
小松市農業協同組合
石川

JAを軸に民間企業、自治体が連携し、新たな地域活性化の枠組みを構築

● 1972年   小松市内20のJAのうち17JAが合併して発足
● 1999年   市内の4JA（小松市、牧、小松市板津、粟津）が合併、県下最大規模のJAとなる
● 2007年   トマトのPRイベント「トマト祭り」をきっかけにトマトカレーを商品化
● 2011年   六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定
● 2012年   規格外トマトの１次加工場を建設
● 2013年   小松市と（株）コマツと6次産業化の推進に向けた連携協定を締結

  事業者の沿革

● 年間1,500tのトマトを出荷しており、規格外で廃棄されていたトマトを活用したトマトカレーを企画・商品化している。
● 大麦も年間1,000tの出荷をしており、石川県内で最も多い生産量である。
● 小松市と（株）コマツと協定を結び「こまつ・アグリウエイプロジェクト」を始動し、（株）コマツの海外70都市以上の

  駐在員470人向けに米や加工品の輸出を開始している。
●トマトの収量・品質の向上を目指す為にNECの「農業ICTクラウドサービス」を導入した。また（株）ネピュレからの助言

  により、生産物をピューレに加工する技術開発を行い、地元の業者にピューレを供給することで地域一体での商品化

  に取組んでいる。

  事業の内容

● 所在地 ：　石川県小松市上小松町丙252
● 代表者 ：　代表理事組合長　西沢 耕一
● 組合員数 ：　16,701名

  事業者の概要

加工委託

連携

生産指導

連携

連携

輸出

農産物直売所「JAあぐり」

道の駅「こまつ木場潟」
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小松市

地元企業

輸出商社

組合員

こまつ・アグリウエイ
プロジェクト
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小松市農業協同組合

消費者

（株）コマツの
海外駐在員

市場

1次加工

  ビジネスモデル・連携図
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「トマトカレー」 「農産物直売所：JAあぐり」 「自治体や民間企業と連携協定を締結」

加工委託

連携

生産指導

連携

連携

輸出

農産物直売所「JAあぐり」

道の駅「こまつ木場潟」

ネット販売
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市場

1次加工

● 小松市は、昭和30年頃からトマトの生産が始まり、国の指定産地にもなり、北陸で最も生産量が多かった。しかし、年間

  30～ 40tが規格外であるために廃棄されており、規格外のトマトを活用するためにトマトカレーを企画・商品化した。
●トマトの収穫時期は限られており、特に北陸は冬が厳しいため、5～ 11月の間しかトマトカレーを製造することが

  出来なかった。そこで、1次加工をして冷凍保存することで通年での加工を可能にするために、2011年に総合化

  事業計画の認定を受け、1次加工場を建設した。
● 2013年7月24日に小松市と（株）コマツ、JA小松市が6次産業化の推進に向けた連携協定を締結し、6次産業化の

  先進的モデルとして、農産物の集荷・加工を一元化した製造拠点の整備を図るとともに、併せて販路開拓・販売促進や

  都市農村交流を進めた。更にシニア世代、女性の活躍の場を提供することで、農家所得の向上、過疎化・高齢化対策及

  び農業・農村の活性化を目指している。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 今まで廃棄していたトマト20tを100円/kgで買取ることによって、農家の所得の向上に繋がった。また、昔は廃棄

  されたトマトで畑が真っ赤になるとまで言われていたが、現在は農地の景観が保たれるようになった。
● 農家には規格外品を買取る以外に、トマトカレーが1箱売れるごとにいくらという形で配当を出しており、JAから

  農業者への利益の還元にも取組んでいる。
●（株）コマツの野路会長が生産者の畑にまで足を運び、生産者と直接交流をする場が生み出されることによって農家

  のモチベーションの向上にも繋がっている。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 現在は人参やかぼちゃの規格外品の加工にも取組んでおり、もっとJA小松市の知名度を向上することによって売上を

  増やし、農家の耕作面積を増やしていく。
● かぼちゃ部会を設立したばかりだが、JAが販路を確保し、生産者に生産品目をリクエストすることによって安心して

  農作物を栽培してもらい、かつ産地作りにも繋げていく。

  今後の事業展開・現在の課題

● JAが生産者や民間企業、自治体と連携し、生産から加工、販売までを主導し、また、内部

  に「6次産業化プロジェクトチーム」を組織することによって、JA主導の6次産業化を

  進めている。
● 基本商品のマイルドトマトカレーだけではなく、ワイルド、ヘルシー、プレミアムトマト

  カレーを開発することで多様な顧客をターゲットにしている。

● 地元の食品企業と連携をして、規格外のトマトを活用したトマトカレーの商品開発に

  取組み、また大学とも連携し、成分分析を行っている。
● 小松市と（株）コマツとJA小松市という自治体、民間企業、JAが協定を結んで6次産業化を

  推進するということは全国でも初めての取組みである。（株）コマツの製造技術のノウハウを

  農業分野にも生かして効率化に取組む等、異業種と活発に交流することによって新しい

  視点での取組みが行われている。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社恵那川上屋
岐阜

全量買取りを通じて産地を復興し、和栗のブランド化を実現

● 1964年   岐阜県恵那市に開業
● 1978年   会社組織に移行。（有）ブルボン川上屋を設立
● 1992年   本社移転。恵那峡店開業・本社工場を設立
● 1998年   栗農家との連携団体「超特選栗部会」を発足
● 2008年  （株）恵那川上屋に社名変更
● 2011年   東京（二子玉川）に出店

  事業者の沿革

● 岐阜県で栗菓子を中心にした和洋菓子の製造販売を行っている。高品質の「超特選栗」を使った最主力商品の秋の

 「栗きんとん」は、シーズン中約300万個を生産している。
● 販路は、直営・直系店舗が岐阜県に7店舗、東京・二子玉川に1店舗を構え、他はネット通販とデパート系の催事販売で

  ある。
● JAと連携して恵那市の栗農家でつくる「東美濃栗振興協議会」の専門部会「超特選栗部会」を設立し、栗農家との連携を

  図っている。当部会と高品質の栗を市場価格の約2倍で全量買取契約を結ぶことで、栗の安定供給と高品質化を図って

  いる。

  事業の内容

● 所在地 ：　岐阜県恵那市大井町2632-105
● 代表者 ：　代表取締役　鎌田 真悟
● 売上高 ：　2010年6月期　1,785,908千円　→　2013年6月期　1,961,073千円
● 従業員数 ：　250名（臨時雇用を含む）

  事業者の概要
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「超低樹高栽培の栽培風景」 「超特選恵那栗」 「栗きんとん」

栗

全量
買取

栗
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消費者

外商・催事

農業法人
恵那栗

直営店
8店舗

通信販売

岐阜県
（恵那農林事務所、中山間農業研究所）

栗農家

1次加工
（菓子材料化）

2次加工
（菓子製品化）

● 現社長が東京で洋菓子修行をしていた1980年代、百貨店で見つけたふるさとの栗きんとんを口にし、「食べ慣れた味」

  との違いを感じた。その原因を調べると、当時の地元の和菓子屋が鮮度の低い他県産の栗を使っていたことが味に影響

  していたこと、地元では栗を栽培する農家が減少していることが判明した。このままでは「栗農家も、栗菓子も駄目に

  なる」との思いで契約栽培の栗で菓子作りをしようと思い立った。
● 地元農家と栽培契約を結ぶ2年前の1992年、現本店である恵那峡店（小売店舗）と本社工場を約4億円の融資を

  受けて建設した（当時の売上高は約1億円）。「良い商品を作ろうとしたら、いちばん最初に農家に儲けてもらうのが

  鉄則」との考えのもと、莫大な借金を抱えて先に本社と工場を建設することで背水の陣を引き、地元栗農家との高価格

  での全量買取体制の構築に取組んだ。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

●「超特選恵那栗」は地域ブランドとして広く認知されるようになり、需要が拡大している。このため、地域経済が大きく

  活性化するとともに地域の雇用促進にも貢献できている。
● 当社関連会社の（有）恵那栗では耕作放棄地の借り受けを積極的に進め、定年退職したビジネスマンや年金生活者を

  就農雇用し、高齢者の生活安定や生きがい作りに寄与している。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 中期目標として売上30億円、恵那栗の収穫量300トン、利益3億円の達成を目指す。
● 耕作放棄地を活かし、栗の栽培地を拡げ、地域活性化によって皆が喜ぶ仕組みを実現していく。
● 日本の栗全体の価値と生産量を高めるため他産地との連携を図り、互いの産地の特性を活かした商品作りを行って

  世界市場への進出を目指す。

  今後の事業展開・現在の課題

● 主力商品の栗きんとんに使われる超特選栗は、栗の栽培技術としては日本一と言われる

  塚本實氏の超低樹高栽培技術によって生産され、高い品質と収量を誇っている。
● 超特選栗は一般市場価格の約2倍の価格で当社が全量買取している。これにより農家は

  生産意欲が高まり、需要者である当社は高品質の栗の安定供給ルートが確保できている。
●「栗は鮮度が命」と言われるが、超特選栗は収穫して24時間以内に納入、加工され、高い

  鮮度が保たれている。

● JAを中心に地元生産者、市・県行政（恵那農林事務所、中山間農業研究所）は経済的連携

  だけではなく、地域ブランドの構築・強化（地域活性化）の必要性が共有できており、コミュニ

  ケーションも積極的に図り絆を深めている。
● 当社が有するCAS冷凍システムは、栗の鮮度を落とさず長期間保存でき、一年に亘って

  美味しく安定した商品を製造できる。
●「全量買取」の維持継続のため、厳しい生産・出荷基準を定め、生産者と供に高品質の栗を

  継続的に生産する仕組みを構築した。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社松阪協働ファーム
三重

地元関係者の出資により、農家の再生産を目指した直売所を運営

● 2004年   松阪市が松阪農業公園ベルファームを開園
● 2007年   地域の5社の出資により（株）松坂協働ファームを設立し、同農業公園の指定管理者となる
● 2012年   公募により指定管理者に再選定される（運営受託期間は10年間）

  事業者の沿革

●「松阪農業公園ベルファーム」は、指定管理者制度（公の施設のより効果的・効率的な管理を行うため、その管理に

  民間の能力を活用するとともに、その適正な管理を確保する仕組みを整備し、住民サービスの向上や経費の縮減を

  図ることを目的とする）のもと公益性を保ちながらも、より自立的な運営を行っている。
● 管理事業として庭園、農場の運営・管理、その他施設管理を行い、自主事業として農家市場（直売所）、土産施設、飲食店

 （野菜レストラン、焼肉レストラン、軽食等）、体験事業を行っている。
● 2012年の公募により指定管理者に再選定され､運営受託期間は10年間となっている。
● 敷地面積は23ha、松阪IC傍らという立地条件の良さを活かしており、市内はもとより県内外からも多くのお客様が

  来園している。
● 年会費無料、入会金200円のベルファーム会員数は、現在、約5,400名となっている。

  事業の内容

● 所在地 ：　三重県松阪市伊勢寺町551-3
● 代表者 ：　代表取締役　岩森 政明
● 売上高 ：　2011年3月期　592,623千円　→　2014年3月期　570,920千円
● 従業員数 ：　76名（臨時雇用含む）

  事業者の概要

農産物

農産物

運営委託

農産物

出資・ノウハウ
消費者

NPO法人
三重スローライフ協会 松阪市

ベル農会

直営レストラン

直売所

JA松阪

松阪飯南森林組合

（有）農業法人モクモク

（株）第三銀行

時のぶどう
（モクモクファーム）

（株）松阪恊働ファーム

  ビジネスモデル・連携図

東海
ブロック
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「園内の直売所」 「イングリッシュガーデン」 「地産地消をテーマとしたランチ」

農産物

農産物

運営委託

農産物

出資・ノウハウ
消費者

NPO法人
三重スローライフ協会 松阪市

ベル農会

直営レストラン

直売所

JA松阪

松阪飯南森林組合

（有）農業法人モクモク

（株）第三銀行

時のぶどう
（モクモクファーム）

（株）松阪恊働ファーム

● 当社が指定管理者に選定されてからは、前運営者の運営期間（3年間）の評価分析に基づいて、様々な改善活動に

  加え自主事業（自己投資）も積極的に行った。指定管理者は、通常は施設運営の裁量権が限定されるケースが殆どで

  ある。当社は前運営者の施設運営評価を綿密に行い、行政との連携をしっかりと行いながら様々な改善策（入園料

  無料化等）、自己資金投入による自主事業を積極的に展開した。「指定管理費（税金）を大幅に縮減する」という、受託者

  である立場としては稀有な当社の取組みが、成長の転機となった。
● 農業公園の運営コンセプトを明確化した。「地産地消」や「スローフード」をテーマにした、食育・緑育・健育の場とし、

  自主事業（自己投資）として農家市場（直売所）の建設をはじめとした各種施設・イベント・体験型教室の充実を図った。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 元々、施設周辺には直売所がなかった。直売所を建設したことで、今では地元農家（会員約300戸）にとって主要な

  販売拠点となっている。会員には資格基準の遵守が求められる。極端な安売りは他の会員の不利益に繋がるとし、

  品種毎に適切な値付けの下限レンジ（生産コスト+適正利潤）を定めている。直売所での選果はベル農会が行い、定めた

  基準（品質、規格）に合わないものは棚から除去している。地元の消費者からは新鮮で品質が良く、品揃えもしっかり

  していると評判である。
● 2013年度の来園者数は545,614人であり、県内外からの地元松阪市への集客に貢献している。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 地域の牛舎と連携して、松阪牛について学習できる体験プログラム・施設の運営を構想している。
● 農業体験施設（ハウス栽培施設）、雨天でもイベント開催できる全天候型施設の設置を検討している。
● 来園者目標は年間60万人以上を目指している。

  今後の事業展開・現在の課題

● 出資者5社の役割を明確化し、指定管理事業における1次産業（JA、森林組合）、食育

 （モクモクファーム）、環境（NPO)それぞれのフィールドでの事業計画を地元銀行がサポート

  する新しい連携モデルを構築した。
● 直売所は、地元生産農家で組織された「ベル農会」が主体的に運営している。生産者が

  適正利潤を得られる仕組みを確立している。
イノベーション
（他者との新結合）

● 当社の出資者5社が、それぞれの得意分野で緊密に連携し、事業運営を行っている。
● 行政とも緊密に連携し、ブランド牛である松阪牛のチャンピオンを決める松阪肉牛共進会

  会場として当施設を提供し、来園者を増やしている。
● 松阪IC下車500mの好立地に900台の駐車場を完備し、入園料は無料としている。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

  取組の特徴・活動の強み
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株式会社早和果樹園
和歌山

特産品である有田みかんの加工商品開発による高付加価値化

● 1979年   7戸のみかん農家で早和共撰（任意共撰組合）を創業
● 2003年   新規事業として農産加工を開始。アグリビジネス投資育成（株）より出資を受ける

    とともに社員割り当てによる増資も実行
● 2004年   自社開発商品として高級有田みかんジュース「味一しぼり」を発売
● 2010年   富士通（株）とクラウド利用「ICT農業システム」の実証事業を開始

    自社アンテナショップ「味一SHOP SOWA」開店
● 2012年   販売価格をやや低めに設定したみかんジュース「飲むみかん」の販売開始
● 2013年   六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定
● 2014年   総務省「地域経済循環創造事業交付金」により、みかん搾汁工場建設

  事業者の沿革

● 直営栽培農場6ｈａで栽培し、生果みかん出荷量400ｔ、加工みかん使用量700ｔである。
● マルドリ方式、ＩＣＴ農業システムの活用により、天候による変動を最小限に留め、美味しいみかんの生産を実現している。
● ジュース「味一しぼり」の製造から加工をスタートし、ジュレ、ジャム、みかんポン酢、アイスバーへと商品を拡大している。
●「とれとれ市場」（和歌山県）、「伊勢おかげ横丁」（三重県）で土日・休日の試飲販売を実施するほか、全国の百貨店・

  高級スーパーの催事にも出展している。
● 香港、シンガポール、台湾、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストラリア、スウェーデンへ輸出している。

  事業の内容

● 所在地 ：　和歌山県有田市宮原町東349-2
● 代表者 ：　代表取締役社長　秋竹 新吾
● 売上高 ：　2011年6月期　333,787千円　→　2014年6月期　625,358千円
● 従業員数（常勤パート含む）：46名

  事業者の概要
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「みかんを使用した加工品」「みかんの栽培風景」 「みかんジュース」

● 昭和50年代、みかん増産のあおりを受けた時期、父親世代が「自分の代でみかん作りも終わりだ」と言っていること

  に疑問を感じ、みかん栽培の研究仲間である同世代の7人で「量ではなく、品質、特においしさで勝負しよう」と新しい

  組織「早和共撰」を立ち上げた。さらに、平成12年には、きちんとした組織と経営で「夢の描ける農業」をやろうと

  法人化、そして、新規事業として、有田みかんに付加価値を付ける農産加工へ進出した。
● 加工事業開始後初めての自社開発商品「味一しぼり」のプロモーションに際し、社員総出で試飲試食販売を全国の

  各種商談会、百貨店・スーパー、地元観光スポット等で行うことにより、商品の良さ・特徴を直接消費者にアピールした。

  6次産業化における取組みの経緯・成長の契機

● 有田地域のみかん農家約250軒（契約農家）および、ＪＡありだ、共同撰果場から加工用みかんを調達している。従来

  加工用みかんの市場価格は低かったが、付加価値の高い加工を行うことにより加工用みかんの価格を引き上げる

  ことができた。
● 常勤パートも含めて46名の雇用を創出している。
● シルバー人材センターを通じた雇用や、ハローワークを通じた求人活動など、地域の雇用にも貢献している。

  6次産業化の成果（地域への貢献・波及効果）

● 総務省の地域経済循環創造事業交付金を利用して、本年、みかん搾汁施設を建設する。これまで委託加工してきた

  みかん搾汁を自前で実施し、廃棄物となるみかんの皮を、陳皮として利用する。
●トータルデザインの観点から、早和果樹園のブランディングに取組んでいく。
● 2017年度の売上10億円、経常利益1億円を目標とし、5年後の売上20億円、経常利益率10％を目指す。
● 将来的には、株式上場を目論む。

  今後の事業展開・現在の課題

● みかんジュースのほか、小さなみかんを丸ごとシロップに漬けた「てまりみかん」をはじめ、

  多様な商品を次々と発売してきた。毎年1つ以上の商品を出す商品開発力がある。　
● 東京、大阪で開催される各種商談会にも積極的に出展しており、年間の試飲カップは、

  65万個に及ぶ。社員全員で試飲・販売に取組むことにより、消費者のニーズを把握

  してきた。
● 香港、シンガポール、台湾、オランダ、ベルギー等へ輸出を行っている。

● マルドリ方式（周年マルチ点滴潅水同時施肥法）を取入れるなど、高糖度みかんの栽培

  に取組んでいる。
● 糖度12度以上のミカンを選別し、地元食品加工業者と連携した特殊な搾汁技術加工

 （チョッパー・パルパー方式）により皮を剥いた生のみかんを食べた食味をジュースで実現

  した。
● 富士通（株）と提携し、同社のＩＣＴ農業システムを導入し、経営の見える化を図り、情報の

  共有によるスピード感のある経営を実施している。
● 和歌山大学の学生と商品開発を行い、若者世代の志向・ニーズに対応している。

バリューチェーン
（付加価値・差別化）

イノベーション
（他者との新結合）

  取組の特徴・活動の強み
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