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はじめに 

 
戦後の高度経済成長期以来、我が国は、鉄鋼、自動車、半導体といった高付加価値

な「ものづくり」の牽引する世界第２位の経済大国として、世界経済の一翼を担って

きた。90 年代以降、安定成長期に入った現在においても、「ものづくり」は、我が国

経済を支える重要な基盤と考えられている。 

しかし、近年、中国・インド等の新興国が急速に力をつける中で、我が国企業と新

興国のそれとの競争力の差は以前のようなものではなくなっている。折しも 2008 年、

我が国は 28 年ぶりに貿易赤字国に転落した。もはやこれまでの「ものづくり」だけで

は、我が国の経済を支える付加価値を産みだせなくなってきている。さらに、競争力

強化に向けた合理化の結果、製造業の雇用吸収力も低下しており、我が国全体の就業

者数も減少傾向となっている。 

既に人口減少時代に突入した我が国が、持続的な経済成長を続けるためには、我が

国の産・学・官が一体となって、世界に通じる「新たな強み、新たな付加価値」を創

り出していかねばならない。 

 今、世界は、100 年に一度とも指摘される深刻な経済危機の渦中にある。これが、

我が国、そして地域経済にとって、深刻なピンチであることは疑いない。しかし、こ

れを大きなチャンスと捉え、新たな挑戦へと踏み出すことこそが重要ではないだろう

か。我々は、環境との調和が求められる 21 世紀型の産業構造・地域経済の姿を見据え、

大切な一歩を踏み出さねばならない。 

 

 農商工連携は、その第一歩を踏み出すものに他ならない。 

日本の魅力ある「食」。そして、それを原点とする我が国の食文化・ライフスタイル

こそ、世界に誇るべき、我が国の財産ではないだろうか。 

小麦や飼料穀物の輸入に伴い、カロリーベースの食料自給率こそ４０％にとどまっ

ているが、我が国農林水産物・食品の品質は海外で高く評価されており、高級食材と

しての需要が拡大している。世界的な「日本食ブーム」もこの傾向を後押ししている。 

また、農商工連携の担い手は、地域で活躍する農業者、林業者、漁業者ならびに地

域経済を支える食品加工、食品小売、外食を中心とする商工業者だ。固有の気候風土

と長い伝統と文化に育まれた地域独自の魅力を、新たな商品・サービスに吹き込み、

消費者に届けることができれば、そこに、新たな地域活性化の芽が産まれるはずであ

る。さらに、農林漁業、食品加工、食品小売、外食はいずれも地域の雇用を支える産

業であり、地域経済への波及効果は大きい。 

 

これまで、農林水産業においては、規模拡大による生産効率の追求や安定的な生産

の実現が追求されてきたが、製造業等の我が国の他産業と比べ、その生産性が低い産

業とされてきた。地域の農林水産業の現状に目を転じれば、担い手の高齢化は既に限

界に達しており、耕作放棄地の増加等の問題が山積している。 

しかし、世界的な需要の落ち込みの中にあって、我々の生活に密着した底堅い産業

として、「食」ひいては、「農商工連携型産業」の重要性が見直され、大きな期待を集
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めている。 

既に、地域ではパイオニアが活躍し始めている。彼らは、戦略的で互恵的な農商工

連携を通じて、ヒト・モノ・カネ・技術・ノウハウといった経営資源の相互依存・共

有を進めることで、消費者のニーズを踏まえた商品開発力を獲得し、現下の厳しい経

営環境においても着実に事業拡大している、優れた事業者達である。既存の流通スキ

ームに頼らない高付加価値商品の生産・販売や異業種の技術やノウハウを活かした生

産性の向上等、意欲的な取組が徐々に広がっている。また、多くの若者が、農業の現

場に強い関心を示しはじめている。 

地域の農商工の担い手と地域の関係者が一体となって連携を進め、「農商工連携クラ

スター」ともいうべき、有機的なネットワークを創出することは、決して不可能では

ない。農林水産業と関連産業の「成長産業」化に向けた環境は整いつつある。 

 

この度、農林水産省と経済産業省は、農林水産省総合食料局長と経済産業省地域経

済産業審議官の私的研究会として「農商工連携研究会」を設置し、農商工連携の促進

に向けた検討を行った。 

本研究会の目的は、産業政策と農業・食料政策のいずれもが大きな転換点にある中

で、農商工連携を通じて、我が国の新たな強みを創り出すべく、農林水産業サイド、

商工業サイドのすべての関係者が共通理解とすべき、中長期的な方向性を示すことに

ある。 

我が国においては、1925 年に農商務省が農林省と商工省に分離して以来、農林水産

行政と商工行政は、別個の政策体系を成しており、地方公共団体や関連公的機関にお

いても別個のネットワークが形成されている。また、これまで農林水産業者と商工業

者も互いに接することが少なかった。しかし、「ものづくり」に並ぶ我が国の新たな強

みとしての「食ビジネス」を創り出すには、関係者が一体となって取り組むことが不

可欠であることは言を待たない。 

本報告書は、農商工連携の趣旨に共鳴し、農商工連携に取り組もうとする、全ての

農業者、林業者、水産業者、商工業者、自治体、関係機関等の方々に対して、基本的

な視座を提供するとともに、今後の施策展開の具体的な対応方向を提示したものであ

る。我が国の将来のために、自らの立場の枠を超え、農商工連携の第一歩を踏み出す

際、一助となれば幸いである。 

 

なお、本研究会においては、報告書における提言内容以外にも、委員から、各業界

の立場に基づき、農商工連携の普及に向けて今後検討すべき事項や留意すべき事項に

ついて、指針となりうる多くの忌憚ない意見が寄せられた。 

今後、農商工連携の促進に向けた議論が、全国で広く普及し、また継続的に展開さ

れることを期待し、研究会において発言のあった各委員の意見の概要を併記すること

としたい。 
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一層の農商工連携の普及・拡大に向けて、支援策の深化が不可欠

（１）これまでの取組

・農商工等連携促進法（２００８年７月施行）
→１９０件の計画認定

・関連予算
→２００９年度：農林水産省：１７９億円

経済産業省：１５５億円
・普及広報
→農商工連携フォーラム・セミナー等

併せて４３回が開催、延べ５０００人が出席

１．総論

各地域における独自の農
商工連携の取組の拡大

→農商工連携８８選の選定
→都道府県による農商工
連携ファンドの創設

（２）農商工連携の意義

川上

川下

消費市場

農林水産業の収益拡大

商工業の収益拡大

食
料
自
給
力
の
向
上

地
域
経
済
の
活
性
化

各地で農商工連携の浸透と類型
の多様化が進展

消費者への多様な農林水
産物・食品の提供

農商工連携の進展により、川上の農林漁業者を始め、川下の商工業者
や消費者の便益が向上。最終的には、地域経済の活性化や食料自給
力の向上が期待
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I. 総論 

 

（１） 農商工連携の現状・これまでの取組の経緯 
 

   ①「農商工連携」の促進について 

 

2007 年 11 月、政府は、人口減少時代に突入した我が国において、持続可能

な地域経済を創り出すためには、地方の課題・実情に応じた道筋をつけることが

必要との問題意識に基づき、「地方再生戦略」（2007 年 11 月地域経済活性化統

合本部決定）をまとめた。その中で、農林水産業者と商工業者との連携による取

組、「農商工連携」の推進が、地域の基盤となる農林水産業等の地域産業の再生

を図るための重要施策として位置づけられた。 

我が国において、農林水産業は、食品関連産業や関連機器設備の製造業・施工

業などへの波及効果が大きい地域の基幹産業とされてきた。しかし、販路開拓や

消費者ニーズへの対応などで、その強みを必ずしも発揮できていない面がある。 

また、地域の商工業者は、製造や販売に関する独自のノウハウや技術等を蓄積

しているが、近年の経済構造の変化の中、さらにビジネスの領域の拡大につなが

る新たな事業展開が必要となっている。 

そこで、農林水産業者と商工業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄

り、新商品・新サービスの開発等に取り組むこと（農商工連携）により、資源の

利活用を向上させ、農林水産業者、商工業者の経営向上を図ろうとするものであ

る。これらの取組によって、衰退が指摘される地域経済が活性化されることが期

待される。 

地方再生戦略のとりまとめを受けた具体的な取組として、農林水産省と経済産

業省は、「農林水産業・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」を公表し、これに基づき、農商工

連携関連２法の制定等の各種支援施策を展開してきたところである。 

 

また、2008 年 9 月に閣議決定された「新経済成長戦略 2008 改訂とフォロ

ーアップ」においても、農林水産業の競争力強化により地域経済の活性化を実現

するため、更に農商工連携を推進することとされている。 

 

 

②農商工等連携促進法について 

 

農商工連携の促進に向けた施策の大きな柱として、2008 年 5 月、「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案（農商工等連携促

進法）」が成立し、同年 7 月に施行された。 

農商工等連携促進法では、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の計画の認定を受けた場合に、事業資金の貸付や債務保証、
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設備・機械の取得に対する税制等の支援、事業に係る経費への補助等を受けられ

ることとしている。 

これに基づき、農林水産省と経済産業省は、185 件もの農商工等連携事業計画

と５件の農商工等連携支援事業計画を認定している。（2009 年 3 月 27 日時点） 

 

 

③農商工連携関連予算について 

 

農商工連携の促進に関する支援措置として、農林水産省と経済産業省は、２０

０８年度、両省それぞれ約 100 億円、計 200 億円以上の農商工連携関連予算を

計上した。これは、農林漁業者と商工業者の個々の農商工連携の取組を支援する

農商工等連携促進法を中心に、その基盤となる技術開発、人材育成、マッチング

支援等への支援を充実させるものである。 

このうち農林水産省では、食料産業クラスター形成を通じた、国産農林水産物

を活用した新商品開発・販路開拓等の取組への支援や、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等に向けた支援を実施した。また、経済産業

省では、各地域の「強み」である農林水産品を活用して行う新商品等の開発・市

場化の支援や、農林水産品を原材料とした新商品等の開発を目指した研究開発の

支援等を実施した。 

また、2009 年度については、新商品・新サービスの開発や地域産品の国内外

への販路開拓等の支援を強化するため、農商工連携関連予算を大幅に増額し、経

済産業省・農林水産省合わせて約３３４億円の予算を計上している。 

 さらに、2009 年度第一次補正予算案において、農林水産省・経済産業省では、

高度な環境制御により野菜等の周年・計画生産を行う植物工場の普及・拡大に向

けた各種支援策を盛り込んでいるほか、経済産業省では、国内外市場の販路開拓

支援等の、また、農林水産省では、新商品の販路開拓に対する支援、地域の資源

である農産物を活用した新商品等の本格的な事業化のための施設整備に対する

支援等の農商工連携関連予算を盛り込んでいる。 

 

 

④普及広報活動の状況について 

 

農商工連携を進めるにあたっては、農業者、林業者、漁業者及び関連の商工業

者はもとより、地方公共団体等の関係者、一般消費者に対して、普及広報を進め、

その趣旨に対する理解を得て、協力を仰ぐことが不可欠である。 

 

 

農林水産省及び経済産業省においては、2007 年度より、地域産品のＰＲや国

産農林水産品等の消費拡大を図るため、「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」を展開している。農林水産大臣、経済産
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業大臣をはじめ幹部自らが現場訪問やトップセールスを実施し、所管する業界団

体や消費者等に対して、農商工連携が国民的な運動へ発展するための働きかけを

行った。 

 

また、事業者が、実際に農商工連携に取り組む契機となるよう、農林水産省と

経済産業省は、2008 年４月に農商工連携の身近な先進事例を「農商工連携 88

選」として選定・表彰を行った。 

さらに、農商工連携を全国的取組へと発展させるため、２００８年６月に首相

官邸において、「農商工連携サミット」を開催し、総理大臣以下、農林水産大臣、

経済産業大臣等の関係閣僚、全国農業協同組合中央会、日本経団連等の関係団体

が一堂に会し、農商工連携の推進に向けて、関係者が協力していくことで一致し

た。加えて、同年 7 月には、「農商工連携フォーラム」を開催し、500 名以上の

関係者が参加した。 

農商工連携への取組を、地域ごとに自律的に進めていくための基盤として、地

方農政局、経済産業局、都道府県、商工会議所・商工会、ＪＡ等の関係機関が連

携し、全国９地域でそれぞれ「農商工連携ブロック協議会」を設立した。各地域

の農商工連携ブロック協議会が中心となって、2009 年 3 月までに全国各地で農

商工連携フォーラムやセミナーが合わせて 43 回開催され、延べ 5000 人が参加

したところである。 

今後は、意欲ある事業者・関係者から具体的な農商工連携の取組を引き出すた

め、「農商工連携新発見ツアー」による先進的な事業者の見学会や、農林水産業

経営・技術、観光等の専門家からなる「農商工連携応援キャラバン」による経営

相談等の、地域の事業者の課題を踏まえた実践的な広報・普及活動を実施し、新

規参入や新たな取組への挑戦を促進していくこととしている。 

 

 

⑤地域における農商工連携の浸透と多様化 

 

農商工連携に対する理解が浸透するにつれ、地方公共団体をはじめとする地域

の関係者が、自ら農商工連携に取り組む動きが広がっている。農商工連携は、国

の施策という枠を超え、地域活性化に向けた新しいコンセプトとして、より裾野

の広い取組へと拡大しつつある。 

このような動きを後押しすべく、独立行政法人中小企業基盤整備機構において

は、各都道府県が地域の特徴と強みを活かし、農商工連携に対する具体的な助成

内容を自ら決定できるよう、「農商工連携型地域中小企業応援ファンド」として

総計５００億円程度の資金枠を確保し、都道府県への貸付を実施している。 

例えば高知県では、2008 年 6 月にファンド第一号案件として「こうち農商工

連携基金」を組成し、県内の鰹や柚子、梁瀬杉をはじめとする特色ある農林水産

物を活用した新商品開発、販路開拓等への支援を行っている。2009 年 5 月現在、

全国で２２道県が農商工連携型地域中小企業応援ファンドの創設を発表してお
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り、地域の関係者自らが農商工連携に取り組む動きが各地域に浸透しつつある。 

 

また、農商工連携の在り方も、より高度で複雑な連携へと進化している。 

農業・林業・水産業者と食品製造業、飲食店業をはじめとする関連産業との連

携については、売上情報、顧客情報、生産見通しの情報共有が契機となり、契約

栽培や専売契約等の事業提携へと展開していくのが一般的である。これに加え、

ジョイントベンチャーの設立、資本出資、人材の派遣・交流等の経営面での提携

へと発展する可能性もある。このような戦略的な連携は、技術やノウハウ、人材

といった経営資源の共有・蓄積を促し、それぞれの事業のレベルアップに有効で

ある。 

しかし、農商工連携によって地域経済全体を活性化するためには、個々の事業

者単位の事業規模では十分とは言い難い。 

既に、先進的な地域においては、これらの取組を個々の事業者同士の取組に留

まらせず、地域の生産者の団体や法人、商工業者の団体、自治体等が連携し、「面

的」な取組へと発展させ、規模を拡大することで、地域経済の活性化を実現して

いる例が見られる。さらに、これらの規模の大きい取組においては、生産、流通、

販売、経営等の各業務の高度化・専門化に対応できる人材の育成・確保に取り組

むことが可能となっており、更なる発展が期待できる。今後、同様の動きが加速

化するものと考えられる。 

 

個々の農商工連携の取組が、地域全体を巻き込んだネットワークへと発展して

いく事例を分析してみると、中心となる組織によって、取組の展開に特徴が見ら

れる。農商工連携のネットワークには、農林水産業者、小売業・卸売業等の商業

者、食品加工業等の工業者だけでなく、地方公共団体、消費者団体、ＮPO 法人

が参加する場合、さらには優れた開発技術を有する研究組織が参加する場合もあ

る。 

このうち、農業者を中心として形成されるネットワークについては、目指すべ

き農業像や地域の活性化といった理念を共有する複数の専業農家が中心となっ

て、専門農協の方式に近いネットワークを形成し、効果を上げている例も見ら

れる。この場合、事業展開にあたっては、品質や安全性を管理するため、統一的

な基準を整備し、連携に参加する事業者が自ら責任をもって製品管理を行ってい

くことが不可欠である。市場取引に頼らない直売や契約栽培から出発し、地域で

の食品加工やサービス部門の導入に至るケースが多く、地域の雇用拡大という点

でも貢献している。 

また、商業者を中心として形成されるネットワークについては、商業者自らが

経営理念と明確な商品コンセプトを掲げた上で，それに理解のある農家，農協、

農業法人と連携していくことが出発点となる。その際、農業者を単なる商品供給

者でなく，共存共栄を目指すパートナーとして尊重していく姿勢が重要である。

ネットワークに参加する農業者を拡大していく際に、契約生産をとる場合は，規

格をできるだけ単純にして，規格外品の活用を進める等の配慮を行い、農業者や
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地域の持続的発展に貢献する姿勢を示すことが中長期的な連携に不可欠である。 

工業者を中心として形成されるネットワークについては、工業者が原材料への

確固たるこだわりをもち、それに合致する農家の技とプライドを適切に評価する

姿勢が基盤となる。単一品目を多量に消費することから、比較的初期から個々の

農業者に留まらず、産地全体と連携を組んでいく傾向が強く、産地の育成・活性

化、共存共栄を図ることが求められる。産地組織に一次加工や下処理を任せる例

もみられる。逆に、自社生産農場を展開する場合は、地域社会との共生に配慮す

ることが重要である。 

 

 

（２） 農商工連携の意義 
 

 

川下となる小売業・食品加工業・外食産業等の事業者から、川上となる農業・林

業・水産業者までが、一次、二次、三次の産業の壁を越えて垂直的に連携し、消費

者の視点を共有して、多様な商品・サービスを展開していくことにより、以下のよ

うな意義が期待される。 

 

①生産物の需要拡大等を通じた農林水産業の収益拡大 

 

農商工連携によって、我が国の農林水産物・食品の良さを活かしつつ、消費者

ニーズに合致した商品やサービスの提供が可能となることにより、国産の農林水

産品・食材の消費が高まり、農林水産業の収益を拡大することが期待される。 

また、戦略的な連携を進めることにより、商工業者の有する技術やノウハウ、

人材といった経営資源の共有・蓄積が促され、農林水産業経営の改善に有意義で

ある。 

 

近年、我が国の食料需要が、生食から加工食品にシフトしてきていることを踏

まえれば、農商工連携を通じて、国産の農林水産物・食品の新たな用途を開拓し

て需要拡大を促す、規格外品やロットが小さすぎる希少品等の低利用・未利用の

食材を有効活用する等の取組は、極めて重要である。 

 

また、我が国は、既に人口減少の局面に入ったところであるが、特に、これま

での我が国の食料需要を牽引してきた都心部の人口の伸びが鈍化することを踏

まえれば、地産地消、観光での活用、海外輸出等、多様な販路を開拓していく必

要が求められるが、これら新しい取組を進めるにあたっても農商工連携を進める

ことが効果的である。 
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○食用農水産物の消費内訳 

 
 

 

 

 

総務省他９府省庁「平成17年産業連関表」を基に農林水産省で試算 
注：１）食用農水産物には、特用林産物（きのこ等）を含む。精穀（精米、精麦等）、と畜（各種肉類）、冷凍

魚介類は、食品製造業を経由する加工品であるが、最終消費においては「生鮮品等」に含めている。 

２）旅館・ホテル、病院等での食事は、「外食」ではなく、使用された食材費をそれぞれ「生鮮品等」及

び「加工品」に計上している。 

○一世帯における食料関連消費の内訳推移（金額、％） 
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特に、輸出における活用は、今後、経済成長が期待されるアジア・中東を含め、

海外市場という新たな需要の開拓につながり、個々の農林水産業経営体にとって、

新たな事業発展の手法を提供することになる。例えば、海外での高評価が、逆に

国内市場における高評価につながり、国内での需要拡大が図られるといった波及

効果も期待できる。また、輸出に関連する業務は、海外とのやり取りも含め、ス

ピード感のある経営判断が求められることから、人材の確保及び育成面での効果

にも期待ができ、経営者・管理者能力の向上，若手従業員のモチベーション向上

等につながると考えられる。 
 

 

＜紺野委員＞ 
農産物輸出促進は、農業法人の経営発展、販路拡大等に加え、海外で通用する日本産農産

物を供給するための競争という中で、国内にも好影響がある。 
 

農産物の輸出促進は、農業法人の経営発展、国内農業の体質強化、販路拡大等に好影響をもた
らすとともに、海外でも評価の高い日本産農産物を供給することで、国内競争力にも資するとい
う「ブーメラン効果」を期待している。 

 
＜門間座長＞ 

今の農産物輸出は、農業法人や農協がそれぞれ行い，現地でお互いに競争をしているよう
な状況だが、誰かがきちんとコーディネートをして、組織的にやることによって、値段も下
げられるし、量も継続的に出せるはず。 

 

 

これら農林水産品の需要面の取組に加え、工業分野で生まれた先進技術や異業

種のノウハウを生産段階や経営段階において活用することも重要な役割が期待

される。 

例えば、優れたＩＴを活用し、栽培環境と生育のデータの数値化・共有化を進

めることにより、篤農家の栽培技術をモデル化し、経験と勘だけに頼らない、い

わば「サイエンスに基づく農業」を実現することは、農産物の計画的な安定供給、

均一性の高い農産物生産に資すると期待される。 

さらに、既存の流通システムに頼らず、直売所を活用する、インターネットを

活用した販売を行う等の独自の販売を進めることによって、これまで接点がなか

った消費者のニーズを身近に感じることができ、「売る」ことを意識した、付加

価値の高い農林水産業経営が可能となると期待される。 

 

 
＜小林上杉委員代理＞ 

高付加価値化については、これまでの農業の経験と勘に加えて、サイエンスをしっかり取
り入れ、どういうものをつくり、付加価値化するかという点がポイントである。 

 

＜高島委員＞ 
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 価格の決定権を持つために、高付加価値化を目指す際、何が付加価値か、何がおいしいのかと
いうことは、消費者と生産者でずれており、そのことを気づかせ、求められるものを示すことに
意味がある。 

 
＜大澤委員＞ 
 直売所は、マーケティング、人材育成、技術導入などの課題に上手く対処しており、トレーニ
ングの場としても重要。ネットワークを持つ団塊世代の人材を活かせばさらに飛躍できる。 

 

 

②商品の品質の向上、差別化を通じた商工業の収益拡大 

 

農商工連携によって、我が国の良質な農林水産品・食材を活かし、消費者ニー

ズに合致した商品やサービスを提供することが可能となり、より高付加価値な商

品やサービスを創出して商工業の収益拡大に貢献すると期待される。また、連携

により、商工業が、農林漁業分野に関連した「ものづくり」の知識やノウハウ等

を獲得できることで、商品開発力が向上し、収益拡大が図られることも期待でき

る。 

近年、価格のみならず、安全な食品に対する関心が消費者の中で高まっている。

従来、小売業、食品加工業、外食産業による国産農林水産物・食品の利用につい

ては、コストや安定供給が課題となっていたが、近年、食味等に優れた高付加価

値な商品として、その価値が見直されつつある。 

 

これを踏まえ、地域の小売業、食品加工業、外食産業にとっては、地元の農林

水産物を活用した商品に対する期待が高まっている。小売業者においては、特に

食味に優れた、「おいしい」地元産の高品質な農林水産物・食品をブランド化す

る等により、収益を拡大することが想定される。また、食品加工業や外食産業に

おいては、国産農林水産物・食品を活用した新商品・サービスを開発し、収益を

拡大することが想定される。 

 

 
＜飯野委員＞ 

百貨店業界において、食品、特に野菜・果物については追い風。地域の産品は、人気があって
相乗効果が期待できる。 

 

＜笠原臨時委員＞ 
 大手の製粉会社が輸入小麦や北海道小麦の製粉加工に適した臨海部に展開する中で、地元の会
社は地元産で付加価値を高めて、地産地消を展開していかなくてはならないと考えた。 
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○台湾・香港・中国における各国産の食品に対するイメージ 

 
 

○生鮮食品について、どこの産地のものを購入するか 
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③消費者への多様で高品質な農林水産物・食品の提供 

 

近年、消費者の「食」に対する関心が高まり、「安さ」や「便利さ」といった

価値に加えて、「おいしい農産物を食べたい」「安全な食材を食べたい」、「栄養価

の高い食材が欲しい」、「食品リサイクル、省エネ、省資源等によって環境負荷の

小さい食材が良い」といった新たな価値に注目が集まっている。農商工連携の取

組を通じて、これらの新たなニーズに対応した農林水産物・食品を生み出してい

くとともに、環境への配慮や食料自給力の向上といった、いわば商品の持つもう

一つの価値を積極的にアピールし、普及・拡大していくことも必要である。 

例えば、加工・流通段階での工程履歴や温度履歴を管理するだけでなく、生産

段階から作業履歴や使用農薬の管理を徹底することで、付加価値につなげていく

ことが可能となる。 

また食品リサイクルについては、食品製造業、流通業、外食産業等の事業者か

ら排出される食品残さの飼肥料化等を進め、これらを利用して生産された農畜産

物や加工食品等を食品残さの排出事業者が引き取り、付加価値の高い食材として

消費者に届ける、いわば農商工が一体となった「リサイクルループ」の構築が効

果的である。 

 

 
＜恵本竹田委員代理＞ 

お客様の価値観は、安全・安心、味、鮮度、価格など多種多様にわたっている。ＣＳＲの
観点から環境問題に取り組むべく、循環型リサイクル農業も進めるといったことも求められ
ている。 

 
＜山本委員＞ 

消費者側の関心も変わっており、えさ米を使用した豚肉は高くても売れるといった例があ
る。環境に良いなど、価格以外の価値を前面に出していくことも必要。 

 

 

④地域経済の活性化 

 

地域における農商工連携の進展は、地域経済を支える地元の農林水産業や関連

産業が活性化する契機として、大きな意義を有する。 

農林水産業は、地域経済の基幹産業と考えられているが、農林水産業自体の付

加価値は我が国経済全体の１％に過ぎない。しかし、食品製造業や食品卸売・小

売業、飲食店業等の関連産業を加え、農商工連携関連業種全体で見た場合、我が

国経済全体の約 10%に相当する。農林水産業が盛んな地域であれば、この傾向

はさらに強くなる。 

 

したがって、単に良質な農林水産品を出荷することに留まらず、地域の農林水

産業と食品製造業や食品卸売・小売業、飲食店業等の関連産業が連携し、地域一
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体となった農商工連携を進めることによって、地域固有の特産品等を活用した新

たな商品・サービスを生み出すことで，はじめて大きな付加価値が生まれ、雇用

にもつながることが期待できる。さらに、飲食店業や旅館業・ホテル業等と連携

し、地元産の農林水産品を活かした加工品や料理メニュー等を取り入れることで、

観光消費を喚起することも重要である。都市部から地域へ観光客が訪れ、地元産

の料理を食べてもらうことは、農商工連携の担い手のモチベーションを高め、若

い人材を引きつける魅力となりうる。 

この点について検証すべく、経済産業省では、2030 年の地域経済の見通しに

ついてシミュレーションを行ったが、その結果、2005 年から 2030 年の農業及

び食品製造業が盛んな地域の域内総生産の伸びが、1.7%に留まる中で、当該地

域において、農商工連携が進展した場合は、さらに 3.1 ポイントが押し上げられ、

域内総生産全体の伸びが 4.8%に達するという結果となっている。また、同様の

地域で観光業の発展が進んだ場合は、3.7 ポイント押し上げられ、域内総生産全

体の伸びは、5.4%に到達することになる。 

既に、我が国は人口減少の局面に入り、今後、これまでの我が国の食料需要を

牽引してきた都心部の人口の伸びが鈍化することを踏まえれば、地産地消、観光

での活用、海外輸出等の新たな取組によって、地域で付加価値を生み出すことが

重要である。 

 

 
＜門間座長＞ 

地域での雇用拡大には、やはり加工、サービス部門の導入が不可欠で、農業生産だけでは
地域の雇用拡大にはつながらない。 

 

＜尾崎委員＞ 
 高知県は厳しい経済状況にあるが、農商工連携を活用して解決したい。素材勝負では首都圏近
郊には勝てないので、加工して付加価値を高め、高知県の外で売っていくことが大事。 
 
＜大澤委員＞ 

一次産業が、農商工連携を通じて強くなり、食品産業や観光業を引っ張るリーダーとして、
地域全体を変えていくという形が重要。 

 
かつて地域の代表であった酒屋や、みそ・しょうゆ製造業といった醸造業が元気がない。

地域の酒米と酒造メーカーの連携などは十分に想定される 

 
 ＜紺野委員＞ 

地方での地域経済の中核をなす産業の一つが農林水産業である。地域の農畜産物に付加価値を
付けたり、ブランド化したり、新たに商品化する取組みが必要。今まで未利用だった農畜産物の
新たな用途の開発も必要。
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○農・漁業、食品産業等の国内生産額は１０３兆円（平成 18 年）  

  （全産業（９７５兆円）の１１％に相当） 

 

 
 

○各地域の事業所数及び従業者数、製造品出荷額の  

  食品加工業が占める割合 

事業所 従業者数 製造品出荷額

昭和６０年平成１６年昭和６０年平成１６年昭和６０年平成１６年

上位３県
に

おける
シェア
（％）

長崎
４０．８

鹿児島
４２．０

北海道
４０．７

沖縄
４７．５

鹿児島
５２．９

北海道
３６．８

鹿児島
３３．８

長崎
４０．８

鹿児島
３８．３

北海道
４４．１

青森
４１．２

鹿児島
３６．５

北海道
３２．８

沖縄
３６．９

沖縄
３１．１

鹿児島
３６．９

北海道
３９．１

沖縄
３４．８

参考
全国（平

均）
１３．３

全国（平
均）

１４．４

全国（平
均）

９．５

経済産業省「工業統計表」

注１：従業者４人以上の事業所事業所

注２：食料品製造業には、たばこ製造業、飼料・有機肥料製造業を含む。
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⑤食料自給力の向上 

 

農商工連携によって、国産の農林水産物・食品を活かした魅力ある商品・サー

ビスが普及・拡大することは、不測の事態における食料自給力の向上にも大きな

意義を有すると考えられる。 

 

近年、新興国を中心とした経済成長などにより、食料の需要が拡大する一方、

食料の供給は、面積当たり作物収量の伸びが鈍化している中、地球温暖化や砂漠

化などによる水や農業用地をはじめとする生産資源の制約によって、大幅な拡大

が期待しにくく、中長期的には、世界の食料需給はひっ迫の度合いを強めるとの

懸念が高まっている。 

我が国は、世界第一位の食料純輸入国であるが、凶作、輸入の途絶等不測の事

態により食料の供給がひっ迫する場合においても、最低限度の食料供給を確保し

ていく必要がある。輸入の途絶等により不測の事態が現実のものとなった場合に

は、食料供給を確保するための危機管理を行っていくことが必要になると考えら

れるが、一方で、このような不測の事態に的確に対処するためにも、平時から食

料自給力の重要な要素である農地・農業用水、担い手、農業技術を確保しておく

ことが重要である。 

農商工連携を通じて、国産の農林水産物・食品が消費者に受け入れられるとと

もに、厳しい価格競争の中で農林水産業、食品産業における経営の持続性を確保

する重要性について理解を深めていくことも、不測時に備えて食料自給力を維持

するという観点から極めて重要である。 

 
＜紺野委員＞ 

農商工連携の推進を通じて、食料自給力の向上につなげていく取組という位置づけと、消費者
に対しても、単に国産農産物の消費を促すだけでなく、どうすれば生産者が持続可能な農業を構
築できるのか、そして、どうすれば消費者が安全で安心な食料を、安定した価格で食べ続けるこ
とができるのか、農業者、流通業者、消費者が相互に理解しあうべき。 

 
＜門間座長＞ 

農商工連携の今後の方向性として、自給率ではなくて、自給力をつけていくという形で、地
域の取組を強化していくべき。 
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③連携の面的な拡大促進による「地域力」の強化
地域ブランドの育成や管理の徹底、地域内の農業者と商工業者のネット

ワークの育成を推進

－成功事例等を活用した積極的な普及・啓発
－地域ぐるみの農商工連携に対するソフト面、ハード面からの支援強化
－農林水産行政と商工行政の連携による研究開発体制等の整備の推進 等

２．農商工連携の取組の課題と方向性

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、個別の事業者の取組に留まらない地域における農商工連携の面的な拡

大を進めるため、以下の取組を重点的に支援。

地域ぐるみの農商工連携の推進

・農商工連携フォーラム、新発見ツアー、キャラバン等の普及・啓発活動
の継続的な実施。
・食品加工の産業集積の形成・高度化や農商工連携コーディネーターの配
置等を通じて農商工連携に取り組むクラスターを支援
・「地域ぐるみの農商工連携」事例集の策定
・食品関連産業の誘致、企業による農業参入の普及・周知活動の推進。

・「マーケティング力」の強化
「経営力」の強
「地域力」の強

・農商工連携に取り組むための 化
・連携の面的な拡大促進による 化

②農商工連携に取り組む
ための「経営力」の強化

－生産者及び事業者の経営ノウハ
ウ・知識の習得

－戦略的に連携に取り組める人材
の 育成

－企業等のＯＢ人材の有効活用 等

①「マーケティング力」
の強化
－農林漁業者と流通業者等の連携

による供給・販売体制の強化

－産地及び事業者の市場ニーズの
把握

－商品の魅力向上に向けた研究開
発支援 等
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Ⅱ．農商工連携の取組の課題と方向性 

 

（１）農商工連携の課題と方向性 
 

今後、農商工連携によって、我が国の新たな強みを創り出し、地域経済の活性化

を図るために、解決すべき課題は多い。 

 

農商工連携の第一歩は、最終的な需要先・消費者は何を求めているのか、そもそ

もどういった属性・年齢層・価値観を持っているのか、徹底的に情報を把握するこ

とにある。 

情報を把握するにあたり、まず基盤となるのは、「情報の技術革新」である。近

年のインターネットを始めとするＩＴの普及に伴い、産地と需要先・消費者、ある

いは農林漁業者と製造業といった、これまで互いの情報を把握することが難しいと

されてきた双方が、互いにコミュニケーションを図ることが容易となる環境が整っ

てきており（ICT 時代の到来）、その結果、新たな商品・サービスを生み出すチャ

ンスが拡大している。 

また、得た情報を元に、自らの強み・弱みを分析するとともに、連携相手となる

農林水産業者・商工業者の強み・弱み、競合相手や取引先の情報を把握し、より付

加価値の高い商品を企画し、販売していく、いわば「マーケティング力」を獲得す

ることが重要である。 

さらに、そうやって生みだされたアイデアの完成度を高め、実際の商品を開発し

ていく活動を持続的に展開できる総合的な「技術力」を獲得することが重要である。

地元産である、あるいは生産履歴が公表されているというだけでは、需要先・消費

者のニーズをつかんだことにはならない。ターゲットとなる需要先・消費者を明確

に描いた上で、商品の良さを十分に理解してもらえてはじめて、消費者のニーズを

つかんだと言えるはずである。こういった総合的な商品力を高めていくことにより、

既存の業態にとらわれない、「売れる商品づくり」を実現し、農商工連携を事業と

して成功させることが可能となる。 

 

 
＜恵本竹田委員代理＞ 

こういうこだわりがあって、こういう安全性があって、このように供給できるという話は
多く頂くが、最終的にお客様に評価されるかどうかは、店頭に出ないとわからない。店頭に
出た段階で売れるか売れないか、どこに問題があるかというのがわかる。 
 
＜木内委員＞ 

農業は製造業という考え方に立って、マーケットインからの供給を行うことが必要。 

 

 

しかし、消費者のニーズをつかむことは決して容易なことではない。消費者自身

が自らの潜在的なニーズを認識できていないケースも多い。また、消費者のニーズ
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は常に変化している。一度受け入れられた商品・サービスであっても、時間の経過

とともに新鮮味が失われ、飽きられることとなる。 

農商工連携によって、継続的な成長を実現するためには、常に変わっていく消費

者と向き合っていくための基礎となる力、「経営力」を確立することが必要である。

状況の変化に素早く対応し、商品・サービスを変化させていくためには、自らの基

盤となる経営理念を明らかにし、経営資源（人材、資金、生産資源、技術，ノウハ

ウ等）の質と量を充実させ、個々の経営体としてレベルアップしていかねばならな

い。 

このため、中長期にわたる連携関係を構築し、経営資源の相互依存、共有、蓄積

を進めることが重要である。 

近年の急激な事業環境の変化に屈することなく、戦略的な連携を構築し、強固

な信頼関係を築くためには、個々の農林水産物・食品に限定された連携ではなく、

連携相手の経営理念や目指すべき戦略を共有し、互いに尊重していくことが不可

欠である。特に、地域の農林水産業や関連産業の厳しい経営環境を鑑みれば、い

かなる戦略で地域の活性化に取り組むのかという点についても配慮することが適

当である。 

 

 
＜木内委員＞ 

農業は自然を相手にする製造業だ。安定的に供給できる生産ができるかということが一番
のネックだが、製造業として脱皮するためには、農家合併も一つの考え方。 

農家が家族経営の枠を越えて、生産の本当の意味での合併をし、ある程度の生産規模にな
ることによって、生産リスクを縮める。一次加工などを事業の中に組み込むことによって、
安定した供給ができる製品を生み出すということに繋がるのではと考えている。 

 

＜小林委員＞ 
  いい製品がうまれ、生産が拡大する中で、農業者の企業規模が大きくなることを考えれば、

どうしても、農業者における財務管理能力を中心とした経営力が足りていないと思えてならな
い。 

他の商工と同じ、肩を並べて、農業という業界全体がレベルアップしていくためには、前
提として、経営がレベルアップしていることが望ましい。 

強い経営意欲を持った個人、法人が活躍でき、外部からも参入できるような仕組みが必
要。 
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○各業種の就業人口（年齢別） 

 
 

 

○農業所得の推移 
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そして、戦略的かつ互恵的な連携関係を通じて、優れた経営資源を獲得するとと

もに、互いの経営理念や地域活性化へ貢献していく戦略を共有することのできた事

業者こそ、地域活性化のコアとなるべき存在である。 

そもそも農商工連携の取組を構成する農林水産業とその関連産業は、観光業と並

び「地域外」から「地域内」にヒトやカネを呼び入れることのできる産業であり、

地域経済の基幹をなす産業と考えて差し支えない。 

しかし、農林水産業は、他産業と異なり、気候風土の影響を強く受けることから、

安定供給や周年供給が課題である。また、他産業と比べて収益性が低く、投資回収

期間が長いことから、設備投資や経営規模の拡大にも長期間を要するとされている。 

これらのハンデを克服し、消費者のニーズに対応していくためには、農林水産業

者と商工業者というタテの連携に留まらず、複数の農林水産業者や商工業者同士が

有機的にヨコの連携を進めていくことが必要となる。具体的には、産地の農林水産

業者が一体となった生産体制の構築、産地間連携によるリレー出荷の実現、高度な

貯蔵保存技術や加工技術による周年出荷の実現等の取組が想定される。 

これらを実現していくにあたっては、「経営力」を備えた、優れた事業者を中心

に、地域の幅広い農林水産業者や商工業者、地方公共団体、関連公的機関、ＪＡ、

商工会・商工会議所等がネットワークとなって連携し、地域一体となって取組を進

めていくための力、「地域力」が重要となる。我が国は、南北に長く起伏に富んだ

国土を有しており、気候風土や地勢的な条件が地域ごとに大きく異なっている。平

地、中山間地、都市近郊、遠隔地といった特性への理解を十分に共有した上で、地

域の関係者が一致して、地域活性化に向けた明確なコンセプトと戦略を共有するこ

とが求められる。 

その際、特に重要となるのが、「地域ブランド」、言い換えれば、「○○らしさ」

に他ならない。個々の産品のブランドイメージに留まるのではなく、地域としてい

かなるイメージ、コンセプト、メッセージを消費者に届けるのか、そのために地域

の資源をいかに活用し、消費者に評価される商品・サービス作りを進めるのかを共

有することが求められる。また、実際に取組を進めるにあたっては、栽培基準や品

質基準等の統一的なルールを定め、ブランド管理を徹底することが重要であり、「地

域力」の真価が問われることとなる。 

また、地域の取組を進めていくに当たっては、地域外の小売業者等の事業者との

ネットワークを形成し、地域外の情報を常に持ってこられる体制を整えておくこと

が重要となる。 

 

 
＜尾崎委員＞ 

生産地側の調整をする役割と東京などで売り込みをかけるマーケティングをする役割を１つ
につなぎ合わせる機能を、組織として持つことが重要。 
 
＜皆川委員＞ 

農商工連携の様々な事例を見ると、ＪＡなど地域で有力な担い手と言われる人たちとの連携が、
成功を導く重要な観点。 
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＜横山山本委員代理＞ 
地方公共団体の窓口がはっきりしない。地域の農業者や地方公共団体との連携を進めようとして

も、商工課からも、農政課からも、うちは担当ではないと言われる。窓口をはっきりしないことが
広まらない原因ではないか。 

 

 

これらの取組を総合的に推進し、地域活性化を図ることが、農商工連携の基本的

な方向性と考えられる。 

 

 

（２）農商工連携促進に向けた具体的な方向性 
  

以上の方向性に基づいて、具体的に以下の３点を強化する。 

 

①農林水産業と商工業との連携による「マーケティング力」の強化 

 

ⅰ）農林漁業者とその関連事業者、流通業者等の連携による供給・販売体制の強化 

 

－生産者等と流通業者等との連携の推進 

 

近年、小売業によるプライベートブランド商品を始めとする新商品の開発・販

売を進めるために有望な生産技術を有する生産者と取引契約を結ぶ動きや、生産

者自身による直売所を活用した直接販売の取組が拡大している。このような小売

業と農林水産業の連携の取組は、生産者にとって、これまでの市場を通じた流通

に加えた新たな流通経路を確保できるメリットがある。 

また、流通経路が多様化することによって、これまで十分に活用されていなか

った規格外の生産物や、市場を通じた流通が難しい希少な品種の生産物、地域の

特徴ある加工食品等の販売が可能となることで、生産者、製造業者の収入源が多

様化し、安定的な収益の確保が可能になることが期待される。 

 

しかしながら、このような生産者等と小売業の連携が実現するためには、小売

業の要望に対応できるだけの十分な量を安定的に生産できる体制を構築する必要

がある。そのためには、一定規模の農地の確保や十分な設備の導入が必要であり、

個別の農家等の対応には限界がある。 

 

また、大手小売業からは、特に都市部以外の地域の農林水産物・食品について

は、情報が少なく、見つけにくいとの指摘がある。なお、都道府県等が都市部に

出店しているアンテナショップで、有望な商品を見つけ、事業者を紹介して貰っ

た場合も、生産者や食品製造業者が小売店に出荷できるだけの生産力や供給体制

を持っておらず、交渉が難航することが多いとの指摘がなされている。 
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このような生産者、製造業者等と小売業との連携を拡大するためには、商談会

のようなダイレクトなコミュニケーションの取組を進めるのと同時に、アンテナ

ショップの活用や、地域内で農商工連携や販路開拓を進めるコーディネーターの

育成を通じ、生産者等と小売業との情報共有を促進することが効果的である。元々

小売業者と連絡を取り合っている、地元の卸売業者や加工業者等が、小売業と生

産者等を仲介するコーディネーターの役割を担うようになれば、コーディネータ

ーを通じて、生産物の魅力を小売業にアピールすることが容易になると考えられ

る。 

今後は、アンテナショップの調整機能・情報集約の強化や、地域の農林漁業者

等と小売業との調整を仲介する地域のコーディネーターの育成を進め、生産者等

と小売業との調整の円滑化を促進することが重要である。 

   また、地域の農家同士の連携、農業生産法人制度を活用した大規模化を進める

ための農地の集約化の推進及び共用施設の整備支援等の環境整備に向けた支援の

推進が重要である。 

さらに、食品リサイクルについては、食品製造業、流通業、外食産業等の事業

者から排出される食品残さの飼肥料化等を進め、これらを利用して生産された農

畜産物や加工食品等を食品残さの排出事業者が引き取り、付加価値の高い食材と

して消費者に届ける、いわば農商工が一体となった「リサイクルループ」の構築

を各地域において推進することが重要である。 
 
 
   生産者と流通業者の連携促進の重要性、可能性について、各回に渡って、流通業界を中心に

様々な指摘があった。 

 
＜高島委員＞ 
  絶滅に近い品種について、栽培が難しい場合もあってなかなか流通できないのだが、流通し

ていないということはプライシングの自由度が販売側にあるということ。価値をきちんと伝え
ることで商品化できるのではないか。 

 
  規格外品は順調に売れている。形は悪いが味はよく、安全性もよいからという点もあるが、

小規格のものの方が使いやすいからという理由で買われる方も多い。 
 

地方のメーカーと新商品の開発や販売方法について一緒に考えることは、重要なことであり、
状況によっては開発から販売促進までコーディネーターの助言も重要だと考える。この積み上げ
こそが農業の復権や地域活性化につながっていく。 
 
 農商工連携でできた商品を商ががんばって販売する気になる仕組みも必要。すぐに売れない場
合も多いことから、売る側が時間をかけて取り組めるよう、商品の販売に関する支援があるとよ
い。 
 

＜恵本竹田委員代理＞ 
小売側から欲しいものを一緒につくるような仕組み、たとえば加工商品を一緒につくれる
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ような仕組みができれば、生産者が安定的に収入を得られるのではないか。 
 当然、小売の部分でイトーヨーカ堂のようにお客様を相手にする商品、セブン―イレブン
のように加工してつくる商品、デニーズのようにレストランで使用する商品、いろいろな商
品によって規格とか品質とかサイズが様々なので、一緒に取り組むことによって、もっと効
率的な商売ができるのではないか。 
 
 地銀が融資先支援の一つとして開催している商談会に参加しているが、良い場である。商談会
のようなコミュニケーションを地道に進めることが重要。 

 
2012 年までにリサイクル率 45％を目標にして取り組むという内容の中で、きちんと循環

型に変えていこうという取組をするに当たって、福次的ではあるが、自前で農業生産法人の
取組を開始した。今後も、各地域にこのような法人を立ち上げてリサイクルの輪を拡大して
いきたい。 

 
＜飯野委員＞ 

全国津々浦々のいろいろな情報をどういうふうにして百貨店という１つの企業の中に集めて
いくかに苦慮している。 

 
＜尾崎委員＞ 

マーケットインの視点で首都圏に売り込んでいくためには、ポータルサイトやアンテナショッ
プなどセールス拠点として自治体が情報提供・情報収集の場を整備していくことも必要。 

 

＜皆川委員＞ 
農商工連携の様々な事例を見ると、ＪＡなど地域で有力な担い手と言われている人たちとの連

携が、成功を導く重要な観点。 

 

 - 25 -



小売業者や卸売業者による消費者と産地の情報共有を深める動きが拡大している 

 

＜高島屋の取組＞ 

高島屋では、農林水産業の後継者の人材育成を進める観点から、農業高校や水産高校、全

国 24 の大学と連携し、原材料の加工から最終的な商品の販売までを行ったほか、地産地消

という点で埼玉県とタイアップし、生産者や行政、パブリシティー、消費者が参加して共同

で商品開発をした。 

 

＜Oisix の取組＞ 

インターネットを使って一般の消費者にデリバリーで自然食品を販売している Oisix では、

消費者からの評価の高い農家を「カリスマ農家」として広報し、生産者の魅力を直接消費者

に伝える取組を実施している。さらに、絶滅しそうな希少な品種や規格外品の取り扱いを進

めることや、食品関連以外の知名度の高い企業と連動した食品販売の取組など、高付加価値

な農林水産物・食品に対する潜在的なニーズを有する消費者層を掘り起こす取組を実施して

いる。 

 

＜イトーヨーカ堂の取組＞ 

イトーヨーカ堂では、食育として、お店のそばの小学生たちを収穫、種まきに招待して、

農作物ができるまで一緒に勉強して食べる取組に加え、産地における第三者による外部監

査の設置や、消費者に産地情報を提供するために携帯電話のＱＲコードを利用した生産者

をたどることができる仕組みの構築の取組を展開している。 

また、店頭の販売データに基づき、生産者が安定的な収入を得られるような作付けの依

頼や、商品の変更をしてもらっている。 

 
＜パルシステムの取組＞ 

生活協同組合のパルシステムでは、消費者が生産者と生産工程の情報を共有して生産のリ

スクを認識することが安全に対する担保となり、生産者の収入の確保に繋がるとの考えから、

米の作付けの段階からの米の予約受付や産地交流会の開催、公開確認会の開催、加工食品の

レシピの提案、消費者による新商品企画の取組などを進めている。 
また、卸売市場においても、卸売会社などの中間流通が有する物流機能やパッケージ機能、

加工場などをうまく活用しようとする試みが進んでいる。 

 
   ＜横浜丸中青果の取組＞ 

卸売市場の卸売会社である横浜丸中青果は、商品開発と実需者をコーディネートする取組

を進めている。横浜丸中青果では、商品開発から原料調達までの流れを含め新商品を発案し

栽培計画をたてる「商品開発会議」や、数量、規格、価格、荷姿といった調達依頼をもとに

原料を確定して調達のシミュレーションを作成する「調達会議」を開催し、商品製造元と流

通業者と産地とが一体となった企画から製造、原料調達やその品質コントロールの体制の構

築に貢献しているほか、産地における生産履歴を入力できるシステムの構築を指導している。 

  また、契約栽培の生産者を一同に集めて栽培講習会や、栽培意欲を高める意識づけや責任

感を持ってもらうための情報交換会を開催している。 

コラム１．小売・卸売業者による産地との連携の進展 
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－生産者、製造業者による消費者・需要先のニーズの調査の促進 

 

生産者や製造業者が「売れる」農林水産物・食品作りを進めるためには、消費

者や小売業者、加工業者がどのような農林水産物・食品を嗜好するか、あるいは

必要としているか、を前もって把握した上で生産に取りかかることが望ましい。 

そのためには、マッチングフェア等における生産者等自身によるニーズ調査の

取組を推進することや、アンテナショップ等の活用を通じた生産者による消費者、

需要先との共同による新商品開発・テスト販売の取組を促進するとともに、生産

者が、ニーズ調査の重要性やマーケティングに関するノウハウを習得することが

重要である。 

 

 
 消費者・需要先のニーズの把握に関して、農業、小売業、地方公共団体の立場からそれぞれ

の必要性について指摘があった。 

   
＜恵本竹田委員代理＞ 

店頭に出た段階で、売れるか売れないか、どこに問題があるかがわかってくる。何をつく
ったら売れるかをきちんとリサーチして、テストケースをある程度もった中で、生販一体で
はないが、チームを組んで取り組むことが必要。 

 
＜尾﨑委員＞ 

マーケティングする部隊と生産者側において産地間の調整をしていく、もしくは加工すること
と、いわゆる生産側の調整をする人間、この２つをいかに結びつけていくかというのは大きなポ
イント。 

 
＜木内委員＞ 

農業は製造業という考え方に立って、マーケットインからの供給を行うことが必要である。農
業や農村における可能性はいっぱいある。これを活かすために、マーケットインの考え方から自
分たちで仕事をつくり出すという考え方が必要である。 

 

生産者、製造業者と流通業者との直接取引が拡大するためには、前述の消費者・

需要先のニーズの把握に加え、農林水産物・食品の持つ魅力を生産者等自身が強

く発信できるようになることが必要である。 

生産者の情報発信を強化するためには、インターネット等ＩＴを活用すること

が効果的である。情報発信を進める都市部から離れている農林漁業者や加工業者

等であっても、インターネット等ＩＴを活用することによって、小売業者や卸売

業者、消費者に対し、産地側が有する生産物に関する情報を直接発信することや、

生産履歴などの情報管理を徹底することで、生産物の魅力を強くアピール出来る

ようになる。 

さらに、消費者との産地交流会の開催といった、消費者と対面する取組が拡大

すれば、結果として消費者による農林水産物・食品の価格とリスクの関係の理解

に繋がることが期待される。 

 - 27 -



 

 

   生産者と消費者の交流を促進することに関して、商品の魅力の向上に資するという意見と

同時に、消費者の食品価格に関する理解の促進にも資するとの指摘が多く寄せられた。 

 

＜高島委員＞ 
小売業者も生産者もともにいろいろな情報を把握し、新たな取組をすることが重要であり、地

域経済活性化のために各種イベント・展示会での情報発信・収集は不可欠である。 
 

農家同士、それから農家と消費者の間の情報交換を十分に進めるためにも、情報の流通の面で
インターネットの活用を進めることが重要である。 

   

＜木内委員＞ 
直売所は市場を通さないことから、生産者の手取りが大きいと誤解する消費者が多い。実は、

中小スーパーや直売所は非常に低い小売価格で販売しようと激しく競争していることから、専業
農家がコストを計算して提案する価格と、直売所で販売される価格に差がでており、直売所に出
荷するだけでは経営が維持出来ない。いわば「直売所デフレ」が起こっている。   

 
消費者にも標準的な価格や、安い商品を買うことによるリスクに対する理解を進めるために、

消費者責任の考え方を普及することが必要である。消費者が参加した公開確認委員会のような形
式が必要である。 

 
＜山本委員＞ 

交流会を開催するときの最大のネックは実は交通費と滞在費。年間４回、５回と田舎へ行く際
に、一番必要なのは交通費である。このような交流の促進に力を注いでほしい。 

 
産地との産直を進めるには、相互学び合いや、相互育成の考え方を持つことが必要。流通業者

や消費者の理解が無ければ、生産者がたとえ有機栽培をやっても、それが価格の下落を起こし、
生産意欲が失われる。逆に消費者側も低価格に走ることによって、生産がますます遠のいて見え
なくなっていく。そうなれば、逆に食のリスクが高まる。 

 
 

 

－産地と流通関係者等の連携強化を通じた輸出促進 

 

   国内食品市場は、将来的には人口減少により規模の縮小が予想されることから、

農林漁業者の所得の向上に当たっては、本格的な海外市場への生産物の輸出を進

め、生産量を増大することが重要となる。 

農林水産品の輸出促進に当たってもっとも重要な点は、海外の市場に安定的に

生産物を供給できるだけの生産量を確保することである。そのためには、個々の

事業者に留まらない、産地単位あるいは産地同士の連携といった、非常に広い地

域かつ多くの農林漁業者の連携の下で輸出の取組を進めることが望ましい。 

また、輸出ルートを確保するためには、輸出に対応可能な設備や知識、ノウハ

ウを持った卸売業者、小売業者との連携を進めることが効果的である。 
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   輸出の促進に関して、取組の本格的な強化に向けて、政府による抜本的な支援策を講ずるべ

きとの指摘が多くあった。 

 

＜上杉委員＞ 
農林水産物・食品の輸出に当たり２つ指摘がある。第 1 点は、どこでおいしいものを買え

ばいいかアドバイスが難しいこと。日本の高級小売店では高すぎて輸出できない。 
第２点は、例えばフリー・イクスポート・ゾーンを作るという考え方がある。農産物が貯

蔵され、きちんと輸出できる環境で、そこでは、外国のバイヤーたちが日本の農産物、小ロ
ットでも大ロットでも何でも買える、といったフリーゾーンがあれば、うまくいくのではな
いか。 

 
＜紺野委員＞ 
  例えば、香港ではオレンジを一年中、世界中から集荷できている。日本の○○県産のみかんが

１か月間しか出荷期間を維持できなければ、香港のバイヤーからオーダーはこない。日本国内で
のみかんの産地が、産地間連携が出来て、栽培時期もズラして、恒常的な出荷が可能になれば香
港からオーダーが入るかもしれない。季節性のある農産物を売るための供給チェーンを、政策当
局の支援で、あるいは我々生産者側の連携・協調によって、実現することが輸出促進の対策にな
るのではないか。 

 
  ロットとして一年間安定的に海外に輸出するには、とりまとめ機能や事務局が必要。北海道か

ら沖縄まで存在している農業法人を募って、束ねて輸出するにしても、私どもの事務局だけでは
対応しきれない。実現に向けて、飛行機か船に乗せるコーディネーター、サプライヤー、バイヤ
ーや現地での受け皿も必要だ。その仕組みを整えないと、継続的に対応することは難しい。 

 
全国で農業生産段階に精通しているような輸出促進のサポーターの整備や、自社で農商工一貫

経営をやっているような農業法人が輸出しようとする際の、加工から輸出までトータルでコーデ
ィネートできる人材の発掘と育成、地域内での異業種連携の促進が必要。 

 
 
＜大澤委員＞ 

海外で、米国やフランスはかなりお金をつけて、農産物を売り込みに来ているが、日本は
意外にそういうことが少ないという話は何カ所かで聞いた。ここに行けば必ず日本産があっ
て、１年中ずっとある、といった状況を作る必要があるのではないか。 

 
 

＜木内委員＞ 
思い切って日本産品を広げるということであれば、やはり運賃に、海運であったり、フラ

イトチャージに思い切った施策を打つことが大事。 
日本の農産物に対する需要は、日本人が思っている以上にある。ただ、やはり価格が高く

なる。これは圧倒的に物流費が商品価値よりも高い場合が多い。生鮮は鮮度でが大事であり、
鮮度がその価値を決めることから、そこが一番のネックになっている。 
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ⅱ）商品の魅力向上に向けた取組 

  

－農林水産業と商工業が連携した研究開発の促進 

 

   商工業と農林水産業の連携による効果として、農林漁業者の有する研究開発ニ

ーズの中で、これまで対応できなかったものについて、商工業者が有している研

究開発ノウハウを活用することで対応できるようになることが期待される。新技

術を活用した新たな商品・サービスの開発を促進するため、機械設備やシステム

に対する研究開発ニーズを有する農業者と研究開発シーズを有する商工業者との

マッチングを促進することや、商工関係と農林水産関係の公的研究機関等の連携

により、互いのニーズとシーズをマッチングするような、問題解決型の研究を進

めることが重要である。 

   また、新商品・サービス開発に関連した研究開発においては、生産者や商工業

者からスピーディな問題解決を求められることに留意すべきである。このため、

地域からのニーズに対し、スピーディに対応する窓口の体制を整備することが重

要である。 

 

 
   研究開発に関して、一定の地域内に研究開発・技術を蓄積することの重要性について指摘が

あった。 

 
＜尾﨑委員＞ 
  県内の研究機関による技術研究は進んでいるが、プロダクトアウトになりがちなことは問題。

技術開発したからこれで産業化するだろうと考えがちだ。発想は逆で、こういう商品だったら売
れそうなので、これをつくりたいけれど、ブレークスルーできない技術の研究を公的な試験場で
お願いしたい、といった使い方が望ましい。 

 
＜門間座長＞ 
  問題解決型の研究は，研究機関としても受託で積極的に対応する必要がある。ただし，受託研

究を推進する場合，いかに早く成果を出すかという点がとても重要。問題解決を研究機関に委託
する人は，緊急に問題解決を求めているので，回答を出すまでにスピードが求められることに注
意が必要。 

 
＜横山山本委員代理＞ 

食品加工の事業を始める際、例えば原料はある、土地もあるのに、作る技術がなかなか地元に
ないことが多い。地元の中で完結できる形を作っていく観点で、地域における技術者の創出は非
常に課題。 

 

 

 

 －地域ブランドの育成の促進 

 

現在、人口の多い都市部の小売店において多くの特産品が出品されているが、
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都市部の小売店舗で販売されている商品において、消費者が強いブランドイメー

ジを有する商品とそうでないものの売上げの差が拡大する傾向にある。また、消

費者の飽きやすさに対応して豊富な品揃えを準備しているブランドの売上げが高

い傾向にある。 

   人口の多い都市部で特産品がヒットする条件として、「おいしさ」や品質の保証

のみならず、強いブランドイメージを有していることが挙げられる。特に消費者

の購買に対しては、ブランドイメージが与える影響は強いと考えられる。 

今後は地域におけるブランド力の強化を促進するため、ある地域のブランドの

醸成を推進するための取組や、ブランド価値を維持するための知的財産の保護の

取組を進めることが重要である。 

 

 
＜飯野委員＞ 

昨年度の売り上げの傾向を見ると全国的に売り上げが大きく伸びた物産展もあれば、逆に今ま
で大変に安定的な売り上げがとれていた物産展が若干苦戦をしている例もある。新商品の開発が
伴っていない物産展は厳しい。 

 

 

＜小林上杉委員代理＞ 
知的財産権のことを十分認識されたほうがいいと感じている。特に異なる産業がコンソー

シアム型で技術開発をしたり情報共有したりする場合、特許を出す手法がわからない、誰が
出すのかという点で、揉める場面が出てくるのではないか。 

 
 

 

－消費者の感じる「おいしさ」等に対応した「売れる商品づくり」の促進 

 

海外の消費者を始め多くの消費者から、我が国の農林水産物・食品の「おいし

さ」が非常に高く評価され、期待されている。 

また、地域のブランド育成の取組においても、農林水産物・食品の「おいしさ」

を維持・管理する取組は、消費者からのブランドに対する評価と密接に関係する

ことから、非常に重要な位置を占めている。 

しかしながら、小売業者からは、生産者が農林水産物・食品の「おいしさ」に

ついて客観的な説明ができず、結果として、小売業側から、本当に「おいしい」

食材がどこにあるのか、見つけにくいと指摘されている。 

産地側にとっても、仮に、農林水産物・食品の「おいしさ」を客観的に評価し、

説明できるようになれば、産地のブランドイメージを向上させて、消費者・需要

先に対して優位な交渉が可能になるメリットがある。   

他方、農林水産物・食品の「おいしさ」については、個人の嗜好の違いもあり、

定量的に評価することは困難との指摘もある。 

今後、生産者と消費者・需要先との間での商品の持つ価値の円滑な伝達を通じ

て、消費者ニーズに対応した高品質な農林水産物・食品の生産やブランド確立に
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つなげていくための環境づくりが求められる。 
 

   「おいしさ」の基準については、基準があると有益との指摘がある一方で、農産物の品質管

理の難しさから、画一的な判断基準を設けることは難しいとの指摘があった。 

 

＜高島委員＞ 
「安全」は付加価値というよりは前提であり、それよりも食品が「おいしい」かどうかという

ことが非常に重要。この業界に入って驚いたのは、生産者がおいしさを定義してないということ。
どのトマト農家さんへ行っても「うちのトマトが日本一だ」とみんな言う。「何でですか」と言
うと、「すごく頑張っているから」と言う。 

 
何がいい野菜なのかをもう少し客観的に評価できる指標があることが重要。規格とか重量では

なく、安全性や味、品質面での評価ができる基準であることが望ましい。実際に、糖度計で計る
糖度とお客様の「おいしい」の評価は合致しない。科学的な指標と、統計的な指標の組み合わせ
が必要と考えている。 

 
また、評価基準自体をブランド化することも重要。当社のお客様でさえ有機野菜と無農薬野菜、

どっちが安全かわからない方が非常に多い。ＪＡＳというものが基準としては大きいが、それで
もまだ消費者の間ではそういう認識である。これに対しては、基準自体のブランディングが有効
ではないか。 

 
＜木内委員＞ 

付加価値の付け方について、農産物は、工業製品ではないので、味で明確に保証や担保するこ
とは、現段階では極めて難しい。例えば 98 円のトマトと 198 円のトマトとあったときに、98
円のトマトを買っても、うまくいけばおいしいものがある。しかし、198 円のトマトを買って
も、外れることもある。 

農薬を減らした等の取組の内容によって、商品にプレミアムを付けざるを得ない。 
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小売業者の間では、消費者ニーズが農林水産物・食品の生産に的確に反映されるよう生産者

に消費者ニーズを伝えるために様々な工夫が行われている。 

 

＜Oisix の取組＞ 

Oisix では、インターネット販売というビジネスモデルの特性を活用し、集計された消費者

の評価を分析し、生産者に伝える取組を進めている。例えば、年間の消費者の評価を集計し、

最も評価が高い農家について、「農家・オブ・ザ・イヤー」の選定・表彰を進めているほか、小

売業が求めている農林水産物・食品の味・品質を生産者に具体的に示すため、消費者の評価が

高い農林水産物・食品を生産者に提供し、実際に高い評価を受けている商品を確認してもらう

取組を行っている。 

 

＜パルシステムの取組＞ 

パルシステムでは、組合員からパルシステムに寄せられたコメントを、クレームを含めてそ

のまま生産者に伝えている。特に葉物などについては、年１回必ず生産者と生協で合同の合宿

を実施し、消費者からおいしかったという声が大きいものについて表彰制度を設けている。ま

た、子会社である専門会社が、営農指導、経営相談、場合によっては資金繰りの相談などにつ

いて議論する場を設定し、学習の機会を提供している。 

 

また、生産者自身が直接消費者のニーズを把握しようとする取組が進んでいる。 

 

＜全国の直売所における取組＞ 

全国で拡大している直売所は、生産者自身が出品した商品の売れ行きを直接把握できること

から、生産者が直売所で得た生産物の売れ行きの情報を有効活用して、自発的な商品開発・改

良の取組を進める事例がいくつか存在している。集客力のある直売所は、商圏が 40～50 キロと

広く、地方の中核都市では、小売業の強力な競争相手となっている。 

 

＜和郷園の取組＞ 

千葉県の農事組合法人和郷園は、地元の 90 軒の専業農家が加盟し、栽培基準や品質基準を統

一し、参加する農家で和郷園ブランドを形成している。マーケットイン（消費者の目線）で顧

客のニーズに合ったものを科学的な根拠に基づいて合理的に生産をしようという考え方の元で、

生産物は卸売市場に出荷せず、事前に契約を結び計画的に作付したものを産直で供給すること

で生産物の価格を高く保つことに成功している。 

さらに、株式会社和郷においては生産物を市場に出さないため、需給調整が非常に難しい。

従って、葉物野菜を中心に冷凍食品を作る冷凍工場や、規格外の根菜を収入に変えるためのカ

ット野菜工場といった、内製の加工事業に取り組んでいる。他にも、冷凍工場や小分けパッケ

ージセンター、アンテナショップ、直売所事業を展開し、食品加工、流通、販売のそれぞれの

機能を産地内で確保している。 

コラム２：消費者ニーズを踏まえた農林水産物・食品生産 
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－農林漁業者、商工業者の品質管理技術の向上 

農林漁業者が加工業や小売業等の取引先の事業者に対して農林水産物・食品の安

全性をアピールするに当たって、農薬や化学肥料の適正使用や生産工程の管理を

充実していることが証明できれば、交渉をスムーズに進めることが可能となると

考えられる。 

また、農林漁業者と商工業者が連携して事業に取り組む中で、農林水産物・食

品の製造、保存、輸送のそれぞれの段階において、空調管理や冷凍・冷蔵設備等

の適切な設備を導入し、高度な品質管理を実現できるようになれば、農林水産物・

食品の販売価格の向上が期待できる。 

農林漁業者による商品の安全性に対する取組を応援するための農林漁業者に対

するＧＡＰの導入支援、農林水産物・食品の付加価値の向上に向けた高度な設備

の導入に向けた初期投資に対する支援及び適当な設備の機能や規模等についてア

ドバイス等の支援を進めることが必要である。 

 

 
   品質管理基準に関しては、特に生産者に対する GAP の導入を促進すべきとの指摘が多くあ

った。 

 

＜上杉委員＞ 
農商工連携の前提として、安全を確保するため、まずＧＡＰを導入することがあるべき姿ではな

いか。 
 

＜木内委員＞ 
農家へのＪ－ＧＡＰ導入を最低限のルールとすべき。Ｊ－ＧＡＰ導入は付加価値には繋がらない

が、専業農家として、最低限のレベルをクリアすることが信用に繋がる。 
 

＜高島委員＞ 
商品のディフェンスをしっかりと固めておくことが重要。裏面表記とは何かとか、このパッケー

ジが破れてしまうとまずいとか、ディフェンスが弱いと売る側は非常にコストになる。 
 

＜山本委員＞ 
農商工連携の中で一番重要なポイントの１つは、商品、食品の安全性の問題。食品の安全性は原

料調達から消費までの一貫性を持たないと安全性が担保できない。 

  

 

 

②農商工連携に取り組むための「経営力」の強化 

 

－戦略的に連携に取り組める人材の育成 

 

   農林漁業者の所得向上のためには商工業との連携が重要な鍵となることは前述

の通りである。 
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連携を進めるに当たって、商工業者側からは、連携する前提として、農林漁業

者自身がそれぞれ経営者としての能力を十分に持つことが必要との指摘がなされ

ている。具体的には、農林漁業者が、自身の経営の財務管理を的確に行い、資本

の増強、知識の獲得及び市場調査の実施等の必要な経営判断を戦略的に下すとい

った企業的感覚を持っている、あるいは受け入れられることが求められている。 

    

また、商工業者においても、自らの「ものづくり」の知識やノウハウ等を最大

限に生かした農商工連携の取組を実現していくためには、農林水産物の生産の実

状等についての十分な理解等を持つことが求められている。 

   そのためには、農商工連携に取り組む農林漁業者、商工業者が資金調達や財務

管理、ＩＴの活用推進、効果的な設備投資に関する知識などの経営ノウハウや、

連携の相手方についての深い知識を獲得できるよう、人材育成を進めることや、

そのようなノウハウを既に獲得できている商工業者や企業の OB 人材を招聘する

ことが効果的である。 

   また、このような経営判断を農林漁業者自身に代わって下すことができる組織

として、農業協同組合や農業生産法人には、今後一層、地域の農業者を先導する

役割が期待される。 

   

 
   経営力の獲得に関して、商工業や公的機関からの指摘のみならず、生産者である木内委員か

らも必要との指摘があった。 

 
＜小林委員＞ 
  いい製品ができ上がって、生産をしていく過程の中で、農業者の企業規模がどんどん大きく

なることを考えれば、どうしても、農業者における財務管理能力を中心とした経営力が足りて
いないと思えてならない。 

他の商工と同じ、肩を並べて、農業という業界全体がレベルアップしていくためには、前
提として、経営がレベルアップしていることが望ましい。 

 

＜木内委員＞ 
農業は自然を相手にする製造業だ。他産業の中でも中小企業の場合は、社長が生産部長か

ら経理部長から営業部長まで全部兼ねて、ついでに社長業というパターンになっているが、
農業も一緒だ。 

安定的に供給できる生産ができるかが一番のネックだが、やはり、小林委員の言っている
点を変えないと、製造業として脱皮できない。 

地域によってあり方は様々だが、今、考えているのは、農家合併だ。農家が家族経営の枠
を越えて、生産の本当の意味で合併をし、ある程度の生産規模になることによって、生産リ
スクを縮める。これは、一次加工などを事業の中に組み込むことによって、安定した供給が
できる製品を生み出すということに繋がる。 

 
＜門間座長＞ 

例えばグローバルピッグファームでは，組織に入る条件として法人経営であることを前提
にしている。また，全部の財務データを出してもらって，経営指導を行っている。すなわち，
経営者としての意識をきちんともった農家を仲間にして，指導している。 
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  また，将来、高齢化して農業ができなくなる農家，経営が不振な農家の経営を専門にマネー
ジする農業経営のプロが日本農業にも出現すると考えている。こうしたマネージャーを育てる
面でも農商工連携は大切である。商工と連携しながら新たな農業経営の展開を考える専門職と
しての農業マネージャーが今後生まれていくのではないか。 

 
＜尾﨑委員＞ 

食品加工に関する衛生管理等の分野で、食品企業などの製造現場で実際に携わってきた者を農
商工連携で活用することは非常に重要。また、営業をみずから仕掛けていくということがなかな
か生産地はできないので、マーケットの情報を知っている人にアドバイスをしてもらうというこ
とはありがたい。そういう意味で人材バンク的なものがあるとよい。 

 
＜大澤委員＞ 

食品産業のＯＢの方をある程度国でプールできないか。生産者が食品の加工を進める際に、衛
生のほかに計数管理的なことは、農業生産側にいる方だけではどうしても難しい。食品産業ＯＢ
の中で、アドバイスすることや自分でプロデュースしたいということを考えている方はかなりい
るのではないか。 

 

 

 

③連携の面的な拡大促進による「地域力」の強化 

 

－成功事例等を活用した積極的な普及・啓発 

 

農商工連携を通じた地域活性化を実現するためには、地域内の農林水産業と食

品製造業や食品卸売・小売業、飲食店業等の関連産業が地域一体となって、例え

ば、共通ブランドの育成や特産品生産を進めるなどの、大がかりなヨコの連携の

動きが拡大することが重要である。 

しかしながら、このような取組が進められている地域はまだ全国でもわずかで

あり、また、取組を進めるにあたっては、情報収集や制度的課題の検討、様々な

多くの関係者との意見調整、共同で利用できる設備の導入、販路開拓など、多く

の課題をクリアする必要があることから、実際に取組を始めることは非常に困難

であると指摘されている。 

このような取組を促進するにあたっては、地方公共団体やＪＡ、農業生産法人、

地域の加工業者、卸売業者、ソーシャルビジネス等の地域経済の中核を担う組織

には、その取組を現地で取りまとめ、先導する役割が強く期待される。 

また、こういった取組を進めるためには、例えば、地域の農業者同士の連携が

うまくいった事例、あるいは、参入した企業と連携した事例などの様々なパター

ンの他の地域の成功事例や、平地や中山間地域などの地理的な特性に応じた成功

事例をモデル的に選定・紹介した上で、成功した事業者が継続的に事業展開でき

ているかどうかを分析することが効果的である。 

既に全国で行われている地域ぐるみで連携に取り組む事例の情報を収集できれ

ば、既に地域ぐるみで農商工連携に取り組んでいる者との意見交換や、その活動

の成功と反省点の分析を進めることで、取組の開始に当たっての障害を除くこと
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が容易になると考えられる。 

 
 

   地域内の連携の強化に関して、公的機関の役割について、現状では不十分ではないかとの問

題提起があった。 

 
＜尾崎委員＞ 

県が支援を進めるに当たって、公務員がどこまで商売をやるかという問題に突き当たる。県は、
斡旋仲介をして、そこから先の商談は当事者がやっていただくという形になるが、その際は現場
での判断を尊重しなければならない。ここで、２つ問題ある。１つは、コンプライアンスを確保
し続けることができるかどうか。もう１つは、県が斡旋仲介する限りにおいて、県の名刺にこた
えられる信用できるものとなっているかどうか。これが非常に重要。 

 
＜山本委員＞ 

地方公共団体に斡旋された先が、ばらばらな企業体とか農業者だと、３年とか５年の長期プラ
ンで、戦略的に商品を育成するとか、あるいは加工品を開発してブランド化していくというよう
な場合に、体力がないためうまくいかないという例が多い。 

地域にある協議会がマーケティングだけではなくて、品質管理からブランド管理まで徹底して、
それを守らない人ははじく、くらいやることや、それを戦略的な投資、例えば冷凍施設や物流セ
ンターを作るといった場合に個々の会社ではなくて、地域協議会として、投資して戦略的に進め
る、といったダイナミズムを持たないと、絵にかいた餅に終わってしまう。そこまで踏み込んだ
支援だと連携しやすい。 

 
＜木内委員＞ 

地方の場合は、公共の学校が統合して廃校になるなど、公共の機関の空き地が出ているとこ
ろがある。低コストで地域産業、農商工連携の拠点を作るという観点から、そういった国がも
っている公共の施設を積極的に利活用することによって、助成を設けることができればおもし
ろいのではないか。 

 
  最終的には雇用を拡大させることがポイントである中で、植物工場や農商工連携での新たな流

通における「中抜き」により雇用が減る場合があることに注意が必要。 
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地域が一体となった連携は、公的機関が主導するもの、加工業が主導するもの、生産者が主

導するものなど、様々な形で取組が始まっている。 

 

＜高知県の取組＞ 

高知県では、地域活性化に向けて、県が中心となって高知県の強みである食品を農商工連携

等の活動を通じて、加工し、付加価値を付けた上で地産外商を進める取組を、地域ごとにアク

ションプランをまとめ、アクションプランの実現に向けた具体的施策の検討・立案を進めてい

る。 

 

また、事業者が主導して地域が一体となった連携を進める動きが進展している。 

 

＜笠原産業の取組＞ 

栃木県足利市では、古くから地元で製粉加工業を営んでいる笠原産業が中心となって、生産

者、製粉会社、二次加工業者、スーパー等の流通業者、消費者等が一体となった、栃木の小麦

を活用した新商品開発の取組を進めている。全くの手探り状態から栃木の小麦で作った試食品

を食べてもらうことから始めた事業者発の取組は、現在は会員が約 130 社まで拡大しており、

栃木県産の小麦を軸に、新しい事業展開、新商品の開発を連続的に進めている。 

 

＜パルシステムの取組＞ 

生活協同組合のパルシステムでは、消費者が参加して、ともに生産のリスクを認識し、生産

工程を共有することが安全に対する担保になるとの考えから、新潟県の笹神村と協定を結んで

いる。協定においては、安全な食料農産物の物流、環境保全としての農業の推進、都市と農村

の人的交流の推進を基本的な精神にかかげ、２００２年から協議会を設置して進捗を管理しつ

つ、豆腐工場やペンションを JA や村と共同出資で建設し、生産者と流通事業者が共同して新

商品の開発や食育の取組を進めている。 

 

 

コラム３：地域内における面的な連携の拡大 
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－地域ぐるみの農商工連携に対するソフト面、ハード面からの支援強化 

 

    

実際に地域の事業者が共同して事業を実施するに当たって、中小零細な事業者

が多い食品製造業が自前で加工用施設を用意することや、成功事例から、市場調

査や制度的課題等の様々な情報を収集することは限界がある。 

また、地域の活性化に向けた連携を進める上では、地域の優良な素材を地域内

で加工して付加価値を付けることで、地域の所得向上や雇用創出につなげること

が重要となる。 

   このような先導的な取組を促進するためには、政府として実際に取組を進めて

いる事業者に対し、モデルケースとして、必要となる食品加工等のための共用設

備の導入に対して支援することや、生産・製造現場における専門的な技術、関連

法令や補助金等の制度をトータルに理解し、事業実施に関するアドバイスを通じ

て地域内での連携を円滑化する高度なレベルのコーディネーターの育成や把握等、

ソフト面とハード面の両方からの支援を進めることが重要である。 

  また、企業の農業事業への資金提供や従業員の農業への参画について、普

及・周知活動を推進することが効果的である。 

 
 

地域内の連携促進に関して、尾崎委員から、資本整備や情報収集について、県の取組だけで

は難しい旨の指摘があった。 

 

＜尾﨑委員＞ 
食品加工による商品づくりをする際には、新しい生産ラインを整備したり、いかにプロダクト

アウトではなくマーケットインの視点で戦略的な商品づくりを推進するかということを考えな
ければならないが、農村が自前で加工用施設を用意したり、マーケットの情報を収集することに
は限界がある。こういうものの支援を県の補助金やノウハウ、人的資源を活用して公的にバック
アップしていく必要がある。 

 
生産力が弱いということは、いわゆる産業集積がないということ。かつ、資本の蓄積もないと

いうこと。このため、ブレークスルーのために必要な、例えば科学技術の開発などは、難しい。 
 
 

－農林水産行政と商工行政の連携による研究開発体制等の整備の推進 

 

前述のとおり、農林漁業者と商工業者の連携による研究開発を推進するに当た

っては、行政による側面支援を柔軟に行うことが効果的である。しかしながら、

農林水産行政と商工行政は、別個の政策体系を成しており、地方公共団体や関連

公的機関においても別個のネットワークが形成されている。現状では、互いの意

思疎通が不十分であり、互いの支援の内容や今後の方針が、共有されていないと

の指摘が事業者から多くなされている。今後は、連携する事業者が効率的に支援

を受けられるよう、省庁を始め、地方公共団体や研究機関等の公的機関について、
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農林水産業の担当部署と商工業の担当部署の間の情報交換を一層充実させること

が必要である。 

 

 
  山本委員から、行政の窓口の整備について指摘があった。 

 

＜山本委員＞ 
首都圏の生協と県とどのような提携を進めるかについて、総合的なプランニングをしていく場

合に、往々にしてあるのは、例えば県と話をしていてもなかなか下におりていかない。下の人た
ちと話をしても、なかなか横に水平展開がいかないとか、そういう体制の不備が非常に多い。 

 

 

  ―農商工連携ブロック協議会を通じた農商工連携の普及啓発活動の推進 

   

   地域が一体となった連携の取組を促進するに当たっては、行政自身が地域で一丸と

なって、事業者からの相談をワンストップで対応することで、個別の行政機関の担当

分野に留まらない支援を進めることが重要である。 

今後は、農林水産行政と商工行政の関係者が参加する協議会として各地域に設立さ

れている農商工連携ブロック協議会等を有効活用し、事業者からの相談に対し柔軟か

つ幅広い回答を提案できるよう、関係行政機関等の連携を密にしていくことが必要で

ある。 
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Ⅲ．具体的なアクションに向けて（政策提言） 

 

（１）供給・販売体制の強化 
 

ⅰ）安定的な生産等の体制の構築 

 

・大企業による取組も含め、農商工連携の取組の本格的な事業化の推進に向け、

中間事業者を核とする生産者、食品製造業者等の安定的な取引関係の構築、新た

な加工業務用の作物を導入するための生産施設の導入や、地域の農業者及び食品

製造業者等による生産・加工施設等の導入を支援する。 

・また、地域ぐるみの農商工連携の取組を支援するため、企業立地促進法等を活

用した地域の共用の加工施設の導入支援を推進する。 

・加工・業務用作物の低コスト・周年安定生産技術の開発・導入を推進する。 

  

ⅱ）生産者と小売業等の連携の促進 

 

・生産者と消費者のニーズを把握している卸売業者・仲卸業者・小売業者、飲食

業者との多様な連携を強化し、既存の流通構造にとどまらない、消費者ニーズに

即した生産、生産者のマーケティング能力向上、産地の立場に立つ卸売業（産地

商社）の振興を推進する。 

・地域農産物のコーディネーターを活用した地域流通モデルの構築、移動販売な

ど生産者と小売業等との多様な連携を実現するための仕組みを拡大・展開する。 

・食品関連事業者から排出される食品残さの再生利用及びこれを利用して生産さ

れた農畜産物や加工食品等を食品残さの排出事業者が引き取る「リサイクルルー

プ」の構築を推進する。 

 

ⅲ）直売所や、学校給食・社員食堂等による地産地消の推進 

 

・直売所の未整備地域における整備の推進や、既存の直売所のネットワーク化等

を推進する。 

・学校給食、社員食堂等における地場農産物の利用拡大に向けた加工処理施設の

整備等を推進する。 

 

ⅳ）販路開拓支援 

 

・農商工連携の成果について、全国規模で販路開拓・拡大を促進するための商談

会など各種ＰＲ支援を推進する。 

・また、農林水産業、食品製造等の食料関連産業に関する専門的な知識やネット

ワークを有する幅広い人材を登録するコーディネーターバンクを創設するととも
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に、当該バンクの活用等により、マーケティングの専門家が販路開拓を支援する。 

・IT を活用し、新たな産品の発掘・情報発信の担い手となる事業者の育成、販路

開拓支援等を行う「にっぽんｅ物産市」や、電子タグ・電子商取引などを活用し

た安全情報の提供や商業者等との連携を実現するための仕組みの展開等による販

路開拓・拡大を目指す。 

 

ⅴ）農商工連携を通じた輸出促進 

 

・産地において農林水産物・食品の輸出に挑戦する人材を育成する。 

・輸出の安定・拡大を図るため、産地、ＪＡ、流通関係事業者等との連携による

取組を支援する。 

・ＪＥＴＲＯが実施している見本市出展支援、海外でのマッチング支援等を活用

した海外における販路開拓を積極的に実施する。 

 

 

（２）魅力ある商品づくりへの取組 
 

ⅰ）技術開発 

 

－産業クラスターを活用した食品関連技術の開発促進 

農業生産技術・加工技術の研究開発を促進するため、農業者や関連事業者、研

究者と、既に全国で展開する民間企業等による工業技術関連の連携ネットワーク

である産業クラスターに参加する事業者とのマッチングを促進する。 

 

－産総研と農研機構の連携 

連携協定を踏まえた研究連携・協力を展開し、研究施設・設備等の相互利用、

研究者の研究交流等の研究協力を促進する。 

 

－地方公共団体公設試、農業普及指導センター等の連携強化 

地方公共団体の工業技術センターに農商工連携技術アドバイザーを設置すると

ともに、工業技術センター、農業・林業・水産試験場、農業普及指導センター等

の連携による技術開発・技術指導を強化するなど、林野、水産分野も含めた研究

機関等の連携や産学官連携の推進に取り組み、技術開発に関する支援の充実を図

る。 

 

 ⅱ）ブランド作り 

 

－ブランド確立の推進 

   地域における、ブランドコンセプトの設定やマーケティングにいたる一貫した

取組及び海外におけるブランド保護への取組を推進する。 
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－地理的表示制度（Geographical Indications）の検討 

  ＷＴＯ（世界貿易機関）における議論の進捗状況を見極めながら、決められた

産地で生産され、指定された品種、生産方法、生産期間等が適切に管理された農

林水産品に対し地理的表示を与える制度（ＧＩ）の整備について、国内企業等の

既存の取組との調整を図りつつ検討する。 

 

－消費者の感じる「おいしさ」等に対応した売れる商品づくりの支援の推進 

商品開発と販路開拓の連動を促進するため、「売れる商品を開発する」という形

でのものづくりを支援できるよう、ハンズオン支援の充実を検討する。 

また、食料関連産業に関する専門的な知識やネットワークを有する幅広い人材

を登録するコーディネーターバンクの活用等により、商品開発の専門家が売れる

商品づくりのサポートを実施する。 

さらに、「おいしさ」の評価指標を活用した農林水産物・食品のブランド確立等

を促進する環境づくりについて検討する。 

 

ⅲ）植物工場の普及・拡大 

 

－植物工場の普及・拡大に向けた技術開発・販路拡大の推進 

植物工場で生産される野菜等のコスト縮減や販路拡大を図るため、省エネルギ

ー化や自動化、高付加価値化に向けた技術開発や、実需者との連携強化による販

路拡大の取組を推進するとともに、施設の設置支援を推進することにより、植物

工場の普及・拡大を促進する。 

 

ⅳ）品質管理 

 

―GAP 等の普及促進 

農林水産物・食品の品質管理技術の底上げのため、農商工連携フォーラム等の

中で農業生産工程管理（GAP）、ISO22000、HACCP 等の普及促進のためのセミ

ナーや、品質管理の高度化のための施設整備への支援を実施する。 

 

 

（３）農商工連携に取り組むための「経営力」の強化 
 

ⅰ）中小・小規模企業の人材対策事業（農商工連携実践型研修）の活用 

 

・農商工連携を更に推進するために、戦略的に農商工連携に取り組むための知識

習得を促進する人材育成事業を実施する。 

 

ⅱ）農商工連携に取り組む経営人材の育成 
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・商工業と農業双方の知見を有する農商工連携に取り組む経営人材を育成するた

め、中小企業大学校と農業大学校など農商工連携に関連する教育機関の連携や、

食品加工等を担う地域組織の経営力の強化を推進する。 

 

ⅲ）農林漁業経営への IT 活用の促進 

 

・経済産業省で実施するＩＴ経営応援隊事業を活用しつつ、農林水産省と連携し、

IT の活用に関する意見交換会の開催や研修・人材育成を推進し、農林漁業経営へ

のＩＴ活用を促進する。 

 

ⅳ）経営指導体制の充実 

 

・新現役チャレンジプランによる商工業のＯＢ人材の活用、食品企業のＯＢ等も

含むコーディネーターバンクの活用等を通じ、農林水産省と経済産業省が連携し、

農商工連携に取り組む上で必要な経営知識・ノウハウの向上に向けた経営指導体

制を充実させる。 

 

 

（４）連携の面的な拡大促進による「地域力」の強化 
 

ⅰ）普及・啓発活動の推進 

 

・各地域において、農商工連携フォーラム、新発見ツアー、キャラバン等の普及・

啓発活動を継続的に実施する。関係機関・団体が連携して、農林漁業者の積極的

な参加を推進するとともに、農林漁業者が農商工連携に取り組むメリットを積極

的に紹介する。 

・農商工連携に取り組む事業者、関係機関・団体等にメールマガジン等を発行し、

各種イベント、支援策、優良事例等の情報を提供する。 

・さらに、農商工連携に取り組む意欲のある農林漁業者、商工業者の情報を結び

つけるプラットフォームを構築する。 

 

ⅱ）農商工連携に取り組むクラスターへの支援 

 

・地域ぐるみで農商工連携に取り組むクラスターへの支援を充実する。具体的に

は、加工施設の導入支援等を通じた加工の産業集積の形成・高度化を図るととも

に、農商工連携コーディネーターの配置等の活動支援を実施する。特に、地方自

治体と連携してなされる取組を強化する。    

・また、食料関連産業で構成するクラスターについて、観光業等も含めた幅広い

異業種との連携を促進しつつ、コーディネーターバンクの活用等により、コーデ
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ィネーターによる事業者に対する普及啓発や相談業務、地域ぐるみでの取組を企

画から実行までトータルで牽引する機能を強化するとともに、地域とともにクラ

スターを作り上げる体制を整備する。 

 

ⅲ）「地域ぐるみの農商工連携」事例集の策定 

 

・地域ぐるみで農商工連携の取組を展開したい地方公共団体向けに、地域ぐるみ

で戦略的に農商工連携に取り組む事例を「地域ぐるみの農商工連携○選」として

とりまとめて公表し、周知する。また、「地域で取り組む農商工連携が成功するた

めの○のポイント」を策定し、周知する。 

 

ⅳ）食品関連産業の誘致、企業による農業参入の普及・周知活動の推進 

  

・企業立地促進法の活用などを通じた食品関連産業の誘致を促進する。また、農

商工連携の一つの類型である企業の資金提供や従業員の農業への参画について、

普及・周知活動を推進する。 
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検討の経過 
 

 

第１回（２００８年１２月１７日） 

・経済産業省 熊谷地域経済産業政策課長（農商工連携の取組について） 

・意見交換 

 

第２回（２００９年１月１４日） 

・委員からのプレゼンテーション 

 ①木内委員（和郷園のご紹介） 

 ②大澤委員（「農商工連携」のコンテンツ・人材を創る繁盛直売所） 

・意見交換 

 

第３回（２００９年２月 3 日） 

・委員からのプレゼンテーション 

 ①山本委員（パルシステムグループの農商工連携について） 

 ②飯野委員（農商工連携と百貨店について） 

・意見交換 

 

第４回（２００９年３月１０日） 

・委員からのプレゼンテーション 

 ①高島委員（Ｏｉｓｉｘの取組紹介） 

 ②尾﨑委員（変わろう・変えよう・産業と暮らし 

～「高知県産業振興計画」最終とりまとめの概要・ポイント～） 

・意見交換 

 

第５回（２００９年３月２４日） 

・委員等からのプレゼンテーション 

 ①笠原産業(株)笠原代表取締役社長（笠原産業と麦わらぼうしの会の取組み） 

 ②横浜丸中青果(株)原田代表取締役社長 

（コンビニチェーンとの業務用野菜原料調達の取組） 

 ③紺野委員（日本農業法人協会の輸出促進事業への取組  

       －香港・台湾・シンガポールにおける日本産農産物の流通事情－） 

 ④門間座長 

（農商工連携の推進システムと発展プロセス－成功の原動力と課題－） 

・意見交換 
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第６回（２００９年４月２２日） 

・委員等からのプレゼンテーション 

  株式会社イトーヨーカ堂 恵本シニアマーチャンダイザー（竹田委員代理） 

  （富里市における農業参入の取組、イトーヨーカ堂による農商工連携の取組に

ついて） 

・植物工場ＷＧ報告書案ついて 

・農商工連携研究会報告書骨子案について 

・意見交換 

 

第７回（２００９年５月２０日） 

・農商工連携研究会報告書案について 

・意見交換 
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農商工連携研究会 委員名簿 
 

 

＜委員＞ 

   

      飯野 弘   株式会社高島屋ＭＤ本部 

食料品・食品ディビジョン商品計画担当部長 

 

上杉 登   ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協会理事 

 

大澤 信一  株式会社日本総合研究所研究事業本部主任研究員 

 

尾﨑 正直  高知県知事 

 

木内 博一  農事組合法人和郷園代表理事 

 

小林 健彦  日本税理士会連合会専務理事 

 

紺野 和成  社団法人日本農業法人協会専務理事 

 

高島 宏平  オイシックス株式会社代表取締役社長 

 

竹田 利明  株式会社イトーヨーカ堂常務執行役員食品事業部長 

 

皆川 博美  株式会社日本政策金融公庫取締役 

 

座 長 門間 敏幸  学校法人東京農業大学国際食料情報学部 

国際バイオビジネス学科教授 

 

山本 伸司  パルシステム生活協同組合連合会常務執行役員 

 

＜プレゼンター＞ 

笠原 健一  笠原産業株式会社代表取締役社長 

 

原田 篤    横浜丸中青果株式会社代表取締役社長 

 

（五十音順敬称略） 
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