策推進事業を導入
・法人構成員１５名と法人化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ６名で「今在家蓄
膿業推進会議」を設立市、専従者を交えて検討を重ねた
○:ＪＡ斐川町
平成16年頃
から
平成20年頃

・新規事業に着手し、専従者の栽培管理技術習得の支援に力を入
れた
施設型、付加価
値型の新規事業
に取り組む

・Ｈ１８年にはハウスが完成し、いちご、ぶどう栽培管理技術習
得支援をおこなった

【発展期③】
・ＪＡと連携して研修会を実施し、町内の技術の平準化に努めた
○:斐川町農林課
○:ＪＡ斐川町
平成20年から
【安定期】

法人経営の安定
化目指す

・経営の安定化を目指し新中期計画検討を支援
・施設栽培が本格化し、適期管理の徹底による経営の安定化を支援
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教育

女性グ
ループ

会計
事務所

その他

Ｅ

島根県簸川郡斐川町の事例
経営の複合化・多角化による集落営農の発展
「農事組合法人あかつきファーム今在家」

１

普及指導の対象事例とその背景
「(農)あかつきファーム今在家（いまざいけ）」のある今在家地区は、島根
県東部の平坦地に位置する簸川郡斐川町にあり、宍道湖に注ぐ一級河川斐伊
川沿いに開けた肥沃な出雲平野の中央部にある。

（１）一次環境：今在家地区の農業資源
今在家地区においては、昭和 30 年代初頭に整備された 10ａ標準区画水田に
おいて、水稲を初めとする土地利用型作物の栽培が個別経営により行われて
きた。

写真１

現在の今在家地区の大区画ほ場と収穫風 景

（２）二次環境：地域における経済対象
この地域は、島根県の県庁所在地松江市と出雲市の間に位置しており、ど
ちらの市とも経済的交流がある。
（３）三次環境：地域農業を取り巻く環境
地域では、用排水路の老朽化などの生産条件の悪化や農業従事者の高齢化の
進展、第２種兼業農家割合の上昇による農業機械への過剰投資、将来の担い
手不足など、地区内の農家個々の農業経営に深刻な問題が出てきた。
また、斐川町の集落営農組織は土地利用型農業が中心であったが、米価の低
迷や将来的な下落予測、産地づくり交付金などの助成額の減額予測、集落営
農組織を含む担い手への施策の集中化、そして、補助事業で導入した機械の
更新など、組織継続を危惧する諸問題が表面化してきた。
これらのことから、法人化により組織の継続性を確保し、土地利用型作物の
みに依存しない「集落営農における経営の複合化・多角化モデル」の育成を
最重要課題と指定づけ、法人化及び法人化後の経営安定に向けた取り組みを
関係機関一丸となって支援していくこととした。
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２ 具体的な指導内容と成果
（１）活動の準備期
１）今在家地区営農組合設立
大区画ほ場整備事業導入を契機に、地区の今後の農業・農村のあり方
を根本的に考え直すことになった。度重なる集落内での話し合いや普及
部をはじめとする関係機関、団体による指導、助言等を経て、平成３年
12 月に１集落 1 農場型の「今在家地区営農組合」が設立された。
（２）活動の発展期
１）斐川町集落営農法人化プロジェクトチームの結成
平成 13 年に、既存の 28 集落営農組合の維持、発展を図るため、普及セ
ンター（現在の普及部）からの提案でＪＡ・町・普及部の実務担当者によ
る法人化プロジェクトチームを結成した。まずプロジェクトチームでは、
チーム員間の意識統一を図るため、法人化に関する勉強会からスタートし
た。
その後、斐川町集落営農組合連絡協議会へ働きかけ、28 の集落営農組
織に対して「農業法人に関する基礎研修」を実施した。
次に、具体的な活動として、２つのモデル営農組合に対する法人化の
勉強会や、意見交換を行うとともに、農業試験場（現農業技術センター）
や専門技術員の協力を得ながら、任意組合の生産費や労働時間を把握す
るための経営実態調査に取り組んだ。
そして、平成 14 年には、「しまね集落営農ルネッサンス運動」が始ま
り、斐川町における法人化支援の取り組みが、県の重点プロジェクト活
動の１つに位置づけられた。時を同じくして、「今在家地区営農組合」が
年度内の法人設立を目指して動き出し、関係機関への支援要望があった
ことから、平成 14 年度の法人化モデル育成組織に位置づけた。
２）「（農）あかつきファーム今在家」の設立支援
平成 14 年４月に、組合役員 15 名と法人化プロジェクトメンバーで「経
営方針策定委員会」を組織し、10 日に１回のペースで経営方針（組織形
態・運営方法・営農計画等）の検討を開始した。
結果的には 21 回の策定員会での検討を重ね、平成 14 年 12 月の臨時総
会で合意形成が図られ、平成 15 年３月に「農事組合法人あかつきファー
ム今在家」が誕生した。
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法人設立の鍵となった経営方針のポイント
○ 組織形態は農事組合法人
○ 観光事業を導入して、年間を通じた事業展開を目指し、施設型
作物としていちごとぶどうを導入
○ チューリップまつりなどの、収穫体験イベントの実施
○ 付加価値を高めるための農産加工、直売部門の設置を目指す
○ 今後５年間の中期計画の策定
○ 女性の組織化、専従体制の検討
３）法人化を契機とした経営方針の実践
平成 15 年から、法人化のビジョンとして作成した「経営方針」の実践
のため、経営構造対策推進事業（ソフト）を導入した。その推進母体と
して、法人構成員 15 名と関係機関６名で「今在家地区農業推進会議」を
設置した。そして、法人の新規事業の具体的な内容について、法人役員
と専従予定者を交えて濃密的に話し合いを行い、法人自らの計画である
ことを認識させるため、小委員会を設け検討を重ねた。
４）難航に難航を重ねた専従者の選定
法人化プロジェクトから、経営方針の重要なポイントのひとつとして
提案してきた専従者の選定は、確保見込みとして人材を特定せずに法人
設立に至った。
その後、２名の候補者が名乗りを上げたが、新規事業の収益が上がる
までの最低所得補償額、社会保険の考え方などについて具体的に検討し
た結果、最終的には役員の中から、常時従事者２名が新規事業の専従者
として当面の間従事することになった。
収益向上を目指した専従者の特定が非常に難しいという課題が残った。
５）実態に即した経営収支計画の積み上げ
小委員会や推進会議での検討を重ね、新規事業のフレームができあが
りつつある中、その次の段階として、今後５年を見込んだ中期的な経営
収支計画の積み上げが必要であった。
普及センターでは、様々な情報収集や経営収支計画を策定し、合意形
成を図るために組合員への説明を開催するなど努力を重ねた。その結果
平成 15 年 10 月の臨時総会で経営構造対策事業への着手が決定した。
６）専従者の技術習得とサポート体制づくり
新規事業の成功のためには、専従者の栽培管理技術の習得が必要不可
欠であることから、研修計画を提案し農業試験場（現農業技術センター）
での技術研修の橋渡しや、現地研修での指導に当たった。
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７）徹底した技術・経営指導による施設型作物生産の安定化
平成 18 年度からは、農業技術センター技術普及部と連携し、いちごと
ぶどうの栽培管理について、週１回の割合で現地指導を行ってきた。ま
た、ＪＡと連携していちご部会、ぶどう部会主催の研修会や講習会を開
催し、栽培技術の平準化に努めている。
なお、平成 19 年度からは、農業技術センター総務企画部の協力の下、
いちごの部門収支を把握するため経営調査を実施している。この部門収
支の結果は、栽培・労務管理や観光事業を含めた販売方法の改善に活か
している。
８）経営の複合化・多角化の進展による法人の活性化
いちごとぶどうの売上は年々増えてきており、施設型作物の法人総売
上に対する割合も計画どおり増えてきている。
観光事業においては、いちごが平成 19 年３月から「いちご狩り園」と
して、ぶどうについては平成 19 年５月から「ぶどう摘み取り園」と「オ
ーナー制」としてスタートし、地区内はもちろんのこと、町内外から好
評を博している。また、組合員全員が営業マンとして、地元のケーキ屋、
老人ホーム、学校給食、勤務先等への販路開拓を図り、多様な販売先を
確保してきている。
また、平成 19 年からは、水稲の育苗ハウスを利用した青ネギ栽培も本
格的に始まり、ＪＡ共販への出荷とともに、規格外品を利用して「ネギ
焼」を商品化し、地区内で毎年開催される「チューリップ祭」を始め、
町内外の野外フェスや道の駅等での実演販売を行うなど、法人の活性化
を生み出している。
（３）活動の安定期
平成 15 年 10 月に決定された中期経営計画を見直し、新たな中期計画を
策定するため、平成 20 年６月に「あかつきビジョンＶ１０策定委員会」が
発足し、今後 10 年間の法人経営のあり方について検討が重ねられた。
３

普及指導のポイント
普及部は「斐川町集落営農法人化プロジェクトチーム」の一員として、関係
機関と連携をとりながら組織育成を進めてきた。絶えず関係者がともに考え、
行動し対象に働きかけてきた。
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助言
《県関係機関等》
農試・専技・農業
会議・農業経営課

連携・調整

【実務担当者プロジェクトチーム】
・関係者の意識統一及び情報の共有化
・ﾓﾃﾞﾙ営農組合の実態調査等の実施
・法人化モデル集落の法人設立支援
[構成]：ＪＡ斐川町3名,斐川町3名,普及部
3名

情報提供
研修実施
集落営農組合連絡協議会
２８営農組合

法人化モデル育成集落
『今在家地区営農組合』

《斐川町農業再生ﾌﾟﾗﾝ》
H15.2～振興区域単位での
話し合い誘導→担い手の明
確化
ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
《モデル営農組合》
H13：2組織(実態調査等)
H14：1組織(法人化ﾓﾃﾞﾙ)
H15：5組織(法人化支援)

図１ 斐川町法人化プロジェクト活動体制
プロジェクトチームの中では情報提供、提案を積極的に行い、チーム員一丸
となって法人化推進にあたるよう努めた。
対象に対しては、法人自らが自分たちで考え行動できるよう提案支援型の普
及活動を行った。また、施設園芸作物の技術確立は経営確立の必須条件である
ため、徹底した指導型の普及活動を行った。
（１）経営計画策定のポイント
法人設立の鍵となった経営方針のポイントの中でも、普及部からは、土地
利用型作物（水稲・大麦等）のみに依存せず、施設型（いちご・ぶどう）・付
加価値型（観光事業）の新規事業に取り組むこと。
・ そのためには専従者の確保と体制づくりが必要なこと。
・ 現状の経営収支分析に基づく新規事業を加えた経営収支計画を策定する
ことの２点を重要なポイントとして提案した。
（２）経営収支計画の積み上げ
いちご・ぶどうの収支計画作成のためには、品種選定から作型、経営費、
観光事業への集客見込みや客単価等、取り組み事例情報も含めた情報収集が
必要であったことから、普及組織のネットワークを活かした情報収集や提案
に努めた。
なお、一連の経営収支計画策定にあたっては、普及部がイニシアティブを
とりながらも、法人の主体性を尊重し、幾度にも亘る検討を重ね、信憑性の
ある計画として積み上げていった。
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４

対象事例の現状と 課題
現状を踏まえた今後の課題としては次のことが上げられる。
（１）いちご・ぶどうの更なる収益向上
更なる収益の向上を図るためには、法人はいちご・ぶどうともに観光の事
業へのさらなるシフトを模索しているが、特に、いちごについては収量がま
だ低い。経営調査を継続するとともに、徹底した技術・経営指導を行う必要
がある。

写真２
いちご摘み取り風

（２）特色ある観光農業と真の顧客づくり
いちごとぶどうの観光事業を単なる収穫体験に留まることなく、作物を育
てているところから収穫までを体験させることで付加価値をつけ、本当の顧
客づくりにつながる工夫が必要である。また、加工事業にも積極的に取り組
む必要がある。
（３）土地利用型作物の収量、品質の向上
土地利用型作物については、大型機械化体系による水稲・麦・大豆の２年
３作体系を基本に、低コスト生産が行われているが、地力の低下等により、
近年、収量、品質が不安定となっている。新たに導入しているハトムギ等を
含め、堆肥等の有機物の積極的な投入や栽培管理の徹底により、収量、品質
を更に高める必要がある。
（４）法人経営の後継者の確保・育成
法人経営を安定化し、組織の継続性を図るためには、ものづくりに併せた
人づくりに力を入れるべきである。施設型部門における専従者や土地利用型
部門のオペレーター等の後継者を法人内部で確保し、即戦力として育成して
おく必要がある。
（５）法人形態の検討もしくは普通法人への移行検討
新規事業が本格化するにつれて、意志決定や実行の迅速性が求められ、観
光部門と販売部門の株式会社への分社化もしくは普通法人への移行を検討す
る時期にきている。
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（６）平坦地域における集落営農組織の経営複合化・多角化モデルとしてのさ
らなる波及
「（農）あかつきファーム今在家」が法人の経営の複合化・多角化モデルと
して、今後、法人化を目指す特定農業団体等へ波及していくことが期待され
る。
この事例は、普及部としては「集落営農組織の法人化と多角化支援」とし
て取り組んできたが、振り返ってみると施設園芸の導入により「観光事業」
「加
工事業」を展開し、農業の６次産業化としての事例となっていた。
当時「６次産業化」という言葉を強く意識して支援してきたわけではない
が、法人化計画の段階で、他の事例の情報収集、地理的な強みの発見など普
及部が積極的に行ってきた中で提案できた事柄であった。
普及部としてはより幅広い情報を常に収集し、技術的、経営的裏付けのあ
る支援を行っていくことが重要になってくると考える。
島根県東部農林振興センター出雲事務所農業普及部協力
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優
優
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例

の

活

動

年

表

名

普及センター名

夢の実現を支えて「中野豊田農産物加工施設利用組合」

長野県北信農業改良普及センター
関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（農産加
工組織）

（ 普及との関連 ）

○
昭和58年

平成６～９年
【準備期】

平成10年

平成11年
【発展期①】

平成12年
【発展期①】

平成13年
【発展期②】

ＪＡ

○

○

豊田ふるさと味
の会結成
加工施設設置を
要望

施設整備の出資

加工活動開始

イベントＰＲ

加工品が知事賞
受賞

・県の「ふるさとの味交流促進事業」(平成６～８年度)を活
用し、「豊田村ふるさと味の会」結成
60人
会員募集支援、①リンゴ ②おやき ③大豆 ④そば等
⑤梅 ⑥朝市等の班結成誘導、各班講習会で技術確立支援
・毎年「豊田の味を楽しむ会」を開催、技術を磨き味の伝承
に取り組む
・大豆20ａを栽培（現在も25ａ栽培）
・共同の加工施設設置を村に働きかけたが、よい返事は無
かった→対応策について相談、助言
・議会へ加工施設設置の要望書を提出
・議員の一人が加工施設設置について一般質問→販売でき
る施設ならよい
・女性議会で要望を行う
・出資金：５万円 40人が同意
・普及員に対する批判を受けつつも起業立ち上げの支援を継
続
・県の中山間地域特別農業農村対策事業により、加工施設完
成11月竣工）
・村から施設の管理運営委託を受けることとなる（村の施設
運営を希望していたが、営業を目的にふるさと味の会が運
営を行い、村・普及は支援）
・味の会に呼びかけ、希望者で加工組合設立に向けて合意形
成（７月）、全体会では、施設が営利を目的とすることで
紛糾、役員の真剣な姿勢で理解を得る
・ 「豊田農産加工施設利用組合」の名で活動開始（11月）
この間、加工施設利用組合設立への支援、衛生管理、商品
化への支援 「おやき部」「菓子部」「みそ部」の３部
会制、売上げは、5,110千円を超える（17％を本会へ納め
る）

視察対応、マス
コミ取材多数

・「おひさまの林檎パイ」が知事賞受賞
・イベント、視察、ＴＶ出演が増える
・食品衛生法、ＰＬ法研修会
・よいみそをつくるための研修会
・販売額
19,234千円

組合員から村議
会議員誕生
熟成室、貯蔵庫
増築
学校給食への提
供

・組合員が村議会議員が誕生（自分達の意見を言える場に代
表を送る）
・みそ熟成室、貯蔵庫を増築
・村内学校給食にみそを提供
・視察研修受け入れ（14回）
・販売額 21,091千円

体験学習

・村内小学生の体験学習受け入れ（おやき、パイ）

○

◎

○
○

◎
○

○
○
◎

○

○

【発展期②】

平成18年

○

経営管理

・販売額

研修受け入れ

・国家公務員各省庁新人研修受け入れ
・販売額
24,080千円

23,497千円

○

経営管理
漬物営業許可取
得

・部門別に原価計算に取り組む→大型冷蔵庫導入
→おやき値上げ
・法人化についての学習も開始
・漬物営業許可取得（Ｈ１７年３月）
・県農村女性きらめきコンクール最優秀賞受賞
・販売額
24,294千円

合併→市へ
活動表彰

・農山漁村チャレンジ活動表彰
・合併により、中野市となる
・販売額
22,269千円

商標登録

【安定期】
平成19年
【安定期】

○

◎

【発展期②】

平成17年

その他

◎

平成15年

【発展期②】

会計
事務所

○

・税の学習会、みなし法人化へ

平成16年

教育

◎

・食品衛生法、ＰＬ法研修会
・ふるさと祭り等イベントにてＰＲ
・販売額 18,247千円

平成14年以降
【発展期②】

商工

自家用ジュース ・自家用ジュースの加工場が設置
加工
・自家用と親類縁者に配布するだけでは収入の増加にはつながらない

加工施設完成
【発展期①】

行政

経営管理

○

○
◎

○

最優秀賞受賞
◎

・「ふるさと」商標権の問題が発生し、「あちゃま」で商標
登録
・中野市農業経営技術奨励賞受賞
農林水産祭農林漁業振
興会長賞受賞
・販売額
23,401千円
・販売額

23,045千円
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名

普及センター名

夢の実現を支えて「中野豊田農産物加工施設利用組合」

長野県北信農業改良普及センター
関係機関

年月

平成20年
【安定期】

６次産業化に
向けた取り組み

経営管理

具体的内容

普及対象
（農産加
工組織）

（ 普及との関連 ）

経営管理
【安定期】

現状
【安定期】

経営管理と組織
運営

ＪＡ

商工

教育

会計
事務所

その他

○

・製品の原価計算により経営を検討
・販売額
22,943千円

◎
◎

平成21年

行政

○
○

・パソコンによる経営管理
・チラシ作成 工業試験場との連携
・販売額
24,039千円

・後継者育成(若い人を仲間に入れたい)
・組織運営方法の見直し、検討

○
◎
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Ｆ

長野県中野 市の事例
夢の実現を支えて

「中野 豊田農産物加工施設利用組合」

１

普及指導の対象事例とその背景
平成 17 年、旧豊田村と旧中野市が合併して新しくなった中野市は、長野県北
東部に位置し、一面に果樹園が広がる農村地帯である。
農村婦人学校修了者による生活改善グループが指導対象の母体である。
「りん
ごの価格が安い」、「規格外のりんごを加工できないか」、「無添加のジュースが
欲しい」等の声がグループの中で高まり、昭和 58 年、ＪＡに呼びかけた結果、
リンゴジュース加工所が設置された。
しかし、自家用であるため販売は不可能で、収入の増加には至らなかった。
「現
金収入に換えたい」そのためには営業許可の取得できる施設が必要であった。
女性達は早くからグループ活動等で加工に関する資質向上を図り、村の味とし
て技術の習得をしていた。この地域には直売所も多く、加工品のアイテムに対
する需要もあった。
また、雪が多いこの地域では、冬期の外仕事があまり無い。雪が降れば奥内
で過ごす女性も多く、拠点となる場所を加工施設に求める人も少なくなかった。
２ 具体的な指導内容と成果
【準備期】
( １ ) 施設設置に向けての助言
普及センターは、農村婦人学校修了後グループを結成し活動している女性
達の支援の一環として（本格的な加工の準備となった）平成６年から３年間
県の「ふるさとの味交流促進事業」の実施を進めた。この事業は、豊田の味
の掘り起こしと伝承が目的である。
60 人で「豊田村ふるさと味
の会」（以下「味の会」）を
結成、品目別に６つの部会に
分かれて味の研究、共同栽培
を実施し、年１回「豊田村の
味を楽しむ会」を開催して、
味の開発と継承を行った。
村の役職者との交流で遊休
農地に話が及べば、大豆の作付
けに着手し、近隣の加工場で
みそに加工するなど、何事にも前
写真１ 加工施設全景
向きに行動する力を蓄えていっ
た。やがて、このみそが評判を呼び、
「途絶えていた村の味として復活させよ
う」という声になり、起業の夢は大きく膨らんでいった。
普及センターも「味の会」に対する技術支援・会議等の事前調整を惜しま
なかった。
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平成８年、共同の加工所設置を村に呼びかけたが、
「女性にできるのか」、
「農
業しながらできるのか」といった批判を浴びる結果となった。
しかし、声を出すことを止めず、議会に対する要望書の提出や、加工施設
に関する議員の一般質問等で徐々に現実味をおびてきた。普及に踊らされて
いるという声もあったというが、役員の真剣な姿勢が「味の会」全体のもの
となり、最終的には村に理解され、平成 10 年、県の補助事業を活用して施設
の設置が決定した。
【発展期】
( ２ ) 起業組織の合意形成・体制整備
村から施設全般の管理委託を受け、営業目的で「豊田農産物加工施設利用
組合」としてスタートすることになった。普及センターは、設立のための合
意形成、製造販売については製造原価の試算方法や部門毎の生産計画につい
て研修会を開催したり、個別指導などを行った。また、組合側が自らチェッ
クして改善点が明らかになるように配慮してきた。
( ３ ) ３部門体制の活動支援
念願の加工施設が完成し、「おやき部」、「菓子部」、「みそ部」の３部構成に
よる活動を行っている。当初から部門毎の独立採算性で時給も異なる。
「おや
き」は毎日活動できる人、「菓子」は若手、「みそ」は冬主体の活動とライフ
スタイルに合わせて働き方を選択できる。

写真２

写真３

おやき

写真４

みそ

アップルパイの製造

具が地元産のおやき、特産のりんごを使ったアップルパイ、地元産大豆を
使ったみそ等、どの部門も地域の素材を有効活用している。おやきに使用す
る野沢菜は、会員が栽培する他にも山間部の住人に栽培を委託、ズッキーニ
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はＪＡから規格外品の有効活用として依頼を受けて開発している。
また、おやき、アップルパイは販売先に合わせて大きさを変える等の対応
もしている。
普及センターは、加工を始めるに当たり、先進地視察や技術講習会を開催
する等、商品としての確立をめざした支援をしている。
【安定期】
( ４ ) 知的財産と経営管理
起業以来、「ふるさと」の名称を使用していたが、平成 18 年商標権の問題
が発生したために新たたな名前を検討し、豊田音頭にちなんで「あちゃま」
で商標登録を行った。今後知的財産権についての学習の必要性も感じている。
1600
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千円 1400

1200

20,000

1000

15,000

800

10,000

600

5,000

400

0

200
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0
１月

おやき

菓子

２月

３月

４月

５月

おやき

図１

６月

７月

８月

９月 10月 11月 12月

味噌

部門別年間販売額の推移

図２

菓子

味噌

月別販売額の推移（H21）

経営面では、平成 13 年から、３部門全体の販売額が 2,000 万円を超え、人
格なき社団としての税申告を行っているが、法人化についての学習の機会も
設けている。
部門による時給の差は、担当部門の経営意欲を高め、販売拡大や作業能率
をあげるための努力に繋がっている。経営の安定化や賃金アップなどの課題
はあるが、村に住む仲間としての意識を高める場であるとも考えている。
３ 普及指導のポイント
組織立ち上げまでは指導型 安定期の現在は提案支援型
( １ ) グループ活動を通じての技術確立と地域活性化への意識の醸成
昭和 50 年代からの活動が今回の基礎にある。学習や交流の中から農業生産
を通して加工活動を行うことが、地域農業の存続、活性化に繋がると考えた
指導が活きている。
農業者の変化に合わせて、効果的に事業を活用したことも成功のポイント
である。
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( ２ ) 社会参画への支援
平坦ではなかった加工施設の建設ではあったが、村への要望書の提出、議
会質問等を経て、村の動き、社会の動きに関心を持つよう女性達を支援した。
女性達は、次のステップとして自分達の意見を言える場に代表を送ろうと
取り組んだ。その結果、村会議員、農業委員が会から誕生した。農業や暮ら
しに前向きになった女性達を、加工の仲間づくりへ、更に発展し地域参画へ
と導いている。
( ３ ) ニーズにあった就業形態と販売アイテムづくり
兼業農家の女性が農業生産とバランスをとりながら、加工活動への参画が
可能となるよう、選択できる就業形態の体制について支援している。
また、販売面では、販売先のニーズに合わせて、アップルパイやおやきの
大きさを変える際、価格設定にも助言を行うなどきめ細かな対応が行われて
いる。
( ４ ) 支援の継続
一貫してブレない指導・支援が印象的である。しっかり活動しようとする
組織に対して、普及センターあげての支援の方向付けが大切になってくる。
４

対象 事例の現状と 課題
製品の原価計算を行いながら、徐々に販路を拡大しており、現在、常設店
への販路は、おやき６店、菓子９店、みそ７店で、加工当初の３店からみる
と、大きな伸びをみせている。
農村女性による地元素材を活用した農産加工のモデル的な起業事例である。
指定管理者として施設の管理を行っているが、組合が望む方向と市が望む
方向を共有し、有効な支援が望まれる。
また、農村女性のリーダーや核になる人に対しては、学習や交流の場が必
要と考えられ、人に焦点を当てた継続した支援は今後も必要である。
長野県北信農業改良普及センター協力
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表

名

普及センター名
兵庫県龍野農業改良普及センター

日本一の淡口醤油づくりを支える高タンパク小麦・大豆の産地育成「たつの市集落営農連絡協議会

関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（営農組
織）

（ 普及との関連 ）

×

行政
ＪＡ
商
工
（たつの （ＪＡ兵 （高田商 （ﾋｶﾞｼﾏﾙ
市）
庫西）
店）
醤油）

47の集落営農組
織はできていた
が、経営は不安
定

【準備期①】
一部で醤油原料
小麦を栽培

その他

○

（普及）
・集落営農組織を立上げ、「たつの市営農指導連絡会」で
経営の安定化を模索

平成18年以前

県
指導
機関

○
△

（普及対象）
・補助金もらえれば捨て作りでもいいとの意識のため、小
麦は低収・低品質
・農地保全したいが担い手不在で将来ビジョンなし
（市）
・営農指導連絡会
（商）
・50年の経験で生産農家、ほ場ごとの個別データを保存
・H12～ 実需者と生産者を結びつける
（工）
・地元小麦を原料とした醤油造り400年の歴史
・H12 目に見える原料調達を目標に高品質小麦のテスト栽培
・目的の第一は原料の安定確保

△
（普及）
・主担当者K氏の着任
・アンケートによる現状把握
・組織リーダーへの意識啓発
・集落ビジョン策定支援
・意識改革をねらった現地巡回研修会の企画・運営
平成18年
【準備期②】

売り先確保⇔原
料調達の思惑一
致

○
△
○
○

（普及対象）
・「原料を作らされている」という不満が互いの小麦の生
育を見て正の競争意識の芽生え「良い小麦を作ろう！」
（市）
・水田経営所得安定要件を満たし、営農ビジョンを明確化
するための法人化計画
・技術平準化につながる現地巡回研修でバスをチャーター
（工）
・地場産原料100％のプレミアム淡口醤油「龍野乃刻」誕生

○
（普及）
・小麦500Kg/10a、大豆300Kg/10aの経営試算を示す
・高タンパク小麦・大豆の生産技術指導
・品種選定、は種法改善、排水対策、堆肥散布システム実証

平成19年
【発展期①】

20集落からなる
「たつの市集落
営農連絡協議
会」設立

○
○
○

（普及対象）
・高品質安定栽培技術に自信持つ
・工場見学により商品化の喜び感じる

○
○

（JA）
・連絡協議会事務局
（商）
・契約栽培の仲立ちで農業者に安心感を与える
（工）
・社員の農作業体験によりものづくりへの愛着
（県指導機関）
・専技，試験場の技術アドバイス

◎
（普及）
・醤油適性の高い大豆「タマホマレ」試作、高タンパク
小麦「ふくほのか」、「ゆめちから」栽培指導
・簿記記帳指導、経営分析講座、雇用管理法指導
（普及対象）
・水稲・小麦・大豆・土づくり部会設立
・個の収益が向上したことを実感
・担い手不足解消
・現地巡回研修会のバスチャーター（行政には頼らない）

平成20年
【発展期②】

農商工連携
選に認定
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（市）
・補助事業で機械導入支援
（JA）
・規格検査で高い品質確保
（商）
・高タンパク小麦「ゆめちから」導入を提案
（その他）
・社会保険労務士による労務管理指導
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○
○
○
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表

名

普及センター名
兵庫県龍野農業改良普及センター

日本一の淡口醤油づくりを支える高タンパク小麦・大豆の産地育成「たつの市集落営農連絡協議会

関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（営農組
織）

（ 普及との関連 ）

行政
ＪＡ
商
工
（たつの （ＪＡ兵 （高田商 （ﾋｶﾞｼﾏﾙ
市）
庫西）
店）
醤油）

県
指導
機関

◎
○

（普及）
・協議会、関係機関、実需者の参加で現地巡回研修会
小麦5回、大豆4回、水稲３回＋営農指導連絡会１回/月
・水稲＋小麦＋大豆の２年３作体系の実証
・輪作体系の収益試算

○
○
○

平成21年
【発展期③】

農商工それぞれ
の利益確保

（普及対象）
・輪作体系確立による収益の安定
・若手農業者（20代～40代）も参加
・高タンパク小麦「ゆめちから」の本格導入及び種子生産

○

（工）
・原料全て播州産へのこだわり
（県指導機関）
・専技，試験場の技術・経営指導

◎
◎

○協議会、関係機関、実需者の基本理念：
みんなの利益を創出して享受する

◎

○市民への大義名分：
地域の農業・特産物の良さを知り、守り育てよう

◎
◎

今後の課題
現状
【安定期】

信頼構築（互い
を認め、面白
さ、楽しさを実
感する情緒連
携）

○

（普及）
・規模拡大に対応した省力技術
・新規参加農業者への技術指導
・経理、税務、労務管理
・そば等への多角経営誘導
・法人化支援
・地域内連携の波及による新たな産業創出
（商）
・パン、麺類など新商品開発提案
（工）
・地場産業全体の底上げをするリーダーになる決意
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その他

Ｇ

兵庫県龍野市の事例 －２
日本一の淡口醤油づくりを支える、高タンパク小麦・大豆の
産地育成「たつの市集落営農連絡協議会」

１

普及指導
普及 指導の対象事例とその背景
指導 の対象事例とその背景
兵庫県たつの市は、古くから醤油産業が栄え、淡口醤油の生産量は日本一を
誇っていた。また、県内でも有数の小麦産地でもあるが、生産者の栽培意欲は
低く、収量・品質・収益ともに低かった。
栽培の担い手としては、平成 18 年以前に立ちあがった 47 の集落営農組合が
あったが、補助金に依存し、とりあえず農地を保全しようとする意識が強く将
来展望もなく、担い手も育っていなかった。
一方、醤油製造に関わる商工業者（実需者）は外国産の原料ではなく、醸造
用に適した地元産小麦、大豆の原料を確保したいとの思いから、普及センター
や農協に営農組合と連携したいとの要望があった。
そこで、普及センターは実需者と営農組合とのパイプ役として、市、農協と
共に営農組合及び地元産業の活性化を目指すこととした。

２ 具体的な指導内容と成果
（１）準備期（営農形態の模索）
平成 18 年以前は、普及センターが立上げを支援した集落営農組織が営農形
態を模索していた時期であったが、地元で 400 年の歴史を持つ醤油製造のヒガ
シマル醤油株式会社は、平成 12 年頃から「目に見える原料調達」を目標に高
品質小麦のテスト栽培を行っていた。その目的は、原料確保が第一でまだ営農
組合の経営まで考えるには至っていなかった。
また、ヒガシマル醤油系列の高田商店の T 氏は、たつの市を含めこの地方で
50 年に及ぶ原料調達に携わっている経験から、取引のある生産農家やほ場の
年次別収量データを蓄積しており、実需者と生産者を結ぶ商取引の拡大を平成
12 年頃から着手していた。
（２）準備期②
１）国策への対応から農商工連携本格始動
一方、平成 19 年度からの国の施策である水田経営所得安定対策の加入に
よって営農組織の収益を確保しようと、営農ビジョンを掲げたたつの市は独
自の法人化計画の策定を義務付け、関係機関は組織リーダー自らが、現状把
握、５年後、10 年後を見据えた営農ビジョンを作成できるように支援した。
普及センターは、地域課を中心としたプロジェクトチームを編成し、普及
計画の策定を行い、基幹作物である小麦・大豆の高品質安定生産技術指導や
経営指導を行い、水稲＋小麦＋大豆の２年３作体系による収益性の向上を目
指した。
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こうして、かねてより原料確保の要望があったヒガシマル醤油及び高田商
店との思いが一致してＪＡ兵庫西とともに農商工連携が本格的に開始した。
２）現地巡回研修会の企画
高品質安定生産技術指導については、まず組織リーダーの生産意欲向上
が先決ということで、産地づくり交付金の技術要件として、「基本技術の導
入」、「指導定点ほ場の設置」、「現地巡回研修の参加」を義務付け、平成 18
年の 12 月に第１回目の現地巡回研修会を実施した。
各組織のリーダーをはじめ、関係機関等の関係者多数が一堂に会し、小
麦の指導定点ほ場を巡回するためにマイクロバスは市がチャーターした。
当初は現地巡回研修に渋々参加していた組織リーダーもいたが、互いの小
麦の生育を見て真の競争意識が芽生え「良い小麦を作ろう！」が各組織リ
ーダー、関係機関、実需者の合い言葉となった。
この連携活動で各組織リーダーと関係機関との信頼関係が構築でき、各
組織リーダー同士の｢やる気｣につながり、技術導入が順調に進んだ。また、
実需者が共に巡回し、同じ目線で生産現場を見てもらうことで、各組織リ
ーダーの励みになり、｢良い小麦をつくらなくては｣と生産意欲が高まった。

写真１

写真２

小麦現地検討会（冬）

小麦現地検討会（初夏）

（３）発展期①
１）集落営農連絡協議会の設立
こうして、組織リーダー、関係者の意識が熟した平成 19 年に、特定農
業法人１組織、特定農業団体 19 組織が連携して、
「たつの市集落営農連絡
協議会」が設立され、ＪＡが事務局を務めた。この協議会にはたつの市、
普及センター、ヒガシマル醤油、高田商店がアドバイザーとして加わり、
翌年、水稲部会・小麦部会・大豆部会・土づくり部会の４部会を立ち上げ、
自主運営ができる組織へと誘導した。
普及センター、市、ＪＡは「たつの市営農指導連絡会」を月１回開催し
て、戦略会議として位置付け、協議会を支援した。協議会を実質的に動か
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しているのは、農業・関係機関側のコーディネーターである普及センター
と商工側の経験豊かなコーディネーター（高田商店）の２者で、生産から
販売までを見通した作戦会議が頻繁に開かれ、その方針を連絡会で合意を
得て、協議会の理事会で了承され実行されるといった構図となった。
高田商店は、ヒガシマルと農協との契約の仲立ちとして双方に安心感を
与える大きな役割も果たした。
２）徹底的な技術指導
並行して普及センターでは、小麦 500Kg/10a、大豆 300Kg/10a による経
営試算を示し、これを達成するための「品種選定」、「は種法改善」、「ほ場
の排水対策」、「堆肥散布システム構築」など技術指導を現地で精力的に行
った。これには、県の農業専門技術員及び試験研究機関の助言が効果的で
あった。
３）農業者、工業者の相互見学による理解促進
平成 19 年に始まった工場見学会や農業体験では、農業者は自分が栽培し
収穫した小麦・大豆が製品となる過程を目の当たりにすることによって商品
化できる喜びを感じ、製造会社の社員は同じ目線で生産現場を見たり、麦踏
みを体験することによって原料に愛着が湧くとともに互いに信頼関係が芽
生えた。
（４）発展期②
１）「農商工連携 88 選」に認定
高タンパク小麦・大豆の契約栽培が順調に拡大し、地場産原料 100％の
プレミアム淡口醤油「龍野乃刻」
（たつののとき）が誕生し、平成 20 年度
にこの取組みが「農商工連携 88 選」に認定され、関係者の意欲は高まっ
た。

写真３

農商工連携 88 選」に認定される

写真４
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プレミアム淡口醤油「龍野乃刻」

普及センターは、高タンパク小麦「ふくほのか」や「ゆめちから」の導入
と栽培指導を行うとともに、醤油適性の高い大豆「タマホマレ」を実証ほで
試作するなどの技術指導と並行して、簿記記帳指導・経営分析講座の開催・
雇用管理技術の指導などの経営指導にも力を入れた。この指導に当たっては、
専門技術員や、試験研究機関からの助言を受け、民間の社会保険労務士の活
用も行った。

写真５「ゆめちから」の採種ほ調査

写真６

労災保険説明

会

２）農業者の自立意識確立
普及センターは、連絡協議会の中に水稲・小麦・大豆・土づくりの各部会を
設立し、自主運営を促した。また、大豆収穫用の普通型コンバインの導入は、
協議会の大豆部会で話し合いを行い、無駄な機械投資を避けるため、法人組織
が代表して、国庫補助のリース事業で導入し、関係機関が連携して、作業受託
体制を整備した。
それまでの現地巡回研修会は、市のマイクロバスを利用していたが、平成
20 年からは連絡協議会で借り上げることを理事会で話し合い、行政には頼ら
ない自立意識が確立した。
（５）発展期③
１）２年３作体系の実証
普及センターは、ほ場を安定的に活用するため、水稲＋小麦＋大豆の２年３
作体系の実証を行い、同時に輪作体系の収益試算も示した。
また、実需者ニーズに応えるため、より品質の高い小麦「ゆめちから」の導
入も進めた。「ゆめちから」は平成 20 年に北海道農業研究センターが育種し
た超強力の品種で、中力の小麦粉とブレンドしてパンやラーメン用に使える
他、タンパク質含量が高いため醤油醸造用にも適する。
２）利益確保の見通し
各組織では、輪作体系による収益の安定の見通しが立ち、20 代～40 代の若
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手農業者や女性の営農組合への参加者が現れた。
これまでは栽培に関する細かな指示を受けることから感じていた「原料を作
らされているという不満」が解消し、連絡協議会としての収益向上を目指すた
め積極的に栽培管理に取組むようになった。
３）日常的な意思疎通
平成 21 年頃からは、協議会、関係機関、実需者が参加する現地巡回研修
会は、各部会活動で、年に小麦 5 回、大豆 4 回、水稲３回となり、現場を見
ながらの情報交換に加えて、関係機関では「たつの市営農指導連絡会」の月
１回の打合せ会議も設定されており、日常的に意思疎通ができるシステムが
出来上がった。

写真７

写真８

大豆管理機械の実演

女性の営農組合長

（６）安定期
１）相互理解の促進
平成 22 年現在、上記の打合せの他に年 2 回、管内他地区の視察研修会や
懇親会、県外先進地視察研修会、農作業受委託推進等を行い、互いの立場を
認め合う相互理解を促進した。
２）理念と大義名分
協議会、関係機関、実需者の連携の基本理念は、「みんなの利益を創出し
て享受する」であり、関係者の誰かが優位に立つような行動はとらないこと
が暗黙の了解となっている。
また、農業者も商工業者も地域のための活動であることを意識し、市民参
加のイベントに参画するなど「地域の農業・特産物の良さを知り、守り育て
る」という大義名分を持っている。
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３ 普及指導のポイント
（１）提案支援型による農業者の意識付け
１）目標の明確化
１） 目標の明確化
農業施策の要件を満たすため、農業生産法人化計画の策定を義務付けた
結果、各組織リーダーが営農ビジョンを明確化したことで前向きに営農活
動を行うようになった。
２）生産基盤
２） 生産基盤づくり
生産基盤 づくり
また、｢たつの市集落営農連絡協議会」を設立させ、水稲・小麦・大豆・
土づくりの４部会も立上げて、営農組織相互の連携による高タンパク小麦、
高タンパク大豆の生産基盤づくりを行った。
３）技術の実証
高タンパク小麦、高タンパク大豆の生産技術のポイントを、専門技術員・
試験研究機関と連携して現地で実証したことで、これなら行けると農業者
が確信した。
４）経営試算の提示
県独自の集落営農簿記ソフトの実習を行い、貸借対照表、損益計算書が
作成できるように支援し、水稲＋小麦＋大豆の２年３作体系による収益性
の向上を実感させた。
５）「現地巡回研修会」の開催
相互に栽培現場を見ることにより組織リーダー同士に競争意識が芽生え
｢良い小麦をつくろう｣が組織リーダー、関係機関、実需者の共通目標とな
った。
（２）関係者のコーディネート
１）ダブルコーディネート
実需者側には超ベテランの高田商店の担当者がおり、このキーマンと綿
密に打合せて、農商工連携に関わる活動の方針を決めた。これによって、
栽培のこと・品質のクレーム・契約価格など協議会、関係機関、実需者が
言いにくいこと、本音などを普及センターとのダブルコーディネートで調
整し全体の活動を円滑に進めた。
２）営農指導の作戦会議
指導体制を維持するため、月１回、市、農協、普及センターで｢たつの
市営農指導連絡会｣を開催し、対象の明確化、役割分担、対象への支援方
法を協議し進捗状況を確認した。
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（３）目標の共有と大義名分
（３）目標の共有と大義 名分
協議会、関係機関、実需者の連携の基本理念「みんなの利益を創出して享
受する」を共有していること、また、農業者も商工業者も地域のための活動
であることを意識し、「地域の農業・特産物の良さを知り、守り育てる」と
いう大義名分を持っていることも、地域の市民から認められる強みである。
（４）信頼関係の構築
農業者、実需者による工場見学会や農業体験を行い、農業者は自分が栽培
し収穫した小麦・大豆が製品となる過程を目の当たりにすることによって商
品化できる喜びを感じ、製造会社の社員は栽培の現場を見たり、麦踏みを体
験することによって原料に愛着が湧くとともに互いの信頼関係が芽生えた。
また、「たつの市集落営農連絡協議会」で年２回の懇親会や１泊２日の県
外視察研修会を開催し、本音で語れる場を設けていることも信頼関係の構築
につながっている。
４ 対象事例の現状と課題
（１）永続的な担い手の確保
今回の成功事例によって、各集落営農組織は市全体の担い手になろうとい
う意識が目覚めてきた。個々の営農組合の法人化から進め、やがては連絡協
議会の法人化への検討を始めることが課題である。
（２）普及センターの支援方向
地域内連携の波及による新たな産業創出につながる法人化を支援するため、
規模拡大に対応した省力技術の指導や新規に集落営農に参加する農業者への
技術指導と併せて、経理・税務・労務管理等の経営指導も更に進めていく必
要がある。
また、収益計算の根拠としていた国からの助成金額が変更になることで、収
支の見直しが迫られる。そこで、より安定して高収量・高品質が得られる品
種の導入や栽培法の改善に取り組んでいかなければならない。
さらに、小麦・大豆に続く新たな６次産業化を見据えた新規品目（例えば、
そば等）を導入した多角経営へ誘導することも、市・ＪＡとも連携して検討
する方向である。
（３）実需者の思い
ヒガシマル醤油は、醤油製造技術の更なるレベルアップに加えて、たつの
市の地場産業全体を底上げできるリーダーになりたいとの意欲がある。
実需者側のキーマンの高田商店の担当者は、地元のもう一つの伝統産業で
ある素麺（揖保の糸）への地元産原料への移行や、パンなどの新商品開発も
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提案している。さらには醤油粕を原料とした有機質資材の土壌還元による地
力維持にも関心が高く、現地試験に取り組むなど今後の普及を目指している。
兵庫県龍野農業改良普及センター協力
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表

名

普及センター名

産学官連携による新品質梅干の開発[紀の川梅干振興協議会]

那賀振興局地域振興部農業振興課
関係機関

年月

平成17年
【準備期】

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

消費者ニーズに
あった地域特産
物加工品のブラ
ンド化のための
基盤作り

（ 普及との関連 ）

（普及）
・関係機関や既存の加工グループに呼びかけ、那賀ブランド
づくりについての説明会を開催
・那賀ブランドづくり協議会の設立

普及

行政

ＪＡ

大学

○

○

？

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

県指導機
関

（ＪＡ）
・？
（大学）
・梅の機能性に関する指導

（普及）
・協議会の運営指導、加工技術指導、減農薬栽培技術指導、
梅の加工グループ育成

平成19年
【設立期】

地域ブランド作
りのために産学
官一体となり協
議会を設立

（ＪＡ）
・農業振興課と連携した技術指導
・販売促進
・梅加工体験
・出前講座
（大学）
・ブランド化のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ指導
・梅の機能性の助言
・紀の川梅干振興協議会運営
の助言
※役割分担

（普及）
・加工技術講習会や先進地講習会を開催
・減農薬栽培の実証圃による秀品率や病害虫などの調査
・木熟梅の目揃え会を開催
・安定販売・販
路拡大への支援
平成19年～
【発展期①】

・梅栽培・加工
技術の体系化と
指導

（ＪＡ）
・直売所「めっけもん広場」にて販売
・インターネット販売や FOODEXJAPAN2009でのテスト販売
・「紀の川梅干」の商標登録
（大学）
・地域活性化のためのワークショップを開催
・梅の機能性の助言
（加工研究所、うめ加工所：県の機関）
・含有成分の分析（品質、塩分、認証基準づくり）
・梅干しの品質向上に関する助言

（普及）
・小学校での加工体験教室の講習会

平成21年～
【発展期②】

・地域への波及
活動

（ＪＡ）
・梅加工体験
・出前講座

66

○

その他

H

和歌山県紀の川市
和歌山県紀の川 市 の事例 －１
産学官連携による新品質梅干の開発

「 紀の川梅干振興協議会」

１

普及指導の対象事例とその背景
紀の川市は、和歌山県北部地域に位置し、平成 17 年 11 月に紀の川水系の那
賀郡５町が合併し誕生した。人口は約７万人、豊かな自然環境と文化資源を有
し、農業を基幹産業とする町である。
農業関係の特徴は、紀の川両岸の丘陵地帯から山腹に広がる樹園地と水田転
作田に多種類の果樹（みかん、中晩柑桃、柿、桃、イチジク）による複合経営
が多く、県内でも有数の米の主産地でもある。
また、この地域には直売所も点在していることから、加工品への需要も見込
まれる。
社会的特徴には、歴史ある寺社仏閣など文化財が多く、大型の直売所やスポ
ーツ・ハイキング施設等の交流施設もあることから、近接地域や大阪都市圏か
ら多くの市民が利用している。
また、紀の川市の中心部から 20 ㎞圏に和歌山市、関西国際空港が存在し、50km
圏には大阪の都心が含まれるなど、大消費地に近い立地にある。
近隣には、近畿大学生物理工学部、社団法人和歌山県農産物加工研究所、和
歌山県農林水産総合技術センター果樹試験場などの学術・研究機関も立地して
いる。
２ 具体的な指導内容と成果
【 活動の準備期 】
消費者ニーズにあった地域特産物加工品のブランド化のための基盤作り
管内の梅生産量は年々増加し、1,100ｔに達していたが、梅の主産地である
みなべ町に比べると価格が低迷していた。
当時は、青梅の出荷による梅酒業者との取引が大半であったが、付加価値
を高め、収益力向上の方策が議論された。また、地域特産物の加工が求めら
れていることや、生活習慣病が増加傾向にある中で健康志向の消費者ニーズ
があることなどから、農業振興課では他地域で主流となっている調味梅干し
と異なる、独自の製法による商品化を発案した。生活習慣病が増加傾向にあ
る中で、健康志向の消費者ニーズがあった。
これをベースに生産者と消費者の間で那賀ブランドを創るため、農業振興
課から地元の近畿大学（機能性研究）や紀の里農業協同組合などの関係機関
と既存のうめ生産者や農村女性加工グループに呼びかけ、那賀ブランドづく
りについて説明を行った。
既に設立していた那賀ブランドづくり協議会で、紀の川梅干の商品化への
取り組みが進められてきた。（平成 17 年）。
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【 活動の設立期 】
地域ブランド作りのために産学官一体となり協議会を設立
那賀ブランドづくり協議会では、那賀地域の農業振興を図ることから会の
活動を基盤に、特徴あるこだわりの梅干しを加工・販売することになった。
同時に、地域の活性化をめざすことを目的として、産（紀の里農業協同組合）、
学（近畿大学）、官（那賀振興局農業振興課）が連携し、産学官事業を獲得し、
活動の拠点となる「紀の川梅干振興協議会」（以下、協議会）を設立した（平
成 19 年）。
この協議会は、紀の川梅干の生産、加工、商品化、研究、販売の５つの部
門を設定し、活動を始めた。農業振興課は、協議会の運営指導、加工技術指
導、減農薬栽培技術指導、梅の加工グループ育成などの生産、加工、商品化
を主に分担担当した（図１）。
【 活動の発展期 】
（１）安定販売・販路拡大への支援（平成 19 年～）
各年度の初売りを 10 月 l 日に設定する試みや、「ＪＡ紀の里めっけもん広
場（農産物直売所）」での販売を支援しながら、梅干を使った料理の試食と機
能性などのＰＲ等を、インターネット販売や FOODEXJAPAN2009 のテスト販売
を通して販売促進活動を行った。
さらに、ブランド力をつけるため、ＪＡ紀の里と協力して、平成 21 年 3 月
にはロゴマークの商標登録を支援した（写真１）。
（２）梅栽培・加工技術の体系化と指導（平成 19 年～）
安全・安心なこだわりの梅干しを加工・販売するために、紀の川梅干クオ
リティアップ調査研究（生産・加工段階）を実施するとともに、それらを活
かした栽培加工マニュアル（紀の川梅干「クオリティアップ」）を作成した（平
成 22 年３月）。
さらに、加工技術や品質向上を図るために、梅干しグループ（15 グループ、
65 名）を組織化し、加工技術講習会や先進地講習会を開催するとともに、減
農薬栽培の実証圃を設置し、秀品率や病害虫などの調査を行い、安全安心な
原材料の確保に繋げた。
また、加工に適した熟度を知って貰うため木熟梅の目揃え会を開催した。
その成果が徐々に現れ、売上げも着実に伸びてきている（図２）。また、波及
効果として、地域全体として青梅出荷から、木熟梅の割合が多くなり、戦略
的な栽培方法への転換といった産地の育成にも貢献している。
（３）地域への波及活動（平成 21 年～）
那賀ブランドとして、
「もっと地域の方々に紀の川梅干の良さを知ってもら
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いたい、食べてもらいたい」との思いから、地域の人・消費者・子供たち等
を対象に、出前講座・加工体験・漬け方講習会、小学校での加工体験教室の
講習会（写真２）を開催した。さらに、学校給食への供給(小中学校 7 校)も
行っている。その成果が徐々に現れており、紀の川梅干を漬ける家庭が増え
てきている。
３ 普及指導のポイント
（１）組織の育成
活動初期に既存の加工グループに呼びかけを行い、那賀の梅の実状と、目
指すべき目標としての那賀ブランドづくりについて説明会を開催し、趣旨に
賛同してもらったことである。
特に、説明にあたり、当地域の梅栽培の現状を勘案して、梅の機能性成分
を丸ごと包み込んだ減塩梅干しを創るという明確な商品コンセプトを開発目
標に組み込んだことも特徴の１つであろう。
（２）協議会の運営指導および支援事業の運営
産学官連携のコーディネート役を担い、役割分担を明確にし、短期間でブ
ランドを育成した点が評価される。
また、必要に応じて、加工研究所、うめ研究所、ＪＡ紀の里梅部会など地
域の関連する機関への協力要請を積極的に行った点も重要な取り組みである。
（３）外部資金を利用した梅の栽培・加工技術の体系化
（３）外部資金を利用した梅の栽培・ 加工技術の体系化
紀の川梅干しをブランド化させるために、外部資金の獲得に積極的に取り
組み、事業の計画から、調査研究を踏まえた梅栽培・加工マニュアル作成ま
で、紀の川梅干ブランドを管理するための基盤を築き上げた点である。
特に、短期間で梅の栽培・加工技術の体系技術を取り纏めたマニュアルは、
ブランド商品を管理する上でも重要な資料である。
４

対象事例の現状と課題
対象事例の現状と 課題
産学官連携による競争的資金を獲得して、それらをコーディネートしながら
ブランド化まで至った、産学官連携による６次産業化の典型的な事例である。
今後は、那賀ブランド「紀の川梅干」づくりとともに、梅生産農家の所得向
上に繋げていくため、紀の里梅干の推進母体である「紀の川梅干振興協議会」
が自主的に活動を展開していくよう、指導型から提案支援型へのサポート体制
の転換が必要である。
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那賀ブランドづくり

産

学

〈紀の里農業協同組合〉

〈近畿大学〉

〈那賀振興局農業振興課〉

･ブランド化のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ指導
・梅の機能性の助言
・紀の川梅干振興協議会運営
の助言

･紀の川梅干振興協議会運営指導
・紀の川梅干加工技術指導
・梅の減農薬栽培技術指導
・梅干加工グループ育成

･農業振興課と連携した技術指導
・販売促進
・梅加工体験
・出前講座

官

「紀の川梅干」

紀の川梅干振興協議会（会員６５名）

生産

加 工

商品化

原材料の供給

手作り梅干の普及

商品化の実践

商品化の研究

販路開拓

適熱期収穫

加工体験教室

加工ｸﾞﾙｰﾌﾟの育成

含有成分の分析

特徴のPRと販売

図１

研 究

販 売

産学官連携事業の推進体制

また、地元でも愛される梅干として定着させるために、
「梅干加工体験の実施」
「学校給食での利用拡大」「梅干料理教室の開催」「地元飲食店での利活用」な
どを継続して行うことも求められる。
さらに、現在は間借りしている加工所を新設し、手作り感を損なわず製造で
きる加工体制を整えることもブランドの維持・発展には必要であろう。
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販売金額・数量の推移
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数量

写真１

写真２

紀の川梅干の商標登録

写真３

加工体験

「紀の川梅干」商品（左：贈答用、右：家庭用）

和歌山県那賀振興局 地域振興部農業振興課協力

71

優
優

良

事

例

良

事

例

の

活

動

年

表

名

普及センター名

集落を元気にする「農事組合法人古座川ゆず平井の里」

東牟婁振興局産業振興部農業振興課
関係機関

年月

６次産業化に
向けた取り組み

具体的内容
ＪＡみく
柚子産業
古座川ユ 古座川ユ 平井生活
古座川町 まの(旧
振興と過
ズ生産組 ズ平井婦 改善友の
役場
南紀古座
疎を考え
合
人部
会
農協）
る会

（ 普及との関連 ）

その他

○：加工品開発・製造

～昭和62年

残さ物利用の新
たな加工品開発

・地域で廃棄されていたユズ皮の利用をきっかけに組織化
「生活改善友の会」からユズ農家会員で「古座川ユズ平井婦
人部」を結成。搾汁後廃棄されていたユズ皮を原料としたジ
ャム・マーマレード製造方法、製造販売に関する関係手続き
について指導。

◎：ユズ皮の加工に着目(12名）
○：１次加工(搾汁）

・加工、販売を婦人部事業として定着
良質なユズ皮原料の確保と保存方法の研究と開発を開始し、
加工・販売事業の安定化をすすめる。ユズ果汁についても商
品開発と販売。

○：農林経済課（常に連携確保）
・ユズ価格(S62)暴落により加工品づくりの有利性を認識

平成元年～
平成７年

加工・販売事業
の成長

電源開発事業等で外部講師(ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ)を活用：○

・婦人部会員の出資で専用加工施設を整備。
農水省食品流通局長賞を受賞。売上高1,000万円突破

県農産物加工研究所：○
◎

・マーケティング支援による事業のレベルアップ
・起業として確立
経営・運営及び労務管理指導によって組織体制が強化

平成11年～
平成14年

生産・加工・販
売事業の一元化
を検討

・ユズ対策協議会に端を発する村おこしに向けた動き
不作、販売不振、過剰在庫等による生産・加工体制の見直し
の必要性
・生産、加工、販売事業の一本化が普及センターから提案
１次加工を生産組合へ移管
・第２加工場の整備、稼働
婦人部の出資による２次加工の規模拡大
・新山村進行事業で加工場を計画

○：ゆず対策協議会

試験場：○
◎：12名

○：平井ゆず対策懇談会
○

○：平井の里づくり～組合設立準備会
平成15年～
平成16年

新組合設立準備

・「村づくり」の核となる法人の設立
平成15年5月の「地域づくり研修」を契機に、各組織が融合し
た新しい組織を立ち上げる方針決定

○
○

・補助事業を活用した女性若者等活動促進施設の建設計画(町）
平成16年度 拠点施設の確保予定

◎

◎：古座川ゆず平井の里
平成16年

平成16年以降

農事組合法人
古座川ゆず平井
の里 設立

総務営業部
加工部
料理部
体験交流部
農業生産部

・平成16年４月 「農事組合法人古座川ゆず平井の里」設立
20数回に及ぶ発起人会等を経て、平井集落在住の農業者62名
が出資者となり農事組合法人が設立。普及センターは、役場
とともに数多くの会合へ出席し情報提供や意見調整。

・平成17年３月 法人の加工業務開始
加工場の設計や業者等との交渉等全ての事項に普及センター
が関与。
「平井の里」の総務・営業統括責任者として元役場職員を配置。

○

◎：古座川ゆず平井の里
○

・平成19年 農業生産法人となりユズ園借り受け農業経営を開始
・平成20年度 売上高9400万円達成
・平成21年度 売上高１億120万円
◎：古座川ゆず平井の里

栽培する山菜へ
意識改革

・山菜栽培現地研修会の開催
・山菜栽培実証モデルほ場
23カ所
・山菜栽培研修会、先進地調査
・遊休農地活用検討会の開催
・生産者に対する個別相談・支援
・加工の情報収集・発信

都市と農村の交
流促進

農業体験ツアーの開催準備

担い手育成と面
的拡大

・栽培技術の普及を通じた収量・商品性の確保
山菜栽培展示ほの設置 22カ所
・産地化に向けた生産者の組織化への誘導
品目毎現地研修会の開催

平成17年
【発展期②】

平成18年
【発展期③】

生産・加工活動
支援

○

◎

○

○

◎

○

○

・流通に可能な山菜の商品性検討
情報交換会の開催

◎
郷土食の再現か
らメニュー化へ

・高齢者に聞き取り調査を実施し、山菜を活かした郷土食の再現に
ついて取り組む（里山まんまの開発へ）
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集落を元気にする「農事組合法人古座川ゆず平井の里」

東牟婁振興局産業振興部農業振興課
関係機関

年月

６次産業化に
向けた取り組み

担い手育成
平成19年
【発展期④】

具体的内容
ＪＡみく
柚子産業
古座川ユ 古座川ユ 平井生活
古座川町 まの(旧
振興と過
ズ生産組 ズ平井婦 改善友の
役場
南紀古座
疎を考え
合
人部
会
農協）
る会

（ 普及との関連 ）

・主要な山菜の増殖技術実証ほの設置
・生産規模拡大への支援
耕作放棄地と転作田を活用した生産面積の拡大
新規栽培者の獲得（市・ＪＡ広報に栽培者募集記事掲載、
郡上ＣＡＴＶへ主要４品目の映像配信、マニュアル作成）
・女性起業ネットワーク研修（経営管理、品質管理）

◎

○

○

○

○

○

○

○

◎
○

山菜ＰＲによる
観光資源として
の確立

山菜消費拡大イベントの開催

栽培技術の確
立、担い手育成

・山菜の栽培技術の確立（増殖、耐病性品種）
・広報誌へ栽培者募集記事掲載

山菜資源の盗掘
防止

・観光客に向けた山菜のＰＲとマナー向上の呼びかけ
消費拡大イベント
マナー向上看板設置
20カ所

担い手育成

・女性起業ネットワーク研修（経営管理、品質管理）・1グループ
法人化

山菜の栽培技術
の確立

・ウコギ、ギョウジャニンニクの技術確（定植作業の軽減、
地温低下技術の実証）
・耕作放棄地解消のための省力的なフキ栽培の推進（分解性
マルチ被覆による雑草抑制）

山菜を通じた人
づくり、組織づ
くり

・新規栽培者の募集と育成
・山菜の栽培推進と耕作放棄地の解消
・加工グループ、NPO、自治会、観光連盟、老人会等との連携した
山菜王国づくり

○

◎

平成20年
【発展期⑤】

○

その他

○

○

◎

◎

○

平成21年
【発展期⑥】

○

◎

現状

○

課題

・ブランド育成のためには、更なる栽培者数、栽培面積の拡大が
必要である。
・加工・GT関係者の要望もあり、標高差を活かした、郡上全域で
長期収穫できる体制が望まれている。
・品目、地域ごとにまとまった組織づくりを進めているが今後も
継続した取り組みが必要である。

○
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○

○

○

○

◎

○

Ｉ

和歌山県古座川町の事例 －２
集落を元気にする「農事組合法人古座川ゆず平井の里
集落を元気にする「 農事組合法人古座川ゆず平井の里」
農事組合法人古座川ゆず平井の里 」

１

普及指導の対象と事例とその背景
平成 16 年 4 月に設立された、
「農事組合法人古座川町ゆず平井の里」
（以下
ゆず平井の里）は、山間地域で特産のユズの生産・加工・販売をおこなって
いる「集落の元気の源」ともいえる法人である。
（１）
（１ ） 地域の特徴
こ の 法 人 が あ る 古 座 川 町 は 、 和 歌 山 県 の 東 南 部 位 置 し 、 面 積 294.52
㎢ 、人口 3,261 人（平成 22 年 12 月 1 日）
、高齢化率 46％の四方を山に囲ま
れた町である。森林が町土の約 96％を占め、農地はわずか 0.3％、年平均気
温は 14.4℃で山間地特有の夜間冷え込みが厳しく、降水量は 3,300 ㎜以上
となっている。
「ゆず平井の里」は古座川町の中心部から、さらに北へ約 30 ㎞古座川沿
いに遡った山間部のかつては林業で栄えた平井地区（78 戸、人口 133 人）
にある。ここに赴くための公共交通機関は、町営の「ふるさとバス」が朝晩
各 1 便あるのみで、移動の手段は自家用車頼みである。
国道、県道を問わず道幅は狭く、川沿いの山付き、カーブ多数で、公用車
を片道 30 ㎞あまり走らせての普及活動は、「なかなか大変だ！」と素直に
感じることができる地域でもある。このような条件のため、過疎問題は深刻
で何らかの手を打たないと地区の存在が危うい状況であった。
（２）地域の特産物
（２） 地域の特産物
平井地区は古座川町のユズ栽培発祥の地であり、ユズは不振の林業に代わ
り昭和 40 年代後半からは新植もすすみ地域の特産品となっている。この地
域のユズはもともと果実を搾ってユズ酢として使われており、このユズ酢は
高値で販売できる有望商材でもあった。
平井地区から町全体にユズ栽培が広まるとともに、昭和 51 年に「古座川
柚子生産組合」が設立された。これらは、地域農業の基幹品目として取り組
み、昭和 58 年に平井地区にユズの搾汁加工場（ＪＡが運営）が設置される
等発展をしてきた。
柚子収穫最盛期には、加工場周囲には大量の搾汁後のユズ皮が廃棄されて
おり、これの再利用に意欲的に取り組んだのが「古座川ゆず平井婦人部」
（昭
和 60 年設立、以下、婦人部）であった。この組織は、「平井生活改善友の
会」
（以下、生活改善友の会）のうち「古座川柚子生産組合」
（以下、生産組
合）に参加している世帯の女性たちである。
捨てるほどあるユズ皮（実際は廃棄物）と果汁をＪＡから買い取り２次加
工を行う体制ができあがった。昭和 62 年の大豊作による生果価格暴落も、
「婦人部」にとっては仕入価格の値下げ効果として作用し、商品開発や販路
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開拓に努力を重ねた結果、加工施設規模の限界を感じるまでに順調に成長し
ていった。
（３）取り巻く環境の変化への対応
平成８年の不作から始まり、平成 11 年にはユズ買取価格暴落や買取量制
限と、ユズ果汁の過剰在庫という加工販売事業に対する環境変化が生じた。
これらを引き金にして顕著になった高齢生産者の離脱により、農業そのもの
が崩壊しかねない構造的問題への対応が急務となってきた。
そこで、生産者、及び支援機関（町、普及センター、試験場、ＪＡ等）で
「ゆず対策協議会」を設立し、当面の課題解決（在庫の処理）と、中長期的
な課題解決（ゆず生産の存続）に取り組んだ。
また、平井集落の有志で「柚子産業振興と過疎を考える会」（以下、過疎
を考える会）を結成したが、その後、ゆず対策協議会と過疎を考える会とか
らなる「平井ゆず対策懇談会」を開催し、ユズ産業と共に村づくりの取り組
みへと発展した。
以上、多くの組織が関係する活動であるが、主たる指導対象はユズの加
工・販売に取り組んでいた「婦人部」である。
２ 具体的な指導内容と成果
（１）起業準備・技術導入期
（１） 起業準備・技術導入期
１ ) 加工技術指導、及び営業に関する法手続に対する指導・支援(
加工技術指導、及び営業に関する法手続に対する指導・支援 ( S62)
S62 )
「生活改善友の会」、「婦人部」を対象に、ユズ皮を原料としたジャム
やマーマレード製造方法、製造販売に関する関係手続きについて指導が
行われた。
また、良質なユズ皮原料の確保と保存方法の研究と開発を開始し、加工・
販売事業の安定化をすすめる。ユズ果汁を原料とした商品開発と販売を手
がけた。
２ ) 新商品の研究・開発に関する指導・
新商品の研究・開発に関する指導 ・ 支援(
支援 ( H1～
H1 ～ )
「婦人部」専用の加工施設の整備を支援するとともに、県農産加工
研究所の協力を得て、「地元でとれる良質の原料に伝統的な副資材を使い、
おいしいものを丁寧に仕上げる。」という、基本コンセプトにのっとり、ド
リンクタイプ、ドレッシングタイプの新商品を開発した。
特にドレッシングタイプ商品は、地元平井産の大根を原料とするため、
大根栽培が婦人部から集落内に波及した。ドリンクタイプ商品は、農水省
食品流通局長賞を受賞。売上高 1,000 万円を突破した。
（２） マーケティング・販売企画力向上と運営体制整備期
１ ) 調査活動や外部専門家を活用した支援(
調査活動や外部専門家を活用した支援 ( H1～
H1 ～ H3)
H3 )
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古座川町農林経済課と連携して、商品開発、市場や先進地調査、及び消
費者へのアンケート調査、試食会、意見交換会による消費者ニーズの把握
を行い、取り組んだ結果、卸売り先等も増加した。
マーケティング研修を契機に、商品デザインの統一を外部専門家に依頼、
商品のイメージ向上を支援した。特定リピーター相手の販売から脱却、販
路拡大のため新商品開発と共に、全商品のラベル、パッケージ、及びパン
フレットを一新して、統一感のあるデザインにも取り組んでいる。
２ ) 販売管理や簿記記帳等の事務処理改善を指導(
販売管理や簿記記帳等の事務処理改善を指導 ( H7)
H7)
パソコン導入によって事務処理改善を支援するとともに、規約、賃金、
労務管理等の組織体制の見直しを含めて支援した結果、平成８年には納税
業者となる。
（３） 地域づくりに向けた組織再編期
１ ) ユズ産地再編を推進する体制づくりの支援(
ユズ産地再編を推進する体制づくりの支援 ( H11～
H11 ～ 13)
13 )
町主催の外来講師による研修を活用して、生産者に産地の現状認識の理
解促進をすすめた。生産者、ＪＡ、役場、普及センターで「ゆず対策協議
会」を設立した。生産組合長に対し、組織内の情報収集、組合員への情報
伝達などを自発的に行い、組合のリーダーとして役割発揮するよう助言し
た。
２ ) 果実・加工品の商品開発と販売促進活動を支援(
果実・加工品の商品開発と販売促進活動を支援 ( H12～
H12 ～ )
販路の新規開拓（外食、量販店、催事販売、系統、系統外等）を支援し
特に、普及指導員の個人的つながりから発展したファストフード（モス・
フード）との連携過程では、加工施設及び加工過程全般に関してレベルア
ップが図られ、これを反映した第 2 加工場が稼働を始め、加工量・販売量
ともに拡大した。
３ ) 加工・販売事業の移行を促すための支援(
加工・販売事業の移行を促すための支援 ( H14)
H14 )
生産者の手取価格向上を目的に、ＪＡに委託していた搾汁・販売事業を
生産組合で行うように働きかけた。ユズ単価の変動による収支シミュレー
ション等を行い、経営改善の参考に活用した。
運営方法案の提示、巡回や会合での説明など根気よく働きかけを行った。
ＪＡによる技術や運営支援があった他、生産組合に事業の移管も行われ、
ユズ買取価格を値上げしつつも事業全体は黒字化した。
（４） 新組合（法人）設立準備期
１ ) 「村づくり」と一体になった法人化の支援(
「村づくり」と一体になった法人化の支援 ( H15～
H15 ～ H16)
H16 )
町は、平成 14 年度に山村振興に関連する事業の導入を皮切りに、「過疎
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を考える会」が里づくり呼びかけ人となって、地域づくり研修会を開催し
た。これを契機に、
「平井の里づくり～新組合設立準備会」を立ち上げ、
「過
疎を考える会」、「婦人部」、「生活改善友の会」、「生産組合」等が一緒にな
って新しい組織の立ち上げに取り組むことになった。
２ ) 「ゆず平井の里」の設立支援
「ゆず平井の里」 の設立支援
20 数回に及ぶ発起人会等を経て、平井集落在住の農業者 62 名が出資者と
なり農事組合法人が設立された。普及センターは、役場とともに数多くの
会合へ出席し情報提供や意見調整に努めた。
（５） 法人事業の充実支援期
１ ) 法人事業の開始までの支援
「ゆず平井の里」設立後から加工場完成まで約 11 カ月要しているが、加
工場の設計や加工機械の選定等に古座川町と連携を図りながらすすめてき
た。
また、「ゆず平井の里」の総務・営業統括責任者として元役場職員の抜
擢など体制づくりの支援も行っている。
２ ) 法人運営に対する支援
法人設立で、生産・加工・販売を１組織に一元化し、事業統合と効率化
を図った。その後も、県の補助事業導入への誘導をはかり、さらなる商品
開発と多様な販売先の開拓で収益増を達成している。
３ 普及指導のポイント
（１）組織を引っ張る行動力の発揮（指導型の普及活動）
平成元年～３年度まで普及指導計画に課題化すると共に、重点指導対象
として活動している。「婦人部」は全員が高齢者なので、普及指導員は会
の運営や加工技術、その他諸々全てに頼られる存在であり、自身がわから
ないことは勉強しながらの対応となったため「大変だった。」ようである。
しかし、普及指導員のこのような熱意が婦人部メンバーの「やる気」を引
き出し、成果を生み出した原動力であったことは間違いない。こうした活
動から、婦人部リーダーと協力しながら年間１～２品の商品開発と事業の
加速的な成長をもたらしている。
（２）女性起業をブラッシュアップした経営管理向上に対する指導
（指導型・要請支援型の普及活動の併用）
婦人部の加工・販売事業が軌道に乗り出すと、税務上の処理や事業の将
来方向等を検討するために必要な財務会計に関し、経営担当普及指導員が
パソコンによる簿記記帳指導を実施している。同時に、規約や賃金、労務
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管理についても見直し、組織体制の改善に取り組んだ。
この結果、婦人部員各自が加工販売事業の経営状況を知ることができ、
経営者としての自覚を促すことになった。また、適正な会計処理によって、
第三者に経営の状態を説明できる、経営管理能力を付与するきっかけとな
ったことが成果としてとても大きい。後に複数組織の統合によって法人を
設立するが、このとき「加工、販売事業の実態や会計処理が正確に把握さ
れ、記帳されていたために、経営計画案の作成に役立ち、法人設立の判断
材料となっている。
（３）外部の専門家等と連携したマーケティング等の支援（要請支援型の普及
（３）外部の専門家等と連携したマーケティング等の支援（要請 支援型の普及
活動）
昭和 62 年の豊作による安値をきっかけに、加工、販売の重要性を認識し
た婦人部に対して、平成元年から 3 年間に補助事業を活用したマーケティ
ング支援を行っている。商品の開発や販売に関して、消費者ニーズの把握、
市場調査、及びニーズに対応した商品開発は、現在では当たり前のことで
あるが、すでに 20 年前に実行され成果を上げている点は注目すべきである。
婦人部員と普及指導員や町職員との間で、現状認識と調査の目的や結果
の活用方法について十分な検討がされていたと推察される。
また、補助事業をうまく活用して、加工研究所の協力を得つつ、「婦人
部」の商品コンセプトに基づいた商品開発に取り組んでいる。
平成６年からは、商品パッケージ、パンフレット等のデザインを一新し
て、商品の統一感を出すことに成功しているが、これは普及センター主催
の研修で招いたデザイナー講師との信頼関係の構築によって得られた成果
である。
普及指導員の個人的なツテを頼りに始まったモスフードサービスへの販
路を開拓する取組過程も、「婦人部」の加工、販売事業のレベルアップに
大きく貢献した。
具体的には、総合食品開発室と連携し、外食企業の衛生管理技術を習得
したこと、地域の特色を生かした売れる商品を目指すことなど、商品開発
のノウハウを得ることができた。
これらを活かした独自の「ユズドリンク」の商品開発に成功した。
ここで強調すべきことは、モスフードサービスが要求する衛生管理のハ
ードルに対して、あきらめずに取り組んでハードルをクリアし、モスの店
頭販売まで持ち込んだ普及指導員の粘り強さ（２年あまりかかったとのこ
と）があったことである。
（４）提案を裏付けする経営データと法人化支援での工夫（提案型支援の普及
活動）
法人化への取り組みは、平成 11 年６月の生産組合総会で、普及センター
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から提案しスタートした。生産、加工、販売の一元化は、①１次加工（搾
汁）をＪＡから生産組合へ移行、②法人（新組合）を立ち上げて１次・２
次加工、販売を統合、③法人が農業経営を行う一方、ユズ生産も行えるよ
う段階的に計画されていた。
①の段階、②の段階においても正確な経営状況の把握と分析が重要で、
パソコン管理された婦人部の加工・販売事業、及びＪＡからの搾汁事業デ
ータといった実績値から経営計画案を作成・提示できたことは、検討材料
として大変有用である。また、生産組合や各組織構成員に対する会合等で
の情報提供は、わかりやすさを優先したプロジェクター利用や配布資料の
作成を心がけている。これらは、とても当たり前のことだが、実際は専門
的すぎたり、詳しすぎたりする独りよがりな資料を作成配布している場合
が多々ある。今回調査時に拝見した資料の中に、町役場・普及センターが
提供している数多くの開催された設立準備会など会合の結果報告や「平井
の里づくり」構想や法人活動によるお金の流れ等、各種の情報を平井集落
全体に配布するものがあった。単純だがわかりやすく、内容を正確に提供
できる資料であった。
（５）関係者との意思疎通（提案支援型の普及活動）
（５）関係者との意思疎通（提案支援型 の普及活動）
平成 13 年には町が新山村振興等農林漁業特別対策事業を導入して、新た
な加工施設を建設（平成 16 年度）する計画を有していた。そして平成 15
年５月に地域づくり研修会の開催を契機に、村づくりと柚子産業振興が融
合した新組合設立準備会が立ち上った。このように補助事業による呼び水
があったとしても、これに関係する人々の考え方がまとまらないと、目論
見どおりに事が運ばないという経験は、多くの普及指導員が持っているよ
うである。
この事例では、各種情報や打合せ会の結果報告について、確実に関係者
に伝わる配慮がされていた。各種資料や会合では、「わかりやすさ」に重
点をおいた手法を用いることに心がけていた。
また、資料の配布だけでは、完全な情報の伝達と共有はできないため、
町役場、普及センターの連携プレーにより、地元関係者との意思疎通が図
られていた。平井区代表者の考える「地区の活性化」、婦人部リーダーが
考える「生産者との共存共栄」、生産組合長の考える「組合による搾汁事
業の自立」の意見を事務局が承知しており、調整できる場づくりや各種の
提案の役割分担されていたようである。
これがスムースにできた理由は、町役場と普及センターが同じ「地域の
あるべき姿」を描いていたからである。
４

対象事例の現状と今後の課題
「ゆず平井の里」は、組合員数 62 人（女性 41 人，男性 21 人）、従業員数
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41 人（女性 36 人、男性５人）で年商１億 1,200 万円（平成 21 年）の実績を
あげている。運営組織は、理事・監事の下、「総務営業部」、「加工部」、
「料理部」、「体験交流部」、「農業生産部」で構成されている。平成 19 年
に農業生産法人となり農業経営を開始し、直接ユズ園を借り受けて栽培を行
っており、「ゆず平井の里」が新たな地域農業の担い手としてユズ生産に取
り組んでいる。

写真１

平井の里集落・手前はゆず畑

写真２

加工場における瓶詰め

また、高齢化によるユズ栽培面積の減少対策として苗購入費の補助を受け
るなど生産の維持・拡大に力を入れている。この他、商品開発や販路開拓は
積極的に行われており、東京・大阪など都市部への営業活動やモスフードで
の販拡などで成果を上げている。
さらに、家庭消費の拡大を狙って、地元出身の料理研究家の監修によるレ
シピ集を１万部作製配布するなど次々と手を打っている。平成 23 年春には、
物産販売と郷土料理を提供する交流販売施設「ゆずの学校」も開設予定で、
平井集落の中心産業としての位置づけを確立している。
今後の課題としてはつぎのとおりである。
・ 生産の確保＝担い手の確保と育成による農業経営の安定
・ 法人への雇用促進による町内定住者の確保
農事組合法人 古座川ゆず平井の里の URL
http://www4.ocn.ne.jp/~yuzusato/
和歌山県東牟婁振興局 地域振興部農業振興課協力
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表

優 良 事 例 名

普及センター名

土のにおいを食卓へ「農事組合法人 いさわ産直センターあじさい」

奥州農業改良普及センター

年月

６次産業化に
向けた取り組み

具体的内容
（ 普及との関連 ）

（普及）
・いさわ南部地区への国営農地再編整備事業導入後の事後指導

平成11年以前
【準備期】

農地基盤整備を
きっかけに、農
産物直売活動の
準備が始まる。

普及対
象
（産直
組織）

関係機関
行政
（胆沢
町・
振興
局）

ＪＡ
商工
教育
（ＪＡ
（スー （小中
ふるさ
パー） 学校）
と）

◎
○胆沢町

（農業者）
・50ａ区画の農地基盤整備を契機に，へり防除，田植機・コンバイ
ン導入等により、作業の省力化が進行。結果、女性労働力に余剰
・7人ほどの女性が、地域で生産された農畜産物に付加価値をつけ
て販売したいと希望。
（町）
・胆沢町農政課職員の働きかけにより、女性による企業活動の準備
のための話し合いを開始。

平成11年
【発展期①】

任意組織
産直センター
あじさい
設立

（農業者）
・産直センターあじさい（任意組織）の設立
・地域初の産直として，営業開始（直売＋飲食店）
・構成員１人あたり５万円の拠出金
・平成12年：豆腐製造業・菓子製造業の許可を取得
（許可取得は独力で実施、加工部門は独立採算制）

◎
○胆沢町

（町）
・プレハブの施設をリースで設置（１年間は経費を町が負担）

平成13年頃
から
平成15年
【発展期②】

平成15年
【発展期②】

（普及）
・法人化にむけた合意形成と具体的な検討会の開催
・法人化にむけての決算整理支援

【発展期②】

○：県農業会議のアドバイザー

法人化に関する
研究会の開催と
（農業者）
議論の継続
・資金調達など物理的なハードルが高い、事業参入に向けての家族
の理解を得にくい、農業・家事との両立が難しい等の課題解決へ
の取組み

農事組合法人
産直センター
あじさい
設立

（普及）
・平成15年12月に１週間の設立準備会議を行い法人化を決定
普及センターを中心とする関係機関（県・町）のアドバイスを実
施
・法人化に向けた経理指導、経営方針の作成支援
・胆江地方産直施設連絡会事業でリーダー養成、現状分析指導

◎
○：県農業会議のアドバイザー
○：振興局農林課
○：胆沢町

（農業者）
・農村女性の交流場所の確立
・農畜産物の高付加価値化・農家の所得向上を目指す仲良しグルー
プの活動から、法人化して会計や組織運営のノウハウ確立に苦労
・新規構成員の拠出金：７万円（旧メンバーとの差別化）
（普及）（町）
・駐車場の拡大，産直・食堂以外にも事業を拡大したいという希望
を叶えるため、関係機関の連携のもと経営構造対策事業を導入。
補助残に対する資金の導入に関する指導を行った。

平成16年２月

◎

直売施設の移転
（農業者）
・経営構造対策事業他による約60％の補助を除き，約35百万円借入
新店舗の開設
（主に，農業近代化資金・アグリマイティー資金）
事業範囲の拡大
・事前相談の際，構成員に反対する者は皆無であった
・移転を契機にそうざい製造業の許可を取り加工部門を強化
あわせて食肉販売業・乳類販売業の許可を取り、店舗内での肉
類や牛乳及び乳製品の販売を可能にし、品揃えの充実を図る。
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優 良 事 例 名

普及センター名

土のにおいを食卓へ「農事組合法人 いさわ産直センターあじさい」

奥州農業改良普及センター

年月

６次産業化に
向けた取り組み

具体的内容
（ 普及との関連 ）

（普及）
・各種表彰事業への推薦による組織モチベーションの高揚

産直

（農業者）
・販売許可（食肉販売業、乳類販売業）の取得
・午前，午後の当番制による店舗の管理・運営（無報酬による出
役）
・都市部からの受注と対応：構成員農家での計画生産の実施等
（普及）
・専門家（料理人）の派遣によるメニュー開発支援
・レストラン部門の経営改善指導
・「いわて地産地消レストラン」（２つ星店）の認証。

平成16年以降
【発展期②】

加工品販売
レストラン

普及対
象
（産直
組織）

関係機関
行政
（胆沢
町・
振興
局）

ＪＡ
商工
教育
（ＪＡ
（スー （小中
ふるさ
パー） 学校）
と）

◎
○
中小企業診断士による店舗設計のアドバイス：○

◎
○
中小企業診断士による店舗設計のアドバイス：○

（農業者）
・ＪＡの集荷所に集まる規格外品を有効利用
・資格（調理師５名・食品衛生責任者）の取得
・加工許可（そうざい製造業、豆腐製造業、飲食店、仕出し）の
拡大
・産直利用者からの要望（近隣の生活者の利便性向上）
・伝統料理の提供
◎
（普及）
・ブルーベリーの導入誘導と生産指導（苗木600本の導入補助）

学校給食

○
○

（農業者）
・奥州市の給食センターとの食材の取引（約40校分の給食材料）
・半月毎の入札対応
・じゃがいも，にんじん，大豆，ブルーベリーなど
◎
（普及）
・ブルーベリーの観光農業への活用指導

平成16年以降
【発展期②】

各種イベント
への参加

○
○

（農業者）
・インショップへの出店（現状ではスーパー２店舗で営業）
・地元農産物のＰＲ（市内での活動・東京の県ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ利用）
・独自のイベント開催（白菜祭り，誕生祭り など）
・体験の受入（豆腐の加工施設は地元小学生の受入）
（ブルーベリー園では摘み取り体験受入）

○
○

◎

現状
【安定期】

組織運営
の課題

・高齢化と後継者育成（平均年齢：約60歳）
・地域の男性農業者の協力体制の確立（一部男性構成員の存在）
・取扱い農産物の拡大（地域農業への新品種導入提案）
・地域の自然条件を利用した減農薬等，良質な農産物の販売
・産直専用ハウス栽培による周年出荷体制の確立
・加工，レストランでの商品開発等，売上増への不断の努力
・東京や仙台への取引の拡大（現在，菓子原料等の取引を実現）
・構成員の団結（月・年単位等の目標設定により活動を楽しむ）
・研修旅行等による構成員間の情報交換と各自のレベルアップ
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○
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Ｊ

岩手県奥州市の事例
岩手県奥州市 の事例 －１
土のにおいを食卓へ
「 農事組合法人いさわ産直センターあじさい
農事組合法人いさわ産直 センターあじさい」
センターあじさい 」

１

普及指導の対象事例とその背景
奥州市胆沢区は、岩手県の内陸南部に位置し、焼石（やけいし）連峰を源と
する胆沢川によって開かれた肥沃な胆沢扇状地が広がる。焼石連峰の雪解け水
で胆江（たんこう）一帯を潤す水の郷である。
県内でも有数の米どころであるが、あわせてピーマン、えだまめなどの野菜
をはじめ花き、畜産等の複合経営型農業を行っている。果物の生産では、旧胆
沢町の北方面で 10 年ほど前にはリンゴやぶどうが栽培されていたが、最近では
殆ど姿を消していた。
また、胆沢区を擁する奥州市は、水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町、衣川村
が合併し、平成 18 年 2 月に誕生した。人口は約 13 万人で岩手県全体の 9.4%を
占め、岩手県においては盛岡市に次ぐ第 2 の規模となっている。
奥州藤原文化を中心として、周辺には中尊寺金堂（平泉町）や、江刺藤原（江
刺区）の郷など観光スポットも豊富で、最寄の東北新幹線水沢江刺駅から東京
駅までは 2 時間 30 分程度と交通アクセスも良い。
平成 10 年より、生産基盤の形成や担い手への農地集積による経営規模拡大、
それによる経営の合理化などを狙いに、当該地区で「国営農地再編整備事業」
が実施された。それに伴い 50a 区画の農地が整備され機械化が促進した結果、
女性の労働力に余剰が生じてきた。女性たちの中でも、生産された農畜産物に
付加価値を付け販売したいという声が出てきた。
これらを踏まえ、胆沢町役場農林課長や地域リーダーの支援のもと、女性グ
ループによる農産物直売所建設に向けた動きが出てきた。
２ 具体的な指導内容と成果
（１）活動の準備期
平成 11 年に、胆沢町役場職員の働きかけと地域のリーダーの応援を受け、
以前から地域内での農産物販売に意欲を見せていた女性たちが集まり、直
売所開設に向けての話し合いを積み重ねた。
その結果、女性有志 40 名が資金を出し合い、
地域内初の農産物直売所となる任意組織「あじ
さい」を設立した。
直売施設は、胆沢町の補助で約 80 ㎡（24 坪）
のプレハブハウスをリースで設置してのスター
トであった。
準備時期における普及との接点は少なく、地
写真１ 代表のＴさん
域初の産直組織として運営内容の検討や資金確
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保などについては、農業者が胆沢町の支援を受
けて行った。
代表となったＴさんは、50 代と若いながらも地域の女性リーダーであり、
女性農業者の就労と生きがいの場の創出と農家所得の向上に向け、使命感
を持って職務に当たった。
（２）活動の発展期
１）加工施設の設置による商品力の強化
規格外の農産物等に付加価値をつけようと、平成 11 年に食堂部門を開設
．．．．
し、すいとん 、餅などの郷土料理の提供を始めた。さらに、平成 12 年には、
販売品目を拡大するため農産加工施設を建設し、豆腐製造業及び菓子製造業
の許可を取得した。これらの許可取得は農業者が独自で行った。
２）法人化に関する検討開始
平成 13 年から、「法人化に向けての検討を始めたい」と、当該組織から
普及センターへの要請があった。普及センターは、県内の専門家による法
人化に向けた勉強会の開催等により指導を行った。
法人化のメリットやデメリット、法人化に向けた手続きについて支援し
た。しかし、資金調達など物理的なハードルも高い上、事業導入に対する
家族の理解や会員自身の意識が変わらず、この時点では法人化への移行が
進まなかった。
３）法人の設立と組織運営に向けた支援
平成 15 年、補助事業の導入による事業拡大の方向が見え始めたことから、
再度法人化の検討を進め、1 ヶ月で手続きを行い「農事組合法人いさわ産直
センターあじさい」を設立した。平成 13 年からの支援経過を踏まえ順調に
法人化につないだ。組合長には、任意組織の代表であるＴ氏が満場一致で
選定された。
しかし、施設移転に伴う設備投資額は大きく、補助残部分については資
金を借りることとなり、農業近代化資金、アグリマイティー資金など 3,500
万円の借金を背負うことを決定した。普及センターが事務局となっている
「産直施設連絡会」でも、岩手県振興局農林部等と連携し、重点指導対象
として「あじさい」の自立を支援した。
４）補助事業の導入等による新たな施設の建設
翌 16 年には、経営構造対策事業による補助金と資金等の借受けにより、
新店舗を建設するとともに、直販施設のみならず、新たに惣菜製造業の加
工施設も併設した。
直売施設における食肉販売業、乳類販売業の許可も取得している。普及
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センターは胆沢町と連携して、施設整備および産直施設の変革に対応すべ
く、経営構造対策事業の導入や農業近代化資金の借入れに関する手続きな
どを指導した。資金を借りるに当たって、会員全員の署名・捺印をもらい、
会員の連帯意識の高揚につなげた。会員たちは、毎年 300 万円の返済のた
め、販売手数料の増額など検討・実施し順調に返済を進めている。

写真２

直売所内部

写真３

加工品も
充実

写真４

伝統料理を提供
する食堂

（３）活動の安定期
組織活動が安定期に入ると、更なる発展に向けて、地域資源の導入と組織
活動の多角化に向けた動きが出てくるが、普及センターもそれに応じて部門
支援を展開している。
１）直売部門
通常の直販活動に加え、平成 16 年度から奥州市学校給食センターへの多
様な食材供給を開始した。半月毎の入札制度に対応し、じゃがいも、にん
じん、大豆、ブルーベリー等を奥州市内約 40 校分の食材として提供してい
る。
また、子供たちが食べたいメニューづくりや、栄養士の産直施設と農場
の視察対応など、給食センターとの連携も進めた。
普及センターは、地域内での果樹生産が行われていない現状を踏まえ、
ブルーベリーの生産を勧め、苗木導入の支援と栽培指導を行った。栽培指
導の他、生果販売、加工原材料、観光農園等、直売所の多角化に向けた指
導活動も展開している。
さらに、近隣のスーパー2 店舗でのインショップ販売、東京の岩手県アン
テナショップでの県産農産物販売のＰＲ活動、地元イベントへの協力活動、
農業及び農産加工体験の受入など幅広い活動を積極的に展開している。
２）加工部門
平成 12 年の豆腐製造業、菓子製造業、16 年の惣菜製造業に加え、平成
19 年は仕出しの許可を取得している。
米の生産調整により増加した大豆の活用による豆腐やおから、ドーナッ
ツ、地場産の粉を活用したおやき、生地にブルーベリーを入れた大福等人
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気商品を多数開発した。ブルーベリー大福は、県外まで販路を拡大してい
る。惣菜の種類も豊富で、産直のみならず近隣スーパーにも出荷し、消費
者に農家の母ちゃんの味を提供している。
仕出し許可の取得により、高齢者世帯への弁当配達など、今日的課題解
決に向けて福祉部門へのチャレンジも行っている。
３）食堂部門
「食堂あがらんえ」は、地元食材の活用による郷土料理の提供の実績が
評価され、「いわて地産地消レストラン」（２つ星店）として認証された。
平成 17 年には、新メニューの開発に取り組み、予約限定メニュー3 種を完
成させ、県内外からの観光客や視察者に好評を博している。現在、新たに
奥州牛を活用した新メニューの開発に取り組んでいる。
普及センターは、食堂部門のメニュー開発に当たり、地元料理人を講師
に、メニューの開発や調理技術の向上に向けた支援を行った。
これら、会員の努力や関係機関の支援の結果、組織の販売額は着実に伸
びている。
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年間販売額の推移

３

普及指導のポイント
農事組合法人いさわ産直センターあじさいに対する普及センターのアプロ
ーチは、その発展段階に応じて、
「指導型」、
「提案支援型」、
「要請支援型」の
変遷を見せていると思われる。
（１）ビジョンの構築に向けた支援
当該組織リーダーの資質が高いことに加え、町の支援体制が充実していた
ことから、組織の設立にいたる時点での普及センターのかかわりはやや薄い
印象がある。しかし、発展段階での規模拡大や法人化への支援といった重要
な転換期に、組織のビジョンづくりを誘導し、補助事業導入や制度資金活用
に関するタイムリーな支援活動を展開したことが、組織の順調な運営と拡大
に繋がった重要なポイントと言えよう。
（２）生産及び加工技術への支援
果樹がほとんどないという現状を受け、ブルーベリーの生産振興に向けて、
技術指導と活用展開の提案をし、新たなビジョンづくりにつなげている。
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農産加工技術支援においては、現在、岩手県に農産加工担当の普及指導員
がいないものの、①コーディネート機能を発揮しての専門家による指導、②
先駆的活動を行っている農業者による事例の紹介、③女性組織の育成等をポ
イントに、普及組織が一丸となって活動を展開している。
（３）意欲と意識の醸成
各種の表彰事業への応募を促し、数々の賞を受賞していくことや、優良
事例として県内外での講演や視察受入を依頼することにより、組織の会員
が自信を深め、新たなチャレンジ意欲をもつよう上手に導いている。
４ 対象事例の現状と課題
対象事例の現状と 課題
（１）後継者の育成と組織体制の見直し
現在、「あじさい」の平均年齢は約 60 歳になっており、新たな会員の確
保が重要である。さらに、現リーダーの資質がぬきんでて高いうえに、生
活のすべてを「あじさい」の活動に注いでいる状態であることから、後継
者の育成が重要であると思われる。
（２） 販路拡大に伴う生産体制の確立
平成 16 年の直売所移転に伴い、直売所での売り上げに加えて、学校給食
への食材提供、近隣の温泉施設への食材提供、地元での慶弔行事でのもち・
．．．
ふかし 等の提供、他地区スーパーでのインショップの取組みなど、直売所の
機能が多様化している。そのため、これらに対応しうる生産体制を強化し、
さらなる売り上げ拡大につなげる必要がある。
（３） 農産加工及びレストランでの商品開発による販売額の拡大
農産加 工及びレストランでの商品開発による販売額の拡大
現在、
「ブルーベリー大福」などのヒット商品が生まれ、県外にも販路を
拡大している。しかし、消費者の多様な需要を踏まえ、地域資源を生かし
た新たな加工品開発や、メニュー開発を進めていく必要があり、それに対
する普及センターへの支援の要請もある。専門家の活用と共になお一層の
継続支援が望まれる。
岩手県奥州農業改良普及センター協力
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置賜農業改良普及センター

夢をカタチ・・地域の食材と資源を活かした６次産業化の取り組み「まあ・どんな会」

関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（農産加
工組織）

（ 普及との関連 ）

（町・国土庁・県）
・「食アメニティワークショップ」の開催を働きかけ
地域の集落営農推進協議会が主催し、地域のビジョンづくり
活動以前の集落

◎

【準備期】

ＪＡ
（山形お
きたま）

商工

教育
会計
（教育委
事務所等
員会）

その他

○：白鷹町役場
○：国土庁
○：山形県農林水産部農村計画課

での話し合い
平成12年～

行政

（地域住民：農業者も含む）
・スキー場の施設を活用し郷土料理を提供する飲食店の開設を
農家レストラン
決定。
設立の準備
・参加希望者による組織作り

地区住民約60人：○
男性応援団17人：○

（普及）
・営業内容の検討と飲食店営業許可申請手続きを指導

（普及）
・組織運営、メニュー開発を指導

平成13年
～平成14年
【発展期①】

◎
応援団17人：○

（農業者）
・まあ・どんな会（任意組織）の設立
地域のスキー場施設をシーズンオフ（４月～11月）に活用して、
農家レストラン
「まあ・どんなレストラン」の営業を開始。完全予約制。
の設立
・構成員１人あたり１万円の拠出金
・組織運営の円滑化
規約及び運営細則の作成、運営ポイントの支援
・独自イベントの実施による交流事業の実施
・イベントへの食事提供の協力
◎

平成15年
【発展期②】

平成16年
【発展期③】

（普及）
・加工施設許可取得に向けた指導（施設設計等）
・加工品開発に向け研修会への参加誘導、個別指導を実施
・加工施設の改築、機材の導入に向け県や町の補助事業の導入
・専門家の派遣による企業組合設立の助言

○：白鷹町役場

加工事業への取
（農業者）
組み開始
・漬物製造業の営業開始届け申請（H15）
・菓子製造業の営業許可取得（H15）
・飲食店（仕出し弁当）の営業許可取得（H15）
・管内直売所における加工品類の販売開始
・企業組合制度への加入を検討 時期尚早との判断となる。

新たな販売形態
の開始

（農業者）
・インターネット販売開始
農産物流通・ＩＴコンサルタントＹ氏の評価を受け、インター
ネット販売開始。ヒット商品「赤鬼なんばん粕漬」などが生ま
れ、販売拡大につながる。
（県・普及）
・県の補助事業「農産加工ブランド力強化支援事業」導入支援
・表彰事業による、農業者の意欲と意識の高揚

◎
○：株式会社Ｇ

◎
○：山形県農林水産部農政企画課

（普及）

平成17年～
【発展期③】

商品開発と品質 ・新たな加工品開発支援
向上、情報発信
（農業者）
の強化

・販路拡大に向けた誘導

・機械の導入と、パンフレットなどの作成（H17)
・地域特産品を使った通年販売できる加工品の開発
・「やまがた農産加工大賞」において「赤鬼なんばん粕漬」及び
「つぶあぶら入り甘辛粕漬」の２本セットが準大賞に。（H18)
・山形県のアンテナショップに、粕漬けを出品開始(H20-)
◎

平成22年
【発展期④】

○：山形県企業振興公社

（農業者）

法人化に向けた
・企業組合として組織を改変するため、専門家の指導を仰ぎ内容
検討開始
についての見当を実施している。

○税理士

◎

（普及）
・加工組織の運営、経営管理等の指導
・加工品の開発、表示、使用資材等の助言・指導

○：白鷹町役場
○

農産加工
現状
【安定期】

（農業者）
・漬物加工施設：地元の保育園の一部を借用
青菜漬、おみづけ、紅花入玄米たくあん、薄皮丸茄子一夜漬
・菓子加工施設：農協の施設を購入（土地は賃貸）
鷹山凍みもち、そりそり豆菓子、桑もちなど
・そうざい加工施設：農協の施設を購入（土地は賃貸）
・月１回の例会において、出勤日の調整、食材の調達、商品開発
などについて協議
（普及）
・提供メニュー開発への助言やレシピ集作成等の働きかけ

農
家
レストラン

（農業者）
・メニュー約２０種類を開発、
・季節ごとの地元食材を使った郷土料理
（春：山菜のてんぷら、夏：紅花料理、秋：きのこやアケビ料理）
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置賜農業改良普及センター

夢をカタチ・・地域の食材と資源を活かした６次産業化の取り組み「まあ・どんな会」

関係機関

年月

６次産業化に
向けた取り組み

具体的内容

普及対象
（農産加
工組織）

（ 普及との関連 ）

現状
【安定期】

ＪＡ
（山形お
きたま）

商工

教育
会計
（教育委
事務所等
員会）

その他

◎

（普及）
・「置賜桜回廊」の企画への助言
・提供商品の開発検討と助言
・表彰事業への応募紹介等による意欲の醸成

各種イベント
への参加

行政

○：白鷹町役場
○
○：白鷹町商工会

（農業者）
・町の加工組織のネットワーク「白鷹町食の文化街道推進会議」
に所属し、「置賜桜回廊」でのうんまえもの茶屋に協力。食の
文化街道推進会議は平成１６年度食アメニティコンクールで農
林水産大臣賞を受賞。
・食の文化街道推進会議の行事として、郷土食の味を子供に伝え
るために、町内６つの小学校の６年生を対象に、年１回の郷土
食の学校給食を提供している。

○

◎

組織運営
の課題

・加工、レストランでの商品開発
・企業組合設立と経営管理能力の向上
・構成員間の情報交換と各自のレベルアップ
・高齢化と後継者育成
・取扱い加工品の拡大（地域農業への新品種導入提案）
・地域の自然条件を利用した減農薬等、良質な農産物の販売
・産直専用ハウス栽培による周年的原料確保体制の確立

○
○
○
○
○
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Ｋ

山形県西置賜郡白鷹町の事例
山形県西置賜郡白鷹町 の事例
夢をカタチに・・地域の食材と資源を活かした６次産業化の
夢をカタチに・・地域の食材と資源を活かした６次産業 化の
取り組み 「まあ・どんな会」

１

普及指導の対象事例とその背景
白鷹町の中山地区は、山形県置賜地域の北部にあり、町の中心部からさらに
離れた中山間地である。土地は、白鷹山を頂点に東から西に 11 分１程度の傾斜
をなし、小区画で不整形な田畑が多いなど農地条件が悪いため、規模拡大など
が難しい地域である。農地の 40％を水田が占め、転作によるソバや大豆の作付
けが増えてきている。集落背後の農用地は、たばこ、ホップ、紅花（山形県の
花）も栽培されている。また、ぜんまい、蕨などの山菜が豊富である。
町の東部は白鷹丘陵、西部は朝日山系、中央を最上川が流れる自然豊かな地
域で、県都山形市まで 30km、置賜の中核都市、米沢市まで 35km の位置にあ
る。観光資源が豊富で、春の桜、夏の紅花、秋の鮎、冬の隠れソバを求めて多
くの観光客が訪れる。
過疎化、少子高齢化など、地域農業を取り巻く環境が厳しい中、平成 12 年に
地域の集落営農推進協議会が「農村アメニティワークショップ」を主催した。
地域住民が夢を語り合った際に、女性の参加者から「夏場に遊んでいるスキー
場のロッジを活用して、地域の食材を使ったレストランをやってみたい」とい
う声が上がった。
このことをきっかけに、女性グループによる農家レストラン設立の動きが出
てきた。
２ 具体的な指導内容と成果
（１）活動の準備期
中山地区は、どちらかと言うと男性中心に活動してきた地区であり、町
の施設を地元女性グループが活用することへの理解獲得など障害の連続で
あった。普及課は、重点指導対象等ではなかった経過もあり、最初の話し
合いの段階では関わりを持っていなかった。しかし、レストラン開設に当
たって指導者がいなかったこともあり、許可取得手続きなどについて相談
を受け、組織運営から商品開発、販路拡大にいたるまで全面的に支援する
こととなった。
１）農家レストランの施設許可の取得、行政財産使用許可申請の支援
農家レストランとなるスキー場のロッジは、冬季は町の指定管理業者
が別のレストランを運営していた。
このことから、保健所への許可申請が難航したが、普及課の指導や町
の支援もあって許可を受けることができた。
また、行政財産の使用許可手続き等も指導し、
「まあ・どんなレストラ
ン」の営業開始に至った。
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２）組織運営に対する指導
組織の運営内容の相談に乗ったり、
帳簿や規約作成に当たっての様式な
ど事例紹介を行いながら、会員との
話し合いを重ね、会員間の意識の違
いを調整するなど、円滑な組織運営
につなげていった。

写真１
まあ・どんな会のみなさん

（２）活動の発展期
１）新たな加工施設の許可等の取得に関する支援
普及課で開催する農産加工関係の研修会への参加を呼びかけ、加工技
術や施設許可取得、表示、販路拡大等に向けた集合研修での指導を行う
とともに、個別に許可取得に向けて加工施設の設計指導や、必要器具の
情報提供を行い、平成 15 年の漬物製造業の営業開始届けの申請受理、菓
子及び平成 17 年の惣菜製造業の許可取得につなげている。
また、資材等の購入先を紹介するなど、円滑な開業に向けた支援を行
った。これらの結果、当該組織は多くの商品を開発し、地元の農産物直
売所などでの販売を開始、販売額の拡大にもつなげることができた。
漬物加工施設は、地元保育園の一部を借用、菓子加工・惣菜加工施設
は農協の施設を購入（土地は借用）するなど、初期投資を少なくし身の
丈に合った着実な取組みを行っている。
２）補助事業の導入等による加工施設・設備充実に向けた支援
山形県や白鷹町単独事業導入への支援を行い、加工施設建設、小型加
工機械の導入など、施設整備を側面から支援した。また、機械の選定等
に当たっては、試験研究機関との連携や候補機種等の紹介、選定のポイ
ントの指導を行った。
３）企業組合制度への加入検討の働きかけ
平成 15 年には、専門家を招いて「企業組合制度」加入への検討を行っ
た。この時点では、起業を行って日も浅く、日々の製造や販売活動を行
うことに精一杯ということもあり、時期尚早ということで制度の加入に
は至らなかった。
４）商品開発と品質向上、情報発信の強化に向けた支援
平成 17 年に、県単の補助事業「農産加工ブランド力強化支援事業」を
導入し、組織の独自のパンフレット作成など情報発信の強化に向けての
支援を行った。
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また、商品力アップに向け「やまがた農産加工大賞」へのチャレンジ
を薦めるなど、会員の意欲高揚に向けた働きかけを行った。
平成 16 年には、主力商品が農
産物ＩＴコンサルタントの高い評
価を受け、インターネット販売を
開始し、500 セットをわずか７時
間で売り切るという快挙を成し遂
げている。

写真２

人気の「なんばんの粕漬け
2 本セット」

（３）活動の安定期
１）観光との連携に向けた支援
置賜地域は桜の古木が多く、特に白鷹町は「釜の越桜」
「十二の桜」な
ど桜の名所が多い。これを観光資源に、置賜総合支庁では「置賜桜回廊」
として観光商品を開発、全国から何万人もの観光客を集めるようになっ
ている。普及課では、人の利を活かして白鷹町内の加工組織をまとめ「白
鷹町食の文化街道推進会議」を結成、それぞれの地区の桜の木の下で「う
んまえもの茶屋」を運営するなど新たな取り組みにつなげている。まあ・
どんな会もこの会議に所属し、更なる顧客の確保につなげている。
この活動の共通の加工品である
．．．．．．．．
「えごまのかいもち （そばがき）」
は、平成 16 年度「食アメニティコ
ンクール」で農林水産大臣賞を受賞
した。
２）食育活動の推進
また、白鷹町食の文化街道推進
会議の恒例行事として、郷土食を
子供たちに伝えていこうと、町内
6 つの小学校で、6 年生を対象に、
写真３ 郷土食の学校給食
年 1 回学校給食への郷土食提供を
行っている。
地元の小学校の生徒たちは、
「まあ・どんなレストラン」での給食を楽
しみにしており、地域の食育推進活動に一役買っている。
普及課はこれらの活動を実施するに際し、役場や農協、町の教育委員会
への働きかけ等、コーディネート機能をフルに発揮してきた。
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３

普及指導のポイント
「まあ・どんな会」に対する普及課のアプローチは、初期の段階において
は「指導型」であり、情報提供・知識及び技術指導・課題解決相談など、細
部にわたっての指導・支援活動を展開してきた。しかし、安定期に入ってき
た頃からは、要請にこたえる対処的な「提案支援型」に移行してきている。

（１）ビジョン形成と起業に向けた支援
代表者のＳ氏によると、普及指導員に対する信頼は厚く、
「自分達の夢を
現実のものにしたのは、普及指導員の存在があるからこそ」と力説する。
それだけの信頼にいたったのは、６次産業化への取り組み準備期から開始
時期の手厚い指導支援の結果である。普及指導員のスペシャリスト機能が
発揮され、組織運営のノウハウや施設設計、使用機械や器具に対する助言
が適切に行われた。その結果、支援対象者が感じる‘大きな課題’に対し、
普及指導員がタイムリーかつ適切な支援を行ったことが重要なポイントに
なっている。
（２）加工技術向上に向けた多角的な支援の展開
加工技術や販売促進への支援方法として、基本的な項目に対しては、スペ
シャリスト機能を発揮し、普及指導員自身による個別指導や集合研修を行
ってきた。
個別指導としては加工技術の記録や蓄積、独自の商品開発へのアドバイス
等を行い、集合研修を通して加工実践者間の情報や課題解決手法の共有化、
資材の共同購入など多岐にわたる支援を行った。
しかし、より高度で専門的な加工技術の習得や、新しい加工技術の開発
に関しては、試験研究機関や専門家をタイムリーに活用することが重要で
あるため、農業総合研究センターの農産加工開発部の定期的な相談会や集
合研修、県の外郭団体等の専門家派遣事業等をフルに活用し、対象組織の
要望や時代のニーズを踏まえた支援活動を展開してきた。
対象組織の経営力向上に加え、支援成果もあいまって、売れ筋の商品が
増えて
いる。
（３）経営改善と新たな活動への誘導
現在、対象組織は「企業組合設立」に向けて、山形県企業振興公社と税
理士の指導を受けながら、その手続きを進めている。税制上の優遇措置や
組合運営に関する権利の獲得、勤労者としての地位の取得、専門金融機関
からの支援獲得など、組織的にも個人的にも、さまざまなメリットが得ら
れることとなる。
県の事業を通しての、食産業関連企業との情報交換会や山形県のアンテ
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ナショップでの販売など、新たな活動への参加を促したことにより、会員
の資質向上のみならず、情報ソースの獲得や販路拡大に繋げている。

４ 対象事例の現状と今後の課題
（１）後継者の育成
会員の平均年齢も 60 歳に近づいており、若い後継者の受入れが急務であ
る。現在の代表者であるＳ氏は、後継者へのバトンタッチを考えており、
企業組合設立への動きもそのための布石である。
（２）組織体制の見直しと経営管理能力の強化
代表者はリーダーとしての資質に優れ、メンバーを的確に誘導してきた
が、農家レストラン、漬物、菓子、惣菜と複数の加工施設を有する現状を
考えると、１人で全て掌握するには限界が出てくると思われる。それぞれ
の販売額の更なる拡大を進める場合、組織体制を見直し、役割分担や労務
管理など経営管理能力の強化が必要になってくる。
（３）商品力の向上
現在のヒット商品「赤鬼なんばん粕漬」や「鷹山（ようざん）凍みもち」
のほかにも、新たなヒット商品を企画し、商品力の向上と販売額の拡大を
進めることが、重要である。
普及課では商品力の向上に向け、専門家を活用した研修会の開催を行っ
ているが、引き続いての支援の強化が重要である。
（４）地域における加工組織の役割強化
地元の会合から生まれた加工組織であるが、原材料は会員の生産物でま
かなっており、地域の農産物を十分活用するまでには至っていない。地域
の農産物や人材の活用を配慮しながら、組織の拡大を図っていくことも今
後必要不可欠である。
山形県置賜総合支庁産業経済部西置賜農業技術普及課協力
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地域特産品レンコンを活かした女性起業「有限会社はす工房」

海部農林水産事務所農業改良普及課
関係機関

年月

具体的内容

６次産業化に
向けた取り組み

普及対象
（女性グ
ループ）

（ 普及との関連 ）

行政
（愛西
市）

ＪＡ
（あいち
海部）

商工
（愛西市
商工会）

会計
事務所

その他

○：立田村農務課
・平成９年

平成15年以前
【準備期①】

「地域交流施
設」整備構想
『特技を生かし
て何かやりたい
ね』

旧立田村で地域特産品の販売拠点の設置が検討

・平成11年 「立田ふれあいの里運営協議会」が設立
地域交流施設建設の構想が持ち上がる
生活改善実行グループ員と農村生活アドバイザーが、役員に選
出される。
農産物の加工場設置を要望する。

○：協議会事務局

◎：改善グループ５名

・平成14年 「立田ふれあいの里」建設が具体化
「実演厨房」テナントの参加が認められる
参加者を募って生活改善グループの会員有志５名で準備を開始
○：商工会と連携

平成15年
から
平成16年

・平成16年４月 「立田ふれあいの里運営連絡協議会」の生活改
善部会として「はす工房」が参画
・起業活動の基礎作り（はす工房の設立準備）
レンコン主体の総菜、軽食を提供する農家レストランとして起
業
営農生活設計を見直し
飲食店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業の許可を
取得
・加工，販売活動のレベルアップ
販売用の加工技術の習得、複数メニューの開発、加工工程表の
整備

起業の準備

【準備期②】

◎：改善グループ５名

食彩館（豊田市内女性起業）：○
食品工業センター：○

○：商工会と連携
・はす工房設立（個人起業形態）
◎：個人起業（５名）

法人化検討：○

はす工房の設立
【発展期①】

○：協議会事務局

○：JAれんこんセンター

・データの分析，活用
売上確保のためデータの把握と分析に着手
端境期のレンコン調達改善

平成16年12月

○：協議会事務局

・定番商品，新照院開発の支援
・起業形態の見直し
個人起業であることの限界，法人化に向けた経営シミュレー
ション
○：商工会と連携
・平成18年２月：時間をかけた会員の話し合いの結果法人化決定
普及センター、市、商工会、会計士を中心とする関係機関のア
ドバイスのもと法人化を意思決定

平成18年２月
【発展期②】

有限会社
はす工房

設立

・組織としての事業開始
法人化以前は、個人事業主による起業活動であったが、法人化
により運営体制が整備された

○：協議会事務局
法人化指導：○

○：JAれんこんセンター
◎：役員５名

・経営安定のためのアドバイス
◎：３名（役員１名）
・経営体制の見直し
役員2名の退職に伴って、経営陣を代表１名体制へ転換
平成20年12月
【発展期③】

有限会社
はす工房
の見直し

体制

・パート職員を含めた人材育成
先進事例の調査、各種研修への職員派遣等をすすめやりがいの
ある職場づくりをすすめる

経営相談・指導：○
○：商工会と連携

○：協議会事務局

○：JAれんこんセンター

・設備の拡充
利益を設備投資へ振り向けて、効率的で働きやすい加工場整備
○：商工会と連携
現状
【安定期】

○：協議会事務局

○：JAれんこんセンター
組織運営
の課題

・概ね３年後を目途とした後継者育成
・販売実績の増加に見合った加工場拡大・整備

◎：３名（役員１名）
経営相談・指導：○
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愛知県愛西市の事例 －２
地域特産品レンコンを活かした女性起業

L

「 有限会社はす工房」
有限会社はす工房 」

１

普及指導の対象事例とその背景
平成 16 年 12 月に起業を開始した「立田ふれあいの里はす工房」は、地域
の特産品であるレンコンを使った惣菜・菓子類の製造販売をおこなっている
生活改善グループ員５名からなる女性起業であった。
その後、数多くの経営改善を経て、平成 18 年には「有限会社はす工房」
（以
下、はす工房と称す）として法人経営へ転換し、業績を順調に伸ばしている。

（１）地域の特徴
はす工房がある愛知県愛西市は、名古屋市の西部に位置した平地農村地帯
である。大部分が海抜０メートル地帯で、水郷地域の特色を生かした米や全
国第３位の産地であるレンコンが栽培されている。愛西市は２町２村が合併
した市で、はす工房のある旧立田地域は純農村地帯である。
彼女達が起業を始めた当時は「素人女性に････」と言われるような雰囲
気があった。
（２）起業のきっかけ
旧立田村では、平成 11 年頃から「地域交流施設」整備構想があり、平成
16 年４月に「立田ふれあいの里運営連絡協議会」が設立された。
生活改善グループとしての特技を生かした、女性の能力発揮の場を強く
要望していた会員たちは、連絡協議会の生活改善部会「実演厨房」として
参加することになった。
この事例は、起業に取り組む準備段階（平成 15 年）からの取組概要を紹
介する。
２ 具体的な指導内容と成果
（１）準備期
（１）準備 期
１）起業活動の基礎づくり支援(
１）起業活動の基礎づくり支援 ( H15)
H15 )
起業に参加するグループ員に対して、の起業活動と営農及び生活のバラ
ンスを取るため、各自の営農生活設計を立てることを提案した。
この結果、各自の営農・生活経営での現状把握と問題点の認識がすすみ、
栽培品目や面積変更、家族内での協力体制の構築などの調整をはかること
ができた。
起業理念はメンバー全員が共有すべきものであるため、４つの視点（①
「生産者の視点」と「生活者の視点」による特産品づくり、②レンコン需
要開拓と地域に就労機会を創出、③特産品づくりで士気向上、④付加価値
化農業で地域作りへ働きかける）を提示して話し合いを促した。
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はす工房の企業理念は、「レンコンを活かしきる、地域の中で共存共栄
をめざす、レンコンの魅力を発信する」で合意された。
２）加工・販売活動のレベルアップに対する支援(
２）加工・販売活動のレベルアップに対する支援 ( H15～
H15 ～ H16)
H16 )
はす工房は、グループ活動の延長線上にあり、コスト意識の低さや個々
の加工技術のバラツキが目立っていたので、これを改善する必要があった。
そこで、販売品目の絞り込み・加工方法の確認のため試験研究データを食
品工業技術センターの助言を受けつつ現場で活用した。
また、効率的な加工工程表の提示や売価設定に関する指導、商品への表
示等に関して保健所から指導を受けるよう助言をした。加工工程表の作成
支援では、県内の女性起業で先行調査と体験実習の受入調整を行って、ス
ムースな加工活動ができるように支援した。これらの普及活動によって、
起業開始までの間に、①加工技術の平準化と安全安心な商品づくり、②商
品構成と原価計算による価格設定、③外部委託業者の選定、交渉等の課題
解決を促した。
（２）発展期
１）データの分析・活用に対する支援(
１）データの分析・活用に対する支援 ( H17)
H17 )
12 月の開業後、通年営業に対する課題として、①冬季・梅雨期といっ
た閑散期における売上予測、②露地レンコン端境期でのレンコン仕入価格
の上昇への対応の２点について示し、解決に向けた取組を支援した。
①に対しては、過去の閑散期（１月実績）を集計分析し、土日集中の人
員配置シフト作成と商品仕込み量の調整によるロス率低減を図るよう誘
導した。
②については、系統出荷を行っていたＪＡれんこんセンターとの連携を
とって、市場出荷しか扱っていなかったハウスレンコンをはす工房向けに
市場外出荷をできるよう誘導した。しかも、ハウスレンコンは露地レンコ
ンの倍以上の価格のため、採算可能な価格帯にあり、規格外品をはす工房
が調達できるように解決を図った。
２）定番商品・新商品開発に関する支援(
２）定番商品・新商品開発に関する支援 ( H17)
H17 )
中高年向け商品が多いはす工房では、顧客確保に向けた新商品開発と定
番の育成が求められていた。これに対しては、県主催の研修、調査研究、
試験研究機関の研究成果等を活用して対応した。レンコン葉の活用方法に
ついては、地元食品メーカーと協力することを促した結果、より特産品イ
メージを高めた「れんこんうどん」が開発された。
３）起業形態の見直し支援(
３）起業形態の見直し支援 ( H18)
H18 )
はす工房の業績が向上し、売上高 3,700 万円(H17)となる等、今後事業
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の拡大が見込まれたが、一方では問題も顕著になってきた。それは、元々
任意組織として発足したはす工房では、組織の意志決定・労務管理・税務
管理等の運営全般に関する事項のほとんどが代表者に集中しており、運営
事務等が代表者の負担となっている状態になっていた。個人起業としての
活動実態に不安が生じた中で、有限会社として組織運営の再整備をはかる
ことになった。
平成 18 年２月に「有限会社はす工房」が設立され、これを機に、定年
制導入、各種保険への加入など運営面の見直しがされるとともに、事業の
継続性が確保されることになった。
４）経営安定のためのアドバイス(
～)
４）経営安定のためのアドバイス ( H18～
事業が軌道に乗ってからも、商品開発・店舗でのオペレーション・労務
管理等、日々改良を加えなければならない。
普及センターは、これらに対するアイディアや技術の提供、優良事例紹
介や情報の提供を随時行ってきた。現在では、店舗約 35 ㎡、加工場約 30
㎡の小さな工房で、役員を含め 12 名が活躍している。
３ 普及指導のポイント
（１）農村女性の「技」を活かす場の創出(提
（１）農村女性の「技」を活かす場の創出 提 案支援型の普及指導活動
案支援型 の普及指導活動)
の普及指導活動
はす工房のメンバーは、個々の営農生活設計見直しから始めた活動によっ
て、家族の理解の下で起業を展開することができた。技を生かしたいという
「夢」を目標に変え、実現の具体的な道筋を提示できた。
（２）データ活用と法人化による組織運営の向上(指導型・
（２）データ活用と法人化による組織運営の向上 指導型・要請支援型の
指導型・要請支援型の普及指
要請支援型の 普及指
導活動)
導活動
実態把握と分析により、労働力の適正配分やロスの少ない加工活動が実現
した。過去のデータを経営改善に活用するにあたって、データ加工は「簡略
でも良いが迅速に」を心がけるようにしてきた。また、有限会社となったこ
とでメンバーの役割分担が明確になり、打合せ会議も活発に行われている。
（３）組織運営に対する良き相談相手
（３）組織運営に対す る良き相談相手(要請型・
る良き相談相手 要請型・提案支援型の
要請型・ 提案支援型の普及指導活動
提案支援型の 普及指導活動)
普及指導活動
法人化によって整備された運営体制は、必要に応じて手直しをしている。
役員の退職に伴い役員１名＋旧役員を含むパート 12 名体制への変更など、
組織運営をスリムで機動的なものへとしている。これについては、税理士等
専門家の意見を参考にすると共に、常に相談役とした普及指導員のサポート
があって実施されている。
業績向上と共に必要となる事項として、事業に携わる人材の能力向上をど
のように図っていくかということがある。これについても普及センターが相
談相手となりいくつかの提案を提示し、実施を支援するようになっている。
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４

対象事例の現状と今後の課題
はす工房の売上高は、平成 21 年に 5,000 万円以上となり、顧客も確実に確
保している。運営管理に対してもブラッシュアップが図られた。起業当初の
「売り切れご免」的経営のあり方から脱却し、製造・販売体制を強化して、
欠品等による「販売機会ロス」を極力なくするなど向上は著しい。また、創
業以来パート職員の定着率が大変高く、これはリーダーの統率力・包容力な
どの資質とともに、やりがいのある職場づくりが実現できていることが要因
である。商品開発も随時行っており、最近ではレンコンライスバーガーを開
発して好評を博している。さらに、業績順当な時こそ設備の拡充をすすめ、
人材育成として職員の研修充実に取り組んでいる。
今後の課題としては次の通りである。
・ ３年後を目途とした後継者育成
・ 売上高の増加に見合った加工場の拡大・整備
愛知県海部農林水産事務所農業改良普及課協力
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元生活改善グループによる加工販売の取り組み「（株）ドリームキッチンあごづ」

奥州農業改良普及センター
関係機関

年月

６次産業化に
向けた取り組み

平成16年
【準備期③】

平成17年
【発展期①】

平成18年～
【発展期②】

６次産業化への
取り組みを決定
資本金を準備

・中山間直接支払い制度の受け皿である「赤生津中央活性化組合」
が、地元のブランド前沢牛をメインとしたそうざい製造業を行う
事を決定。
・女性たちは、中山間直接支払い制度を利用して、漬物などの加工
施設を作りたいと考えていた。
・「夢基金」として、１年間に２００万円ずつ積み立てを始める。

そうざい製造業
の加工施設建設
準備

・加工を始めるための仲間を集め始める。
・加工技術を、現在の社長であるＩ氏から教えてもらう。
Ｉ氏：羽田空港の調理人、奥さんが地元の方でIターン
前沢ガーデンのシェフ、出張料理人
・普及センターは、補助事業の導入や加工施設の情報提供麺を支援
・機材や資材は全てＩ氏のつてで購入
・支払猶予などもＩ氏の顔で

そうざい製造業
開始

・組合員の中の女性10名で「ドリームキッチンあごづ（任意組合）」
を設立。1300万円産直・加工施設「夢工房あごづ」を建設。
積立金に加え、会員が一人５万円ずつ負担金
・個人事業ということで、小野寺氏の名前での届出
・加工技術やメニュー開発はＩ氏の指導
・初年度は750万円の売上で、給料も払えなかった。
・活動費として、組合から２５万円の補助
・普及センターは設立時の経理指導や原料のじゃがいも斡旋など

販売拡大
経営管理での課
題がでてくる

・Ｉ氏のつてで販路拡大。
・マスコミにも取り上げられ、販売額は1,800万円になる。
・会員全員が畜産農家であり、農業と加工業の板ばさみになる。

株式会社化

・企業としての発展を目指し、Ｉ氏を社長として株式会社化
・組合員９５人は生産部としてじゃがいもなどを供給
・１０人の女性も、当番として店に立つ。

平成20年
【発展期③】

現状

行政

・生活改善グループ「たばしね会」を結成し、料理など研修
（当初の代表者小野寺氏がグループリーダー？）
・生活改善グループの事務局は普及センターであり、組織育成や
料理等の技術指導を実施。

【準備期①】

【準備期②】

（ 普及との関連 ）

女性組織の結成

平成元年頃

平成12年

具体的内容

組織内容

・代表取締役社長 伊藤勝康氏
・役員 ６名
・株主 ２１名（赤生津中央活性化組合員）
・従業員 工場長１名、パート６名（任意組合時の会員２名含む）

施設面積
・販売額

・施設面積 79.2㎡
・平成２１年売上 23,000千円

販売先

・高速のサービスエリア
・東京の岩手県アンテナショップ

ＪＡ

商工

教育

女性グ
ループ

○：奥州農業改良普及センター

◎

○：奥州農業改良普及センター

◎

会計
事務所

その他

○：95人

○：JA

赤生津中央
活性化組合

○：町

○：奥州農業改良普及センター

◎

○：Ｉ氏

◎10人

○：Ｉ氏

○：町

○：奥州農業改良普及センター

○：95人

◎10人
○税理士

○：Ｉ氏

○：町

などが中心

【安定期】

原材料の入手

課題

・じゃがいも、玉ねぎなどは地元の方が生産したものを購入
・H22～集落営農組織３箇所がじゃがいも栽培を始め導入
・普及センターが栽培指導

○：奥州農業改良普及センター

・当初、任意組合の代表者である小野寺さんは、女性起業家の旗手
としてもてはやされていたが、今では影の存在になった。
大もうけできなくても、他の道が無かったか？
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Ｍ

岩手県奥州市の事例 －２
元生活改善グループによる加工販売の取組み
「（株）ドリームキッチンあご
（株）ドリームキッチンあ ご づ 」

１

普及指導の対象事例とその背景
奥州市（平成 16 年２月：水沢市・江刺市・前沢町・胆沢町・衣川村が市町村
合併）は、岩手県の南西部に位置し、西側を奥羽山脈、東側を北上山地で挟ま
れる北上盆地の南部に位置する。地域の中央を北上川が流れており、北上川西
側には胆沢川によって開かれた胆沢扇状地が広がっている。主な産業は農業で、
県内でもトップクラスの米穀地帯を形成するほか、トマト、ピーマン等の野菜、
花卉、りんご、畜産などの複合型農業を行っている。肉質の良い前沢牛や江刺
りんごなどは有名である。また一方で、東北新幹線、東北自動車道などの交通
の利便性の良さを背景に、県内でも屈指の商業集積が進み、工業団地等が整備
されている。盛岡市に次ぐ県内第二の都市でもある。
対象事例の位置する前沢区の農業資源については、肥沃な北上川の沖積平野
を基盤として耕種部門（米、きゅうり、ネギ、なす、りんご、リンドウ、小菊）
が活発な地域であったことが指摘できる。
しかし、近年、都市化・工業化に伴う北上川の水質悪化等のために農業生産
は伸び悩んでいた。他方、前沢牛をはじめとする肉用牛部門は、耕種部門との
複合経営として発展し、県内では遠野市と江刺区に次ぐ飼養頭数を誇っている。
前沢区における肉用牛生産は、昭和 36 年に実施された国有牛貸付制度に基づ
く繁殖用素牛導入を契機として、地元農協が中心となり繁殖用素牛を島根県よ
り導入したのがその始まりである。その後、昭和 40 年の農協合併により前沢農
協が発足し、耕種部門と畜産部門の複合化による“前沢型複合経営”の確立が
発展目標として掲げられた。現在は、品質基準の統一化等の努力を重ねること
により、牛肉のブランド化（前沢牛）にも成功している。
２

具体的な指導内容と成果

（１）活動の準備期
対象事例は、生活改善グループを基盤とする「赤生津中央活性化組合」
（以下、
組合）を活動主体とした加工販売による６次産業化である。
具体的に、対象事例では、中山間地域等直接支払交付金（平成 16 年）を契機
として、組合がその受け皿として「夢基金」設立したことが６次産業化の出発
点であった。
「夢基金」と名付けたのは、生活改善グループ時代からのメンバーたちが「ど
うせなら夢のあることをしたいね」という目標を掲げたことによる。そして、
年間 200 万円ずつの積み立てが始まり、将来的に産直・加工施設の建設を目指
すことが決定した。具体的なアイデアとしては、話し合いの結果「地元の農産
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品を使った加工をやりたい」という意見が集約され、地元ブランド牛を使った
前沢牛コロッケの製造が採用された。
このとき、事業を立ち上げるにあたっては、普及センターによる補助事業の
導入や加工施設に関する情報提供が、活動を後押しする役割を果たしていたと
いえる。
（２）活動の発展期①
平成 17 年、代表となったＯさんを中心に女性農業者有志 10 名が集まり「ド
リームキッチンあごづ」
（以下、あごづ）が設立された。また、アドバイザー
として地元の料理人であるＩ氏が就任し、商品の開発から資材の調達等に関
する支援が行われた。
活動を進めるにあたり、あごづでは、前沢牛コロッケに加え、前沢牛ハン
バーグ・前沢牛すねの味噌漬けの商品化にも挑戦した。これらの挑戦におい
ても、アドバイザーである I 氏の貢献が大きかった。
設立年のあごづの活動成果としては、材料費を差し引くと利益が出ない結
果であった。また、活動当初の半年間は、メンバーへの給料も支払えない状
態であり、メンバーからの拠出金（５万円/年・人）や組合からの補助（25
万円/年）が活動に大きく貢献していた。
このとき、活動の立ち上げにあたっては、あごづ設立時の経理指導やコロ
ッケ原料（じゃがいもなど）の斡旋等、普及センターによる様々な後方支援
がなされていた。つまり、普及センターがメンバーたちにとっての相談役と
して機能していたことに注目できる。
（３）活動の発展期②
この時期から、Ｉ氏の紹介によ
る販路拡大や、活動自体がテレビ
などで取り上げられたことによ
り、売り上げが増大し始めた。具
体的な販売先は、市内や近隣市の
スーパー・直売所とはじめ、高速
道路のサービスエリアや銀座に
ある岩手県アンテナショップな
どに拡大した。
その結果、平成 18 年の売り上
写真１ 夢工房 あごづ
げは、1,800 万円を超える規模に
まで拡大した。加えて、視察希望
も殺到し、あごづメンバーは日々多忙を極めるようになっていった。
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このような状況の下で、メンバーの活動への参加に関する問題が顕在化し
始める。具体的には、各メンバーが、家業である農畜産業とあごづでの活動
を両立させることが難しくなってきたのである。
このとき、販路が拡大され、売り上げが増大していくプロセスでの普及の
支援はある意味で不要であったといえる。しかし、メンバーが抱え始めるこ
ととなった家業との両立問題については、普及センターが彼女たちの相談
役・拠り所となっていたことが見逃せない。
（４）活動の発展期③
活動が発展した結果、売り上げは増大し、事業としてのあごづは成功に向
かっていた。同時に、活動の問題点として、この時期から各メンバーへの出
役面における過度の負担が顕在化した。結果、Ｔさんを中心としたメンバー
は、Ｉ氏へ相談することにより、今後の活動内容を再検討することとなった。
そして、結論として、Ｉ氏を社長とするあごづの株式会社化が決定した。
具体的に、平成 20 年、あごづは株式会社化することとなった。その目的は、
経営の拡充と安定化である。そして、メンバーは全員、株式会社の経営には
参画せず、Ｉ氏を社長として、新たに従業員を雇用する形での組織体制が発
足したのである。
株式会社化した以降も、メンバーの多くは当番制として販売等を手伝うこ
ととなった。また、組合が生産部としてじゃがいもなどの原料供給を担う体
制も整えられた。
しかし、６次産業化の事例としては、株式会社化以前までの活動を評価す
ることが妥当であると考える。そして、それ以降の活動については、６次産
業化の課題を浮き彫りにした事例として捉えることとしたい。
３ 普及指導のポイント
普及指導のポイン ト
【生産】
平成 19 年より、コロッケの材料のじゃがいも（きたあかり）を組合が生産し、
それをあごつが仕入れるという体制が確立された。平成 22 年以降は、組合によ
るたまねぎ生産も行われている。また、普及センターの指導の下、原材料供給
の拡大と安全なじゃがいも、たまねぎの生産のため野菜栽培講習会が開催され、
生産技術向上への取組みも盛んである。
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写真２

前沢牛コロッケ

写真３

前沢牛スネ肉のみそ漬け

また、平成 22 年以降は、加工品を核とした産地づくり（需要の拡大と原材料
の安定確保を図る）のため、普及センターの指導の下、前沢区内の３つの集落
営農組織と連携を図り、じゃがいもの安定供給体制の確立を計画するなど、集
落を超えた取組みへと発展している。
【加工】
「手づくりのこだわり」、「地域の農産物を活用した商品開発」をキャッチフ
レーズに、前沢牛コロッケや前沢牛ハンバーグ、前沢牛すね肉の味噌漬けなど、
地元の食材を活かした加工品が次々と製品化された。前沢牛すね肉の味噌漬け
は、商品としての独創性や品質等が評価され、平成 17 年岩手県ふるさと食品コ
ンクールで優良賞を受賞した。このとき、コンクールへのノミネートなど、普
及センターの支援が見逃せない。
【販売・サービス】
あごづの他、市内のスーパーや温泉・直売所・東北高速道路のサービスエリ
アやパーキングエリアでの販売が行われている。また、銀座にある岩手県アン
テナショップでの販売も継続している。他方、奥州市内の学校給食（小中学校）
の食材として前沢牛コロッケを提供するなど、地産地消の取組みも行われてい
る。これらの販売先の紹介や実需者とのマッチングにおいても、普及センター
の支援が重要な役割を果たしている。また、奥州市からは、アンテナショップ
への出品に際し、アドバイスと旅費が支援された。
ところで、あごづで販売される商品のロゴマークやポップには、メンバーの
ひとりのアイデアが活かされている。メンバー間では「意外と上手な人がいる
ものね」と感心し合ったという。
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【今後の展開について】
今後受けたい支援として、組合は、ブルーベリーの栽培指導、野菜栽培指導、
加工販売において地域内での原材料調達等に取組んでいる優良事例に関する情
報提供等が挙げられている。つまり、普及センターに対しては、生産技術指導
と情報力に期待が集まっているといえる。
４

対象事例の現状と今後
あごづでは、現在、全ての原材料を奥州市前沢区、及び、岩手県内から調達
する体制づくりを模索している。また、米粉を利用したパン粉や岩手県産の菜
種油を利用するなど、地域農産物や加工品に高付加価値をつけた商品開発も検
討中である。高齢化社会に対応した惣菜の製造等、給食サービスへの進出もア
イディアのひとつである。
ただし、本事例は、農業の６次産業化の成功事例として位置づけることは難
しいと考える。具体的には、前述のように、株式会社化以前までの活動につい
ては農家の加工販売による６次産業化の優良事例と位置づけられよう。しかし、
活動が拡大する中で、農畜産業との両立が継続しなかったこと、そして、株式
会社化を期に経営に参画しなくなったという事実には、高齢化・過疎化に代表され
る農村労働市場の脆弱性をその背景として指摘せざるを得ない。
つまり、あごづの事例からは、適切な事業規模の設定（活動主体における労
働力利用の可能性）、及び、地域内においてその事業を支援する体制の確立（活
動主体をサポートする地域内労働力の存在）が、６次産業化を成功させるため
の重要な課題であることが分かる。
そして、これらの課題に取り組む主体は、あくまで６次産業化を目指す農家
自身であるべきである。普及センターが実行できる支援の範囲は、コーディネ
ート機能を発揮し、これらの取り組みを後方からサポートすることにあると考
えられる。
岩手県奥州農業改良普及センター協力
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３ 実践型「６次産業・マーケティング」
（１）マーケティング分野での普及機能の役割
この章では、６次産業化の推進に当たって農業改良普及指導員が担当する役
割と活動について述べる。役割については、
「マーケティングコーディネーター」
と「マーケティングプランナー」が想定される。
農業改良普及指導員が地域の中で果たす役割では、コーディネーターとして
の「調整」機能とプランナーとしての「企画」機能が中心になるものと想定さ
れるからである。
６次産業化は今村奈良臣先生が提唱されたものであるが、当初は農業側内部
での完結を目指すものであった。しかし、農商工連携や地域社会の活性化とい
った動きを踏まえると、農業側だけではなく枠組みを広げる展開が求められて
くる。つまりは、
「農商工連携を踏まえた地域内多機能連携６次産業化」である。
当然ながら、農業側が主体的に活動し、提案から実施までを推進していくこ
とが重要となる。
そこで、農業側の中核としての農業改良普及指導員が、マーケティングコー
ディネーター、マーケティングプランナーの役割を果たして、生産から加工、
販売までに目配りをして地域を活性化させることが求められている。
（注）
一般的にマーケティング活動を推進するに当たっては、４Ｐ戦略、ＳＷＯＴ分析、デモ
グラフィック要因、消費者調査などを活用することが多い。しかし、この章ではこういっ
た項目については「既に熟知している」といったとらえ方で、解説は割愛する。

（２）６次産業化への多視点考察
１）足し算型、かけ算型、踊り場付き型への目配り
６次産業化は、１次、２次、３次産業の数字を足しても、掛けても６にな
るということで作られた「新語」又は「造語」である。現在の動きは掛け算
としてとらえているようだが、普及活動に当たっては、足し算型、さらには
「踊り場付き」６次産業といった視点も大切にしたい。
提唱者の今村先生は、かつては「足し算」を重視されていたが、現在では
「掛け算」で行くべきだと発言されている。掛け算の場合には「一次産業が
ゼロになるとすべてがゼロになる訳で、それだけ農業は重要なのだ」といっ
たことである。
逆に言えば農業側心して「確かな農産物」を生産するべきであり、それに
対する指導・支援は普及職員の果たすべき基本的な責務である。
しかし、掛け算の場合は２次と３次のいずれかがゼロになってもすべてが
ゼロになる。したがって、掛け算型の６次産業は、ハイリスク、ハイリター
ン型なのかもしれない。
これに対して足し算型は、リターンは多くはないもののリスクも少ないと
いった捉え方もできる。
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６次産業化という新しい概念は、掛け算型と足し算型が地域の状況に合わ
せて選択できるところがすばらしい。
「踊り場付き」６次産業というのは、牧場経営を行っていたある法人経営
者の考えである。彼は１次産業である牧場経営で、バターやヨーグルトの加
工へと発展させ成果を上げた。その際、仮に加工で失敗しても牧場までは手
放さないような算段をしたという。
幸いに加工も成功し、レストラン付き観光牧場、つまりは３次産業へと手
を広げたが、加工進出の場合と同様な目配りを行ったのである。
具体的には、別法人にしたり、消費者と連携した組織を作る等である。失
敗した際にも下まで転げ落ちるのではなく、踊り場で踏み止まるといった経
営姿勢は重要である。
農業改良普及指導員は、商工系や消費者と連携して６次産業化を進める中
で、経営内容を高める視点も重視すべきである。
例えば、女性加工グループが漬け物やジャム、ケチャップ等を作り、直売
所や道の駅で販売している事例を足し算型６次産業とする。この活動の中で
魅力のある人気商品が生まれたとして、加工場の新設や販路を拡大すると、
掛け算型となる。足し算型でスタートさせて掛け算型へと業容を拡大してい
く手法もある訳で、ここらあたりが普及活動にとって重要な指導分野とも考
えられる。もちろん「踊り場」への対応も不可欠である。
２）農商工連携を踏まえた「地域内多機能連携６次産業」
２）農商工連携を踏まえた「地域内多機能連携６次 産業」
地域を活性化させていく上で、６次産業化と農商工連携はきわめて似かよ
った面が多い。しかも、この二つの活動が「連携」して展開されるとその成
果は大きなものが期待できる。ただ残念なことに、これまで地域の中では農
業側と商工側の交流は殆ど見られなかった。とりわけ農業側には商工側を否
定するムードが存在する。
そこで、農業側と商工側との「連携作り」で農業改良普及指導員は存在感
を示すことである。まず、農業側と商工側では事業慣習やビジネス感覚を異
にしていることが多い。この両者が結びつくためには「情緒面でのパートナ
ーシップ」を大切にする機運づくりが重要である。
そのためには、連携する者同士の相互理解を深めるために、事業価値、目
的、目標の共有化を図ることが不可欠となる。情緒面での連携を確かなもの
にした上で、ＷＩＮ．ＷＩＮのビジネス構築を図ることである。こういった
考え方については、福岡県商工会連合会が平成２０年度に「農商工連携の成
功を目指す福岡モデル」を公表しているのでそれを参照する。
（因みに、このモデルの検討委員会にはこの章の執筆担当者も参画している）
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望ましい連携のカタチ

機能連携

情緒連携

自 恵型

内 部機能連 携

※ 利 益 を内 部 で独 占 する

連 環機能連 携
互 恵型

連携するもの同士の相互理解に

直 線機能連 携

より Win―Win の関係を目指して

※ 利 益 を互 い に分 け 合う

事業価値・目的・目標の共有化
偏 恵型

を進める情緒面での連携

直 線機能連 携

※ 利 益 が一 方 に偏 る

「双得」

「対等」「円満」

上記の図中の語句についての解説
○ 自恵型は、利益をじぶんだけのものにする。
○ 互恵型は、利益をお互いに分け合う。
○ 扁恵型は、利益が一方に偏る。
○

互恵型連環機能連携は、１次、２次、３次の機能がそれぞれ対等の立場
で、お互いが利益を分け合う形で統合的に事業連携すること。例えば、農
業側は原料供給だけではなく、１次加工されたものについて一部を戻し仕
入れをして加工グループ等で完成商品とし、直売所や道の駅などの農業側
販売チャンネルで販売を行う。これによって２次と３次での付加価値利益
を確保することができる。
○ 偏恵型直線機能連携は、生産・加工・販売の機能が一方的な関係で結び
つき、かつ、ある機能によって主導的・支配的な取引関係が構築されてい
る。結果として利益の偏りが起こり、情緒連携は難しくなる。農業側が危
惧している形態とも言える。
上記の考え方を踏まえて普及活動としては、まず地域内での情緒連携作
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りを推進し、次に望ましい機能連携を構築する「マーケティングコーディ
ネーター」の役割を果たすことである。

機能連携
（ 一次、二 次、三次 ）

連環機能連携

工
二次

直線機能連携

農

農

工

商

一次

一次

二次

三次

モ ノ そ だて
モ ノ づ くり
モ ノ ひ ろめ

モ ノ そ だて モ ノ づ くり モ ノ ひ ろめ

商
三次

※ 上 記、そ れぞ れ の分 野 内で の連 携 活 性化 。

互恵型連携

３）多面的な支援（サポート）機能の活用
コーディネーターとして、脳・消・公を活かそう。
農商工連携を踏まえた６次産業の活性化は多くの支援機能を的確に活用す
ることである。語呂合わせのようだがとりわけ脳・消・公といった分野が重
要となる。
○ 脳 ＝有識者、開発技能者、専門アドバイザー等
例えば商標登録などについては「弁理士」のアドバイスが重要だが、農業
側との関係は深くないので、農業改良普及指導員が対応してほしいもので
ある。
○ 消 ＝消費者団体、ボランティアグループ等
６次産業化を展開する中で、有力な消費者団体等がサポーター的に関与し
てくれることが望ましい。
趣味のグループ等へも目配りして、消費者のココロをつかむことが重要で
ある。
○ 公 ＝行政、教育、医療、研究機関、公共系企業等
例えば、電力やガス等の公共企業は、都市部に料理教室を持っている。残
念ながら農業側は殆ど活用していないが、新商品のＰＲや生活提案の場と
して注目すべきである。
栄養系の大学も各地にあり、加工食品の開発などで農業側に協力してもら
える事例も出てきた。グリーンツーリズム等も含めて、教育関係機関とも
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連携を図ってほしいものである。
４）６次産業化を成功させる農業マーケティング
ここでは、あえて「農業マーケティング」として捉えることとする。
一般的に、商工業分野でのマーケティングについては、
「４Ｐ戦略」が重視さ
れているが、必ずしも農業分野では活用できていない面もある。そこで４Ｐ
戦略を踏まえた上で、状況力
状況力、商品力
状況力 商品力、情報発信力
商品力 情報発信力、販売促進力
情報発信力 販売促進力、組織力
販売促進力 組織力の
組織力
５つの分野について考察する。
① 状況力
社会環境、暮らしの変化、競合の多様化等である。輸入農産物の日常化、
コンビニや「中食」の定着、大型直売所の増加、高齢化による購買難民の
顕在化、コメ粉の話題化、企業の農業参入等、多様な状況の変化を見極め、
地域での６次産業化のあるべき姿を考えることである。その際に、現状の
延長線上ではなく「近い将来」のあるべき姿を「多視点考察」していくこ
とが重要である。
② 商品力
当該農産物自体には１次産品としての優位性があるとの前提で、「加工
品」としての核となるものについて述べる。
● 味への目配り
一般的に言われる「味の良さ」に加えて、６次産業型の商品については、
次の４つの視点を重視すべきと思われる。
○ 地域の味
商圏が「地元」の場合には「地域」の味を核としてレベルアップして
いく。醤油や味噌がいい例だが「手前○○」といった味仕立てで、
「限定
商圏内競争力」を高めて行くのも一策である。
○ 時代の味
全国型の商品の影響で、ある面では「味の画一化」が起こっている。
健康面からの薄味推進の一方で、外食産業を中心に「濃い味」による客
の「囲い込み」も見られる。「味づくり」で検討すべきポイントである。
○ 世代の味
中心はシニア世代への対応になる。若者世代では時代の味を支持する
と思われるが、シニア世代には長い年月で「なじんだ味」がある。
地域の味と重なる面も多いと思われるが、健康を踏まえた時代の味も
大切にしながら、シニア世代の喜ぶ味づくりをどう進めるかである。
○ 状況の味
どういった状況で、食べたり飲んだりするかである。
かつて農業側では「100％果汁の良心」といった商品コンセプトを重視し
ていたが、大汗をかいた後で 100％果汁はのどを通りにくい。逆に 100％
のジュースは、秋の高原ホテル等での朝食には喜ばれる。こういった「状
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況」に目配りした味づくりも重要なのである。
● 荷姿、使い勝手、手ごろ感
農産物には、安全で健康によく美味しければ喜ばれる筈だ、といった
思い込みがある。
しかし、「商品」として注目されるには、消費者に「受け入れられる」
要素が必要となる。価格面での競争力は十分にあるものとして、見落と
しやすい商品力について考察する。
○ 荷姿
農産物直売所等で目にするのだが、購買客の「気持ち」を想定してい
ない「荷姿」も目につく。これは商系でも同じで、空港や駅等の土産品
が良い例である。試食品はあるが「バラ売り」がないので、待合室や機
内で「ちょっと食べてみたいな」といった「客の気持ち」には対応して
いないのだ。
農産加工品の購買価格については、あるテレビ局の消費者調査による
と、お試し買いや近所への手みやげは３百円までといったニーズが大き
いようだ。もちろん、そこで満足してもらえれば、次には大きな荷姿へ
と進む訳である。想定ターゲットの「暮らしの状況」を踏まえて、いく
つかの荷姿を考えてほしいものである。
但し、核家族化とか消費実態を安易に捉えて、ジャムなどの小型化が
進んでいるようだが、ぜひ一考してほしい。
別項で述べる消費拡大マーケティングの視点で、「大型ビンはお買い得」
といった購買客を増やすことも大切なのである。
○ 使い勝手
商系の商品では「チューブ入り○○」とか、「食べ切りサイズ」「カッ
ト商品」
「個別包装」等と、使い勝手の良さに着目したものが揃っている。
こういった商品づくりを踏まえ、30 年も前に、ある葉物の漬け物産地で
200ｇの個包装の詰め合わせセットを作ったところ人気商品になったと
いう事例がある。デパートや大型量販店なども視野に入れて「使い勝手」
への目配りをしてほしい。
○ 手ごろ感
前項の葉物の漬け物産地では、それまでお歳暮用として「樽詰め」を
メインにしていたが、マンション住まいや核家族化で人気が落ちてきた。
そこで 200ｇの個包装の詰め合わせにしたのだが、価格は４割近くアッ
プした。ところが売れたのである。荷姿を変えることで「手ごろ感」の
価格が高くなったためである。
単なる安値競争ではなく「手ごろ感」価格の設定を検討すべきだと思う
のである。
● 「ブランド」への目くばり
ブランドの由来は、所有者を明示する羊や牛への焼き印が起源だと言
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われている。その識別する機能が商品力と結びついたのだ。一方、日本
には「家系」を重視する文化がある。この文化を勘案すると農産品のブ
ランドについては、氏素性、由緒、個性、持ち味といった視点も重視す
べきだと思われる。
例えば、ペットボトルのお茶「伊右衛門」がいい例だが、個人にまつ
わる氏素性や由緒をサントリーが活用しているのだ。もちろん「爽健美
茶」
「おーい、お茶」等ブランドづくりには多様な視点があるので、多視
点考察で考えてほしい。
その際に、食品メーカーのように「多額の広告費を投入してブランド
の定着を図る」といった手法がとれないことを考慮すべきだ。
また、販売エリアが限定されている場合などは、個人名をブランドに
しても効果は得られる思う。
ブランドは、責任の表明であり、その商品についての自信のアピール
でもある。そして、その姿勢を守ることで信頼が生まれる。
ブランドについては、多数の解説書が出ているのでぜひ目を通して「地
域に根付かせる農産商品」としての視点で考案してほしいと思う。
● 種苗登録による品種ブランドと商標登録
大分県に「西の星」という焼酎がある。これは県の地方振興局や普及
センターなどが推進機能を発揮し、農業技術センターや工業試験場が協
力して地元の酒造会社と連携して開発したものである。
「ニシノホシ」は国の研究機関が育成し選抜した品種だが、精麦性や焼
酎適性に優れていることがわかり、地元の三和酒類が試験醸造を行った。
ＪＡには実証ほ場を設置してもらい試験栽培を進めた。この事例は、農
業改良普及指導員が「地域内多機能連携６次産業化」の推進役を果たし
たとも言える。注目すべきは企業側が「ニシノホシ」という品種ブラン
ドを活かして「西の星」という商標登録を行ったことである。この着眼
力は高く評価すべきで、農業側も留意すべきことだと思われる。
農業側では「品種ブランド」と一般的な商標を同一視していることが
あるが「商品」としての「商標」への目配りを重視すべきである。県の
関連機関や地元の弁理士事務所への窓口機能としての役割も普及側で果
たし、存在感を高めることが重要だと思われる。
③ 情報発信力
● パブリシティ活動
優れた農産商品が誕生しても、多くの人に認知してもらえないと人気
商品にはなれない。したがって、広告活動が重要になるが、残念ながら
農産商品にはほとんど「広告原資」がない。そこで、
「パブリシティ」活
動に着目することである。
パブリシティとは「周知を図る」ということで、情報発信はメディア
側が原則的には無料でやってくれる。ただ、広告とは異なり、情報発信
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の主体はメディア側なので、取材にきてもらえるかがカギとなる。この
面でも指導や支援に活かされれば、周囲からの信頼は高まると思う。
● マスコミ、ミニコミ、クチコミの連動
マスコミ情報には「保証」効果と「はやり現象」効果があるが、基本
的には「一過性」である。
この情報をＤＶＤやチラシ、パンフレットその他の「ミニコミ」に転
載して、マスコミ情報の保存と活用を図ることが重要である。
その発信の場としては、直売所や道の駅が活用できる。当該メディア
側の了解を得ることが前提だが、悪用しない限りは認めてもらえるであ
ろう。そして、農業側が主体となってクチコミの解説を加えることで、
情報パワーは大きくなる。つまりは、マスコミ、ミニコミ、クチコミの
連動である。こういった活動は一般企業では広報部などの中心業務とな
っているが、農業側は不得意のために、農業改良普及指導員は積極的に
関わっていくべきだと思う。
④ 販売促進力
営業を支援する多面的な活動である。農業マーケティングとしては「特
定ルートコミュニケーション」と「マスメディアイベント」について考
えたい。
● 特定ルートコミュニケーション
「当該農産商品」の購入に関わる「特別なグループや組織」等への働
きかけである。棚田オーナー、生協、子供会、事業所など多様な対象が
考えられる。ロータリークラブ等にも着目したい。
こういったグループや組織の特性を見極めてアピールしていくことが
必要である。
● マスメディアイベント
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアが興味を感じてく
れるイベントである。そのためのポイントを考察する。
○ イベントのタイトルを面白くする
農業側では収穫祭とか品評会といったタイトルを安易に使っているこ
とが多い。
「団子汁サービス」のような表現よりも「食べリンピック」と
いった視点でイベントタイトルを考えることである。
○ 絵になる工夫をする
農業側では、グラフや図解を多用する傾向があるが、テレビや雑誌を
意識して、ぜひ「絵になる仕掛け」を考えることも必要である。
○ 国際色のあるイベントにする
留学生達が参加する「お国自慢の料理フェア」等である。
民族衣装となれば「絵にもなる」訳で注目度は高まると思われる。
○ 公共性があること
環境保全とか、食育といった公共的な視点があればメディア側の注目
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度は高まる。ぜひ農業の持つ公共性への目配りもしてほしい。
○ 話題性があること
「日本一大きなおにぎり」とか「日本一長いのりまき」といったイベ
ントにはメディア側も興味を持ってくれる。
「ギネスに挑戦」型のイベン
トをどこよりも早く企画することがカギとなる。
○ 継続性を大切にする
継続 性を大切にする
イベントは、メディア側に「季節の定番もの」として認知され、毎年
の取材予定に入れてもらうことが大切である。
最近では、普及関係職員の頻繁な異動に伴ってイベントの方向が変わっ
たり、パワーが落ちたりするが、成果の上がるイベントについては継続
性を重視すべきである。その際に、イベント内容が固定してマンネリ化
することもあるが、
「パターン一定、内容新鮮」といった心意気で、年毎
に新しいアイディアを加えるべきである。
○ 予告への工夫をする
予算面で限られていることが多いイベントでは、「集客のための予告」
が不十分となる。そこで、関係者でメディア側を訪れ「予告情報」とし
て取り上げてもらうことが成功の秘訣でもある。さらに工夫して「予告
のための小さなイベント」を行って、それを取材してもらう手法を活用
したい。オリンピックの採火式や聖火リレーは、地球規模での「予告イ
ベント」といえる。この手法をヒントに、ぜひ予告の工夫をしてほしい。
○ マスメディアイベントの「目的を明確に」
マーケティング活動でのイベントは「所期の目的を達成させるための
催しもの」である。農業側では「所期の目的」についての深い検討を行
わずに「人が集まればいい」といったレベルでのイベントも見受けられ
る。普及活動で推進するイベントでは、
「所期の目的」についての検討を
きっちりと行うことである。
⑤ 組織力
マーケティング活動を的確に推進して行くには「機能的な組織」づく
りが必要である。事業計画や商品開発等に対応する組織の構成機能につ
いては、プロジェクトマネージャー、情報担当、企画担当、渉外担当、
広報担当が中心となる。
○ プロジェクトマネージャー
事業計画や商品開発などのプロジェクト推進に当たっての責任者であ
る。ビジネス社会では報・連・相
報・連・相、
報・連・相 、 つまり、「報告」「連絡」「相談」が重
要だとされているが、プロジェクトマネージャーの役割としては、方・
方・
連・総、
連・総 、 となる。
「方向付け」「連携づくり」「総括目配り」で、これを踏まえて、テー
マ設定、スタッフ確保、スケジュールや予算管理を行う。可能であれば、
地域における６次産業化推進の中核として、農業改良普及指導員が担当
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できればその存在感は高まると思う。
○ 情報担当
プロジェクトの推進に必要な情報を収集する役割である。農業分野だ
けの情報ではなく、多視点からの収集が大切である。農業側の施策では、
現状追認的なものが多い。状況力の変化などは「予見」こそが生命であ
る。「情報の異業種交流」といった視点で、多様な情報を集めてほしい。
さらに言えば、情報には、数字情報、知識情報、知恵情報があるとされ
ている。
データ、インフォメーション、インテリジェンスということである。
農業側では数字情報、それも国家的な大きな数字を踏まえて発言するこ
とが多いようである。地域内での６次産業化となると、知識、さらには
知恵こそが重要になるため、地域レベルの情報にも目配りをしてほしい。
○ 企画担当
幅広く集められた情報を踏まえて企画作りを行う。アイディア会議で
多様な知恵を出し合うが、商工系や有識者など、多様なメンバーに参画
強・速・柔・整といった手
を求めるべきである。企画会議に当たっては強・速・柔・整
強・速・柔・整
順で進めるといいと思われる。
．
． ．
．
これは博覧強 記、着眼敏速 、柔 軟発想、理路整 然の特徴的な語をつな
いだものである。
アタマが強い、アタマが速い、アタマが柔らかい、アタマが整っている、
といったことで、それぞれの適材をチームメンバーにするといい。強速
柔整は企画会議の進行手順にもなっている。
第１ラウンドで、多様な情報の共有化を図り、
第２ラウンドで、アイディアを出す。ブレーンストーミングなどの手法
を活用すれば全員参加の一体感も生まれるし、アイディアも多種多様
となる。
第３ラウンドで、これらのアイディアを組み合わせて成案に高めて行く
のである。
原理を組み合わせると実用新案になるそうだが「企画は組み合わせ」
である。
第４ラウンドでは、企画の実現に当たってのチェックを多方面から行う。
企画の妥当性、魅力、法的チェック、予算、スタッフ、その他の多く
の要件を踏まえて実現可能性を検証するのである。
○ 渉外担当
企画を実現させるには、組織内はもちろん、外部関係機関等への「働
きかけ」が重要である。
農業側ではこれまで、系統共販による市場出荷が中心だったが、６次
産業となると多様な取引先と多様な折衝を行うこととなる。
したがって、マーケティング活動で最終的な成果を上げるには、外部と
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の交渉をまとめていく提案力と、説得力の高いスタッフの確保が不可欠
である。
商工側や企業のＯＢなどへも目配りして「売りに強い渉外担当」を確
保することである。
○ 広報担当
主としてマスコミへの情報発信を担当する。農産商品やイベントの存
在感を高め、６次産業を成功させるには、世間に「認知」され「理解」
され「共感」されることが求められる。行政側では、記者クラブへの「投
げ込み」程度で情報発信として満足するが、このレベルでは成果につな
がることは難しい。周囲に関心と好感を持ってもらうには、日常的にも
「こまめ」に相手側と交流を持ち、魅力のある情報を発信していくこと
が重要である。
５）「消費者」への目配り
最近では、消費者を「生活者」として捉える動きが大きくなっている。
暮らしの価値観も異なるし、生き方＝ライフスタイルも多様な人たちであ
り、
「消費者」という一括りで捉えていいのか？という考え方である。さら
に言えば、農業側では消費者を国民と同義語的に使っており、マーケティ
ング的な視点での分類は重視していない。ここでは、暮らしの価値観を踏
まえて消費者を５つのタイプに分類してみる。
○頭脳タイプ ○五感タイプ ○心情タイプ ○胃袋タイプ ○財布タ
イプである。もちろんこれらは絡み合うことも多いと想定される。
○ 頭脳タイプ
トレーサビリティーとか遺伝子組み換えなどに敏感で、食の安全性など
に関心が高い。
○ 五感タイプ
グルメ派で、鮮度や風味、食感などに魅力を感じている。「お取り寄せ」
等に関心が高い。
○ 心情タイプ
お米は粗末にしてはいけないとか、初物や縁起物にも目配りしている。
○ 胃袋タイプ
満腹感が第１のグルマンで、何であれ腹一杯といったことに満足する。
○ 財布タイプ
国民の食料だから安いのが当然で、食費には多くは使えないと主張する。
農業側ではこれまで「国民の食料」といった枠組みで方策を決めてきた。
「消費者の食品」、それも消費者の価値観は多様である、といった視点は持
たなかった。
６次産業の展開に当たっては「消費者はいろいろ」と捉え、どのタイプ
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をターゲットにして商品開発を行うかを検討すべきである。想定としては
五感タイプと心情タイプになると思われるが、ぜひこのタイプに満足して
もらえる商品づくりを進めてほしい。
６）商品開発
６次産業では、商品開発がきわめて重要である。しかし、食を取り巻く
状況を勘案すると、農産物の「全量適性活用」といったことが求められる
と思う。これに関しては５つの分野が想定される。
○ 現行商材の付加価値商品化
現状での商材に安住するのではなく、熟成度を高めたり、食感に工夫し
たりする。農村女性の加工グループでは、往々にして「仲間内の満足感」
で終わることが多いので、商工側と連携して「いい商品」に高めて行くこ
とである。
○ 規格外商品の適切用途開発
これについての成功例は多い。しかし、ジャムやジュースといっただけ
ではなく「新しい商品ジャンルへの挑戦」も重要になる。
「食べるラー油」がいい例だが、食材分野は「常に新しく」なっているの
である。
○ 未利用廃棄物の活用
例えば、
「摘果」されたものである。これまでは捨てられていたが、ビネ
ガー（西洋風の酢）、養髪剤などの新しい活用分野が生まれている。「摘果
メロンの粕漬け」といった活用もいいが、より高度な分野で付加価値を付
けていくことである。
○ 存在感のある地域個性化商品
地域の伝統農産物等を活かして、高度な商品化を図ることである。消費
者でいえば、五感タイプをターゲットとして「お取り寄せ商品」として広
く販売していく。
○ 「創発」視点での地域資源商品化
農村には未利用資源が多い。竹が一例だが、これを活かした焼酎、石け
んなどの商品が生まれている。桑の葉もお茶や食卓塩になっている。地域
の「宝探し」といった視点で商品化資源を発見してほしい。
７）新分野商品への目配り
商品開発の分野はこの他にも数多くある。グリーンツーリズムや園芸療
法といった分野等も、６次産業化して展開できる筈である。
「商品には」モノ、サービス、チエ、という捉え方があるが、農業・農
村側ではこのすべてに対応できる可能性がある。
さらに言えば、農村景観等も工夫をすれば「イメージ」としての新しい
商品価値がつくれると思う。地域に密着して活動している農業改良普及指
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導員が、新しいコンセプトでの商品作りを進めることで、存在感も高まる
と思うのである。
８）「マーケティングコーディネーター」としての留意点
○ 行うべき６次産業化案件のプロジェクトテーマを明確にする。
○ 課題解決のためのプロジェクトチームをつくり、役割分担を決定する。
とりわけプロジェクトマネージャーの選定に留意する。
○ プロジェクトの進行に伴って出てくる多岐に渡る問題の解決に注力す
る。
異分野のメンバーで構成されるプロジェクトチームでは、進行を阻害
する多様な状況が出てくる。
ビジネス文化も異なるために、農業側と商工側はこれまで交流が殆ど
見られなかった。それだけに、前述した「情緒連携」を早急に確立す
ることが重要である。そのための「場づくり」にも目配りすべきだと
思う。
○ 損得、体面、好き嫌い
マーケティングコーディネーターとしては参加メンバーに「このチ
ームに加わることで得をする」と感じさせることがポイントである。
もちろん「実利」だけでなく「知識が増える」とか「カオが広くなる」
といったことも含まれる。
次に、
「このチームに加わっていると世間体やカッコがいい」と「体
面」を満足させることである。
さらに、
「このチームは楽しいし、メンバーもいい人たちだ」と喜ん
でもらうことである。時には、首長の参加、著名な文化人の招待など
により、メンバーの損得、体面、好き嫌いを満足させることで「いい
チーム」になっていくと思う。
○ 礼、情、理、利
マーケティングコーディネーターはプロジェクトが進行する中で、
外部も含めて多くの人との折衝業務が発生する。その際に、この４つ
のキーワードが重要となる。
礼とは、相手に対して尊敬を表すことである。農業側ではこの面で
礼とは
の対応に難点が見られる。少なくともプロジェクトメンバーとしての
名刺などは持つべきである。この名刺はメンバーにとっての「体面」
も満足させると思われる。
情とは、こまめな汗働きなどで相手が、
「ほだされる」ことである。
情とは
あれだけ頑張っているのだから何とかしてやろうといった状況が生ま
れると、応援団も増えてくるのである。
理は、理念、理論などである。プロジェクトテーマが理にかなって
理は
おり、活動もスジのとおったものであると関係機関などに理解しても
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らうことである。６次産業は行政や議会などが関与することも多いの
で、理としてきちんと説得できることが重要である。
利は、
利は 利益である。６次産業化は地域に多様な利をもたらすべきで、
その点について明確にすることである。
マーケティングコーディネーターの果たすべき役割について述べた
が、これはあくまでも一部に過ぎない。状況の推移の中で、多様な目
配りと的確な対応をしていくべきである。
９）「マーケティングプランナー」としての留意点
「マーケティングプランナー」とし ての留意点
○ これまで農業側では「現状追認、後追い対応策」といった状況が多
かった。６次産業化の推進に当たっては「先を見据えたプランニング」
を心がけることだと思う。
○ プランナーといっても農業改良普及指導員が独走するのではなく、
「衆知を集める」といった進め方が地域の活性化には役立つと思う。
○ プランには、すぐやるべきもの、短期、中期、長期で推進するもの
とある。この 見極めを、マーケティングコーディネーターと連携し
て行うことである。
○ 具体的な企画会議の進め方などについては、
「組織力」で述べた解説
を参考にしてほしい。
○ 企画会議の進行手順は、現状把握、問題点の発見、課題の明確化、
その解決のためのプランづくりであり、一応はこういった流れで展開
するとスムーズに進行できる。
もちろん、企画会議の望ましい形は、談論風発的に多様なアイディ
アが飛び交う中で、テーマに合わせて収斂（しゅうれん）していくこ
とである。
公的機関等では、
「会議は２時間まで」といった固定観念が強いよう
だが、企画会議については「心意気としてはエンドレス」がいい。も
ちろん２時間毎に休息時間をとる、といった配慮は大切であり、その
目配りも農業改良普及指導員のプランナーとしての役割であろう。
○ 構想、企画、設計、実施、評価
６次産業化プロジェクトの推進には関係機関も多いので、最終的な実
施案だけを提出するのではなく、練り上げていく節目毎に、チェック
と理解を得ることが重要である。
構想段階から始まって、具体性が見える基本計画、さらには成案と
しての企画設計案をまとめ実施に移る。そして、成果の評価を的確に
行い、次の段階に進むことになる。
農業改良普及指導員が果たすべきマーケティングプランナーとして
の役割について述べたが、６次産業化が地域の中で発展して行くには、
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最終的にはプロジェクトメンバーの「心合わせ」である。その点につ
いては次の視点が重要である。
○ 「我執」（がしゅう）を捨てて「催合い」（もあい）でいこう。
「が」から「も」へのチームづくり。
プロジェクトが成功すると、周囲からの評価が高まる。すると殆ど
の場合に「あれは俺がやった」という関係者が出てくる。企画会議や
プロジェクト推進では、一見すると小さな発言、小さなアイディア、
ヒントでも大きな成果につながることが多い。当然ながらメンバーす
べてが成果に寄与しているのである。そこで、自我にとらわれすぎる
「我執」を捨てて、一緒にやる「催合い」を大切にしたい。
．
．
そして、俺が やったではなく、私も やったといった気持ちに全員が
なることである。
農業改良普及指導員が担当するマーケティングプランナーとしての
究極的な役割は、こういった「一体感のある企画推進チーム」をつく
ることだと思われる。
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第Ⅲ部
６次産業化における普及活動への期待

１ 普及活動の貢献可能性
（１）ロードマップの作成
６次産業化への支援・指導については、農業者を始め、様々な農業機関や関
連機関から普及指導員に要請があると考えられる。そこでまず求められるもの
は、対象組織の様々な活動状況や、それらの活動においてどのような機関がど
のような連携を行ってきたか、それに対して普及指導員がどのような支援・指
導を行ってきたかを整理することである。すなわち、対象組織における６次産
業化の取り組みのロードマップの作成であり、それを通して現在そして今後ど
のような普及活動が必要であるかが明確になる。
農業改良普及センターは非営利機関であり、地域全体の農業（地場産業も含
む）を把握している機関であるため、６次産業化に取り組む際に、コーディネ
ーター役になることが強く要請される。その役割を果たす上でも、ロードマッ
プの作成は重要である。
（２）取り組みのタイプや発展段階に応じた支援
６次産業化には様々な取り組みがあるが、地域の商工業と直接連携して商品
開発をする「農商工連携型」と農業者主導で所有資源・地域資源を生かした技
術や商品を生産・加工・販売する「農業多角化型」が主流である。
「農業多角化型」で、農家の加工グループなど比較的小規模のグループで農
産加工品などを始める場合には、最初は「指導型」で組織を引っ張っていくこ
とが必要である。初期の段階では、商品開発、内部のリーダーの育成、関係機
関との調整などが主な指導内容となる。組織が活動を始め、連携する機関が明
確になり、経営的にも軌道に乗れば「提案支援型」に切り替え、さらに販路や
経営が軌道に乗ったあとは、「要請支援型」にするといったように、組織の発
展段階にあわせて普及活動を変えることが必要であろう。
このタイプでは、普及への依存度が高くなる可能性があることから、組織の
発展段階によって普及活動の関わり方が変わることを初期の段階から明確に伝
えておくことも肝要であろう。その際に、普及活動はあくまでも組織の支援・
指導であり、実際に６次産業化を取り入れ推進していくのは農業者であること
を自覚させることが大事である。
もう一つの農商工連携型の場合は、農業者（組織）が商工業者と対等なビジ
ネス交渉ができるようになるまで、「指導型」あるいは「提案支援型」で進め
る必要がある。その際には、農業者の有する技術や経営状況について、中小企
業診断士や税理士などの専門家の支援を受けながら、普及機関が大きく関わる
ことが重要である。このタイプでも、対等なビジネス交渉ができるようになっ
たら、
「要請支援型」へのスムーズな移行が必要となる。
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ここでは２つの例を提示したが、対象やタイプ別、発展段階によって連携す
る機関や協力を要請する機関が異なるので、事例報告を参考に、それぞれに応
じたネットワークの構築やコーディネートを行う必要がある。
（３）後継者の育成に対する支援
事例報告にもあるように、後継者の育成を重要課題としている組織が多い。
特に、1990 年代に立ち上げた「農業多角化型」の加工グループにおいては、グ
ループ員の年齢構成を見ると、かなり高齢化している。高齢化した組織に若い
年代を一人、二人といった少人数で採用しても、組織になじむまでに時間がか
かる、世代ギャップをなかなか受け入れられずに退職してしまうことが多い。
このような場合には、若い世代をまとめて採用し、新しい開発の部分を若手
に任せるなど、若手グループを組織化することにより、生産（加工）意欲の向
上や、次世代のリーダー育成に繋がっていくと思われる。
（４）事業予算獲得への支援
事業予算を利用し、６次産業化を推進している農業者（機関）も多い。
６次産業化をさらに推進するために、施設や機器などの事業補助を受けるのも
重要であるが、開発すべき商品がコンセプトまで明確であり、開発に参加する
機関や協力体制が明確になっている場合は、産学官連携予算などを積極的に活
用し、短期的に商品化する方法もある。
（５）商品開発、販路拡大、加工施設の拡充などのマーケティング活動への
支援
６次産業化の中心となる商材は、農産加工品となるケースが多い。
この農産加工品は、生産（加工）技術、コンセプト作り、原価計算、品質表
などマーケティングの商品開発そのものである。
しかし、農業者が、商品開発の知識を有しているケースはまれであるため、
マーケティングプランナーや中小企業診断士、などの有識者と連携しながら、
普及機関が中心となり商品作りを推進していく必要がある。その際には、特に、
農商工連携においては、利益が関わった機関に適切に分配されているかのチェ
ックが必要である。
また、開発された商品は、市場テストを兼ねてイベントなどで販売促進活動
が行われるが、その際に、当日の運営や来場者へのアピールを、農業者が自ら
実施するように仕向けることが重要である。そのよう活動を通して、商品に対
する責任感が生まれ、また消費者や事業者の目の厳しさを知ることができよう。
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コーディネート活動一考

従来の普及活動では、普及指導員が菓子店経営者から手ほどきを受
け、農業者に対して指導等を行ってきた。
最近では、専門家の領域については、直接専門家に任せようとの活
動方針に変りつつある。
この変化の理由は、
① 普及指導員は対象が農業者だからといってすべてを抱え込む必
要はなく、専門的なものは専門家に任せようとの意識が強くな
ってきたことがある。また
② 普及指導員の数も少なくなっているために、活動時間数も自ず
と制限され、そこまで手が回らなくなったのではないかと見ら
れる。
しかし、コーディネート機能による活動は、その後のフォロー等に
よる活動時間を見る限り単純に短縮しているとは言えない。短縮され
ない理由は、紹介や引き合わせにとどめず、アドバイスの内容を実践
させるための活動や、高度化させるため指導・支援の実施、コーディ
ネートの結果、新たな相談事、新たな活動展開が求められているため
と考えられる。
活動の理想型は、ある地域、ある組織に対し一定の期間集中的に、
総合的に活動を展開して成果を上げることである。ある程度の目標が
達成されればその地域、その組織については手を引き、次の地域や組
織に活動の対象を移し成果を上げる。
これの繰り返しを行うことで、活動対象地域や組織は広まり、普及
活動の成果も拡大していくものである。
６次産業化に対する取り組みを機会に、コーディネートの内容や、
活動方法や活動対象者、対象地域など一考するのも良い機会である。
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（６）普及活動の留意点
１） 担当者の異動に備えた情報共有化
担当者が対象組織に最初から最後まで関わることは難しい。担当者は異
動に備え、活動記録（６次産業化に関わった機関の活動年表や連絡体制、
担当者など）を作成し、活動が現在どの段階であるかも含めて、次の担当
者に申し送るといった「情報の共有化」も普及活動の１つである。
担当者が異動したあとは、後任がそれらの記録を見ながら支援・指導す
ることになるが、可能であれば、前任者の知識や意見が必要なときは間接
的に要請できる支援体制を構築することも重要である。
２）スペシャリストも活用
普及指導員には、今後幅広い支援・指導が要求される。特に、「６次産
業化」の成果や評価について、経営体としての評価が問われることから、
簿記などの会計・労務管理に関する基礎的知識が必要となる。一方、特許、
商標、税務、衛生管理など普及活動のスペシャリスト外の要件については、
それらの専門家に話をつなぐことや、話し合いをするときに必要な基本知
識をつけておくと良い。
また、農業者への支援・指導機関として農業協同組合がある。農業協同
組合とはこれまで以上の連携を図り、６次産業化に取り組む農業者を総合
的に支援するために、両組織の人的資源を合理的効率的に活用する仕組み
作りも肝要であろう。
３）開発商品・技術の守秘義務に配慮
普及指導員は、地域の様々な機関に関わることも多く、また、複数の農
業者、農業組織とも関わっているケースが多い。６次産業化で開発する商
品は、場合によっては、特許の可能性のある商品になるケースも考えられ
る。特許性の高い技術や方法については、十分に注意しながら、各農業者
との関係を保つことが必要となる。
２ 関係機関との連携の必要性
農村活性化の事例をみると、従来は、行政・ＪＡの主導による補助事業を活
用した交流施設等を拠点とする都市農村交流が多く報告されていた。また、過
疎化・高齢化・担い手不足等に起因する耕作放棄地増大への対応策として農地
保全を目的とした第３セクターを設立し、その組織のドメインの拡大としての
農産加工・特産品開発・農産物直売等の展開についても、同様な経緯から多く
の事例が紹介されてきた［１］。
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一方で、本報告書の分析対象である６次産業化については、基本的に農家や
農家を中心とした事業グループ、あるいは、食品加工業や流通業等の関連部門
の主体的な行動による事業展開を議論の対象としている。
そこで、以下では、これらの活動主体の事業展開をサポートする主体として、
普及以外の関係機関の存在について整理したい。
（１）行政・ＪＡとの連携の必要性
具体的に、普及には、６次産業化を推進するにあたり、自身が保有する技術
や情報等により農家等の活動を支援するだけではなく、事業主体が必要とする
情報・技術を提供可能な関連機関との連携のもとで、事業推進を支援する役割
が期待されていると考えられる。これらの関連機関として最も期待が大きい主
体は、行政とＪＡではないだろうか。
例えば、高橋［３］では、まず、広島県において担い手不足等への対応策と
して古くから展開している集落営農の活動について、従来は農業経営基盤強化
促進法のもとでの農地集積と生産の合理化・効率化に留まっていたことを問題
点として指摘している。次に、この問題点に対応するため、加工・流通等の部
門の企業と集落営農の連携やこれらの企業の農業参入の促進を目的として県に
より構築された協議会の存在を紹介し、この協議会による農業部門と他部門と
の連携創出の成功事例が報告されている。つまり、行政による異業種交流やビ
ジネスマッチングの必要性が指摘されている。
また、近藤［２］では、近年のＪＡ合併や支店再編、ＪＡの事業収益性の低
下傾向がＪＡによる農産加工・販売への取り組みを縮小していることが指摘さ
れている。そして、これからのＪＡの役割としては、ＪＡと組合員である農家
の連携を主体とした総合事業の展開、つまり内向きの事業展開だけではなく、
地域内の中小企業や消費者等との連携を目的とした地域へと開かれた活動拠点
としての機能強化が必要であることが指摘されている。
つまり、これからのＪＡには、組合内の資源を活用した農畜産物の付加価値
創出機能だけではなく、地域に開かれた協同組合として地域内の多様な主体と
の連携の場としての機能を強化することが求められていることが指摘されてい
る。他方、辻村［４］では、ＪＡには近藤が指摘するものと同様の機能強化が
必要であることを指摘した上で、利益最大化を経営目的とはしえない協同組合
としてのＪＡにとって、この機能強化は決して容易なものでないことが指摘さ
れている。
以上のような行政・ＪＡの事業展開・機能強化は、それぞれの機関が単独で
容易に展開できるものではないであろう。むしろ、そのためには、より農家等
の生産主体の近くに存在すると考えられる普及の積極的なコンサルテーション
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への参画が不可欠であると考えられる。具体的に、普及には、補助事業活用の
ための行政との連携や部会活動を土台とした農家の組織化のためのＪＡとの連
携等だけではなく、行政・ＪＡの事業展開・機能強化を積極的に利用すること
より、農家等の事業ドメイン拡大を活発化させ、結果として地域農業の振興・
地域資源利活用の高度化に資する役割が期待されているのである。
（２）様々な専門分野との連携の必要性
普及のコーディネート機能は、前述のような農家等の活動主体と行政やＪＡ
との連携を促進するだけではなく、６次産業化に関連した事業推進に必要な許
認可取得、加工技術や商品に関する知的財産権の取扱い、技術改良や品種情報
に関する研究機関・大学等との連携の場面においても、重要な役割を担ってい
ると考えられる。
例えば、女性グループの法人化手続における農業会議の協力を誘導した事例
Ｊ、経営診断・税務対策のために会計事務所（税理士）の紹介を行った事例Ｆ、
加工技術習得のために食品工業センターとの連携をサポートした事例Ｌ、ブラ
ンド化に関する知的財産権の取扱いについて弁理士との橋渡しを行った事例Ｄ
など、様々な専門分野との連携の場面において普及のコーディネート機能が発
揮された事例にみられるように、普及活動の求められる場面は数え切れない。
（商標権の取扱い、店舗設計へのアドバイスなど、具体的な連携の必要性につ
いては、本部の第３節・第４節や次ページのコラムなどでも議論しています。
参照願いたい）
【引用文献】
［１］安藤光義「農業の６次産業化に向けた動きを探る」（財）21 世紀村づくり塾『地
域に活力を生む、農業の６次産業化－パワーアップする農業・農村』
、pp.1～28、
1998．
［２］近藤剛「農商工連携に期待される農業協同組合の役割」『農業と経済』Vol.75
No.1、pp.31～39、2009．
［３］高橋龍二「アグリビジネスの創出と自治体の政策支援」『フードシステム研究』
第 17 巻１号、pp.36～42、2010．
［４］辻村英之「「地域農商工等連携」と「ＪＡの新たな協同」」『農業と経済』Vol.78
No8、pp.46～55、2010．
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商標権を軽く見ないで！

ある事例から
△△村と××市が市町村合併し○○市が誕生した。△△村には、生活改
善グループが活動を行っており合併前から加工・販売を手がけ、そのとき
から、田舎をイメージした商品名「ふるさとおやき」で販売していた。当
然のように商標登録はとっていなかった。
一方、××市には商店が多く、ある商店も商品名「ふるさとおやき」の
販売を行っていた。
合併と同時に、旧××市の商店主から、旧△△村の生活改善グループに
対し、商品の名称についてクレームが寄せられた。この商店主は既に商標
登録をとっていたのである。
生活改善グループでは知らなかったとはいえ、謝った後に商品名を変え
たという事例があった。
もちろん合併前からもクレームがついても不思議な事例ではない。
誰かが既に登録を行っているという認識に立たねばならない例であり、
商標登録に関しては専門家に調査等を依頼することも必要な時代となった
と言える。
特に、新たな加工品開発による名称を考える場合には細心の注意が必要
になってくる。
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３ ６次産業化推進への
６次産業化推進への普及活動
への普及活動の工夫
普及活動の工夫
６次産業化とは、農業者が生産のみならず自ら加工や販売を行う行為を指す。
普及関係にとっては比較的新しい分野でもあり、これに関し留意しなければな
らない点もある。
（１）６次産業化を進める上での普及活動の範疇
１）加工販売に関わる普及活動の取り組みと実態
加工関係における普及活動は、活動体制に深く関わっている。1991 年、
農業改良普及員等の呼称区分（農業改良普及員、生活改良普及員）が廃止
され、「改良普及員」となり、その中で「生活関係」の担当項目として
「農業労働」
、「農村環境」
、「農産物活用」
、「農家経営」の４項目となった。
次の年には専門技術員の資格試験は農産物加工と食生活を「農産物利用及
び食品加工」に統合され、農産品の加工に関しての普及活動が活発になっ
てきた。普及事業では、この頃から加工方法の改善や新たな食材としての
用途開発による地域特産品つくり等を指導してきたのである。
具体的には農産加工やレストランなどを含む女性起業の支援等である。
また、「農産物利活用」は、女性グループを中心に味噌加工、郷土食、菓
子類、漬け物、総菜など幅広く指導・支援を行ってきたが、これらは単に
加工品の生産だけではなく、減塩などをとおして農業者の食生活の改善に
寄与するものであった。
1990 年頃から、直売所ができ増加した段階で、普及指導内容も技術指
導のみならず、徐々にマーケィテングや直売所の経営管理も指導・支援の
内容になってきた。
生活担当普及員の４項目担当制は、2001 年の協同農業普及事業基本要
項により廃止されるに至ったが、普及センターでは地域の活性化という視
点に目を向け、計画的に直売所に対する指導・支援を行うようになったの
である。
内容は、補助奨励事業や、組織育成、直売組織の経営管理支援などであ
り、もちろん加工技術を直接指導も行っていた。
農産物の加工・販売に係わる最近の普及活動は、普及指導員数の大幅な
減少とともに、農産物加工に対する技術力の低下、女性農業者に対する支
援力の低下や支援時間の減少が表面化し、従来のようなきめ細かな活動が
できていない状況になっている。
この背景には、都道府県の普及活動に対する基本方針があり、現下の農
政課題を中心とした普及活動の影響も大きいと思われる。
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２）普及に対する期待とのギャップ
６次産業化を進めるに当たって、農産物の生産や加工技術、農業者の育
成等、高度な専門性を持つ普及指導員と、従来から高い評価のコーディネ
ート機能を持つ普及指導員には６次産業化の成功に向けて期待は大きいも
のがある。
食料・農業・農村基本計画（平成２２年３月）の、第３食料・農業及び
農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策の、２農業の持続発展に関す
る施策、（２）農業・農村の６次産業化等による所得の増大の中で、②産
地の戦略的取り組みの推進が次のようになっている。すなわち、普及活動
に対する期待が明示されている。
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直売所の数・販売額

地方の国道沿いで新鮮な野菜や果物を売る「農産物直売所」が、日本の農業
を静かに変えつつある。1990 年代半ばから増え始め、いまや全国で約１万３千
施設と、コンビニ最大手「セブン－イレブン」の店舗数１万 2467 店（８月末
時点）を上回る。農産物の全流通量の５％は直売所ルートといわれ、国やＪＡ
も無視できない存在に成長してきた。それは後継者難に悩む農家にとって農業
を続けていくための「希望」にもなっている。
直売所は、かつては農家の軒先の無人コーナーやプレハブ小屋のイメージが
強かったが、本格的な施設も増えた。自治体や第三セクターが国道沿いの公共
施設「道の駅」で開業し、ＪＡも参入した。国が１７年に初めて調査したとこ
ろ、全国で１万 3538 施設、年間利用者は延べ２億３千万人に上っていた。
財団法人「都市農山漁村交流活性化機構」の 19 年の調査によると、直売所
の年間売上高は５千万円未満が 51％を占めるが、１億～３億円未満も 21％に
上り平均は 9697 万円。全国の総売上高は１兆円ともいわれる。
以上は産経ニュース 2009.9.20 20:39 より
個人で行う庭先販売などを加えると営業者数や売り上げ額はさらに膨らんで
いる筈である。
農産品の加工は農業者の保存食として、味噌、醤油、漬け物を中心に栄えて
きた。しかし、生活様式や経済の発展とともに、加工食品のロット等も関係
し、それぞれが専門化されるとともに分業化され、生産は農業者、加工の多く
は企業になった。
1990 年以前から、農産物市場価格の低迷などを起因として直接販売が徐々
に増え、相まって加工品や総菜、菓子類等の製造販売にまで輪が広まってき
た。いわば消費者が地域の味、田舎の味、お袋の味、季節の味等を、農業者の
作る加工品に求めてきた現れであり、食品に対する添加物に対するアレルギー
や安心・安全も拍車をかけているものと思われる。
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『農業者の所得増大を図る上では、産地単位の取り組みが効果的である
ことから、個々の産地が生産、販売戦略を策定し、その下で基幹施設の整
備、商品開発や販路開拓に努める取り組み、産地間連携や耕畜連携、地域
ブランドの確立といった生産体制と販売企画力の一体的な強化を通じて収
益力を高める取り組みを促進する。
その際も普及指導員等と新技術、経営、販売、加工等のノウハウを持つ
多様な外部専門家が連携して指導を行う体制を構築する。
』
第１次産業のみならず、第２次、第３次産業界を巻き込んだ取り組みは、
農業者のみならず企業や消費者まで広範囲に及ぶため、具体的な取り組み
となるとどこまで深められるか意見の分かれるところでもある。
ここで、整理の意味から普及活動の基本について触れておく。
下記法令から見られるように普及指導員は農業者を対象に設置された機
関であることを第一に認識しておく必要がある。
普及活動を展開する中で、普及は常に関係機関等の協力を得、それぞれ
の役割分担の中で目的を達成してきたが、６次産業化の推進に当たっては
新たな協力者の出現により、協力関係と役割分担を機能させなければなら
ない。
農業改良普及助長法からの抜粋
一条

農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、こ
れを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究
及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発
達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の
振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。

八条

巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農
業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生
活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。
３）指導・支援の分散とリーダーシップ
普及活動上の悩みは、普及指導員の人的縮減や業務の拡大に代表される。
同時に対象者や対象地域の重点化も強化され、６次産業化に取り組む対象
者の掘り起こし等に、きめ細かな指導・支援から遠ざかる傾向が発生して
いることである。
６次産業化（農商工連携）を進めるについては、関係者（ＪＡ、市町村、
試験研究、中小企業診断士、専門家、商工会議所、消費者等の応援団等）
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が一体的に支援体制を組み、役割分担や目標を明確することが重要である。
．．．．．．．．
普及活動にかかるウエートを軽減させていく一方で、幹事的役割を持ち方向
性を見失うことのないよう目標管理を行うなど、リーダーシップを発揮す
ることは重要である。そのためには進捗状況の把握と指示、活動内容の点
検や記録等は普及活動指標そのものである。
４）普及活動の範疇
普及の範疇について、明確な線引きは難しい。ましてや全国統一的にす
る性質のものでもない。しかし、
「普及はここまで活動するの？」
「普及は
誰のための組織なの？」等、内外から疑問の声も多い。
普及活動を展開するに当たって、行動計画を充分に詰めて行うことが重
要である。
普及指導員、並びに関係者（市町村、ＪＡ、専門家等）が行う指導・支
援は、対象者への役割分担であり、明確な行動計画作成と実践が求められ
る。
ところが、関係者間の役割分担や行動計画などが無い場合、普及指導員
がずるずるとのめり込む結果となり、普及活動の範疇に対し疑問などが生
じることもある。
都道府県によっても取り組み姿勢が違うことから、普及活動の範疇につ
いては、普及センター内や関係機関等で議論を重ねるとともに、県の方針
などを踏まえて決めていく必要がある。
（２）データ収集と個人情報保護等
普及活動は、指導・支援上経営管理関係の相談も受けることや、適切なア
ドバイスを行うために組織の経営管理状況や、個人の経営状況などを聞き出
すことも多く、常に個人情報等を知り得る立場にある。
また、次へのステップを図るため活動記録や報告など普及業務遂行上欠か
せない業務も担っており、個人情報などが多い。
したがって、外部への情報漏れは細心の注意を払わなければならない。
特に、日常化したパソコンの管理はもとより、ＵＳＢメモリー、ＣＤ等デ
ータ管理や保存も細心の注意を払いたい。特許、実用新案、商標登録など計
画中であれば、事前の情報漏れは大きなダメージとなることも予想される。
一方では、ＰＲと称し情報の発信も必要なことから、情報の扱いは当事者
との連携や了承を得て行動することを心がけなければならない。
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（３）高齢農村社会への配慮
１）生産者組織への配慮
生産・加工・販売を手がけている直売の形態は千差万別である。画一的
な指導・支援は成果を半減することも考えられる。
年齢層、性別等による意向を把握しつつ、分析や意見交換によって、組
織の目標や方向性を見いださなければならない。例えば、６次産業化を開
始する場合の費用の負担、規模拡大と労力、経営管理担当、生産や加工担
当などきりがないが、明確にクリアーしなければならず、将来を考慮して
具体的要因の指導・支援を行うべきである。
２）中長期ビジョンを持って組織の維持・発展を図る
目標は時々見直すべきである。見直すことにより絶えず自分たちの目標
が身近に存在することになり、見直しが疎かになるとマンネリ化や活性化
の阻害要因となる。
目標は２つに分けて考えてみたい。第一は中長期ビジョン策定である。
基本目標とも言う。この中では、生産者の動向や消費者の購買動向を読み
取りながら策定が必要となる（調査研究などにより裏付けがなければなら
ない）。
ビジョンの策定は、目標を掲げる当事者（自分たち）になるが、その方
向や手段、方法などを明確かつ、具体的に示すよう指導・支援に当たるこ
とが大切である。
短期目標、つまり、目の前の課題解決についても、中長期ビジョンの達
成に向け、単年度毎に何をするのか具体的に目標を掲げることが重要とな
る。
例えば、単年度の目標として、加工品取扱量を今年中に４倍とする。ま
た、年内に１品目増やす等が該当する。
但し、普及活動は、生産状況や消費動向を踏まえつつ、柔軟に速やかに
動ける機動性を持たせるよう指導・支援を行う必要がある。
中長期ビジョン、短期目標にしてもその策定は相手側の理解とやる気が
なければ動かない。理解を得るためには、普及活動の基本「５Ｗ２Ｈ」が
有効と思われるため、組織活動をイメージし例示してみる。
◎ 何を（what）；目的及び目標、テーマなどを明確にする。
例えば、直売所を核として生産者所得を年○○万円にする等。
◎ なぜ（why）；理由や動機、意図を明確にする。
例えば、所得低下が進んだ、系統販売ができなくなった等の背景。
◎ 誰に（who）；送り手又は受け手等、対象を明確にする。
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◎

例えば、地域住民や組織構成員、リーダー等。
どの時期に（when）；いつ、時期・時間などタイミングを明確にす

る。
例えば、中長期となる○○年までに、事業採択年までに等。
◎ どこで（where）；出所、活動の場所を明確にする。
例えば、活動拠点場所や、ものによっては地域内、組織内等。
◎ どうやって（how）；経過や手段等のプロセスを明確にする。
例えば、○○設立準備会の立ち上げ、役割分担を明確にする、補助
奨励事業を活用する、関係機関の支援を仰ぐ等。この手段はアイデ
ィア、工夫を含めて数多くあり、ビジョンの達成を左右するため充
分に議論しておく必要がある。
◎ いくらで（hoｗ much）；経費や費用などを明確にする。
例えば、どのくらいの経費がかかる？ そのための予算の手だては？
等。
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高齢者の行動

高齢者社会の比率は、現在人口の約二十数％と言われ、今後ますます増加し
ていくとの予測がある。
これに比例し、高齢者の購買力も伸びてくるとの予測につながる。
高齢者の購買に関する文献の中から紹介しておく。（経済産業省が行った
「消費者購買動向調査―リーマンショック以降の消費者の実情」調査 ）
まず、高齢者の心情は次のようである。
１、「信頼」「安心」が消費者の最優先事項であり「低価格」を上回る。
２、信頼できる情報源とするのは「口コミサイト」が圧倒的。
３、地方在住の高齢者は、運転ができなくなると食料・生活用品等の日々の
買い物が困難になり不安を抱えている。特に好みのものを選べなくなる
との不安を抱えている。
また、齋藤毅憲「高齢社会における商店街戦略」（関東学院大学「経済
系」第 239 集「高齢者の購買行動と地域商業の課題」 福田敦）による
と、高齢者の購買行動として以下の特徴があるとしている。
１、趣味や病院通い、散歩、運動など日常の行動パターンがある程度決まっ
ており、高齢者の買い物はそのような活動の延長で行われるケースが多
い。
２、趣味もかなり多様であり、それに積極的であるばかりか、奥が深いと言
えるほどになっている。
３、高齢者は、買い物を規則的に行い、少量買することが多い。
４、生鮮食料品については少ずつ毎日買い物している。
５、高齢者は果物、野菜、を中心に毎日のように買い物を行っており、鮮度
に対する関心が高い。少量販売方式に対する関心が高い。少量販売方式に
対するニーズが高い。冷凍食品、電子レンジはあまり活用されない。品揃
えや価格にも関心がある。チラシはあまり利用していない等
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但し、下記のような相違も認められるとしている。
１、多頻度の少量買いが一般的であるが、さらにスーパー利用者は「一カ所
買い」・「まとめ買い」。スーパーと生鮮食料店の併用は「併用買い」
「バラバラ買い」の二つに分かれている。
２、自家用車の利用や趣味などによって買い物時間に制約がある場合はこの
二つの内「一カ所買い・「まとめ買い」への指向性が強くなっている。
３、冷蔵庫の利用状況は、車の利用度や「一カ所買い」「まとめ買い」とし
相関関係があるように思われる。
４、食品の安全性に対する関心にはバラツキがある。当然病人がいる場合に
はかなり安全への関心が高くなっている。

以上は、スーパーや小売店を中心にまとめたものであるが、農業者の行う直
売所に当てはめてみても参考になる内容と思われる。
高齢者への配慮
食の安全・安心の高まりにより、食品の表示を吟味する傾向も強いことか
ら、食品に対する表示の徹底
表示の徹底や、表示表や説明書きなど、文字の大きさ
文字の大きさへも配
表示の徹底
文字の大きさ
慮すべきである。
食品の小分け販売
小分け販売は高齢者のみならず、核家族への対応にもつながる。
小分け販売
宅配への対応も考える時代になっているものと思われる。一つの宅配は高齢
宅配への対応
者の購入した品物を自宅まで届けるサービスがあり、もう一つは、消費者がふ
るさとの味（贈答関係の商品含む）を知人や親戚に送るものへの対応として
「宅配便の取り扱い」である。
普及指導活動は、これらの高齢消費者の動向などを的確に捉える手法を支援
するか、又は、生産者は情報の収集が得にくいために、普及が購買動向、予測
等を調査分析しアドバイスすることは重要である。
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（４）地域・
（４）地域・消費者への配慮
一般的に、「農業者は商売が下手だ」、「接遇もなっていない」等マイナス
イメージも多い。逆に「純粋で良い」、「話をするといい人だなあ」等プラス
評価も高い。一概に商人になり切ることはできないが、それぞれに努力する
ことは重要である。一つの方法として目配り・気配り・心配りを心がけるこ
とは改善への要因でもある。
普及指導員の生産者に対する指導・支援も同じである。生産者は消費者へ
の目配り・気配り・心配りを実践しなければならないが、普及指導員はその
行動に対して一種のチェックを行い、足らない部分の助言も必要になってく
る。
また、生産者、消費者以外の第３者でないと耳に入りにくい点も多く、こ
の第３者に普及指導員は適任となるが、役割を担うことも指導・支援となる。
つまり、消費者側には「本音」と「建て前」があるが、消費者・実需者な
どの「本音」の声をキャッチすることは事業拡大や改善の近道となる。
例えば、会合等の席上では、きれい事やお褒めの言葉が多く聞くことがで
きる。しかし、中には本音は別の場合があることも事実である。これらを見
逃すと客離れ、リピーター離れにつながる可能性は高くなる。
農業者は、実需者や消費者からの一種の苦情を、非難と受け止め「文句を
言う人には買ってもらわなくても良い」という短絡的な行動に出ることが多
いのではないだろうか？ そうすることは改善の芽を絶つことにつながる。
苦情の中には有意義な提言になっている場合もあり、改善のヒントも含まれ
ているため、苦情・文句等の内容を具体的に聞きだす工夫と、真剣に改善す
る実践力がほしいものである。
人、場所、商品等に不都合がないか全体に目配りする。消費者が品定めの
際なにかを気にしている仕草を発見した場合、声を掛けてみる等の気配り。
手荷物一杯購入された消費者には車まで運んであげる等の心配りがあれば、
自然とリピーターになってくれるものと思われる。
【引用文献】
［1］農林水産省「農業現場における知的財産取り扱い指針」2007 年 8 月 15 日
［2］社団法人全国農業改良普及支援協会「普及組織における知的財産への取り組みの
ありかた」2008 年 3 月
［3］社団法人全国農業改良普及支援協会「普及指導員のための道具箱（ヒント）」
2007 年 7 月
［4］社団法人全国農業改良普及支援協会「技術と普及」2008 年 11 月号
［5］社団法人全国農業改良普及支援協会「農業普及辞典」2005 年 9
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目配り・気配り・心配り

○ 目配りとは注意を行き届かせて見て聞いて、それらの一つひとつから本質を見極め
ること
○ 気配りとは目配りで感じとった本質から、何をしてあげればいいかを配慮すること
○ 心配りとは気配りで感じた配慮を、実際に行動であらわすこと

人望のある店長に共通しているのは、目配り、気配り、心配りがあることです。常に
顧客や販売員に対して目配りをし続けています。目配りするといろいろなことが見え
てきます。例えば、販売員に元気がないなとか、ちょっとアプローチが弱いなとかいう
ことです。
このような目配りから、販売員に対しての気配りが出てきます。販売員に対して、「体
調はどう。あまり体調が悪かったら今日は早番で帰って体力を蓄えて」とか「元気ない
な、元気な姿が見たいな」とか声をかけられます。
また、心配りでは元気のない社員には、「○○君、一緒に休憩しようか。」とか話し
かけて原因をそれとなく聞いてみます。店長にとって人間として必要なことは人望で
す。人望は部下に対しての気配りや心配りから出てきます。このことは、顧客に対して
も同じです。顧客に対しても目配り、気配り、心配りは大事です。
（※ 店長や販売員をＡさん、Ｂさん等に置き換えてみよう）
２０１１／１月インターネットより抜粋
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第Ⅳ部
資料編

１ 支援制度・施策
（１）６次産業化法について
平成 21 年の、民主党マニフェスト・新成長戦略の農林水産分野に関する目
標では、「農山漁村を６次産業化し、活性化する」（マニフェスト）こと、「戸
別所得補償制度の導入、地域資源の活用、６次産業化、農商工連携等による農
林水産分野の成長産業化」
（新成長戦略）が謳われていました。
そして、平成 22 年 12 月３日に「地域資源を活用した農林漁業者等による新
事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」（以下、６次産
［１］
業化法）
が交付されました。この法律では
① 農林漁業者による加工・販売への進出等の「６次産業化」に関する施策
② 地域の農林水産物の利用を促進する「地産地消等」に関する施策
を総合的に推進することにより、農林漁業の振興等を図ることが目指されてい
ます。
つまり、６次産業化法では、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水
その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化
（農林漁業者による加工・販売への進出等の「６次産業化」）に関する施策並
びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策（「地産地消等」）を総合的に
推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上
等に寄与することが目的とされています。
以下、この法律の概要について整理してみる。
１）６次産業化に関する基本方針
農林水産大臣が、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促
進に関する基本方針を定めることとされています。
ここで、「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化」について
は、「単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又は販売
を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新
たな価値を生み出すことを目指したもの」という定義がなされています。
２）６次産業化に関する基本方針を踏まえた認定計画の策定
農林漁業者等は、上記の基本方針を踏まえ、単独で又は共同して総合化事
業計画を策定し、農林水産大臣の認定を受けることが出来ます。
ここで、
「総合化事業」の対象となる計画は、以下の通りとなっています。
・ 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な材料として用いて行う新
商品の開発、生産又は需要の開拓
・ 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又
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は販売の方法の改善
・ これらの対応を行うために必要な農業用施設等の改良又は取得、新規の
作物又は家畜の導入、地域に存在する土地、水その他の資源を有効に活
用した生産の方式の導入又はその他の生産の方式の改善
そして、この計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることにより、以
下のような支援措置を受けることが可能となります。
・ 農業改良資金融通法等の特例（償還期限・据置期間の延長等）
・ 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化）
・ 野菜生産出荷安定法の特例（リレー出荷支援） 等々
加えて、農林漁業者等による加工・販売への進出などの農林漁業及び関連
事業の総合化の促進に特に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活
動に関する計画（６次産業化法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画
の認定等に関する省令に基づく）を作成し、農林水産大臣の認定を受けるこ
とにより、以下のような支援措置を受けることが可能となります。
・ 種苗法の特例（出願料などの減免）
・ 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化） 等々
ここで、「６次産業化法の規定に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定
等に関する省令」については、「６次産業化法の規定に基づき、総務省・財務
省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省及び環境省の関係７
省により、６次産業化に関連した研究開発・成果利用事業計画の認定等が実
施」されることとなっています。
３）地産地消等に関する基本方針
農林水産大臣が、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針を定め
ることとされています。
ここで、「地域の農林水産物の利用の促進」については、「国内の地域で生
産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること、及び地
域において供給が不足している農林水産物等がある場合に他の地域で生産さ
れた当該農林水産物を消費すること」という定義がなされています。
４）地産地消等に関する基本方針を踏まえた計画の策定
都道府県及び市町村は、上記の基本方針を踏まえ、地域の農林水産物の利
用の促進についての計画を定めるよう努めることとされています。また、国
及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努めることとされています。
・ 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備
・ 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進
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・ 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進
・
・
・
・

地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保
地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等
人材の育成等
国民の理解と関心の増進

・ 調査研究等の実施等
・ 多様な主体の連携等
５）６次産業化に関する具体的な支援：「未来を切り拓く６次産業創出総合
対策予算」について
以上の、６次産業化法を基礎とした具体的な支援として、「未来を切り拓
く６次産業創出総合対策予算」が措置されている。
具体的に、この予算では「農林水産業・農山漁村と２次産業・３次産業を
融合・連携させることにより、農林水産業・農山漁村の有する農林水産物を
はじめとする、「資源」を食品産業をはじめとする様々な産業と連携して利
活用し、新たな付加価値を生み出す地域ビジネスや新産業を創出する「農山
漁村の 6 次産業化」を推進する」ことが目標とされており、様々な委託事業
や補助事業が公募されています。
平成 23 年度において利用可能な支援・事業の詳細については、農林水産
省ホームページなどを参照願いたい。
（２）農商工連携等関連２法案について
農林水産省と経済産業省は、農林漁業者等と商工業者との連携による取り組
みである「農商工連携」について、これを新たな地域経済再生に関する重要施
策として推進することとし、農業高連携等関連２法案［２］：「中小企業者と農林
漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」
（平成 20 年：以下，農商
工連携促進法）と「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び
活性化に関する法律」
（平成 19 年：以下，企業立地促進法）を施行しています。
具体的に、これらの法律では
①

中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の
取組
② 農林水産関連産業の企業立地等を進め、産業集積の形成等の促進
を総合的に支援することにより、地域経済の活性化等を図ることが目指
されています。
以下、この法律の概要について整理してみる。
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１）農商工連携促進法
中小企業者と、農林漁業者が共同で行う新たな商品やサービスの開発等につ
いての計画の認定を受けた場合に、中小企業者と農林漁業者に対して、事業資
金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対する税制等の支援が創設。
両者のマッチングを行う公益法人・ＮＰＯ法人もあわせて支援。
２）農商工連携促進法に関する認定計画と支援措置
中小企業者（商工業者に限る）及び農林漁業者は、主務大臣が定める基本方
針に従い、共同で行う新たな商品やサービスの開発等についての計画を作成し、
主務大臣の認定を受けることが出来ます。
また、一定の要件を満たす公益法人又は特定非営利活動法人（NPO）が、連
携事業に取り組む事業者に対する指導・助言等の支援を行う「農商工連携支援
事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることが出来ます。
そして、この認定を受けることにより、以下のような支援措置を受けること
が可能となります。
【農商工連携等連携事業計画】
・
・
・
・

中小企業信用保険法の特例
小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
食品流通構造改善促進機構の債務保証
農業改良資金助成法等に基づく貸付対象を中小企業者へ拡大（償還・据

・ 置期間延長）
・ 設備投資減税制度の創設
・ 中小企業者に対する低利融資制度の創設（日本政策金融公庫）
【農商工連携等連携支援事業計画】
・ 中小企業信用保険法の特例（事業計画の認定を受けた公益法人又は特定
非営利活動法人は、中小企業信用保険の対象となる）
３）企業立地促進法
地方自治体による産業集積の形成、及び活性化のために行う主体的、計画
的な取組を支援するため制定された企業立地促進法（平成 19 年）について、
その一部を改正し、多くの地域において取組の動きが見られている農林水産
業に関連性の高い産業の集積を促進するための支援措置が追加されました。
４）企業立地促進法に関する認定計画と支援措置
事業者は、企業立地促進法に基づき企業立地に関する計画（企業立地計
142

画）や事業高度化に関する計画（事業高度化計画）を作成し、都道府県知事
の承認を得ることが出来ます。そして、この承認を受けることにより、以下
のような支援措置を受けることが可能となります。
・ 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例（都道府県貸与機関が行う設
備・資金貸付の貸付割合の上限の引き上げ）
・ 食品流通構造改善促進法の特例（食品流通構造改善促進機構による債務
保証等）
・ 設備投資促進税制（特別償却制度）の対象業種に農林水産関連業種を追
・ 加し（課税の特例の対象拡大）
，減税が適用される要件を引き下げる（最
低投資要件緩和）
加えて、以下のような法律案に関連するその他の支援措置が講じられて
います。
・ 地方交付税措置の要件緩和
地方自治体が企業立地に対して減免した地方税を普通交付税で補てんす
る措置について、対象となる企業立地における土地・建物の取得要件
（最低取得要件）を引き下げることとし、特に食料品製造業等について
は、これを大幅に引き下げる
・ 中小企業者の企業立地等に対する超低利の融資制度の創設
計画の承認を受けた中小企業者が行う企業立地等に必要な設備資金につ
いて、政府系金融機関（中小公庫・国民公庫）による超低利の融資制度
を創設する
なお、平成 23 年度において利用可能な支援・事業の詳細については、経
済産業省ホームページなどを参照願いたい。
【引用文献】
［１］農林水産省ホームページ「農山漁村の６次産業化」
（平成 23 年３月１日参照）
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html
［２］経済産業省ホームページ「農商工連携の促進」
（平成 23 年３月１日参照）
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/nipponsaikohnoushoukou.htm
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２ ６次産業化法の概要―その１

１

前文、目的（第１

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策及び地
域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進することにより、
農林漁業等の振興策を図ると共に、食糧自給率の向上に寄与することを目的
とする。

２ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
（第２章）
［６次産業化関係］

（１）総合化事業計画（農林水産大臣が認定）
○ 農林漁業者等が、農林水産物及び副産物（バイオマス等）の生産及びその
加工又は販売を一体的に行う事業活動に関する計画
○ 農林漁業者等の取り組みに協力する民間事業者（促進事業者）も支援対象
（支援処置）
・ 農業改良資金融通法等の特例（償還期限及び据え置き期間の延長等）
・ 野菜生産出荷安定法の特例（指定野菜のリレー出荷による契約販売に対
する交付金の交付） 等
（２）研究開発・成果利用事業計画（農林水産大臣及び事業所管大臣が認定）
○ 民間事業者等が、上記の事業活動に資する研究開発及びその成果の利用を
行う
事業活動に関する計画
（支援処置）
・ 種苗法の特例（出願料）
（出願料・登録料の減免）
・ 農地法の特例（農地転用許可に係る手続きの簡素化）等
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３ 地域の農林水産物の利用の促進（第３章）
［地産地消関係］

（１）基本理念
① 生産者と消費者との結びつきの強化、②地域の農林漁業及び関連事業の
振興による地域の活性化、③消費者の豊かな食生活の実現、④食育との一
体的な推進、⑤都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、⑥食糧自
給率の向上への寄与、⑦環境への負荷の低減への寄与、⑧社会的機運の醸
成及び地域における主体的な取り組みを促進すること。
（２）国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の
利用についての促進計画の策定
（３）国及び地方公共団体による必要な支援の実施

４ 施行日

［第１章（目的）
、第３章（地産地消関係）
］公布の日（平成２２年１２月３日）
［第２章（６次産業化関係）公布の日から６か月以内（平成２３年３月１日）
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３ ６次産業化法の概要―その２

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産
物の利用促進に関する法律」（六次産業化法）について
六次産業化法は、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地・水その他の資
源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化（農林漁業者
による加工・販売への進出等の「６次産業化」）に関する施策並びに地域の農
林水産物の利用の促進に関する施策（「地産地消等」）を総合的に推進するこ
とにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与す
ることを目指しています。
本法律に基づき、
１ ６次産業化については、
（１）農林水産大臣が、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化
（※１）の促進に関する基本方針を定めることとされています。
※１ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化
単独又は共同の事業として農林水産物等の生産及びその加工又は販売を一
体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな
価値を生み出すことを目指したものをいう。
（２）（１）の基本方針を踏まえ、農林漁業者等が、単独で又は共同して、総
合化事業に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 農業改良資金融通法等の特例（償還期限・据置期間の延長等）
② 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化）
③ 野菜生産出荷安定法の特例（リレー出荷支援）
等の支援措置を受けることができるようになります。
（３）また、農林漁業者等による加工・販売への進出などの農林漁業及び関連
事業の総合化の促進に特に資する研究開発及びその成果の利用を行う事業活
動に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けると、
① 種苗法の特例（出願料などの減免）
② 農地法の特例（農地転用手続きの簡素化）
等の支援措置を受けることができるようになります。
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２ 地産地消等については、
（１）農林水産大臣が、地域の農林水産物の利用の促進（※２）に関する基本
方針を定めることとされています。
※２ 地域の農林水産物の利用の促進
国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消
費すること及び地域において供給が不足している農林水産物等がある場合
に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
（２）（１）の基本方針を勘案し、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物
の利用の促進についての計画を定めるよう努めることとされています。
（３）また、国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努めることとさ
れています。
①

地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備

②
③
④
⑤

直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進
学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進
地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保
地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等

⑥
⑦
⑧
⑨

人材の育成等
国民の理解と関心の増進
調査研究等の実施等
多様な主体の連携等__
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４ 普及活動高度化等調査研究事業実施要領
１ 目的（ねらい）
本年３月に策定された新たな「食料・農業・農村基本計画」において、農
業・農村の持続的発展を図るためには、１次産業としての農林水産業とこれ
に関連する加工、流通、販売などの２・３次産業との融合による６次産業化
等をすすめ、農業者の所得の増大が必要であり、その実現のためには、とり
わけ産地単位の戦 略的な取組が効果的であるとされている。
また、これを促進するため、普及指導員等と新技術、経営、販売、加工等
のノウハウを持つ多様な外部専門家が連携して指導を行う体制を構築すると
されており普及指導員に対する期待は大きなものがある。
このため、本事業においては、普及指導員（組織）が果たすべき役割、具
体的な活動内容、更には様々なノウハウを持つ専門家等との連携のあり方、
支援活動の進め方等について、いくつかの事例を基に、調査研究を行う。
２ 調査研究の内容
（１）普及組織が果たすべき役割（例示）
１） 新作物の導入等生産・販売・経営戦略策定の支援
２） 加工品等新商品開発・販路拡大戦略の支援
３） 商標等の取得等地域ブランドの確立の支援
４） その他必要な支援
（２）具体的な活動内容
（１）の役割を効果的に発揮するための普及活動の具体的な内容
（３）専門家等との役割分担と連携のあり方
（４）連携を効果的に行うための留意点
（５）支援活動の進め方
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３ 調査研究の進め方
（１）検討会の設置
① メンバー
・学識者（大学教授、独法研究員等）２名程度
・普及職員（事例研究の対象となりうる現場経験等を有する者）６名程度
② 検討会の開催
・第１回：７月
・調査研究の進め方
・取組事例等を踏まえた検討の方向・内容の確認
・事例としては、例えば新規需要米、輸出促進、鳥獣加工等新しい動きも考
慮
・第２回：９月
・普及組織の役割、活動内容等の検討
・関係機関、専門家等との連携のあり方の検討
・支援活動の進め方等の検討
・第３回：１１月
・取りまとめ（案）の検討
（注）１ 検討の状況によっては、開催を増やすことも検討
２ 取りまとめに当たって、必要に応じ座長等との打合せを実施
（２）結果の取りまとめと報告
調査研究成果を取りまとめた報告書をＥＫ－ＳＹＳＴＥＭで公開し、関
係機関（都道府県普及主務課、普及指導センター等）に提供する。
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５ 検討会委員名簿
（敬称略：50 音順）

１ 大浦裕二

農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター主任研究員

２ 小笠原悦子

山形県 置賜総合支庁産業経済部
西置賜農業技術普及課課長補佐

３ 神保信幸

千葉県 農林水産部担い手支援課
専門普及指導室主席普及指導員

４ 傍島千鶴

岐阜県 農政部農業技術課長補佐

５ 堤

愛知県 農業総合試験場企画普及部
広域指導グループ主任専門員

公生

６ 角森章子

島根県 農業技術センター技術普及部
専門農業普及員

７ 平岡

マーケテングプロデュサー

豊

８ 松下秀介

筑波大学大学院生命環境科学研究科准教授
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