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農商工連携の実現に向けて

平成２０年７月

農林水産省



１．農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）促進等による
地域経済活性化のための取組について（概要）

地域経済活性化のため、地域の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化
し、相乗効果を発揮していくこととなるよう、農林水産省と経済産業省は、密接かつ有機的に連携をとり、以下の具体的取
組を推進。

平成１９年１１月３０日 農林水産省・経済産業省
趣 旨

Ⅰ 地域経済活性化のための「農商工
連携」促進等の取組

施策の相互活用の推進、施策の集中的実
施等により、地域産品等に関する販売促進・
新商品開発、地域産業におけるイノベーショ
ンの推進等を効果的に支援

Ⅱ「まるごと食べようニッポンブランド！」
「ニッポン・サイコー！キャンペーン」
の共同実施

国産農林水産品の消費拡大を図るため、
両省それぞれが所管する業界団体等に対し、
働きかけ等を実施し、国民的な運動への展
開を促進

Ⅲ 「農商工連携」のためのＰＲ等

両省が相互のネットワーク等を通じ、連携し
て「農商工連携」のためのＰＲを実施（「農商
工連携８８選」の選定等）

具体的取組

Ⅳ 法制度面等での検討

必要に応じ、法制度も含めた支援の基本的枠組みについて検討
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農商工連携の強化 地域経済の活性化

経
営
の
改
善

・ 出会いの場づくり

・ 専門家の派遣

商工業者

農林漁業者

２．農商工連携の意義

高付加価値の
新商品開発

新サービスの提供

結びつけ
(マッチング）

栽培技術等

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾉｳﾊｳ等

それぞれの経営資源

・ 試作品開発

・ 実用技術開発

・ 生産拡大

・ 販路開拓

支 援
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【山形県酒田市】

減反田を活用した飼料用米を活用し 「こめ
育ち豚」としてのブランド化

（㈱平田牧場）
（江別麦の会）【北海道江別市】

地場産小麦から高品質な麺を開発 ＩＴ農業の実践（リアルタイム土壌、生育等）
コスト低減、安心、安全の品質管理の実践

（㈱イソップアグリシステム） 【北海道北見市】

年間約２０億円の売り上げ年間約２６０万食を販売

（Ｈ16） （Ｈ19）

・「ハルユタカ」栽培面積 420ｈａ→580ｈａ

・「江別小麦めん」売上げ額
（Ｈ16） （Ｈ18）

100万食→260万食

１億円→３億円

・経済波及効果は３年間で２８億円。
江別は「麦の里」へ

○小麦生産農家 （135戸）
○地元飲食店 （20店）
◎製粉業者

○製麺業者

○大学

○公設試

◎養豚業者

○農協

○米生産者（230戸）

○生協：全国市場提供

○畜産試験場：品質改良

○ＩＴ企業

◎農業生産法人（２０社以上）

○ホテル

○製粉業者

○大豆加工業者

連
携
パ
ー
ト
ナ
ー

地
域
へ
の
波
及
効
果

（Ｈ16） （Ｈ19） （Ｈ20予定）

・米作付け面積 7ｈａ→130ｈａ→230ｈａ

（Ｈ16） （Ｈ19）
・農家年間手取額 280万円→9,800万円
・こめ育ち豚出荷額 １億円→２０億円

・将来、庄内平野におけるすべての減
反田（約600ｈａ）での飼料用米の生産
を目指す。

（Ｈ14） （Ｈ19）

・売上高 71万円 → 3,700万円
※加工品のみ ※加工品・農産物生産

（Ｈ14） （Ｈ18）

・取引業者数 １２社 → ３０社以上

・地域の農業者や中小企業が一体となりＩ
Ｔを導入した輪作体系管理圃場を構築。
（H18：220ｈａ→Ｈ19：1,000ｈａ）

〈生産から販売まで全て地元〉

新商品・新栽培方法開発

〈ブランド化による全国展開〉

飼料米生産

〈農業へのIT導入とフードチェーンの構築〉

少人数で高品質の農畜産物を生産・販売

リアル土壌センシング
リアル生育センシング

小麦・大豆
のフードクラ
スターを構
築

精密農業

農商工等連携の事例（農業）
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農商工等連携の事例（林業・漁業）

「ゲンゲ」

③乳業メーカーの殺菌技術導入による安全・安心なチリメン製品の開発

○漁業者－乳業メーカー

・高度な殺菌技術を有する乳業メーカーが、漁業者に機材

や加工技術等を提供して、ちりめんじゃこ等の生産・加工

を委託。

・漁業者は、乳業メーカーの殺菌技術を導入し、ちりめん

じゃこ等の生産・加工を実施。高度な殺菌技術により賞味

期限の延長等、安全性の向上と製品の差別化・高付加価

値化を実現。

・流通業者は、安全・安心なチリメン製品として大手スー

パーや地域生協に販売。

①川上と川下の連携による国産材合板の生産

○ 林業者（素材生産業者）－合板工場

・合板工場は、国産材を使用した合板生産のため、小径

材にも対応可能な加工機械を導入。

・林業者（素材生産業者）は、合板工場と協定を結び、柱

用とは異なる合板用の長さに原木を採材し、合板工場

へ安定的に供給。

・合板工場は原木調達リスクの軽減を図り、国産材を使

用した合板材を生産。

小径材対応ロータリーレース

（単板製造機）

【愛知県岡崎市】【岩手県宮古市】

「青刀さんま」

④情報提供の充実を通じた「青刀サンマ」のブランド化

○ 漁協－流通・小売り業者

・船上で漁師の目利きにより、「色味」「形」「重量」に特に優れた

ものだけを選別し、高級刺身用の「青刀サンマ」としてブランド

化。

・船上で選別された「青刀サンマ」は、その場で生きたまま冷海

水入りで箱詰めされ、漁協が厳格な品質チェックを行った上で、

漁獲証明書を付けて出荷し、セリを通さず流通・小売り業者の

店舗網を通じて販売。

・流通・小売り業者は、店頭でも製品の漁獲情報を提供すること

などによって通常のサンマとは差別化を図り、付加価値を付け

て販売。

②環境に配慮した森林づくりを活用した地域材での家づくり

○ 森林組合－製材工場－工務店

・森林組合は、国際的な森林認証であるFSC（森林管
理協議会）の認証を取得。

・森林組合、製材工場、工務店が連携し、環境意識の

高い消費者を対象として、認証森林や製材工場の現

地見学ツアーを実施。

・工務店は、環境や健康意識の高い消費者のこだわり

に応じた住宅生産を展開。

ＦＳＣ認証森林

【北海道下川町】 【北海道釧路市】
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地域の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間での連携を強化し、

川上から川下までをつなぐ「農商工連携」により、

地域経済の活性化を実現。

○付加価値の高い「売れる」地域産品の創出と供給体制の強化
○国内外でのマーケットを意識した「攻め」の経営
○「ブランド」戦略による内外でのマーケット拡大

全国規模の取組に拡大していくため、
ステップ・バイ・ステップで施策を展開。

進め方

STEP２（支援措置の整備）

STEP３（全国展開）

○「農商工連携88選」の選定・公表
○「ニッポン・サイコー！キャンペーン」
○「まるごと食べようニッポンブランド」

ほか

優良事例を活用し、支援措置による支援を行いながら、全国で農商工連携の取組を加速

○農商工等連携関連２法案の
整備

○農商工連携関連予算
（２００億円）

○「農商工連携サミット」

○「農商工連携全国フォーラム」

地方においても同様の取組を展開。

STEP１（先進的な取組の収集、ＰＲ）

３．農商工連携の実現に向けたステップ
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４．農商工等連携促進法について

○近年、企業規模や業種、地域により景況に格差が見られる中、我が国が、地方を中心として元気を
取り戻し、活力ある経済社会を構築するためには、地域経済の中核をなす中小企業者や農林漁業者
の活性化を図ることが重要。

○このためには、中小企業者や農林漁業者が一次、二次、三次の産業の壁を超えて有機的に連携し、
互いの有するノウハウ・技術等を活用することで、両者の有する強みを発揮した新商品の開発や販
路開拓等を促進することが重要。

考え方

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・販売促進等の取組を支援

・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、事業資金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対する

税制等の支援を創設。

・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。

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・販売促進等の取組を支援

・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、事業資金の貸付や債務保証、設備・機械の取得に対する

税制等の支援を創設。

・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。

農商工等連携促進法（H20.5.23公布）
（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（H20.5.23公布）
（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）

農林漁業と商業・工業等の産業間

連携（農商工等連携）を強化し、地

域経済を活性化するための法的な

枠組みを整備

農林漁業と商業・工業等の産業間農林漁業と商業・工業等の産業間

連携（農商工連携（農商工等等連携）を強化し、地連携）を強化し、地

域経済を活性化するための法的な域経済を活性化するための法的な

枠組みを整備枠組みを整備
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農商工等連携促進法が支援する二つの事業スキーム

主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣等）が、

農商工等連携事業・支援事業の認定基準等を策定

中小企業者（商工業者に限る）と農林漁業者が共同で新商品

の開発等に取り組む事業計画を作成

○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。償還期間・

据置期間を延長。

○設備投資減税制度の創設（７％の税額控除又は３０％の特別償却 ）

○中小企業者に対する低利融資制度の創設（中小公庫・国民公庫）

一定の要件を満たす公益法人又はＮＰ

Ｏが、農商工連携事業に取り組む事業者

等に対する指導・助言等の支援を行う計

画を作成

農商工等連携事業計画

目的：中小企業者の経営の向上及び農林漁業者
の経営の改善

○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になる。）

農商工等連携支援事業計画

目的：中小企業者と農林漁業者との交流機

会の提供、中小企業者又は農林漁業

者に対する農商工等連携事業に関す

る指導、助言、その他の中小企業者

と農林漁業者との有機的連携の支援

支援措置

支援措置

申請 認定 申請 認定

基本方針
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中小企業信用保険法の特例

＜保険料率（年額）＞
・百分の三以内において政令で定めるもの

本法における特例現 行

現 行

＜貸付率＞・・貸付対象額の１／２以内 ＜貸付率の拡大＞・・貸付対象額の２／３以内

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

＜保険種類＞ ＜保証限度額＞

（１業者あたり）

＜填補率（年額）＞
・普通保険・・・・・・・・・・７０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保証限度額の拡大＞

（左記の現行保証限度額に加え、以下の特別枠を創設）

＜填補率（年額）の引き上げ＞
・普通保険・・・・・・・・・・８０％
・その他の保険・・・・・・８０％

＜保険料率（年額）の引き下げ＞
・百分の二以内において政令で定めるもの

【保証限度額の合計】
≪現行の保証限度額（１業者あたり）
＋特別枠≫

・普通保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

・無担保保険

１，６億円以内

・特別小口保険

２，５００万円以内

・流動資産担保保険

４億円以内
（組合は８億円以内）

【特別枠】

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・普通保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

・無担保保険

８，０００万円以内

・特別小口保険

１，２５０万円以内

・流動資産担保保険

２億円以内
（組合は４億円以内）

農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例

現 行

＜対象者＞
・農業者、林業者、木材産業事業者、
沿岸漁業者

・これらの組織する団体

＜償還期間／据置期間＞
１０年以内／３年以内

＜対象者の拡大（左記に追加）＞
中小企業者（農業者等が実施する農業
改良措置 等を支援する取組（農業経営
に必要な施設の整備等））

＜償還期間／据置期間の延長＞
１２年以内／５年以内

課 税 の 特 例

本法における特例

現 行

機械等の取得・・・・・・・特別償却（３０％）
税額控除（７％）

本法における特例

本法における特例

制度創設

食品流通構造改善促進法の特例

現 行

＜支援対象＞
食品の流通の合理化・高度化を図る
ために必要な資金について、食品流
通構造改善促進機構による債務保
証

＜支援対象の拡大＞
左の事業とは別に、農林漁業者と食品
の製造等を行う中小企業者が連携した
取組に必要な資金について、同機構に
よる債務保証

本法における特例

農商工等連携促進法に基づく主な支援措置
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農商工等連携事業の認定要件

基本的要件

基本的要件
（具体的な要件は、法律施行後、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政

策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴いて、主務大臣が定める基本方針

において定める予定）

（注） なお、農協は、本法において、農林漁業者及び中小企業者

の双方に位置づけられており、事業計画作成の段階で中小企業

者又は農林漁業者の立場を選択可能。

① 中小企業者と農林漁業者が連携し、当該事業者

にとっての新商品又は新サービスの開発や需要の

開拓等を行うこと

② 互いの経営資源を活用して、それぞれが工夫を

凝らした取組を行うこと

③ 連携事業を通じて、それぞれの経営の改善が見

込まれること

農林漁業者の「工夫を凝らした取組」として想定される事例

A農業者 ア）新しい品種の導入

イ）新しい栽培管理方法の導入

ウ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での出荷

エ）実需者のニーズにあわせた選果方法の採用 等

B林業者 ア）新しい特用林産物の品種の導入

イ）新しい森林管理手法の採用

ウ）実需者への直送での丸太の出荷

エ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での出荷

オ）実需者のニーズにあわせたスペック（採材の長さ等）での出荷 等

C漁業者 ア）養殖業者における新たな魚種の導入

イ）実需者のニーズにあわせた鮮度保持方法の採用

ウ）廃棄魚や漁港での処理残渣など未利用資源の活用

エ）実需者のニーズにあわせた小ロット（又は大ロット）での出荷 等

「新商品」「新サービス」として想定される事例

１ 中小企業者が行う新商品・新サービスの開発等：

ア）農林水産物を活用する新たな加工食品、化粧品等の開発・製造・販売

イ）レストランでの新メニューの提供

ウ）農林水産物やその加工品の直売所の設置、直売サービスの実施 等

２ 農林漁業者が行う新商品・新サービスの開発等：

ア）中小企業者のバイオ技術を活用した新品種の生産

イ）中小企業者の集客ノウハウを活用した観光農園事業の開始 等

は、農業改良資金助成法等の貸付対象となる農業改良措置等に該当

「農商工等連携事業」（法第2条第4項）
「中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と

農林漁業者が有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及

び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、

生産若しくは需要の開拓を行うもの」

「農商工等連携事業計画の認定要件」（法第4条第3項）
一 基本方針に照らして適切であること

二 中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の農林漁業経営の改善が行われるも

のであること。

加工食品の開発・製造、直売所の設置、新たな品種の導入等の

「新商品・新サービスの開発等」や「工夫を凝らした取組」に必要な

設備投資等を融資、債務保証、税制等で支援
９



農商工等連携促進法の位置付け

その他、
鉱工業品など

農林水産品を活用した商品農林水産品そのものを商品とするもの

中
小
企
業
者
単
独
に
よ
る
も
の
（
中
小
企
業

者
同
士
の
連
携
に
よ
る
も
の
を
含
む
）

中
小
企
業
者
と
農
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
も
の

農商工等連携促進法

（対象）①農林漁業者と中小企業者による連携＝双方が
経営資源を持ち寄って行う商品等の開発・生産・
販路開拓であること（単なる農林水産品の中小
企業による活用ではないこと）
②当該取組が両者の経営の向上に寄与するもの
であること＝一定の需要の見込みがあること

（例）長いもの供給・出荷体制の整備
周辺の複数の農協が、長いもの共同生産
体制を整備するとともに、地元の農機具
メーカーと連携し、大型貯蔵施設整備や
掘削機械改良等を行い、長いもの通年
供給・出荷体制を構築に成功。

（例）ワサビを活用した商品
ワサビ農家（Ａ）、食品会社（Ｂ）、建設会社（Ｃ）
が連携して、ワサビ風味カマボコやソーセージ等
の新商品を開発、販売。
ＡはＢ、Ｃ の協力を得て、高品質なワサビを生産

管理し、ＢがＡと共同で、ワサビを活用した新商
品を開発し、販路開拓。

※ワサビの生産地域と加工場所は異なる

新連携（新事業活動促進法）

（対象）①相当程度の需要の見込みがあること
②新たな事業分野の開拓であること

（例）缶詰製造業と調味料製造業が連携して、
サケの頭部から高機能性サプリメントを生成

農業者単独の取組については、

農林水産業支援法による支援

※地域資源が指定されている地域に限定される
※農産品の中で、地域内で相当程度、認識されている
物に限定される

※革新的な取組に限る

地域資源法

（対象）①相当程度認識された農産品の活用であること
②当該地域において生産が行われるものであること

（例）夕張メロンゼリー
地元の有名なメロンを活用して、
中小企業者が新たな新商品を開発・販売
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地域力連携拠点
商工会、商工会議所、県中央会、県中小企業
支援センターなど、全国約３１６箇所の地域連
携拠点が、経営相談や専門家派遣を行う

（（※※）事業）事業化化の段階に応じた多様な予算措置の例の段階に応じた多様な予算措置の例

連携して
新事業展開に取り組む
中小企業者と
農林漁業者

経
営
の
改
善

設備投資／生産・販売・需要開拓試作品開発／展示会出展等

設備投資減税

農
商
工

連
携
支
援

小規模企業者等設備導入資金、
農業改良資金等（無利子資金） 債務保証

農林水産業・食品産

業の発展等を図るた

めの産学官連携によ

る実用技術開発を競

争的資金により支援

ＩＴを活用した生産スタ

イルの構築など、異業

種のノウハウを活用し

た農林漁業者の経営

の効率化等を支援

試作品開発・展示会出展へ

の支援や、品質管理体制作

りの強化、生産加工ネット

ワークの構築など、具体的

な事業化段階での支援

空き店舗活用や特産品販売

サイトの立ち上げ、大企業

ＯＢ等によるマーケティング

に関するアドバイス、輸出促

進など、販路開拓を支援

低利融資

農商工連携
に対し指導・助言等の
支援を行うＮＰＯ，
公益法人

指導、アドバイス、セミナー開催等

信用保証の対象

事業計画作成

農政局・
経産局等
が認定

事業計画作成

食料産業クラスター協議会
全国４９ヵ所の地域の食料産業クラスター協議会において、地域の食品ﾒｰｶｰ
等の中小企業者と農林漁業者との連携を図るための出会いの場の設定や、
地域の農林水産物を活用した新商品の開発・販路拡大を支援

【①【①事業者への支援事業者への支援】】

【②【②支援機関への支援支援機関への支援】】

ハンズオン支援事務局
各地域ブロック１０箇所に支援体制を整備し、専門家によるきめ細かな支援を実施

農政局・
経産局
が認定

(注） 部分は法律認定による支援 １１

４．農商工等連携促進法における支援の流れ



地域の食品産業が中核となり、農林水産業やその他関連産業等との連携による「食料産業クラスター」の形成を促進し、
国産農林水産物を活用した新商品開発や販路拡大の取組等への支援を実施します。

地域の資源､人材､技術を効果的に結びつけ、多様な
産業の育成を進めるための出会いの場。
【全国49カ所で設立：Ｈ20年3月末現在】

地域の食料産業クラスター協議会

大学・試験研究機関

関連産業

行政機関

機械製造業者
農林水産業者・

JA等 食品製造業者

・連携構築のための
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの設置

【コーディネーター
登録者数：１１２名
（Ｈ19.12現在）】

・関係者による連携構
築のための交流会等
の開催

・消費者､実需者ニーズ
の調査、取りまとめ

・技術力､販売力等の
強化のための人材
育成の実施 等

・国産農林水産物を活
用した新商品開発の
ための、試作品の開
発、デザインの開発、
成分分析、市場テスト
の実施 等

・開発された商品を
展示会、見本市等
へ出展

・パンフレット、試
供品の提供等によ
るＰＲ活動

・原材料となる国産
農林水産物の安定
調達のための保管
技術の活用、機器
の設置 等

①連携の構築等 ②新商品開発 ③販路拡大 ●
地
域
の
農
林
水
産
業
・
食
品
産
業
等
の
活
性
化

●

地

域

ブ

ラ

ン

ド

の

育

成

・

確

立

【開発商品数】
Ｈ17年度：３２商品
Ｈ18年度：５６商品
Ｈ19年度：５８商品
計 ：１４６商品

【地域による取組】

食料産業クラスター機能高度化支援

① 食料産業クラスター機能高度化推進
食料産業クラスター協議会により開発された商品の販路拡大のための

マーケティング情報等の提供、商品改善支援会の開催、コーディネーター
人材育成 等

【中央による取組】

② 食料産業クラスター促進技術対策
産業ニーズと技術シーズの連携機会の積極的創出 等

③ 外食産業・農業等連携ビジネス確立支援
外食産業と農業等との交流会の実施 等

地域食品ブランド育成・管理支援
① 地域食品ブランド確立支援
「本場の本物」の審査・認定 等

② 地域食品ブランド普及支援
地域食品フェアの開催、外食産業フェアの開催 等

③ 地域食品ブランド育成・管理対策
地域食品ブランドごとの現状と課題にあわせ、専門家

（ブランドアドバイザー）を派遣等

全国食料産業クラスター協議会による側面的支援
流通業（卸、小売業）等との連携を強化し、売れる商品の企
画・開発、販路拡大等を強化

食料産業クラスター展開事業
～食料産業クラスターの形成による新商品開発や販路拡大等の取組を支援～

平成20年度概算決定額：６０９（６０９）百万円
〈事業実施期間 平成１７年度～２１年度〉

流通業者（卸・小売）

１２



食料産業クラスターの推進状況
（全国の食料産業クラスター協議会の設置状況及び新商品開発クラスターの例）

食料産業クラスター協議会設立済み
（平成２０年６月末現在：４９カ所）

新商品開発クラスターによる１７年度の取組は「○」、１８年度の
取組は「☆」、１９年度の取組は「●」で記載している。

【北海道】
○北見産たまねぎ使用のカレー・スープ・ソテー
○機能性タマネギ「さらさらレッド」使用の加工食品
○鶏内臓肉を有効利用した新調味料「鶏醤」
○高機能鶏卵使用のこだわりプリン、鶏冠由来のヒ
アルロンサン食品等
○冷凍ﾌﾚｰﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝ、ﾌﾟﾘﾝｽﾌﾚ
☆道産亜麻種子油とｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄ、亜麻の実入りﾊﾟﾝ等
☆コラーゲンハーブクッキー・チョコレート等
☆十勝産野菜使用のニョッキ
☆北見産たまねぎ使用の飲料用ｵﾆｵﾝｴｷｽ等
☆コラーゲン入りフローズンヨーグルト
●機能性乳酸菌の浅漬け「恵み野漬」
●サケ皮コラーゲン等を使用した魚卵ゼリー寄せ
●道産アロニアを使用したサプリメント
●道産食材固有の色を活かしたゼリー、パン等

【岩手】
○地場産牛乳と野菜使用のﾐﾙｸｼﾞｬﾑ
☆県産香り米（古代米）使用の日本酒
☆サンマ、イカ、サケ使用のご飯の素
●県産やまぶどう、ブルーベリー使用のパ
ウンドケーキ
●県産きのこ等使用のきのここんにゃく(刺
身､焼肉用)

【宮城】
☆大豆ｲｿﾌﾗﾎﾞﾝの吸収効率を高めた仙台味噌
☆伊達の純粋赤豚使用の生ハム
☆メカジキカマの味噌漬け焼き
☆牝鹿産島豚の仙台味噌漬け
☆県産小麦と大豆使用のパン
●モウカ鮫使用の加工食品
●県産かぼちゃ使用の無添加ｼﾌｫﾝｹｰｷ、ﾊﾟｲ
●松島産アカモクと国産小麦使用の白石温麺
●ｻﾝﾏ由来の青色色素とｺﾗｰｹﾞﾝ等使用のｾﾞﾘｰ
●蔵王高原産小麦使用の手延べ白石温麺
●塩釜産アカモク等使用のアカモク漬け

【山形】
○米沢牛を使用したコロッケ等
○米沢鯉を使用した加工食品
○県産農産物使用のｲﾝｽﾀﾝﾄみそ汁
☆さくらんぼパウダー使用のゼリー
☆ﾗ・ﾌﾗﾝｽﾊﾟｳﾀﾞｰ使用の焼き菓子
☆すももを使用したワイン、ｼｬｰﾍﾞｯﾄ・ｼﾞｬﾑ
☆大石田産自然薯使用の乾そば
☆月山筍の冷凍焼きたけのこ、青豆と紅花の
炊き込みご飯の素
☆米沢牛使用のこだわりカレー（冷凍食品）
☆ﾗ･ﾌﾗﾝｽ・りんご・ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰのｼﾞｬﾑ、無臭大
豆のﾁｰｽﾞ豆乳・豆腐
●紅大豆使用のさくら豆乳、おからドーナツ
●だだちゃ豆使用の豆乳、豆腐、ﾌﾟﾘﾝ、パスタ
●神代豆使用のパック入り発芽大豆、お茶
●庄内メロン使用の赤白セットワイン
●県特産さくらんぼ、ラ･フランス、もものカット
果実入りリキュール
●味付け米沢牛、牛骨ｽｰﾌﾟ入りこんにゃく
●泉田里芋使用の煮物用団子
●米沢牛、米沢一番豚、青菜漬の冷凍食品
●六沢大根の浅漬風いぶり大根
●お手軽チューブ入り「出羽燦々」味噌酒粕
●上和田米、県産農産物使用のごちそう粥

【群馬】
○ﾏｺﾓﾀｹの浅漬け
☆ﾏｺﾓﾀｹを使用した惣菜

【栃木】
○県産小麦「ﾀﾏｲｽﾞﾐ」使用の中華麺「珠泉拉麺」
○県産米粉１００％麺
○県産いちごの花酵母を使用した日本酒「とち
あかね」
☆鹿沼市特産ハトムギ焼酎、小麦粉等を使用し
た「美（び）たまるカステラ」
☆県産小麦「タマイズミ」使用の学校給食パン、
高齢者向けそうめん、県産小麦「ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ」と米
粉の天ぷら粉
☆県産二条大麦使用の「焙煎麦飯」
●県産牛乳ととちおとめ使用の「蔵の街のむと
ちおとめヨーグルト」
●県産二条大麦使用の「大麦ﾌｧｲﾊﾞｰ」
●県産小麦等使用のパースティー、県産ﾀﾏｲｽﾞﾐ
使用のパスタ、麩、県産小麦使用のかりんとう

【沖縄】
●県産ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾙｰﾂともろみ酢使用の飲料・菓子
●県産ﾊｲﾋﾞｽｶｽの濃縮ｴｷｽ・ﾊｲﾋﾞｽｶｽﾃｨｰ等

【神奈川】
○足柄茶使用の和菓子、洋菓子
☆足柄産ｷﾞｬﾊﾞ茶使用の和菓子・
洋菓子

【山梨】
○身延町産曙大豆を
使用した塩ゆで枝豆・
きな粉・煎り豆味噌等

【長野】
○県産エリンギﾞの醤油漬け、きのこと果実を使用
した味噌等
○県産きのこと山菜の炊き込みご飯の素、県産
果 実・野菜・米使用の天然飲料、新食感なめ茸、
県産プルーン使用の高品質果汁エキス
☆県産黄金桃、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ使用の高品質果汁ｴｷｽ
と黄金桃の高品質ｾﾞﾘｰ
☆県産エノキダケのペーストの加工食品
☆県産小麦を使用したパン用粉、ラーメン用粉、
弾力性のあるうどん
●県産黄金桃とﾌﾟﾙｰﾝ使用の高品質低糖度ｼﾞｬﾑ
●県産きのこ「バイリング」使用の新食感漬物
●県産エノキダケ使用の高ｷﾞｬﾊ含有のなめ茸
●県産バイリングのペースト使用の飲料、ｽｰﾌﾟ等
●県産小麦の加工適正に優れた小麦粉、県産硬
質小麦の全粒粉、県産小麦のα化発芽小麦粉と
そのお粥
●北信濃産そば使用の菓子（饅頭、焼き菓子）
●県産米と発芽玄米使用の甘味食材、甘味飲料
●県産大豆の高品質高野豆腐、熟成豆腐チーズ
●県産高濃度豆乳のおからを使用したそば餅
●県伝統野菜・山口大根を使用した漬物

【静岡】
●県産茶葉の低カフェイ
ン粉末茶を使用した茶そ
ば、菓子、飲料水等の加
工食品

【新潟】
○介護用水産食
品「とろけるお魚
（ｲｶ･ｻｹ）」

【富山】
○県産キクイモ使用の機
能性パン・菓子・麺類
☆県産もち米とｼﾛｴﾋﾞ・ｽﾞ
ﾜｲｶﾞﾆ粉末使用のかき餅
●県産もち玄米等使用の
こだわりかき餅

【滋賀】
☆県産小麦の近江うど
ん「三方よし」
●県産うるち米の米粉、
もち米使用の米麺

【福岡】
○県産穀物使用の薬膳パン・弁当、
新博多ラーメン
☆県産大豆使用の豆乳発酵ﾁｰ
ｽﾞ・高齢者用ｽｰﾌﾟ
☆県産小麦使用の手延素麺
☆県産農産物使用の学校給食用
食品
●県産富有柿使用の糖蜜加工富
有柿とその饅頭「ふゆ」
●県産大豆、柿の葉等使用の健
康味噌

【宮崎】
○日向夏、マンゴーを使用したプリン、ゼリー
☆空飛ぶ玉ねぎ入りこんにゃく､玉ねぎ酢、ｽｰﾌﾟ
☆ｻﾗﾀﾞ干し大根、ｻﾗﾀﾞ干し大根ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、無添
加たくあん、浅漬けﾋﾟｰﾏﾝ
●県産農産物と牛乳使用の野菜ヨーグルト、マ
ンゴーバター、焼き芋プリン、県産ｱﾔﾑﾗｻｷの紅
酢と牛乳使用のチーズ

【鹿児島】
○県産さつまいも使用の学校給食
用食品
☆「九州１４３号」使用の冷凍焼き
芋、芋菓子
☆「すいおう」の機能性を活かした
高級スープ
●「すいおう」の機能性・色を活か
したペーストを使用した洋菓子

【熊本】
☆県産小麦使用のヘルシーパン・
蒸し饅頭
☆県産大豆使用の子供専用納豆、
九州初黒大豆納豆、「ﾐｻｵﾀﾞｲｽﾞ」
使用の復刻納豆
☆県産さつまいも等を使用した｢い
きなり団子｣
●県産米使用の二次加工性に優
れた米粉
●球磨焼酎原酒と県産紫蘇使用
の紫蘇リキュール
●県産青紫蘇使用の健康飲料「青
紫蘇黒酢」

【東京】
☆ｴｺﾞﾏ鶏使用の機能性食品
●国産大豆とテンペ菌使用
のテンペチョコレート

【石川】
○県産米、加賀野菜等使用の「ごぱん」
○鰤、加賀野菜等使用の鰤身ハンバーグ
○能登のふくらぎ、海草使用の煮魚、惣菜
○加賀丸いもを使用した丸いも入り食パン
○加賀野菜使用のプリン・スープ・クッキー
○煮物用冷凍大根、冷凍耐性輪切り源助大根
☆白山麓産有機米・大豆等使用のこだわり味噌
☆高齢者・介護食用かぼちゃｽｰﾌﾟ、焼きかぼ
ちゃ、イカ・サバ南蛮漬け
☆県産果汁のﾀﾞｲｴｯﾄこんにゃくゼリー
●県産米、加賀野菜、海草等使用の災害非常
食・高齢者介護用食品（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾀｲﾌﾟの雑炊）
●県産ｵｰｶﾞﾆｯｸ玄米使用のﾉﾝｱﾙｺｰﾙあまざけ

【青森】○ホッキ貝のむき身液浸ﾊﾟｯｸ詰め

【茨城】
●県産規格外メロンを有効利用したメロンピュー
レ、メロン羊かん、メロン大福、メロンゼリー

【徳島】
☆県産やまももを使用
したｹｰｷ・どら焼き
☆藍園特産安２人参を
使用した人参ﾊﾟｳﾀﾞｰ

【大阪】
☆泉ダコの蒸しダコ、
タコ飯の素
●大阪産ぶどう使用
のｼｬﾝﾊﾟﾝ風ｼﾞｭｰｽ

【兵庫】
○上郡産ｼﾛｶﾞﾈ小麦とぶどう使用のパン
○えび、たこ類使用の惣菜
○宝塚産農産物使用の米粉ﾊﾟﾝ、ｺﾛｯｹ等
○丹波黒大豆使用の奈良漬け等
☆県産バジル使用のバジルペースト
☆県産シロガネ小麦使用の地粉うどん
☆朝来市産エリンギ使用の味噌漬け
☆上郡産もち米とﾓﾛﾍｳﾔ使用のかき餅
●神鍋高原産柿葉、桑葉等使用の健康茶
､神鍋産農畜産物使用の混ぜご飯の素
●減農薬米「ﾌｸﾉﾊﾅ」と米粉使用の饅頭、
甘酒、ケーキ等

【愛媛】
☆県産裸麦使用の栄養ﾊﾞﾗﾝｽ
菓子､揚衣用調味料
☆県産裸麦使用の洋菓子

【香川】 ○蕪の浅漬け

【島根】
☆牡丹花使用の牡丹酒、牡丹リ
キュール「ピポワン」

【山口】
☆県産農水産物を使用したｵﾘ
ｼﾞﾅﾙﾊﾟﾝ
●県オリジナル野菜「はなっこ
りー」、特産かぼちゃ 「くりまさ
る」使用の銘菓ういろう

【鳥取】
☆20世紀梨使用のジュース「二
十世紀梨ドリンク」
☆20世紀梨使用のワイン・ス
パークリングワイン
●県産トトリコ豚とおから等使用
のトトリコロッケ
●県産トトリコ豚と米粉等使用
のトトリコ豚饅
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経営支援情報
システム 等

地域力連携拠点の支援の流れ

経営診断による
状況把握

企業財務データの活
用等により

・経営指標分析

・同業種・規模で
比較

・将来見通しの提示

データ入力

データ活用

国等の支援施策

・政府系金融機関、信用保証、補助金

・ＪＥＴＲＯ等による海外進出支援 等

専門人材

（企業ＯＢ、コンサルタント、
中小企業診断士 等 ）

派 遣

地 域 力 連 携 拠 点
（コーディネーター）

コーディネーター候補：中小企業診断士、税理士、企業ＯＢ、優秀な経営指導員 等

新たな販路開拓
→流通業ＯＢ
→マーケティング専門家等

事業転換
→弁護士・税理士
→コンサルタント 等

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

システムの導入
→ ITコーディネータ等

ビジネスマッチング
→金融関係者
→技術指導員 等

悩む中小企業

・課題が見えない

・何か新しいことをしたい

・事業継続が不安

活 用

拠点に相談拠点に相談

○コーディネーターによる掘り起こし

○他機関との連携による案件発掘

パートナー機関 （金融機関、農協等）

業界団体

商工会・会議所

自治体 等

経営戦略の
立案

・経営力向上

・創業・新事業

・事業承継

・事業転換・再挑戦

※農商工連携もこのスキームのなかで支援

全国で３１６機関
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「農商工連携」の促進を通じた地域活性化 （総額約100億円）

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業等の産業間での連携(「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活
性化につなげる観点から、経済産業省と一層密接かつ有機的に連携をとり、以下の取組を推進していく。

・地産地消関連対策＜8.3億円＞
農業、商工業、観光業等が連携して、地域全体で地産地消に取り組む「地産地
消モデルタウン」の整備や、高齢者や小規模農家など多様な主体が活躍する農
産物直売所を中心としたモデル的な取組等を支援

・ＩＴ活用型営農成果重視事業＜0.8億円＞
精密農業技術を導入した栽培管理技術、環境負荷低減技術、経営効率化につ
ながる技術等を組み合わせて導入する「ＩＴ活用型営農」の構築を支援

・漁業再チャレンジ支援事業＜5.2億円＞
漁業分野への新規参入を促進し、漁業を担う人材の確保を図るため、漁村の
経営資源情報等の提供、漁業者(漁協等）と異業種事業者とのマッチングを図る
ためのフェアの開催、漁業外の異業種のノウハウを活用した漁業分野での起業
を支援

生産段階における支援

・食料産業クラスター展開事業＜6.1億円＞
地域の食品産業、農林水産業、その他関連産業等との連携による「食料産業ク
ラスター」の形成を促進し、国産農林水産物を活用した新商品開発・販路拡大等
を支援

・食品産業ＨＡＣＣＰ等普及促進事業＜1.5億円＞
食品製造業におけるＨＡＣＣＰ手法の導入や食品の全社的な品質管理体制づく
りを推進するための研修、セミナー、シンポジウム等の実施を支援

・輸出促進対策＜20.5億円＞
品目別の戦略的な輸出促進、意欲ある農林漁業者等に対する支援、日本食・
日本食材の海外への情報発信等を総合的に支援

加工・販売段階における支援

・新たな農林水産施策を推進する実用技術開発事業
＜52.0億円の内数＞
農林水産業・食品産業の発展や現場の課題に対応した産学官連携による実用
技術等の開発を推進

・新需要創造対策＜6.3億円＞
公設試験研究機関、国公立大学等が開発した新品種、新技術を活用し、産地と
企業の連携による新食品・新素材の安定供給システムの確立を支援

研究・事業化段階における支援

農林水産省

この他に、

・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金＜305億円の内数＞
農山漁村における生産基盤や生産機械施設、交流・体験施設等の整備を支援

・強い農業づくり交付金＜249億円の内数＞
高品質農畜産物の供給体制の確立を図るために必要な施設・機械等の整備を
支援

等を確保。
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「農商工連携」の促進を通じた地域活性化（１０２．６億円）

地域の基幹産業である農林水産業、商業、工業等の産業間での連携（「農商工連携」）を強化し、相乗効果を発揮することで、地域活性化につなげる
観点から、農林水産省と一層密接かつ有機的に連携をとり、以下の取組を推進していく。

・地域産品ＩＴ販路開拓支援事業＜3.0億円＞
地域特産品を販売するサイト（ショッピングモール）の立ち上げを支援し、地域の生産者に対し、廉価

に出店、直販できる、ＩＴを活用した販路の開拓を促す。

・ＩＴ経営応援隊＜3.0億円＞
中小企業者・農業者がＩＴ経営の実践を進めるためのＩＴコーディネータや地域ベンダ等による官民

連携ネットワークを構築し、研修活動、ベストプラクティス等の収集・普及活動、地域連携支援事業

を支援。

・電子タグやＩＴシステムの活用による

販売促進及び生産・流通管理＜2.0億円＞
電子タグなどＩＴを活用して地域特産品の生産・流通の効率化を図る先進的な取組が、全国各地に

幅広く展開されるようなシステム開発等を支援。

ＩＴ活用による生産性向上・販売促進

・中小企業地域資源活用プログラム＜28.0億円 ＞
地域資源（産地の技術、地域の農林水産品、観光資源等）を活用して新事業に取り組む中小企業・

農業者等の取組を支援。

・新連携対策支援事業＜１１.0億円＞
中小企業者が異分野の事業者（他の中小企業、研究機関、ＮＰＯ等）と連携して新事業活動を行う

取組（「新連携」）に対して支援を行い、農商工連携を推進する。

・広域総合観光・集客サービス支援事業<1.5億円>
農商工連携による体験交流プログラムほか、これらの連携による地産地消型の新サービスの提供

を推進し、観光・集客サービスの競争力を強化。

・地域イノベーション協創プログラム＜10.0億円＞
地域の農業従事者等との有機的連携を通じつつ、農水産品を原材料として活用した新商品・新事
業開発を目指した実用化研究開発を実施。

・中小商業活力向上事業※<10.0億円>
空き店舗を利用した農産物販売のアンテナショップやコミュニティ施設の設置・運営等、商店街・
商工会議所や地域の民間事業者などによる農商工連携に向けた取組を支援し、商店街の活性化
を促進。

（※少子高齢化等対応中小商業活性化事業より名称変更）

地域産品の販売促進・新商品開発の支援

・地域企業立地促進等補助事業＜11.0億円＞
企業立地促進法に基づき、農商工連携に資する企業立地を促進するために、地域が取り組む
基本計画の策定や人材育成事業を支援。

・地域企業立地促進等共用施設整備事業＜7.0億円＞
農商工連携に資する貸工場、貸事業場等の共用施設を整備する事業を支援。

企業立地による地域振興

・産学人材育成パートナーシップ事業＜2.5億円＞
地域の産業界と大学等の高等教育機関が連携し、地域の特徴を踏まえた農業と商工業の連携

等により地域課題の解決に貢献する中核的な役割を果たす人材を輩出する人材育成プログラム

の開発とその実証等を行う。

・中小企業ものづくり人材育成事業＜0.5億円＞
工業高校等と地元企業・農業者等産業界が連携して行うものづくり分野や農商工連携分野の

人材育成事業を支援。

・新現役チャレンジ推進事業＜5.0億円＞
製品開発やマーケティングなどのノウハウをもつ大企業退職者等を数年間に渡り集中派遣し、

地域における販路開拓等の取組を支援。

・村おこしに燃える若者等創出事業＜2.0億円＞
農商工連携等に資するコミュニティビジネスの担い手となる人材（村おこしに燃える若者等）

を発掘・育成する取組を支援。

・日本貿易振興機構事業（・日本貿易振興機構事業（JETROJETRO補助金等）＜補助金等）＜5.55.5億円＞億円＞
日本貿易振興機構において、地域産品の輸出促進のため、品目別輸出会議の開催、主要輸出

市場における調査等を実施。

地域産品の輸出促進

地域における知的財産の保護強化

地域の人材の育成・交流

・農林水産関連知的財産の基礎づくり＜0.3億円＞
農林水産関係者に対し、特許、商標(地域ブランド)等に関連するセミナーを全国で開催すると

ともに、農商工連携分野における地方公共団体との連携モデル事業を実施する。

・農林水産関連知的財産の活用強化＜0.2億円＞
農林水産関係者に対し、産業財産権に関する無料相談会を全国で開催するとともに、企業等

訪問型の相談事業を数か所で新たに実施する。

経済産業省
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・ ５月１６日 法律成立

・ ５月２３日 法律公布

・ ７月２１日 法律施行

・ ７月下旬以降 基本方針に係る農林水産省３審議会、中小企業政策審議会の審議

基本方針の告示

・ ８月中旬以降 事業計画の申請受付開始

・ ９月中旬以降 国による事業計画の認定
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