平成24年度普及活動全国コンクール
（社）全国農業改良普及支援協会長賞

新潟砂丘さつまいも「いもジェンヌ」プロジェクトの取組
～地元商工会、大学との連携による農産物のブランド化～
新潟県新潟農業普及指導センター
＜活動事例の要旨＞
新潟市西区の砂丘地は県内有数の園芸産地を
形成しているが、近年、農産物価格の低迷等に
より、作付面積は減少傾向となり、これに伴っ
て耕作放棄地の増加が問題となっている。
そこで、①耕作放棄地発生防止につながるよ
うな省力的な土地利用型品目、②葉たばこに変
わるような基幹品目、③消費者及び市場ニーズ
の高い品目について検討し、さつまいもの導入
を勧めることとした。
まず、調査研究として、さつまいもの栽培品種決定のための実証ほを設置し、その結果
をもとに、"しっとり"とした食感で甘みがある「べにはるか」を選定するとともに、導入
農業者のグループ化を図り、定期的に検討会を開催して栽培方法の確立検討を行った。
また、関係機関（ＪＡ、新潟市西区、農業委員会、普及指導センター）で構成した新規
品目検討プロジェクトチームを立ちあげ、平成22年度から、新規品目を地域の基幹品目と
して定着させるため、ブランド化に向け検討を
開始した。特に、ブランドコンセプトやネーミ
ング、ロゴマークについては、新潟大学教育学
部の教員や学生（以下学生等と記述 。）の協力
を得ながら検討を行い作成した。
さらに、地元の商工会に働きかけを行い、規
格外品を有効に利用するため 、「新潟西地域農
商工連携協議会」を発足させた。そこで、地元
や市内の菓子業者からさつまいものペーストを
利用したスイーツを検討してもらった結果、各
店舗での商品化に結びついた。農商工連携によ
写真１ さつまいも「いもジェンヌ」の
るさつまいものペーストを利用したスイーツは 、
ペーストを利用したスイーツ（例）
７件の菓子業者が12種類の商品を制作した（ 写
真１）。また、新規品目さつまいもが若手農業者の経営の柱になる品目として位置づけら
れ、更に地域でとれたさつまいもを地域で加工・販売することにより地域全体の付加価値
が増加し、マスコミにも取り上げられ地域の活性化につながった。
これらの取組により、平成23年度は、栽培面積１haで、販売額は4,014千円となり、販
売平均単価は278円／kgと高単価の販売が実現した。平成24年度は、前年の販売が好調で
あったため 、葉たばこ廃作を契機にさつまいもへの品目転換を図り 、栽培面積は5.5ha（栽
培者16人）と大幅な面積増となった（ 図１）。
１ 普及活動の課題・目標
（１）課題の背景
新潟県新潟市西区の砂丘地は、スイカやダイコン、ネギなど県内有数の園芸産地を形成
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している（ 表１）。しかしながら近年、農業者の高齢化や農産物価格の低迷等により、農
産物の作付面積は減少傾向となり、これに伴って耕作放棄地の増加が問題となっている。
（新潟市西区の耕作放棄地は86haで県全体の１割程度を占める 。）
これに対応するため、平成20年に関係機関（Ｊ
Ａ 、新潟市西区 、農業委員会 、普及指導センター ）
で構成した新規品目検討プロジェクトチームを立
ち上げた。平成20年11月に、農業者の栽培品目に
対する意向調査を実施したところ、主要品目の葉
たばこの縮小希望が最も高く、全体の37％の農業
者が５年後を目途に縮小して行きたいという意向
をもっていた。
（２）計画の策定過程
これらの背景を踏まえ、①耕作放棄地防止につながるような省力的な土地利用型品目、
②葉たばこに変わるような基幹品目、③消費者及び市場ニーズの高い品目を前提条件に新
規品目検討プロジェクトチームで検討を行った。
その結果、 表２ の達成目標を策定し、耕作放棄地の発生防止に向けた新規品目の導入支
援と農商工連携等地域の６次産業化の取組支援を行った。

２ 普及活動の内容
（１）活動の経過
ア 現状分析と品目選定（平成20年度）
新規品目検討プロジェクトチームでは、農業者の栽培品目に対する意向調査で上げら
れた品目の中から、さつまいもを選定した。また、さつまいもは規格外品を利用した焼
酎や菓子の製造が可能であることから、普及指導センターが加工業者とＪＡとの意見交
換の場を設け、加工品の可能性について検討を行った。
イ 栽培実証と焼酎製造（平成21年度）
地域の若手農業者グループが、毎年様々な課題に対し実証プロジェクト活動を行って
いることから、その活動の実証ほとしてさつまいもに取り組むよう働きかけ、当地域で
の栽培方法について検討を開始した。
また、新規品目検討プロジェクトチームでは、規格外品を活用した焼酎の試作を開始
した。
ウ 取組体制作り（平成22年度）
新規品目検討プロジェクトチームでは、農業者の経営安定化を図るため、規格外品を
利用した商品開発を本格的に行うこととした。
地域の商工会との意見交換を行う場として 、「新潟西地域農商工連携協議会」を発足
させ、協議会を通じて地元菓子業者と連携しながら、さつまいもペーストを利用したス
イーツ製造について検討を開始した。
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エ

ブランド化に向けた取組（平成23年度）
前年度のさつまいもの販売が好評であったことから 、農業者の面積拡大意欲は高まり 、
より高単価で取り引きされる安定販路の拡大に向けた取組が必要となった。そのため、
外部専門家の意見も取り入れながら、地元大学との連携を行い、面積拡大に対応した新
たな販売戦略の確立に向けて検討を行った。
（２）具体的な指導･支援
ア さつまいも導入実証（調査研究）
平成21年度から毎年、地元の若手農業者等の協力を得てさつまいもの栽培導入実証ほ
を設置し、それらのデータをもとに砂丘地に適した高品質な品種の選定や栽培方法、収
穫後の貯蔵方法等を検討した。
その結果、統一品種として｢べにはるか｣を導入することとし、収穫されたさつまいも
の貯蔵はＪＡの予冷庫を利用することになった。また、面積拡大に向け、定植機や収穫
機等の実演会を行い機械化を提案した。
販売先については、市場出荷では価格が安定しないことから、相対取引が可能な販売
先を開拓するようＪＡにアドバイスした。先進地調査として、県外のブランド産地３ヵ
所と、県内産地１ヵ所を調査し、消費者のさつまいもの食感に対するニーズが「ほくほ
く系」から「しっとり系」へ移行していることを把握し、品種選定の参考とした。
イ 担い手・産地育成
ＪＡ営農担当と協力し、平成22年度からの本格的な栽培開始に向け、地域を担う30～
40代の若手農業者を中心に個別訪問を行い栽培者を募ったところ、８人が導入を意志表
示した。
次に、導入意向のある農業者をグループ化し、定期的に検討会を開催して栽培方法の
確立検討を行うとともにほ場で試し堀りを行い、ほ場条件とさつまいもの形状等の関係
について検討を行った。収穫後は定期的に食味調査を実施し 、「べにはるか」の特徴で
ある"しっとり"とした食感の確認を行い、それをもとに出荷開始時期を決定した。
ウ 販売戦略としてのブランド化
平成23年１月、新規品目を地域の基幹品
目として定着させるため、新潟西地域農商
工連携協議会では、外部専門家を交え、販
売戦略の検討を開始した（ 図２）。
また、公表されている野菜に関する意識
調査等によると、さつまいもは若い女性と
子供が好む野菜として上位に位置づけられ
ている。そこで、同じ新潟市西区にある新
潟大学の学生等と連携してブランド化検討
を行うことにした。
図２ ブランド化の基本的な流れ
ブランドコンセプトの作成やネーミンン
グについては教育学部の生活環境学の学生等と連携、ロゴマークの作成については教育
学部の芸術環境系の学生等と連携を図りながら実施した。普及指導センターは、大学と
新潟西地域農商工連携協議会、外部専門家との連携をコーディネートした。
エ ６次産業化（農商工連携）の推進
新規品目検討プロジェクトチームでは、さつまいも栽培の導入に伴い発生する規格外
品の利用を検討した。
まず、平成21年10月に規格外品の利用を目的に試験的にさつまいも焼酎850本を製造
した。試作した焼酎は、新潟市の広報誌に紹介されたこともあり、販売は好調であった
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が、さつまいもの生産量の増加に伴う規格外品の増加に対し、焼酎だけでは販売しきれ
ないではないかという声があがった。そこで、普及指導員とＪＡ担当者が話し合い、食
品卸業者にペーストを持ち込み 、さつまいもペーストをスイーツ製造に利用できないか 、
相談を行った。その結果 、「既存のペーストは安価で入手も容易なことから、菓子業者
に支持されるためには、既存のペーストにはない特徴が必要」と助言された。
そこで、地元菓子業者のニーズにマッチした特徴を持つペーストを商品化するため、
地元の商工会に働きかけを行い、県単事業を利用して新潟西地域農商工連携協議会を発
足させた。この中で、地元や市内の菓子業者にペーストを利用したスイーツ製造を提案
した。
商品開発に当たっては、教育学部の生活環境学の学生等や地元の菓子業者と連携し、
試作品の試食会等を通じて、商品のターゲットである若い女性の意見を取り入れて開発
を進めた。

（３）指導・支援の体制
ア 関係機関との連携
農業者やＪＡ、商工会、菓子業者などで構成される「新潟西地域農商工連携協議会」
を中心に 、新潟大学とはブランド化に向けたコンセプトやデザインを検討するとともに 、
新たな加工商品の開発を行うために連携した。また、普及指導センターは、栽培技術や
経営指導、６次産業化支援、プロジェクト全体のコーディネートを行った。
イ 普及指導センターにおける活動体制
普及課の新潟市西区の窓口担当と野菜担当、農産物活用担当、農業企画課の事業担当
や経営担当によるプロジェクトチームを組織し
支援にあたった。
３ 普及活動の成果
（１）課題及び目標の達成状況と、その要因
ア ブランド化による有利販売
さつまいも導入実証結果や先進地調査により 、
しっとりとした食感が特徴で甘みがある「べに
写真２ 学生とのグループインタビュー
はるか」を導入品種として選定した。
新潟大学の生活環境学の学生等に対し、グル
ープインタビューを実施したところ（ 写真２）、①さつまいもは一般的には田舎っぽい
イメージがある、②「べにはるか」が今までのさつまいもと異なり、甘くてしっとり感
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が特徴があるという意見が出された。そこで 、「上品なのだけど親しみがもてる女性」
をイメージして、普段づかいのさつまいもの中でもちょっと上品なさつまいもというコ
ンセプトで、新潟砂丘さつまいも「いもジェンヌ」とブランド名を決定し、ＪＡが商標
登録を行った。また、ロゴマークは、芸術環境系の准教授や学生から複数案を提示して
もらい、最終的には、さつまいもの形に、砂丘地の起伏や風紋と日本海の夕日を表現し
たものを選定した（ 図４）。
このようなブランド化に向けた取り組みは、地元の新聞社やＴＶ局からも注目され、
多くのメディアに取り上げられた。また、県民だよりや新潟市のＨＰへの掲載等も行っ
た。
その結果、量販店等からの引き合いが強く、平成23年産は予定より早く販売終了とな
った。また、価格も相対取引による販売を実施したところ、栽培面積１haで、販売額は
4,014千円となり 、販売平均単価は278円／kgと市場出荷価格より高めとなった（ 表３ ）。

図４「いもジェンヌ」のポスター

イ

さらなる面積拡大が可能
平成23年の販売が好調であったため、ＪＴの葉たばこ廃作への対応として、さつまい
もへの品目転換が図られ、平成24年は栽培者16人、栽培面積5.5haと大幅な面積増とな
った。また、平成25年以降の面積希望をアンケートしたところ、現栽培者のみで9.8ha
となっており、新規栽培者もいることから今後も栽培面積の増加が見込まれる。
統計局による家計調査（都道府県庁所在市及び政令指定都市別ランキング、平成21～
23年平均）によると、新潟市の一世帯当たりのさつまいも購入量は4,430gと全国第３位
で、全国平均3,074ｇを大きく上回っている。また、新潟中央卸売市場のさつまいもの
取扱量を見ると、平成23年は1,628ｔありその内訳は県外99％、県内１％と県内消費量
のほとんどが県外産で占められている。このことから、今後も品質の高い県内産さつま
いもを生産していけば、十分に需要は見込まれると思われる。
ウ ６次産業化への対応
さつまいものペーストを利用したスイーツは、７軒の菓子業者が12種類の商品を企画
し、平成23年から販売を開始した。ペーストは800円／kgで業者に提供し、一方、原料
の生産者価格は90円／kgとしている 。スイーツには 、共通のいもジェンヌシールを貼り 、
店に配布した販促用のポスターや小旗を商品の周りに飾り 、「いもジェンヌ」ブランド
の宣伝を行った。また、新潟大学の生活環境学の学生等の取材で、スイーツの販売先を
載せたスイーツマップを作成し、公共施設やそれぞれの店においてもらっている。
平成23年は、原料500kgでペーストで344kg分を製造したが、販売が順調で予定より早
- 5 -

くペーストの在庫がなくなった。平成24年度は、新たにペーストを取り扱いたいという
菓子業者がいるなど、更なる加工需要が見込まれる。
（２）活動に対する農家の評価
30～40才代の若手農業者は、葉たばこを中心と
した農業経営に対し限界を感じていたところであ
ったことから、さつまいもへの品目転換には意欲
的である（ 写真３）。
しかしながら、県内での「べにはるか」の栽培
事例がなかったことから、技術は自分達で確立し
ていこうという意欲が高まった。このため、普及
指導センターでは、技術確立に向けたデータ蓄積
写真３ 農業者・ＪＡによる量販店での販促
や技術組立を重点に実施し、地域での技術確立に
寄与した。
(３）地域農業の振興
地元の商工会や菓子業者、新潟大学との連携したブランド化の取組により認知度が高ま
り、高単価で取り引きされるという実体験を農業者、関係者で共有できた。新潟県は稲作
を中心とする農業経営が大半を占めるが、新潟市の砂丘地域は様々な園芸品目が栽培可能
な環境にあり、さつまいもに続く新たな品目導入にブランド化のノウハウを活かしていこ
うという機運が地域全体に高まっている。
４ 今後の普及活動に向けて
（１）今後の課題
平成24年度は、栽培面積が５倍に増加し、今後も大幅に面積が拡大していくことが期待
される。このため 、「いもジェンヌ」のブランド名にふさわしい"しっとり"とした食感で
甘みのある高品質なさつまいもを安定的に生産出荷していくために栽培技術を確立してい
くことが必要である。
特に、栽培品種の「べにはるか」は収穫後、特徴のある"しっとり"感が出る時期が栽培
条件によって異なることから、それらの条件を解明する必要がある。また、面積増加に伴
い貯蔵庫が不足することから、安定した供給に向け、新たな貯蔵庫の整備が必要である。
（２）今後の活用に向けて
ア 若手葉たばこ廃作者を中心に、今年度も新たに栽培する農業者を募り、さらなる
面積増加を目指す。
イ より多くの菓子業者にスイーツ製造してもらえるように働きかけるとともに、県
菓子工業会等の組織と連携を図り、ペーストの安定供給を図る。
ウ ブランドの認知度を高めるため、消費者を対象としたスイーツコンテストなどの
イベントを開催する。
以上により、さつまいもの栽培が若手農業者の経営発展につながるよう引き続き支援す
るとともに、たばこ廃作に伴う耕作放棄地の発生防止につなげていきたい。また、地域の
農業と商工業が強力に連携し、地域で生産されたさつまいもを地域で加工・販売する取組
により、地域全体の活性化を実現していきたい。
（執筆者名 江口喜久子）
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新潟砂丘さつまいも「いもジェンヌ」プロジェクトの取組
～地元商工会、大学との連携による農産物のブランド化～

背景

新潟県新潟農業普及指導センター

取組方針

・主要品目の価格低迷
・農業者の高齢化

指導内容

活動目標

・高品質 ・省力的で面積拡大が可能
・規格外品の加工、販売が可能

耕作放棄地発生防止
に向けた新規品目の
導入が必要

項

新規品目「さつまいも」の産地化、ブランド化

H21
H22
H23
（前年） （現状） （目標）

目

耕作放棄地発生防 さつまいも
止に向けた新規品 導入面積
目の導入・支援
拡大
ブランドコ
ンセプト
農商工連携等地域 作成
の６次産業化の取
組支援
さつまいも

10a

64a

100a

－

－

1

0

1

2

商品の開発

活動内容
①さつまいも導入実証（調査研究）

②担い手・産地育成

・地元の若手農業者等の協力でさつまいもの栽培導入実証ほを設置

・若手農業者を中心に導入を推進し、導入農業者をグループ化

・砂丘地での高品質な品種の選定や栽培方法を検討

・栽培及び食味検討を通じ新品種の栽培方法の確立検討

品種比較試験（H22）
10a当たり換 食味評価
糖度
※２
算(kg）※１
(％）
Ａ品 総収量 12/28 1/13

※３

べにはるか

1,906 3,463

2.8

2.9

6.7

ベニアズマ

1,899 3,162

2.0

1.8

4.4

選定

※１：５株調査、※２：１（おいしくない）～３（おいしい）
※３：蒸しいも15gに蒸留水45mlを加えミキサーで粉砕後、デジ
タル糖度計で計測した。

栽培実証ほ

品種比較試験

栽培検討会

食味検討会

③販売戦略としてのブランド化

④６次産業化（農商工連携）の推進

・地元大学と提携し、ブランドコンセプト作成やネーミング、ブランド

・地元大学生等とさつまいもを利用した商品化を検討

ロゴマーク作成

・地元の菓子組合や市内の菓子業者の協力を得て、スイーツを開発
・販促のためのスイーツマップを作成

学生とのグループインタビュー

活動成果

ブランド化検討会

菓子業者との試食検討会
（千円）

（a）

555

600

8,000
スイーツ

6,000

焼酎
生食販売

400
200

学生によるスイーツマップ取材

10

64

4,000

100

2,000

0

0
一般の販売

H21 H22 H23 H24

いもジェンヌ

さつまいも関連販売金額（H23・試算)

いもジェンヌスイーツマップ

さつまいも栽培面積の推移

① ブランド化による有利販売

②面積拡大

③新たな商品開発

・上品だけど親しみがもてる女性をイメージし、

・安定的な販売が出来たことから農業者の栽培、

・規格外品を利用したかんしょペーストを地域

普段づかいのさつまいもの中でも上品なさつま
いもというコンセプト

作付け意欲が高まり、面積が拡大

の７菓子業者が 12 種類のスイーツを商品化

・葉たばこ廃作対策に貢献

・ブランド化したことにより、量販店からの引き
合いが高く相対取引による高単価販売が可能

担い手育成による耕作放棄地の発生防止、地域全体の活性化
－ 7

－

