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本事業における精炭販売及び収⽀状況については問題な
いものと考えている。
今後、選炭過程の中で出た⼟砂の⼀部を暗渠疎⽔材とし

て本格販売する際は、販路及びファイナンス⾯で積極的に⽀
援していきたい。

• 新たな雇⽤者数10名
• 市の財政⽀出ゼロで災害リスクの軽減
• 公共⼯事に依存しない建設業の育成
• 市の歳⼊増（採取料400万円/年、法⼈事業税等）

製品化された⽯炭

ズリ⼭と⽔選炭プラント

・砕⽯の有効活⽤に向けた関係機関との共同研究を開始
（ズリからの発⽣率70%を資源化へ）

⽣産の効率化、収益増加、災害リスクの早期改善

• ⽯炭の⽣産量は、依然として計画を下回っているものの、当初
は、ズリに予想以上の粘⼟質が付着し、洗浄効率が悪く⽐重
選別が困難な状態だったが、これらを改善するために⽣産量原
炭前処理設備を増設したことにより、⽔洗別プラントの処理能
⼒が向上し増加した。今後、稼働時間をこれまでの1.5倍延
⻑することで、更なる増産が⾒込まれる。

• 原因究明による追加設備投資、販売先等の協⼒・理解のも
とキャッシュベースの⿊字化となっている。

• ズリの有効活⽤策のアドバイス（学）
• ⽣産の効率化、ズリの販売（産）
• 防災対策に関する知⾒の提供（産）

ズリ⼭から採取したズリを、ズリ⼭上部の⽔を活⽤した
⽔選炭事業により⽯炭、砕⽯に分別し、回収された⽯
炭を製品化し、国内の⽕⼒発電所等で必要とする低カ
ロリー（3,000kcal）の調整炭として販売する。
同時に、ズリ⼭の整形による安定化など、災害リスクの

低減を図るほか、緑化等の環境対策を実施する。

050,000
110,0005,000

165,000

北洋銀⾏
北寿産業株式会社⼣張市内に66か所存在するズリ⼭のうち、最⼤規模の⾼松ズリ⼭にお

いて、昨今の気象変動などの影響により、⼭の⼀部が崩壊し堆積したズ
リが⼭の近傍の河川をせき⽌め、それが決壊し下流域に⼀気に流れる⼤
災害が発⽣した（Ｈ24〜25年）。ズリ⼭の上部にはズリの堆積によっ
て形成された池があり、更なるリスクを有しており、ズリ⼭の安定化は急務
であった⼀⽅でその対策に費⽤を要し⼤きな問題となっていたもの。

環境・
エネルギー平成26年度地域資源「ズリ」の活⽤による⼣張再⽣エネルギー創造事業北海道

⼣張市
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• 現在の販売先は、芦別温泉スターライトホテルのみ
となっているが、納⼊先の拡⼤等についても、芦別
市とも連携を図り当該事業の継続を⽀援していく⽅
針である。

• 事業実施により、芦別市が所有する健⺠センター施設群のボイラーで使⽤する燃料をこれま
で地域外から購⼊していた化⽯燃料から地域内で発⽣する森林資源を活⽤した⽊質バイオ
マス燃料に切り替わったことから①地域内での経済循環②⼆酸化炭素の排出削減③地域
資源の有効活⽤ が図られている。

チップ保管庫

チップを製造する破砕機

• ⽊質チップの原材料の安定した確保にむけた情報収集
を常に⾏っている。

• ⽊質チップの供給先である芦別温泉スターライトホテルの
利⽤量は、当初の計画数量を上回っているが、原料を
確保し安定した供給を⾏っている。

• 売上⾦額についても、計画通りである。

⽊質チップの原材料となる地域内での森林整備の過
程で産出される未利⽤材の確保が課題であり、各⽅⾯
からの情報収集が必要なため、森林施業を⾏う関係者
等による利⽤推進協議会を組織し、情報共有する。

芦別市が所有する健⺠センター施設群（温泉・宿泊
施設・温⽔プール）に導⼊する⽊質バイオマスボイラーの
燃料となる⽊質チップを製造・販売する。
⽊質チップの製造にあたっては、地域内の林地残材

（森林整備の過程で産出される未利⽤材）を有効活
⽤する。

033,000
30,000640

63,640

北洋銀⾏
芦別⽊質バイオマス開発協同組合芦別市は、市域の約88％が森林であり、平成21年度に策定した「芦別市地

域新エネルギービジョン」で、地域特性である⽊質バイオマスの利⽤が特に有効
であることが⽰されたことから、翌年度に実証調査を⾏った。
実証調査の結果、通年で燃料を使⽤する⽊質バイオマスボイラーの燃料として

の⽊質チップの導⼊が最適と⽰されたことから、地域内の未利⽤森林資源を有
効活⽤し、従来の化⽯燃料から地域内で製造する⽊質チップ燃料へ切り替え
ることにより、地域内での経済循環に繋がるものである。

バイオマス平成24年度⽊質チップ製造事業北海道
芦別市
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• 本事業は江別産⼩⻨のブランド⼒向上に寄与し、
道内外の市場から道内産⼩⻨に対するニーズが⾼
まる中、当社業況も順調に推移にある。引き続き、
江別を代表する企業として安定した業況推移が⾒
込める。

• 春まき⼩⻨「ハルユタカ」のブランド化及び安定供給、研究施設を活⽤した市内事業者への
商品開発⽀援等、地域活性化に果たしてきた役割は⼤きい。地域資源としての道産⼩⻨
の活⽤費も毎年計画を上回り、事業による売上げ収⼊も順調に伸びている。

• 江別産⼩⻨を使⽤した麺、パン、スイーツは⼈気があり、様々な媒体で取り上げられる機会
も多く、江別市の⾷の魅⼒を発信しているほか、地場産⼩⻨を使⽤したメーカーや飲⾷店の
商品の魅⼒向上にも期待が持てる。

⼩⻨の品質維持機能を備えた
貯蔵施設

「⻨の⾥えべつ」として
地域ブランドを展開

• 本事業の貯蔵施設は、⼩ロット原料の保管等に利⽤す
る他、併設の研修室では製パン・製菓等の⼆次加⼯が
常時⾏われているため、原料預かり（保管・貯蔵）から
⾷品加⼯までの流れが可視化できる。⽣産者にとっては
⼆次加⼯への意欲が向上し、⼆次加⼯業者にとっては
⽣産者（⽣産物）への親近感が⽣じることで、「⻨の
⾥」としての市のブランドイメージの向上に貢献している。

• 国産⼩⻨に対する市場ニーズは⾼く、北海道産⼩⻨を
使⽤した製品を多く有する当事業者の売り上げも順調に
推移している。

• ⼩ロットの製粉設備は国内でも珍しく、⽣産者や品種を
限定した⾼付加価値⼩⻨粉の製造依頼が、地元はもと
より全道の⽣産者から継続的に来る状況となっている。

• 地域の研究機関が製菓・製パン等の研修やブランド
開発等のサポートを⾏う。

• 市内の加⼯業者や飲⾷店等がブランド開発に取り
組み、「⻨の⾥えべつ」の更なる発展と地域の活性化
を図る。

• 冷却装置を備えた貯蔵施設の設置により、複数年
単位で⼩⻨を貯蔵・管理することで、収穫直後の品
質を維持したまま、⼩⻨を常時安定して供給する。

• 貯蔵施設に研修室を併設し、地域の加⼯業者や６
次産業化を⽬指す農業者や起業者を対象とした研
修を可能とし、サポートを⾏う。

045,000
94,0720

139,072

北洋銀⾏
江別製粉株式会社江別市では、⽶の減反に伴う転作奨励により⼩⻨の作付が始まり、⼩⻨を通

した産学官連携による地域活性化に取り組んできた。希少性が⾼く、⾷味、⾵
味の良さで⼈気の⾼い春まき⼩⻨「ハルユタカ」の⽣産量⽇本⼀を誇る当市は
「⻨の⾥えべつ」として地域ブランド展開を進めているが、天候により不作の年もあ
ることから、⼩⻨の品質維持機能を備えた貯蔵施設を新設し、安定して⼩⻨を
供給できる仕組みを作り、江別ブランドとしての発展を図るものである。

農平成25年度〜豊富な資源で「⻨の⾥えべつ」を活性化〜北海道
江別市

3



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 消費者の⾷の安全嗜好を捉え、道内及び地場原料
を取り⼊れた商品の製造などにより売上は概ね計画
通りの進捗となっている。財務基盤は強固であり、営
業基盤も確⽴されていることから、今後も安定した状
況推移が⾒込まれる。

• ⼤⾃然の中で動物達とのふれあいやエサやりが楽しめる体験牧場に全天候型のセンターハウ
スが設置され、天候に左右されず体を使って遊ぶことができる。当施設の観光⼊込客数は6
万⼈近くまで伸びており、市の観光誘客に⼤きく貢献している。現在も、北海道外から多くの
観光客数が訪れているが、引き⾺や乗⾺などの体験メニューは、北海道を訪れる外国⼈観
光客にとっても魅⼒があることから、市の観光施策における地域資源としての有効活⽤が可
能であると考える。

アルパカなどの動物たちとふれあえる

全天候型センターハウスで
遊ぶ⼦ども達

• 全天候型センターハウス、ふれあい館、乗⾺などの利⽤
状況は計画を下回っているが、センターハウス内にボルダ
リング設備、天空トンネルなどの⼦供が楽しめるアトラク
ションを増設していることもあり、来場者が何度も来店
（リピート）する効果が表れてきている。

• 海外から北海道への観光客が増える中、効果的な広告
宣伝等により、新規顧客の確保を⽬指す。

• 全天候型センターハウスを設置し、年間を通じて天候に
関わらず動物とのふれあいや農産加⼯品の販売等を⾏
えるようにした。

• 当事業者内にて道産豚（ブランド豚）での加⼯⾷品、
⽣⾁の販売を⾏っており、養豚事業が売上増となってい
る。国産（道内産）のイメージがよく、安⼼で安全な⾷
品を求める消費者が増加していることも⼀因となっている。

• 市内の酪農学園⼤学において、豚の飼育から製品
化における技術⽀援、衛⽣技術、飼育の研究を⾏う。

• 市内の中⼩企業家同友会と販路確⽴、企業協⼒、
情報交換などで連携を図る。

• 農業に触れることの少ない⼈達が⾃然に親しみながら⾷を
楽しめる「アースドリーム」において、地元素材を使⽤したレ
ストランやアルパカをモデルとしたグッズのショップ、アルパカ、
⽺⽑を使⽤したクラフト体験の場を提供する。

• アルパカを中⼼とした動物との触れあい、引き⾺や乗⾺体
験などができる場を提供する。

050,000
150,00060,967

260,967

北洋銀⾏
株式会社トンデンファーム江別市には「⾃然・動物とふれあえる」環境がなく、市外へ⾏かねばなら

ない状況であった。 「次世代やその先の⼦どもたちへの贈り物」として、事
業実施主体であるトンデンファームスタイルの集⼤成といえる「⾃然の中の
おもちゃ箱」をテーマとしたグリーンツーリズム施設を設置することで、動物と
のふれあいや体験⼯房などを通じ、地域住⺠が⾃然の⼒や⽣命の意味
を感じられる環境の整備を図るものである。

観光平成26年度⾃然の⼒に感謝する思いを込めて全天候型センターハウスの設置及び
「⾃然の中のおもちゃ箱」をテーマとしたグリーンツーリズム施設事業

北海道
江別市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 地場産⼤⾖の使⽤による地域経済活性化に寄与
するとともに、新商品の開発・投⼊により、幅広い
ニーズに対応し、売上は順調な推移にある。

• 今後も江別市の重要企業として発展していくことが
期待される。

• 新商品開発及び販路拡⼤に積極的に取り組んでおり、地場産⼤⾖の普及・振興や新規⼈
材の雇⽤など、地域資源を活⽤した地域活性化に寄与している。消費者ニーズを捉えた経
営戦略により、売上げも向上している。

おいしく、健康になれる⾖腐

インライン充填装置
多品種対応包装機

• おいしいだけではなく、健康や美容への機能性を有した
商品を開発している。

• 計画商品については計画期間内の販売を継続しながら、
新商品の開発を進めアイテム数の増加を図っており、経
費増加に対する売上の確保に取り組んでいる。

• 本事業により賞味期限を延⻑した商品を開発し、北海道
⾷品機能性表⽰制度「ヘルシーＤｏ」の認定を受けてい
る。⾷べればおいしく、健康になれる⾖腐であり、付加価
値の⾼い商品である。

• アイテム数の増加を図っているほか、⽇持ち、量⽬などの利
便性から充填⾖腐の需要も増しており、売上げが伸びて
いる。

• 契約栽培農家から江別産⼤⾖を中⼼とした原料を
確保する。

• 北海道⾷品機能性表⽰制度認定のため、「⾷品ヒ
ト介⼊試験」では市内⼤学の協⼒を得て「産・官・
学」の連携を⽣かした「江別モデル」を利⽤する。

• 「充填⾖腐製造ライン」「外包装機」を導⼊し、⼿寄せ・⼿盛り⽅
式から⾃動機械充填⽅式に変更する事で、⽣産性が⾶躍的に
向上するほか、賞味期間の⼤幅延⻑（30⽇間程度）が可能
となり、全国・海外への販路拡⼤につながる。特に「オリゴノール⾖
腐」は、北海道⾷品機能性表⽰制度「ヘルシーＤｏ」の認定取
得予定であり、ブランド化、差別化により、江別市のみならず道
内全体の⾷産業の振興にもつながる。

015,000
10,0008,142

33,142

北洋銀⾏
株式会社菊⽥⾷品札幌・江別地区がフード特区指定を受け⾷の総合産業化へ取り組む⼀環とし

て、地域で収穫されたものを地域で加⼯し、国内外へ販売することで、「ヒト・モ
ノ・カネ」の地域循環が構築され地域経済全体が潤うと考えた。江別は市内に4
⼤学を有し、「産・学・官・⾦」の連携が良好であることから、「⽣産者（農家）
⇔加⼯（事業者）⇔消費・雇⽤拡⼤」の地域循環を形成していくとともに、
「江別ブランド」としての知名度を上げていくことを図るものである。

農平成26年度北海道産・江別産⼤⾖循環創造事業北海道
江別市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 稼働状況は良好であり、売り上げも順調に増加している。

• 地域住⺠の雇⽤に加えて、外国⼈研修⽣の受け⼊れも
実施しており、拡⼤する事業への対応も進められている。

• 順調に事業は展開しており、売り上げも⽬標値を上回っている。地域における菌床しいたけの
⽣産量を押し上げる⼤きな要因になっている。

• 季節を問わず安定した出荷が可能となり、当地域のしいたけブランドの向上に寄与している。
• 事業者において10名以上の雇⽤の創出がはかられている。
• ⽊質バイオマスによる熱利⽤により、未利⽤材の活⽤が図られている。

菌床しいたけ（出荷時)

パイプハウス内の様⼦

• 販売拡⼤のため、出荷先市場と協⼒し、新規販売先
スーパーを開拓した。

• 震災後の⾵評被害の影響などで⽣産量が⼤幅に減った、
原⽊乾燥しいたけに代わり、菌床乾燥しいたけに対する
需要が⾼まり始めたので、安定したしいたけ⽣産体制を
背景にし、乾燥加⼯の設備を整え、⾼付加価値品とし
て供給を開始した。

売り上げについては、当初の⽬的を上回る状況である
⽬標 ︓133,081千円

（793.8円/kg×167.7ｔ）
実績（H30年度）︓136,347千円

（801.1円/kg×170.2t）
菌床しいたけ栽培のシステムが構築されたことから、栽培効
率向上し収量が増加した。

・株式会社東芝
センサー等監視制御システムに関する技術⽀援

・久慈バイオマスエネルギー株式会社
⽊質バイオマスエネルギーの安定供給

・JA新いわて久慈営農経済センター
資材の調達・供給・系統出荷

• ICTを活⽤したハウス内の温度、湿度、CO2濃度等の監
視制御システム及び低コスト⾼断熱ハウスを導⼊し、地域
⽣産者への普及、しいたけの⼀⼤産地化を図る。

• ⽊質バイオマスエネルギーによる熱供給を受けることにより、
安定した作物⽣産、⽊質バイオマスの活⽤による環境負
荷の低減と地域経済循環システムの構築を⽬指す。

040,000
57,5050

97,505

みちのく銀⾏
有限会社越⼾きのこ園久慈市では、⽊質バイオマスエネルギーの活⽤を推進するべく、⺠間事

業所と連携し熱供給施設の整備を進めることとしていた。⽣産した熱エネ
ルギーの供給先としては、恒常的に熱利⽤が⾒込まれる農業⽤ハウス
（菌床しいたけ）とし、別途検証を⾏っていたICTによる温度、湿度、
CO2濃度の管理システムを反映させた園芸団地とすることで、技術普及
による農業所得、⽊質材の活⽤による林家収⼊の向上を図る。

バイオマス平成27年度ハウス内循環制御と⽊質バイオマスエネルギーを活⽤した菌床しいたけ栽培による地域経済循
環創出事業

岩⼿県
久慈市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 主⼒である⽔稲、加⼯が好調であることに加えて、導⼊した澱
粉濾過精製機械設備が本格稼動し歩留まりも8％を超え⿊字
化に貢献。

• わらび粉専⽤畑の造成や、農家からの買い付けなど増産に努め
ているとともに、販路拡⼤に対する努⼒が認められ、わらび粉は
⼀定の値段で取引されるなど差別化も進んでおり成⻑部⾨とし
て期待される。

• 「⻄わらび」のブランド効果とも相まって、わらび粉を活⽤した商品の販売は好調であり、町を
代表するお⼟産品として更にブランド効果を⾼めている

• 町内菓⼦店と連携した積極的な商品開発及びPR活動により、⾃社のみならず町内菓⼦店
の売り上げ増にも貢献している

• 新たな事業が創出されたことによりパート及び季節雇⽤の増に結びついており、雇⽤の受け⽫
にもなっている

新わらび粉のお披露⽬
イベントの開催（滝沢市）

わらび餅の⾥づくり協議会
において商品開発を実施

• 新わらび粉の完成時期に併せて、お披露⽬会を町内外
において開催しPRを実施

• 研究機関（県⼯業技術センター）に依頼しわらび粉の
成分分析を⾏なうとともに効果的な活⽤⽅法を検討

• 町内温泉旅館や企業を訪問し、わらび餅の製造実演
等を通じて品質や希少性をPR

• わらび粉の品質等を消費者に伝えるリーフレットを制作

• 澱粉専⽤のわらび畑を造成する
• 濾過精製過程をすべて⼿作業で⾏っていたものを機械

化、合理化をして澱粉の増産を図る（H28計画100㎏、
H30実績362㎏）

• わらび餅の⾥づくり協議会（やまに農産(株)、町内菓⼦
店3社）により連携してネット販売等に取り組み販売増
を図る

• ⻄和賀町で策定した「農業農村振興プラン」「総合計画」におい
て⼭菜振興と6次産業の推進を位置付け

• やまに農産(株)は、わらび栽培及びわらび粉に取り組み技術を
習得しており、増産に向けた取り組みが期待

• ⽣産者団体である⻄和賀わらび⽣産販売ネットワークから根茎
の安定的な供給体制が図られる

• わらび餅の⾥づくり協議会と連携し商品開発が期待される

澱粉専⽤のわらび畑を造成し、⼿作業となっている濾
過精製過程を機械化、合理化をして澱粉の増産を図る。
新商品開発については、わらび餅の⾥づくり協議会

（⾃社、町内菓⼦店3社）の4者が協⼒して⾏い、ネッ
ト販売等に取り組み販売増を図る。

015,508
4,4500

19,958

花巻農業協同組合
やまに農産株式会社本町では古くから、わらび澱粉より現⾦収⼊を得ていたこと、冷害時の救荒⾷

物としていたことが記録に残っている。国産わらび粉はほとんど⽣産されていないこ
ともあり、平成19年より⼿探りで澱粉採取に取り組むも、濾過精製部分が機械
化出来ていないため、増産のための⼤きな隘路となっている。町内の菓⼦店と連
携してわらび澱粉を利⽤した新商品開発と販売に取り組み、わらび餅等の開発
に⾄り好評を博しているが、わらび澱粉の⽣産量が少ないため増産を求められて
いる。

農平成27年度わらび澱粉増産のための機械設備の研究試作、導⼊並びに新商品の開発販売岩⼿県
⻄和賀町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 当初の事業計画を上回る売上があり、順調に推移
している。引き続き、経営会議に参画し、随時アド
バイスを⾏っていく。

• メープルベースの知名度が⾼まっており、観光客の増
加も⾒込め、売上、利益ともに増加が期待できる。

• 新規雇⽤の創出に加え、メープルベースの知名度アップにより、⽴地する都市公園「秩⽗
ミューズパーク」への誘客が図られ、売上も順調に伸びていることから、経済的な波及効果が
⼤きい。

• スギ、ヒノキの伐採後、カエデを植林することで、林業再⽣や森林保全につながり、景観的に
も森林が蘇るなど、林業への将来的な貢献が期待できる。

秩⽗カエデ樹液を
使ったメープルシロップ

交付⾦を使って遊休施設を改修して
設置した「シュガーハウス」

• メープルベースや商品の知名度アップ、販売拡⼤のため、
メディアやSNSを活⽤した広報戦略を展開する。

• メープルベースの売上⾼は計画を上回るペースで推移し
ていることから、この売上をさらに伸ばすことによる相乗効
果で、新商品の販売増加につなげる。

• シュガーハウス（店名︓メープルベース）の売上⾼は事
業2年⽬から計画を上回るペースで推移している。

• 新商品を開発し販売している。
• 事業者、⾦融機関、商⼯会議所、市による経営会議を

半年に⼀度実施。

• 秩⽗商⼯会議所による経営計画、マーケティング⾯
からの助⾔・指導

• 明治⼤学（政治経済学部 森下教授）による戦
略⾯からの助⾔・指導 など

• 市所有の遊休施設を改修して、カエデ樹液のブランド
形成の拠点施設となる「シュガーハウス」を設置する。

• カエデ樹液を使った商品開発に挑戦するとともに、カエ
デの植林による林業再⽣や森林保全に取り組む。

017,213
11,5000

28,713

埼⽟縣信⽤⾦庫
秩⽗観光⼟産品協同組合秩⽗地域には⽇本に⽣育するカエデ25種類のほとんどが分布し、市内

では10年ほど前からカエデ樹液（メープルシロップ）を使った菓⼦などの
商品化が始まった。しかし、規模が⼩さく、扱う業者も数軒にとどまってい
た。平成24年6⽉「秩⽗樹液⽣産組合」が設⽴され、育林が進み、カエ
デ樹液の安定した供給体制が整った。そこで、新商品の開発、普及、集
約販売を⽬指す拠点として⽇本初の「シュガーハウス」の設置が望まれた。

林平成27年度新たな“カエデ糖”商品普及のためのシュガーハウス設置事業埼⽟県
秩⽗市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

ビール事業に関しては、⼯場移転に伴い以前までの
製造ラインのキャパシティで取り込めていない顧客への
リーチにより今後も年間3〜5%程度で増収する⾒込
み。ブランド⼒も相応にあり、今後も安定した業績が⾒
込まれる。

• 新規地元雇⽤10名

• 毎⽉3回の⼯場⾒学と、春・秋のイベントによる交流⼈⼝の増加

• 地元農産物を活⽤したビールの開発及び製造販売や、エコフィードの提供による地元畜産農
家との連携→地域農業の活性化

COEDO×TAKIBI
キャンプイベント

クラフトビール醸造所
COEDOブルワリー

本計画については、市のまち・ひと・しごと創⽣総合戦略に
おいて「東松⼭市北部観光ルート創造事業」に位置付けら
れ、東松⼭ぼたん園や農林公園といった周辺施設との連携
により、観光客の増加を図ることができ、市の事業（地⽅創
⽣）と⼀体的に推進できる仕組みとなっている。
・アウトドアメディアと連携し、地⽅創⽣の⼀環として⼯場敷
地内でキャンプイベントを開催

旧⼯場の移転による拠点集約であったため、⽣産設備の
安定稼働の確⽴まで時間を要していたが、現在は⽣産体
制が安定したため、クラフトビール・ツーリズムについて段階的
に推進している。⼯場⾒学についても定期的な開催が可能
となり、好評を得ている。

【地域農業者】
農作物の安定供給

世界的に⾼い品質の評価を受けているクラフトビール
メーカーの新⼯場で、地域で⽣産された原材料を⽤いた
ビールの開発及び製造を⾏い、併せて⼯場⾒学、ファー
マーズマーケットなど、⾃然環境、地域農業、産業観光
の3つの要素を有機的に連携させ、⽣産者、住⺠、観
光客の3者が集う場を創出する。

050,000
197,0000

247,000

埼⽟りそな銀⾏
株式会社協同商事東松⼭の肥沃な⼤地と恵まれた⽴地条件をいかして、⽣産者の顔が

⾒える地産地消の取組や新たな産地づくりに意欲的に取組んでいる⽅た
ちが多くいる。ファーマーズマーケットを代表する新たな集客スポットを創設
することで、地産地消の促進、地域内循環型社会の構築につなげていく。

観光平成26年度クラフトビール・ツーリズム事業埼⽟県
東松⼭市

情報収集年⽉︓2019年7⽉ 9



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 新潟県内を中⼼に販路拡⼤を進めたことにより、売上は
増加基調。積極的なメディア戦略も奏功し、知名度も向
上しつつある。

• 引き続き、ビジネスマッチングによる販路拡⼤やリースの活
⽤等、売上増加に向けて⽀援を⾏っていく⽅針。

• メディアに取り上げられたことや、新たに出店したことで、企業の認知度が上昇している。
• 野菜に限らず、酒粕や⽜⾁の廃棄部分、未利⽤資源の活⽤という形で商品販売のほか、

他企業や農家と連携した商品プロデュースを⾏うなど、幅を広げている。
• また、会社全体では、インバウンド事業にも取り組むなど、事業が拡⼤している。
• 約7名（うちパート4名）の新たな雇⽤を創出した。

未利⽤⾷材である酒粕を
発酵のブランドとして商品化

地域資源を活⽤した商品の
セレクトショップをOPEN

• 経費（特に⼈件費）がかかっているものの、売上は毎期
ごとに倍増している。

• ⾃社店舗も複数新設した。商品は充実してきており、取
引先も100社を超え、リピーターもできている状況が作れ
ているため、これから⿊字化への流れができると考えている。

• ⻑岡造形⼤学は、デザイン・商品企画のノウハウ提供、
商品化アドバイスを実施。

• 他販売企業は店舗販売やオンライン販売の販路確保。
• 地域⽣産者は伝統野菜の⽣産・出荷、冬季労働⼒を

提供。

季節の旬の⾷材を⾷べる習慣の増幅、消費しきれな
い⾷材を加⼯して広く⾷卓に保存してもらうために、ディッ
プソースの開発を⾏う。ディップソースはにんにく、神楽南
蛮、ナス、枝⾖を原料とする。
⼀般⼩売（WEB、百貨店、スーパー等）とギフト販

売（WEB、雑貨店等）等で商品展開を⾏う。

09,500
3,0001,074

13,574

北越銀⾏
株式会社FARM8⻑岡市は冬の積雪量が多く、塩漬けなどの保存⾷⽂化はあるものの、

加⼯品としての商品開発は活発ではない。また、旬の⾷材は消費需要と
のギャップにより規格外品として廃棄する野菜の量が多くなってきている。
本事業は京野菜や加賀野菜と並ぶ伝統野菜である⻑岡野菜を、より

知ってもらう⾷⽂化を創出するため、ディップソースを開発することで、地域
資源の有効活⽤に寄与するものである。

商⼯平成26年度規格外野菜等の未利⽤廃棄⾷材の再加⼯による年間⾷材利活⽤事業新潟県
⻑岡市

• 未利⽤⾷材を加⼯しただけでは顧客が動かず、地域資源の中でも
機能的に優れている点を⾒出し、エビデンスをもとに顧客のライフスタイ
ルとベネフィットに特化してプロモーションしたことで、⾸都圏のマーケット
とメディアが動いた。新潟の地域ストーリーと商品開発をブランディング
をしながら販売拡⼤を⾏ったことで、⼤⼿商社との取引も始まり、⽣産
と販売が安定して来た。

• 逆に、双⽅が安定するまでの経営は苦労が多く、特に資⾦⾯での⼯
⾯で対策を⾒つけるのに時間がかかったが、アクセラレータープログラム
などへの参加で少しずつ資⾦調達のめどがついて来た。
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• ⽶粉クッキーについて⼤⼿企業からの引き合いもあり、
事業は順調に進⾏している。

• 引き続きビジネスマッチングや商談会など、販路拡⼤
に向けた⽀援を⾏っていく⽅針。

• ⽶粉クッキーは、⾷物アレルギーをもつ児童のおやつとして、市⽴保育園等に利⽤しているほ
か、災害⽤の⾮常⾷としても⻑期保存が可能であることから発注も増加しており、⽶粉製品
の使⽤量の増加・普及に寄与していると考えられる。

• 事業が計画的に進んでいることもあり、8名の雇⽤が⽣まれるなど、地元雇⽤が積極的に⾏
われている。

<発表会＞
ライスクッキー販売発表会

＜事業拡⼤＞
海外にて展⽰会

• すでに⽶粉クッキー製造にかかるノウハウはあったため、製
造で遅れをとることがなかった。

• アレルギーをもつ児童の増加、また、⻑期保存が可能で
あることから、災害⽤備蓄品として⾃治体等からの発注
が予想を超えている。

• ⻑岡⼯業⾼等専⾨学校、新潟薬科⼤学は⽶粉加
⼯技術の開発、分析を実施。

• NPOプロジェクト88は⾷物アレルギー⾷の普及啓発、
⽶粉製品開発。

• ⻑岡にこっとくらぶはモニタリング、アドバイスを実施。

県内の⽶⽣産者出資による⽶集荷事業者及び県内
の機能性⽶を⽣産する⽣産者グループから⽶粉を購⼊
し、⾷物アレルゲン27品⽬の不使⽤、⻑期保存可、災
害時に不⾜する⾷物繊維等を補給できる⽶粉クッキー
を製造する。⾮常⾷やアレルゲンフリー⾷品として官公庁、
学校、保育園、病院等へ販売する。

030,000
60,00040,140

130,140

北越銀⾏、商⼯組合中央⾦庫
株式会社美松⻑岡市は古くからブランド⽶「こしひかり」の⽣産や⽇本酒、⽶菓などの

農産物を⽣かした⾷品産業が多く発展してきたが、⽶価下落、⽣産者
の⾼齢化等により農業・農村の衰退が懸念されている。
本事業は中越⼤震災の経験を活かした防災⾷開発をアレルギー対応

⾷へ広げ、⽶粉の使⽤製品を増やすことで、6次産業化による農業・農
村の維持活性化、雇⽤と地域の将来への富の創出を図るものである。

農平成27年度震災経験と⽶粉を⽣かした地域の元気創出事業新潟県
⻑岡市

• 新潟県産の⽶を⽶粉で使⽤し特定原材料27品⽬を使
わないクッキーを開発した事により誰もが安⼼して⾷べら
れる事が販売拡⼤に繋がった。

• ⾷物アレルギーをもつ親⼦とお菓⼦を⼀緒に作ったりアド
バイスを頂き事業に取り組んだ事により⼝コミで広がった。
また地元の保育園のおやつとして使われている事により事
業拡⼤に繋がっている。
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 業績は順調に推移している点や本事業は既存事
業者にはない上記飲⾷と販売の複合事業である点
から、差別化が⼗分に図られ、今後の業績拡⼤に
寄与するものと判断している。

• 当該事業を通じて、正職・パート合わせて15名を新規雇⽤した。
• 地元海産物を中⼼に、飲⾷・対⾯販売を⾏うことで、特に市外から来る観光客に対し、地元

⾷材を始めとする海産物のPRにつながっている。
• 海産物販売を⼿掛ける商業施設のテナント⼊居であるため、敦賀市のPRにもつながっている。

【販売スタッフ】
商品を前にスタッフ集合写真

【プレオープン】
プレオープン時の様⼦

• 飲⾷ブースがあることでその場で⾷べる事が出来て同じも
のをその場で買えるという⾯がプラスに繋がり計画通りに
成功した。

• インバウンド観光客に対してうまくPR出来て売上に繋がっ
た。

• 当初計画に⽐べ、飲⾷ブースの売上げは下回っている⼀
⽅で、物販ブースの売上げは好調であり、キャッシュフロー
も好調である。

• 海産物⾃体の仕⼊価格が向上していることから、域外か
らの海産物も状況に合わせて使⽤することで、顧客の満
⾜度向上に努めている。

「敦賀商⼯会議所等産業⽀援機関」
・経営⽀援、アドバイス等

地元の⿂介類を中⼼に店舗で調理・加⼯・実⾷・販
売を⾏う。
⽬に⾒える形で⾷の安⼼・安全を提供し、対⾯販売

で丁寧な接客と温かみのある店舗運営をしながら県内
外はもとより⽇本全国、さらには海外の顧客開拓を⽬指
す。

011,001
10,0001,704

22,705

福井銀⾏
株式会社伝⾷以前より、近隣ではあまり⾒かけない、「⾒て」「買って」「⾷べる」の体験

ができ、臨場感あふれる店舗による集客で、地域の魅⼒を⾼めたいと考
えていた。その⼀⽅で、平成26年7⽉の舞鶴若狭⾃動⾞道開通により
敦賀市を通過することで、観光客数減が懸念されたことから、「⽇本海さ
かな街」内の店舗の魅⼒を⾼めることにより、市内への誘客を図り、他事
業者、地域経済へと波及させたいと考え、事業着⼿に⾄った。

⽔産平成26年度福井県の地元⿂介類をメインとする飲⾷と対⾯販売の複合事業福井県
敦賀市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

年間を通してキャッシャフローも確保されており財務状況的にも問題はない。
⽣産技術についても常に調査研究、研修を⾏っており向上している。
毎年⽶の⾷味値は80を超えており、他の範となる優良な農業法⼈である。

また、福井県の新奨励品種「いちほまれ」の⽣産農家にも選ばれており、今
後の成⻑発展が期待できる農業法⼈である。
トマト、メロン等のハウス園芸も順調で、⽔稲のみの経営よりバランスが取れ
ている。
JAたんなんの融資の返済も計画通り進んでいる。

「さばえ菜花⽶」の⽔稲を中⼼に、転作⻨・⼤⾖、ハウス園芸を加え農業⽣産の多様化と「さば
え菜花⽶」の地域ブランド化を進めている。春の菜の花が咲き誇る時期にはHP・新聞・テレビなど
で積極的に広報に努めるとともに、美しい菜の花の圃場を開放している。その結果、市内はもとよ
り、県内外からも⼈が訪れるようになってきており、「さばえ菜花⽶」の名前が浸透してきている。

⾃動運転コンバインによる
稲刈りの⾵景

菜花鋤き込み前の圃場
（さばえ菜花まつりにて）

近隣の集落から農地を借りて耕作⾯積を拡⼤した分、⽣
産品の売上⾼、補助⾦等の営業外の収⼊増につながった。
本年は国等の補助制度に⼤きな変更がなかったため、補助
⾦等の営業外収⼊は計画通りであった。平成30年度から
の⽶転作補助⾦廃⽌に伴う収⼊減については、⾼価格が
予想される福井県の新品種「いちほまれ」の⽣産拡⼤で対
応したいと考えている。

従来の⽔稲、転作⻨、⼤⾖の他、トマト、メロン、枝⾖、ブ
ロッコリー等⽣産品の多様化を図っている。耕作⾯積拡⼤に
より⽣産量・売上⾼が増加している。

• 販売実践し、環境変化を常に把握しながら時代にあった
経営を取り⼊るため、経営コンサルタントと契約を結び指導
を受ける。

• 弊組合内に｢菜花⽶｣「⼤⾖」「園芸」の担当理事を配置
し、部⾨ごとに⽉例理事会で報告・検討・審議し事業化
経営に当る。

1. 地域ブランド⽶「さばえ菜花⽶」を栽培し販売の促進を図る。
2. 無化学肥料・減農薬で⼤⾖「⾥のほほえみ」を栽培し、安全安

⼼が求められる学校給⾷等を中⼼に販売促進する。
3. ⼤型機械に適さないコスト⾼な⽔⽥をハウス園芸に転換し、農

業⽣産の多様化・若者や⼥性・⾼齢者への雇⽤拡⼤・地域環
境の保全に努める。

017,000
17,0006,254

40,254

福井丹南農業協同組合
農事組合法⼈エコファーム⾈枝国のH25年改⾰により鯖江市では県丹南農林総合事務所・JAと協

働し「さばえ菜花⽶」を⽶作りの産地としての確⽴を⽬指している。エコ
ファーム⾈枝では、H26年1⽉の法⼈化を機に「菜の花プロジェクト」を策
定し、経営の安定化を図る。また、県奨励品種の⼤⾖、市推奨のマルセ
イユメロン・トマトなど園芸栽培への取り組み等複合経営による安定化と
雇⽤創出の取りかかりは、鯖江市の農業振興の施策と⼀致する。

農平成26年度さばえ菜花⽶の⽔稲を中⼼に⼤⾖、ハウス園芸を加えた農業⽣産の多様化による地域活性
化と地域ブランドづくり創造事業

福井県
鯖江市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• ⼥性の社会復帰⽀援など、地域社会の潜在的な
ニーズを掘り起こし、事業展開に努⼒している。

• ⼥性就業⽀援による企業からの受注業務の拡⼤を
図るとともに、経費の節減も図っていく必要がある。

• 融資の返済状況は、良好である。

• 事業開始時から注⼒してきた⼦育て中の⼥性（雇⽤者）の育成が図られたことに加え、積極的
な営業展開により、ライティング業務をはじめ企業から継続的に業務を受注することができた。また、
受注する業務量も順調に拡⼤し、⼥性の就労・社会復帰に成果を上げてきている。

• 当該施設が中⼼商店街の⼀⾓に位置することから、⼦育て中の⼥性や⼦どもたちの利⽤による
賑わい創出と集客に寄与している。

⼥性の社会復帰⽀援事業

シェアオフィス事業

• 1〜2年⽬に実施していた⼦育て中の⼥性（雇⽤者）の
スキル育成が終了し、シェアオフィス関連で営業をしていた
企業からの受注業務を獲得できたことにより、継続的な売
上確保につながっている。

• ⼥性の社会復帰⽀援事業︓⼦育て中の⼥性を中⼼に、
社会復帰⽀援を⽬的として、企業から仕事を請け負いスキ
ルアップを図るとともに、地⽅の企業に対して、⼥性が働く環
境の整備を助⾔する。

• シェアオフィス事業︓本施設の2階部分をシェアオフィスとして、
市内等の事業者のオフィスとして利⽤されている。⼊居事業
者からの仕事発注もあり、相乗効果が⽣じている。

上⽥市︓事業の主サポート
⻑野県︓⻑野県のサポート制度の提供
上⽥商⼯会議所︓企業と連携時にサポート
⼀般財団法⼈浅間リサーチエクステンションセンター︓⼤
学との連携時にサポート

• 中⼼市街地の商店街内空き店舗の⽼朽化した設
備の変更、内装⼯事を実施し、コワーキングスペース
等を開設する。

• ⼦育て中の20〜30代⼥性（保育園から⼩学⽣の
⼦供を有する⼥性）が⽣きがいを持っていきいきと働
ける場を提供する。

1,50022,500
5,0001,000

30,000

上⽥信⽤⾦庫
⼀般社団法⼈ループサンパチ• ⻑野県上⽥市は16万⼈の⻑野県第三の都市であるが、働く場所を求

めて若者が都市部へ移住し、⼈⼝減少がみられる。また、中⼼商店街の
空き店舗が増加し、誘客機能の弱体化により、歩⾏者通⾏量も減少し
た。

• 働く担い⼿として、⼥性が注⽬されつつあったが、⼦育て中の⼥性には企
業への就職が難しいため、⼥性の創業や就労を⽀援する施設を、空き
店舗を整備し、働くためのスペースとして活⽤することを⽬的とした。

その他
（⼦育て⽀援）平成26年度⼦育て中の⼥性がいきいきと働くための環境整備事業⻑野県

上⽥市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 店舗⽴地(可児御嵩IC近く)の特性を活かし観光客の増加や、
地道なイベント開催等固定客の増加により売上増加となって順
調に推移している。また、9⽉の駐⾞場拡張による集客⼒向上
も今後の当事業の売上増加に寄与していくと思われる。引き続
き当事業の経費(⽀出)を削減していく中で、現状の課題を認
識していることから⼈件費・諸経費削減に効果的な施策を実⾏
していくものと思われる。

• 地元農家の販路の選択肢が増え、農家の所得安定に寄与している。また、観光客の増加に
伴い、地元素材を知ってもらう機会が増え、市の魅⼒の発信に寄与しており、かつ、今後地
元素材の需要増加も期待できる。

特産品等地域ブランド化

地域コミュニティースペース

発注精度を上げるため、細かな補充に、売り切れても良い
商品とそうでない商品を明確にし、廃棄ロスを半減させた。

• 売上は地道なイベント開催や、地元の固定客の増加に
よる客単価の増加、観光客の増加により、10％以上伸
びてきている。また、発注精度の向上により廃棄ロスも昨
年2,400万から本年1,200万と半減させることが出来、
粗利の向上に成功している。

・岐⾩⼥⼦⼤学
新商品開発に当たり、試⾷による改善提案、糖尿病やアレルギー対
応の商品開発、⾷育イベントの共同企画
・岐⾩県中⼭間農業研究所
栗の栽培における病害⾍対策、栽培⽀援
・公益財団法⼈ 岐⾩県産業経済振興センター
本活動における関係団体の全体的なコーディネート及び調整

• 地域素材を活⽤した菓⼦の開発、製造、販売業
• コミュニケーションスペースとしてのカフェと教室事業

050,000
100,00028,125

178,125

⼗六銀⾏
株式会社恵那川上屋• 少⼦⾼齢化社会において、可児市でも⾼齢者世帯、独居⾼齢者の増加と孤⽴、

農業の後継者不⾜による農業⽣産量の減少と耕作放棄地の増加が課題となってい
る。また、名古屋のベッドタウンとして⼈⼝が増加した可児市では、⾃治会の加⼊率
は平成27年４⽉時点で63.86％で、特にアパートなどの集合住宅や外国⼈の居住
の多い地区の加⼊率が低くなっており、地域コミュニティの希薄化も課題となっている。

• 若い世代の定住、移住を推進するためのひとつに、市の魅⼒を市内外に発信する
ツールとして、地域資源を活⽤した地域ブランドの確⽴が求められており、また、⾼齢
者世帯が元気に過ごせ、⼦育て世帯が安⼼して⼦育てできるよう、⽀援が必要であ
る。

農平成27年度地元産農産物を活⽤した特産品の創出及びコミュニティ型カフェの整備事業岐⾩県
可児市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

本業である建設部⾨の業績も順調で、特に個⼈住
宅の受注が伸びており債務状況も悪くない。また、農業
部⾨においても収益や取り扱う販売品⽬も増え、作業
受託売り上げも伸ばしてきている。

• 地域農産物を活⽤した加⼯品製造により、農産物の新たな需要を創出、規格外商品も活
⽤し無駄のない農業⽣産を実現した。

• 農産物の加⼯業務に地元⼥性や福祉施設を介して障害者を雇い、新たに雇⽤を創出した。
• 物産展など地域を⾶び出したPRイベントに積極的に参加し、⼭県市産農産物の知名度向

上につながった。

地元農産物を加⼯したドライフルーツ
「かじゅえりー」

にんにく植付機など

• 地元農家と連携し地域農産物を使⽤したドライフルーツ
「かじゅえりー」を開発した。

• 農産物の加⼯業務を⾏うことにより、規格外商品の有
効活⽤につながった。

• 物産展などPRイベントに積極的に参加することで認知度
が上がり、他地域の農産物を使⽤した新商品開発がで
きた。

• 健康志向への⾼まりによる需要増加と、⾼品質・安定的な供
給により売り上げが増加。

• にんにく栽培の機械化による耕作⾯積拡⼤・⽣産増ができ、
地域農業の担い⼿としても位置づけられた。

• 加⼯場を新設したため、野菜や果物の加⼯が可能となり、マス
コミ等に取り上げられたため知名度が上がり、近隣地域の農産
物加⼯も増え、作業受託料も収⼊となってきた。

市商⼯会による講師派遣。
6次産業化サポートセンター及びアドバイザー等による商品

開発・販路拡⼤・製造管理相談及び先進地情報、全国的
な流れの把握・地域の強みの確認。
⾦融機関等の各種セミナー受講によるネットワーク構築・⽅

向性・収益性の確認。

• 地域産物を⽣産・購⼊し、加⼯・販売を⾏う。
• 地域の飲⾷店、JA、学校給⾷、市内直売所へのに

んにく及び野菜・果物加⼯品の出荷
• 地域雇⽤の創出
• 県主催の物産展などに積極的に参加し、販売機会

増加・商品PRを⾏うことでの販路拡⼤

033,000
10,0005,871

48,871

⼗六銀⾏
梅⽥建設株式会社担い⼿不⾜・⿃獣害被害等により遊休化が進む中⼭間地域農業の

現状を踏まえ、地元企業の農業参⼊と6次産業化で新たな特産品のブ
ランディング事業を⽴ち上げ、地域のアルチザン（職⼈）にスポットを当て、
地域の⼈・物・場所を活⽤し、農業の効率化、軽作業化、新たな加⼯
品を⽣み出すビジネスの先⾏きを⾒通し、循環型農業を実現させる。

農平成25年度⼭県市地元アルチザン事業岐⾩県
⼭県市

情報収集年⽉︓2019年7⽉ 16



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 事業3年⽬において、事業拡⼤（いちごハウス4棟
増設）し売上⾼が増しているため、今後も引き続き
注視したい。

• 品種による⾷べ⽐べ等や、栽培規模の拡⼤（H29年度ハウス4棟増設）により来客の増
加と出荷量の増加により着実に収益をあげている。また、隣接する農産物直売所と来客を共
有し、若い世代や家族層の取り込みに成功している。また、農業後継者の育成として、いちご
園を農業技術習得の場として研修⽣の受け⼊れも積極的に⾏っており、農業振興の推進
役として活躍している。

いちご摘み取り体験

イチゴハウス

• 1ハウス内に「紅ほっぺ」「章姫」「かおり野」の3種を栽培
し、1回の体験でイチゴの⾷べ⽐べができる。

• ⾃社⽣産のイチゴを使⽤したアイスクリームやケーキなどを
外部委託で製造し、市内直売所で販売。

• 毎年オープン前に、無料摘み取り体験を実施、マスコミに
も取り上げてもらいPRを⾏っている。

• ハウスの増棟によりイチゴ収穫体験の集客とイチゴの市外
への販売が増加し売り上げが伸びた。

• 近隣の観光地との連携による平⽇の閑散期にツアー客
の確保ができた。

• マスコミや来場者の⼝コミによるPRにより、年間の来場者
数が1万⼈を超え計画学を上回る収益が得られた。

• いちご園のPRは、地域誌への掲載と(株)⼤雅HPで⼊園者は⼗
分集まると考えているが、市広報や市HPでもトピックスとしていち
ご園を取り上げ、側⾯⽀援を⾏っていく。

• 農産物直売所との連携は⼤切な経営戦略のため、てんこもり・
(株)⼤雅・銀⾏・⼭県市の4者が定期的に協議を⾏い、顧客
ニーズに合致しているかの確認を⾏う。また、中⼩企業⽀援機関
（産経センター・商⼯会）にも協議に加わってもらう。

いちごハウス1,800㎡に14,000株の苗を植え、平年
ベースで12t/年の収穫を⾒込む。内訳は果実観光で9t、
果実販売で2t、果実加⼯で1tとし、収益性の⾼い果実
観光の割合を多くする。
想定する顧客は、本市に隣接する岐⾩市近郊のファミ

リー層を中⼼に、⾼齢者夫婦も取り込む。

035,000
15,0002,320

52,320

岐⾩信⽤⾦庫
株式会社⼤雅⼭県市は、県都岐⾩市に隣接した都市近郊型の街である。

平成25年度より、企業・起業⽀援室を設置し、市内企業⽀援のための企業
訪問を実施したところ、有機肥料の⽣産といちご栽培の指導・農業指導を⾏っ
ている(株)⼤雅より「観光いちご園を⼭県市内で開園したいが、初期投資費⽤
がネックとなっている。」との相談を受けたため、本市の課題解決を⼿伝っていただ
けるのであれば、全⾯的な⽀援はやぶさかではないとして、本事業の着⼿決定に
⾄った。

農平成25年度やまがたいちご楽園“雅”整備事業岐⾩県
⼭県市

情報収集年⽉︓2019年7⽉ 17



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

重要な経営課題のひとつは、「ジビエ＝岐⾩県」のイメージ
強化と販路拡⼤による売上⾼の増加である。
今後においても関連会社を含めた⾦融総合サービスのライン
ナップを活⽤しつつ、融資のみならず、良質な情報提供を継
続していく⽅針である。

• 猟友会の加⼊者数が27名増えた。（平成25年と平成29年との⽐較）
• イノシシの捕獲頭数が44頭増えた。（平成25年と平成29年との⽐較）
• シカの捕獲頭数が1,230頭増えた。（平成25年と平成29年との⽐較）
• 野⽣⿃獣による農作物の被害⾦額が458千円減った。（平成25年と平成28年との⽐

較）

『提供されるジビエ料理』

『解体処理の様⼦』

• 都市部の⼤⼿百貨店等においてジビエに関する催事を
⾏い、素材⾃体に関する認知度向上を図った。

• フリーペーパー等による広告の宣伝を⾏った。
• レストランでのメニュー⾒直しや季節商品の強化を⾏った。
• SNSを通じてジビエ⾷に関する安⼼、安全性を継続して

発信した。

• ジビエを認知し美味しく⾷べてもらうジビエレストラン「シャ
ルキュトリーレストラン」をオープンした。シカ⾁とイノシシ⾁
のソーセージ、ハムなど⾷⾁加⼯品を製造して店頭販売
や取引先の飲⾷店などに販売している。

• 事業者と岐⾩⼤学との連携を強化し、捕獲推進を図る。
• 観光客に対して観光協会と連携しジビエのPRに取り組む。
• 他県のジビエ関連団体ともネットワークを有している岐⾩県

農政部と連携し、おもにマーケティングについてフォローして
もらう。

事業者既存店舗を増設して『ジビエレストラン』を開業
し、美味しいジビエ料理を気軽に⾷してもらうとともに、ジ
ビエの加⼯開発を⾏い、より多くの世代・客層にジビエに
親しんで頂く機会を提供し、普及啓発を図っていく。また、
地域営農者が⽣きがいをもって農産物を栽培・⽣産・販
売できるシステムの確⽴を図る。

021,000
9,00030

30,030

⼗六銀⾏
株式会社キサラエフアールカンパニーズ揖斐川町では、イノシシやシカによる農作物への被害が顕著に表れてき

ており、営農者からの苦⾔を多く聞くようになってきている。また、猟師の⾼
齢化や担い⼿減少により、捕獲する⼈材も減少している。
今回の事業は、こうした地域課題の解決に向けて、獣害対策を⾏い安

⼼して営農できる環境を整備し、ジビエのブランド化と新しい価値の創造
に取り組むものであり、地域活性化に寄与するものである。

畜産平成27年度ぎふジビエブランドの普及と商品加⼯開発施設事業岐⾩県
揖斐川町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 堆肥事業業績、グループ全体業績は安定推移。
• 地域経済への寄与度⾼い優良グループ企業であり、

事業承継対策等を含めた総合⾦融⽀援を⾏っていく。

• 下⽔汚泥を焼却処理から肥料製造へシフトする事により、廃棄物から肥料が製造され、それが農
作物を⽣み、⼈が⾷べるという廃棄物の循環型社会が確⽴される。

• 肥料原料の内、静岡市の下⽔汚泥及び近隣地域からの⽵材を合わせ、年約1,900tを確保し
堆肥を製造している。

• ⾼齢化が進む地域の中で、農林⼤学校出⾝の新卒の⼥性を採⽤するなど、これまで5名ほど雇
⽤を創出した。

【製品出荷】

【肥料の製造】

• 100℃以上の⾼温をキープし醗酵させることで、病原菌など
を死滅させ、悪臭が少ない良質な肥料を製造している。

• 近隣農家への肥料の無料配布、園芸市や地域の祭りへの
参加、災害時の所有機材の活⽤など、積極的に地域との
コミュニケーションを図っている。

• こういった地域の繋がりから、地元のJA、スーパー、飲⾷店
及び複合施設等との取引が⾏われ広がりを⾒せている。

• 肥料製造が5年⽬を迎え順調に製造が⾏なわれている。
• 当初予定よりも減量率がすばらしく醗酵状態が良好である。
• 肥料製造⽅法及び製造された肥料の効⽤について原料提

供者からの評判が良く売上増に貢献している。
• 原材料に混⼊させる⽵パウダーの買い取りを始めた事が浸

透し始め、地域団体等からの搬⼊が適切に⾏われている。

• 静岡⼤学農学部等と連携した、肥料の安全性の確認、
成分分析、効能の測定、活⽤⽅法などの共同研究。

• 地元⾃治会、地域団体等が伐採した⽵の受け⼊れ、
買い取り。

• 耕作放棄地解消と放任⽵林対策の双⽅をビジネスで解
決を図る。

• 下⽔汚泥と放任⽵林から伐採し、粉砕した⽵パウダーに
特殊な菌を投⼊して肥料を製造・販売する。

• 肥料の製造・販売のほか、耕作放棄地の借り上げ及び農
業従事者の雇⽤による野菜の⽣産と販売に取り組む。

049,950
54,0002,000

105,950

静岡銀⾏
丸徳商事有限会社静岡市では下⽔汚泥の処理を産業廃棄物として焼却処理していたた

め、環境への負荷を課題としていた。また、放任⽵林がもたらす地盤脆弱
化や農地への侵⼊など、地盤の安全性や農業への影響が懸念されてい
た。本市では、放任⽵林対策として、市⺠団体による伐採等を市単独
事業で続けていたものの、ボランティアレベルでは限界があり、事業化ベー
スに乗せるため、⺠間企業の協⼒が必要であった。

廃棄物平成25年度「しずおか型」放任⽵林解消モデル事業
（⽵パウダーと下⽔汚泥を活⽤したブランド堆肥の商品化）

静岡県
静岡市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

今後更なる成⻑の可能性を秘めており、当地でも数少ない成⻑企業と認
識している。今後も国内の製薬および化粧品製造会社からの委託⽣産
（OEM⽣産）は増加していくものと考えられ、それらは同社の製造ノウハウ
や製品の完成度および品質の⾼さに起因するものと考える。当⾏は、今後
同社に必要となる各種の情報提供に加え、同社製品のアピールや販売拡
⼤に寄与するビジネスマッチィング、助成⾦等のサポート、財務体質や⾦融シ
ステムの効率的な活⽤提案等を⾏う。

本町としても、地域資源の有効活⽤とその活⽤から地域経済の活性化、さらには地域内雇⽤の場の創
出を⽬指しており、その意味で当該事業者による本事業は、⼤変優良な事例のひとつであると考えている。
ひとつひとつの商品をしっかりと考え、作り込んでいただいているおかげで、それぞれの商品のストーリーが様々
なところで⾼い評価をいただいているものと考えている。そのスタンスを今後も⼤事にしていただきながら、新た
な挑戦を続けていただきたいと考えている。本町として、今後も引き続き必要な連携を図らせていただき、新
たな雇⽤の創出を⽬標に、様々な機会で取り組みのPRを⾏なっていきたい。

⽇本ものづくり⼤賞を受賞しました︕

事業実施により誕⽣した商品

毎年相可⾼校⽣と⼀緒に新製品を開発している。
これによりで顧客にシリーズ製品をアピールしながら、売り上

げ向上につなげている。
また相可⾼校⽣を通じて住⺠と⾏政及び地域企業が協

働する機会を設けている。

本事業の名称は「地域経済循環創造事業創造事業」で
あるため、弊社としては地域経済の活性化及び⼈材の登⽤
を最優先に考えている。毎年1品⽬以上の新製品を上市し
ながら、地域⼈材の登⽤を積極的に続けている。

万協製薬株式会社は、三重⼤学や鈴⿅医療⼤学との共同研究
の実績もあり、三重県の「みえライフイノベーション総合特区」の企業
側の中⼼となって、さまざまなプロジェクトに携わっている。
そして、三重県薬務感染課が進める「みえメディカルバレープロジェク
ト」には2004年の活動開始当初から、参画しており、中⼼的な役割
を担っている。

万協製薬株式会社と県⽴相可⾼校の⽣産経済科の学⽣たちは
2010年から「まごコスメプロジェクト」と呼ばれる地域産品を原料とす
るスキンケア化粧品の開発、製造を協働して⾏ってきた。製品の中に
は、三重県ブランドの「伊瀬茶」やミカンなどの成分も⼊れて地域の農
産物のPRも⾏っている。
今回本格的な⾼機能化粧品を開発するために、万協製薬の多気

⼯場内に新たな製造プラントを新設して、新製品を創出する。

050,000
30,0007,146

87,146

百五銀⾏
万協製薬株式会社万協製薬が、県⽴相可⾼校⽣産経済科の⽣徒が運営するNPO法

⼈「植える美ing」と協働した、地元産品を使った「まごころ」ブランドのスキ
ンケア商品の開発・販売は、2010年4⽉からスタートし、毎年新商品を
展開し2012年3⽉までの販売額は2,495万円に達している。この取り
組みはその経済的な効果はもとより、⾼校⽣の成⻑と企業の気づきをも
たらしている。

商⼯平成25年度⾼校⽣と町と企業が協働する地域資源利活⽤製品の創出プロジェクト三重県
多気町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

レストラン売上、宿泊売上ともに順調に推移している。当該
事業にかかる投資額を利益償還できるキャッシュフローをあげ
ており、返済振りも良好である。各部⾨別の売上収⽀の⽉
次資料を取り⼊れて業績推移の把握に努めており、今後とも
本件事業が順調に推移するよう、地元⾦融機関として引き
続き各種の情報を提供しながら⽀援していきたい。

• 無農薬・減農薬野菜による和惣菜ランチバイキングが定着し、⼈にやさしい地産⾷材の提供や湖⿂を
使った懐⽯が好評であり、地元の⾷材活⽤による効果が認められる。

• 市の観光事業の中⼼で、現在も観光協会の理事として観光振興に尽⼒いただくとともに、近年、隣接
する市町との連携や、インバウンドの誘客促進、エコツーリズムへの取り組みなど、社会情勢の移り変わ
りによる環境への対応⼒が問われている中、平成30年3⽉に発⾜した⾼島トレイル連携協議会の理
事に加わって頂きながら市の観光の発展に寄与していただいている。

• 今後も市の観光発展のため連携しながら良い関係を継続していきたい。

【事業内容の⼀例】
地産⾷材を使った和惣菜バイキング

【整備】
レストラン改修

• レストラン部⾨︓当初計画していた近江⿊鶏の⽩濁スープ鍋の
売上が伸び悩んだため、地元牧場から仕⼊れる近江⽜料理の
販売に転換し順調に売上をのばしている。

• 宿泊部⾨︓海外のネットエージェント、ブッキングドットコム と契
約したことでインバウンド個⼈客が徐々に増加している。宿泊全
体では団体から個⼈客の誘客に注⼒（地元の魅⼒ある⾃然
や特産品とコラボした宿泊プランの提供）したことで宿泊売上は
増加している。

売上について、地元⾷材メニューの提供においては、ほぼ計画通
りの売上達成している。宿泊分離サービスの売上においては、3年
⽬に企業学⽣団体の売上が減少したが、個⼈客の集客に注⼒し
たためであり、個⼈と団体を合算すれば増加しており、計画を達成
している。地酒、物産販売サービスにおいては、約50％の達成し
ている。3項⽬の収⼊合計では計画を達成している。
地域⼈材活⽤費について、1年⽬に地域雇⽤2名を採⽤したが

2年程度で退職、その後も採⽤と退職が多くあるが、新規雇⽤を
図るなどサービス向上に努めている。

■成安造形⼤学
・環境への想いを込めた、ホテル空間でのコラボオブジェ
等の協働
■(有)地域観光プロデュースセンター
・観光⾯での情報連携等

当地唯⼀の総合ホテルである今津サンブリッジホテルが中核拠点と
して施設整備を実施し、無農薬・減農薬野菜、鶏（かしわ）、湖⿂
など地元⾷材メニューの提供や、地域の歴史ある銘店での⾷事とホ
テル宿泊をセットにした泊⾷分離サービスプランの提供など、地域の多
様な事業者と連携したホテルサービスを実施する。
また、滋賀県⾼島市内唯⼀の総合ホテルである強みに加え、従来

のホテル単独でのサービスではなく、地域の多様な事業者と協働する
ことによって、地域⼀丸となった“おもてなし”を提供する。

025,000
25,0000

50,000

滋賀銀⾏
杉橋興産株式会社⾃然環境豊かな滋賀県⾼島市には、豊富な⼤地の恵み、湖の幸、伏流⽔を使⽤した

美酒等々数多くの素材あり、加えて創業100年以上を誇る⽼舗料理旅館や、近隣であ
る若狭湾直送の鮮⿂を使う地元では評判の寿司店などの銘店も多数あります。
しかし、現状は、これらが複合的に織り交ざってサービス提供出来ているとは⾔い難く、そ

れぞれが単発でサービス提供を実施している状況です。
着地型観光需要の拡⼤が叫ばれる中、滋賀県⾼島市の魅⼒創造のため、当地唯⼀

の総合ホテル機能を有する今津サンブリッジホテルが中核となって、地域の多様な事業者
と連携したサービスを展開することで、地域の魅⼒をアップさせ、誘客効果を⾼め、地域経
済の活性化に寄与すると考えることから事業に着⼿しました。

観光平成26年度地域連携サービスによる⾼島版着地型観光の魅⼒創出事業滋賀県
⾼島市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 認知度・商品価値の向上が図られている。
• 収益状況も堅調に推移し、経営⺟体の財務状況も問

題ない。
• 引続き、経営状況のモニタリング、商品開発に係る情報

提供等を実施し、必要に応じて資⾦⾯での⽀援も積極
的に⾏っていく。

• 様々な賞の受賞歴等を背景とし、⾦融機関からのビジネスマッチング等も有効に活⽤しなが
ら国内外における露出の機会を増やし、ブランドイメージの向上に努められている。

• ふるさと寄附の返礼品としても選択された実績があり、本市の知名度向上に貢献している。
• 売上げの向上に努め、地域における雇⽤を順調に創出されている。

地域素材とコラボした
商品開発

ショップ兼⼯房を整備して
商品づくり

• 販売拡⼤のため、⼋⽇市商⼯会議所と連携し、インテックス⼤
阪で開催されたマッチングフェアに参加した。また、県ブランド推
進課、びわこビジターズビューローが主催する海外輸出商談会
等にも積極的に参加し、台湾での単独出店なども⾏ってきた。
HPなども毎⽉更新して新しい話題や出店先などの情報提供
を⾏っている。

• 商品開発は、⼀年にひとつ地元農家や県内企業の素材を
使って「滋賀の丁字麩」「ひとくち麩菓⼦」「バターサンド」などの
新商品を開発してきた。

• 平成28年2⽉に開発した「滋賀の丁字麩おふらすく」は、
常温で賞味期限が3箇⽉と⻑く、県内外の商業施設な
どに販路を広げ、売上を伸ばしている。

• 販売増加に伴いパート職員を新たに雇⽤し、利⽤者の
時給（障害者の⼯賃）を増額するなど、実績額は当初
計画を超えている。

• 商品の開発・製造販売や売上は伸びている。

• 東近江市は、地域ブランド品としての対外PRや着地型観光ツ
アー実施等を⽀援する。

• NPO法⼈滋賀県社会就労事業振興センターは、プロモーション、
販路拡⼤などに加え、新規事業への挑戦を⽀援する。

• 滋賀銀⾏は、販路⽀援や財務⾯でのコンサルティング等を実施
する。

• 東近江市発の地域ブランドに育ちつつある酒粕チーズケー
キの本格的なブランド確⽴のため、製造販売拠点を新設
する。

• 新しい製造販売拠点において、新商品の製造販売及び
既存商品の増産を実施し、障害者の就労⽀援・雇⽤創
出と地域資源を活⽤することによる地域経済の好循環の
創造も⼀層強化する。

035,000
20,0003,275

58,275

滋賀銀⾏
社会福祉法⼈あゆみ福祉会平成25年11⽉に既存商品である「酒粕“⽣”チーズケーキ」が観光庁の「究極

のお⼟産」に認定された（全国で9品）。認定を受けて、全国各地からの注⽂
が急増し、着実に滋賀県東近江市を代表するブランドへと成⻑した。
しかし、商品の性質上、⽇持ちが短い点が課題となっており、旺盛な需要機会

にタイムリーに対応し、地域ブランドの新たな創出、知的障害者の待遇改善等を
⽬的とし、新たに酒粕“焼き”チーズケーキの商品化及び“⽣”チーズケーキの増
産を計画した。

商⼯平成26年度『湖のくに酒粕チーズケーキ』を軸とした滋賀県東近江市の地域ブランド構築事業滋賀県
東近江市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• ⼈件費の減少、消耗品費の削減に伴い営業利益
は⿊字に転換。

• ⿊字であるので、引き続き経営指導に努めていく。

• そば以外にも地域の特産品を多数取り扱うなど、観光客に魅⼒的な地域の⾷を提供されて
いる。

• 店舗リニューアルにより、観光客だけでなく地域内の顧客を獲得することができ、地域内でも特
産品として認知されるようになった。

永源寺そばと地元⾷材を活⽤したし
たメニューを提供

既存店舗を増改築

• 飲⾷物を提供するだけでなく、そば打ち体験も実施して
おり、観光客の獲得に取り組んでいる。

• 販路拡⼤のため、県や市が主催するマッチングフェアに出
展している。

• 平成29年度の売上は平成28年度から200万
（10％）ほど低下したが、計画以上の収⼊があった。

• 経費については作業の効率化を図ることができ、全体で
200万円ほど削減することができた。

○東近江市︓補助⾦交付、ブランディング
○滋賀銀⾏︓融資対応、ビジネスマッチング、経営相談
○滋賀県6次産業化プランナー︓商品開発

鈴⿅⼭脈や清流に恵まれた⾃然環境で育まれる永源
寺そばに係る以下の事業を展開することで、地域ブラン
ドの創出を通じた交流⼈⼝拡⼤等の地域活性化を⽬
指す。
①そば実を活⽤した新たな加⼯品の製造・販売
②既存店舗のリニューアルによる客席増

015,000
15,0001,736

31,736

滋賀銀⾏
農事組合法⼈やまあいの⾥東近江市の観光⼊込客数は平成18年をピークに減少傾向であったが、

⽯榑峠のトンネル開通によって三重県、愛知県からの観光客が増加して
いる。事業主体の(農)やまあいの⾥は永源寺そばの⽣産・販売によって、
年間安定した観光客を地域外から取り込んでいたが、この地域は⾼齢
化率が⾼く、担い⼿確保が厳しい状況にある。今回、事業実施によって
更なる永源寺そばのブランド化を進め、地域活性化を⽬指していく。

農平成27年度永源寺そばの付加価値創造・ブランド化を通じた滋賀県東近江市の地域活性化事業滋賀県
東近江市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 体験型ランチについても認知度向上により、徐々に集客
を⾒込める状況。

• 今後も付加価値を付けた商品の提供、知名度の向上に
注⼒していく⽅針。

• 事業については順調に推移している。
• 今後も他⾏と連携の上、サポート⾏っていく⽅針。

• 体験型の事業を実施することにより、町内への滞在時間を延⻑させることができた。
• 牧場直営店であることを知っていただいたことで、町のふるさと納税謝礼品に提供していただいてい

る商品の売り上げが伸びた。
• 町内の観光施設等を周遊する観光ルートを作成したことにより、町外および県外からの観光客の

増加につながった。

【事業内容の⼀例】
町イベントでのチーズづくり体験

【整備】
⽯窯の設置

• 焼き菓⼦の強化については単品に絞ったことでオーブンの稼働
率がよくなった。

• 町内の2つの道の駅と連携し、商品の出品を⾏った。
• 「三井アウトレットパーク滋賀⻯王」へ出店、また町イベントへ

出店し販路拡⼤に努めた。
• ⽯窯体験を予約制とすることで特別感を出せた。
• 6次産業化に取り組んでいる町内の牧場が少ない中、新商品

の開発に努めた。

⽯窯体験や⽯窯ピザの販売は店頭での告知のみで受け付けを
していた為計画通りには伸びず、対策としてHPでの告知や予約サ
イトに登録する事で徐々に予約件数が増えた。ランチ提供に関し
ては、メディアにて取り上げて頂けたおかげで売り上げ増となった。⽥
んぼのオーナー制度に関しては、町の観光協会と連携をして取り
組んでいるが、当初より町が単価を設定をしていた為、リピーターが
多い事から単価を上げる事ができず、売り上げが伸び悩んだ。対
策として、価格設定の⾒直しと、オプションで体験内容を充実させ、
客単価向上に努めたい。

■⻯王町【官】
・補助⾦交付、事業計画の精査 ・「⽥んぼのオーナー制度」の⽀援
■滋賀銀⾏【⾦】
・融資対応、事業計画の精査 ・経営指導 ・取引先の紹介 等
■NPO法⼈チーズプロフェッショナル協会【学】
・講習会等による技術指導等 ・商品展開に向けた指導

「三井アウトレットパーク滋賀⻯王」の効果により、多数の
県外客が訪れていることから、近隣府県の⾷に興味のある
消費者を引き寄せ、⾃然環境の良さをPRするとともに、滞
在時間の延⻑を図り、⻯王町の更なる地域活性化を⽬指
す。併せて、地産地消の推進、地域ブランドの創出等によ
る地域経済の振興に寄与する。

010,000
10,0003,357

23,357

滋賀銀⾏
有限会社古株牧場同社本店は、敷地内に⽜舎があり「牧場直営店」と銘打って事業展開を

しているが、⽜舎の位置的な問題から酪農⽜が敷地にいる事に気付かない
顧客も多数おり、直営店の良さが発揮できていない。また、「三井アウトレット
パーク滋賀⻯王」への来場者数は多いものの、その多くは近隣施設を回るこ
とが無く、地元経済への寄与が乏しいという課題があることから動物や農業に
関する❝⾷育❞に興味を持つ年代の⼦供を抱えるファミリー層等をターゲットに、
牧場ならではの魅⼒や地域ブランドを発信する。

畜産平成27年度地域との連携による牧場経営の多⾓化を通じた滋賀県⻯王町の地域活性化事業滋賀県
⻯王町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

平成31年3⽉期売上34百万円（計画37百万円程
度）であり、計画の90％超の進捗で推移し、特に惣菜部
⾨が売上を牽引している。⽇々の献⽴やイベント毎の販売
促進を戦略的に⾏われており、地元の固定客が定着してい
ると考えられる。今後についても、ビジネスマッチング等の⽀援
を⾏い安定的なサポートに務める。

• 加⼯品の売上については、前年度と⽐較しても緩やかに増加傾向にあり、開店当初と⽐較
すると116％に増加している。販売している商品についても、愛荘町内で⽣産された農産物
が使⽤されており、地産地消の効果もある。

• 年間を通じて⼗数名の地元の雇⽤があり、地域雇⽤に寄与している。
• 直売所には地元農家からの野菜の出荷があり、地産地消に貢献している。

くよもん農園の惣菜コーナー

くよもん農園直売所

• 農産物販売は市場からの仕⼊れではなく、地元農産物
にこだわっている。

• 事業全体の経営安定のために、加⼯品の販売を促進し
ている。

• 惣菜の調理をしている⼈は、料理経験が30年以上のベ
テランを主軸に、給⾷センターや料理店等の勤務経験者
で調理を⾏い、味の安定性を⾼めている。

• 開店当初から惣菜の売上が順調で、多少の変動はある
が緩やかに売上が伸びている。

• 野菜専⾨の農家は多くないが、個⼈農家の出荷が少し
ずつ増えている。

• ⼈件費は削減できている。

• 愛荘町商⼯会や農業⼤学が経営指導の役割を果
たし、商⼯業者との連携によるローカルブランディング
を⽬指す。

• 地域の⼩学校や⾼校、JAと連携し農業の担い⼿の
育成を⽬指す。

• 農産物の直売及び加⼯品の販売、並びに、体験機
能を兼ね備えた施設を建設し、「農」を中⼼とした好
循環の確⽴をする。

• 第1次産業の就業者数を増やし、農業⽣産を向上
して、愛荘ブランドの確⽴を⽬指す。

027,000
18,000936

45,936

滋賀銀⾏
株式会社カネク(株)カネクは⽔稲を中⼼に農業経営を実施し、複合経営を⽬指して味噌加

⼯や⽢酒製造など6次産業化への取組を⾏っている。今後については、1次産
業の魅⼒を発信し、6次産業化への取組を進めていくことで、地産地消の⼤切さ
や地域農産物の良さを伝えていく事業⽅針を持たれている。愛荘町では、1次
産業や6次産業については、⼈⼝維持（働く場所の確保）の観点で⾮常に重
要視している。農業振興や愛荘ブランド創出等については急務であり、(株)カネ
クの今後の事業⽅針と愛荘町の課題とが重なり本事業に⾄った。

商⼯平成27年度「農産物直売所×農業体験施設×地域交流×社会福祉」の融合による滋賀県愛知郡愛荘町
の好循環創造事業

滋賀県
愛荘町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 交付⾦事業にて地元の⽣乳を利⽤したヨーグルトの⽣産規模
を拡⼤した。

• 他社への⼈材流出もあり⽣産⼒の低下から、計画を下回って
いる状況にあるが、給料アップによる⼈材確保を進めており、今
後、⽣産が安定すると期待している。また、新商品も開発して
６⽉から販売を開始しており、今後の⽣産量の増⼤に期待で
きる。

• 新開発した商品を、地域のブランド商品とするために、公益財団法⼈ 丹後地域地場産業
振興センターにおいて展⽰・販売を進めており、その姿勢が地元の酪農家の⽣産意欲向上に
繋がっていると考えている。

• 既に当社は京丹後ブランドとなっているが、経営は厳しく、技術の継承者を育成することが課
題だが、地元酪農家たちと連携した⽣産体制は、より強化されてきていると考える。

（公）丹後地場産業振興センター
に陳列される新商品

新商品のヨーグルト商品を容器に
⼊れる充填機）

• 既製品の売り上げの伸び悩みに対応するため、新商品
を開発し、消費者からはよい声を聞いている。

• ⽣乳の発酵を伴う作業⼯程は、⼀⽇⼀⽇原料の状態
や気候に左右されるため、毎⽇が異なるなか、⼯程を担
う新たな⼈材に社⻑⾃らが寄り添い、育成している。

• 売上げは上がっているが、熟練の技術者が退職したため、
新たな⼈材の育成が必要である。

地元酪農家と連携し、地元の原材料である⽣乳を安
定的に確保するとともに、商品開発においては、福知⼭
公⽴⼤学と連携し、必要な指導や助⾔を⾏う。

原材料を、地元の酪農家が⽣産した⽣乳にこだわり、
安全・安⼼な商品を⽣産し、⼦育て中や美容・健康に
興味がある20代70代の⼥性をターゲットとし、地元の⽼
⼈福祉施設や学校給⾷⽤として地産地消の促進に加
え、個⼈宅配やネット販売、地元を中⼼とするスーパー
等で販売を拡⼤していく。

011,000
13,5003,894

28,394

但⾺信⽤⾦庫
平林乳業株式会社京丹後市は海、⼭、⾥の豊かな⾃然環境に恵まれた良質で安⼼、安全な農

産物・⽔産物が豊富に存在する地域である。
酪農においては、豊かな⾃然環境を⽣かした良質の⽣乳を⽣産しており、品

質は⾼く評価される⼀⽅で、地域内の消費低迷等により、徐々に⽣産量、乳
⽜の飼育頭数は減少し、また、農家の⾼齢化、後継者不⾜が課題。
今後は、就業者の確保・育成を図り、品質レベルの⾼い⽣乳をさらに活かした

加⼯品づくりへの展開を強化し、⽣乳の⾼付加価値化を図ることで、地域内外
での消費拡⼤につなげていくことが必要。

畜産平成26年度京丹後市の⽣乳を利⽤した安全・安⼼・⾼品質なヨーグルトの本格製造・販売事業京都府
京丹後市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 売上・収益状況を中⼼としたモニタリングを継続し実施していく
中で、計画の軌道修正に協⼒していく。

• 部⾨別の収益状況をより正確に早期に把握する体制の構築を
進めており、適期に様々な⽅策を提案し部⾨別の収益改善に
協⼒していく。

• 事業者は税理⼠との⽉例実績報告を通じて業績を把握してお
り、連絡を密に⾏い収益改善に協⼒していく。

• 美⼭⽜乳を使⽤した様々な乳製品の開発や販路拡⼤が図られ、製造に必要な原材料の
消費拡⼤や地元雇⽤の創出に貢献している。

• 美⼭町全域を含む周辺地域が「京都丹波⾼原国定公園」に指定され、「森の京都」の取り
組みなどにより⼀層の集客が⾒込まれる。

• 道の駅「美⼭ふれあい広場」構内に店舗を構える⽴地条件を活かした販売ができている。

【事業内容の⼀部】
イオンモール京都桂川店(サテライトショップ)

【整備】
乳製品製造室改修など

• 美⼭産の野菜を作ったジェラートの開発を⾏うとともに⾏
列解消及び待ち時間短縮のため販売機を増設した。

• パフェやロールケーキセットをその場で提供できるようカウン
ターテーブルを配置した。

• 道の駅「美⼭ふれあい広場」構内にある店舗については、
⽴地条件を活かし販売ができている。

• 売上は計画年度対⽐111%と計画を上回っており、地元
雇⽤や経済循環などに⼀定の効果を上げている。

• ジェラートの新商品の開発をすることにより、季節にあった
ジェラートの販売を⼼掛け、来客者にあった商品提供に努
めている。

• サテライトショップについては、横ばい傾向であるがコンサル
による経営指導がなされ経営改善に努⼒されている。

• 美⼭⽜乳を原材料とした様々な乳製品の開発に対す
るアドバイス

• 売れる賞品にするため、パッケージやコンセプトなどに対
するアドバイス

美⼭の豊かな⾃然が育む様々な農林⽔産物を美⼭
の恵みとしてとらえ、地域に住む⽣産・加⼯・販売等に関
する⼈々が強いつながりをもって、オール美⼭の体制で取
り組む6次産業化ビジネスモデルの構築を⽬指して、「加
⼯製造」ならびに「加⼯品販売事業」を実施する。

025,000
25,000946

50,946

京都銀⾏
美⼭ふるさと株式会社南丹市美⼭町は少⼦⾼齢化の急速な進⾏により、地域コミュニティー

の維持や経済活動に⼤きな⽀障をきたしている。
本事業では、特産品である「美⼭⽜乳」を主な材料とした乳製品を都

市部で販売することで⽣産者、事業者、地域住⺠がそれぞれの⽴場で
地域活性化に関わり、広い意味でのコミュニティービジネスのモデルとなる
ことで地域活性化に寄与するものである。

農平成26年度美⼭の恵みを活⽤したオール美⼭の６次産業化・地域経済循環システムの構築事業京都府
南丹市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 売上、当期利益とも当初計画を上回り、順調に推
移している

• 新たなコースもオープンし、更なる集客が⾒込まれる
• 取引先の紹介や情報提供を通じて能勢町全体の

発展に寄与できるよう責任を果たしたい

• 現状では、著しい効果は表れてはいないが、施設利⽤者が、昼⾷等を町内店舗で購⼊する
機会が徐々に増加している。

たくさんの⼦供たちが、クリアに向かっ
てチャレンジ‼

広⼤な⾯積を有効に活⽤し、いたる
ところに体験施設がある。

• マスメディアの活⽤
• 広⼤な地域を利⽤し、ジップラインは国内最⻑級の、魅

⼒あるものを設置した
• 対象年齢を下回る⼦供向けに体験コースを増やした

• 売り上げや利益については、順調に推移している。

• 四半期ごとの実施主体である株式会社冒険の森か
ら集客⼈数等の報告

• ⾃治体ネットワークの活⽤によるブラッシュアップ会議
• 地域との連携体制強化
• 事業のフォローアップ

• ⼤阪の最北端に位置する本町は、「おおさかのてっぺ
ん」をキャッチフレーズに、地域資源の有効な活⽤を⽬
的に、町有地である旧⼤阪府⽴野外活動センターの
広⼤な敷地に⾃然体験型アドベンチャー施設を整備
し、「にっぽんのてっぺん」をコンセプトに交流⼈⼝の増
加を図り、地域の活性化を⽬指す。

25,000
25,0002,300

52,300

池⽥泉州銀⾏
株式会社冒険の森⼤阪府より平成23年度に⻘少年野外活動センターの無償譲渡を受

けた後、地域活性化の第⼀歩として、資源を有効に活⽤するべく、本町
の資源である⾃然をアピールでき、かつ、観光客の増加などによる地域経
済の活性化を図るため、⾃然体験型アドベンチャー施設で成功を納めて
いる事業者と協⼒体制を組み、⽇本⼀の⾃然体経験型の施設を創るこ
とで、活性化につなげていくことに取り組んだ。

観光平成27年度⾃然共⽣型アウトドアパークによる地域経済循環創造事業⼤阪府
能勢町

0

28



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 設備投資による⽣産性向上に伴い、営業損、損失の圧
縮が図れている。今後は売上増と共に、利益確保できる
体質改善が必要となる。

• 販路拡⼤策を含め、設備資⾦、運転資⾦問わず積極
的に⽀援する⽅針である。

• 放置⽵林の⽵、⾷品残渣を使⽤するなど未利⽤資源や廃棄物の有効活⽤効果が認められる。

• OJTによる新たな雇⽤の創出が2名程度あった。

• 「職の安全・安⼼」を求めるニーズに呼応し、安全性という⾼付加価値を持った加⼯商品の⽣産を図り、
地域内の需要も⾼く、マスコミにも取り上げられた。

【製品の⼀例】
有機⼟壌改良材「三⼤のちから」

【整 備】
バンブーミル等⼯場内機器の設置等

• 販路拡⼤のため、関⻄⼤学と連携し⼤⼿スーパーなどで試験販売の
機会を得たり物産展に参加をするなどバイヤーとの接点を増やし露出を
⾼めた。

• ⼟壌改良材については⼤型農家を中⼼に営業を⾏い、試験的な導
⼊協⼒を得て販売に繋げている。

• 当該製品のアピールの機会を増やし販路の拡⼤を⽬指すため、取引
先（既存・新規）に対して信⽤度を⾼め⾃社の事業内容を周知でき
る仕組みを構築した。

• CFについては計画額どおりに推移しており、内的要因とし
て新規雇⽤者の教育が順調であること、外的要因として
取引先が拡⼤していることがある。

• 養⽗市国家戦略特区指定事業者になり、平成28年3
⽉に⼦会社（株）三⼤を設⽴したことが本事業を発展
する機会となった。

• 有機⼟壌改良材の効率的な⽣産⼿法開発及び製品パッ
ケージデザイン等の研究について関⻄⼤学に協⼒いただく。

• 有機⼟壌改良材の販促について地域内外の園芸資材店
に、加⼯商品の販促については地元飲⾷業組合等に協⼒
いただく。

但⾺地域内の農家と全国の園芸資材市場をターゲッ
トとして、放置⽵林の⽵及び地元⾷品残渣等を活⽤し、
新有機⼟壌改良材を開発、販売を⾏う。また、幅広い
顧客をターゲットとして、新有機⼟壌改良材を⽤いた農
産物や加⼯商品を⽣産・販売する。

010,000
3,00021

13,021

但⾺信⽤⾦庫
吉井建設有限会社但⾺地域は⾼齢化率が⾼く、地域雇⽤のための基幹産業の確⽴、農

林⽔産資源等を活⽤した新商品開発やブランド化推進の取組の推進、
また農業の担い⼿不⾜、放置⽵林による森林荒廃等の地域課題がある。
今回の事業はこのような地域課題の解決に向けて、⽵を活⽤した新⼟
壌改良材の開発、それを⽤いた農産物、加⼯商品の⽣産販売を⾏うも
ので、新たなビジネスの創出、農作業の省⼒化にも寄与する。

林平成25年度「⽵」から展開する新ビジネス推進事業兵庫県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• ⽬標額を達成しており収⽀にも問題がない。• 製品の⽣産性が向上して、地元セリでまとまった量の原料調達を⾏うようになり、ジンタンやホ
タルイカの価格安定化に寄与している。

• 「ハタカラ」が豊岡市の学校給⾷の⼈気メニューになるなど地域の新たな⾷⽂化を⽣み出しつ
つある。

イベント出店

ハタハタ唐揚製品

• ⾹住⾼校⽣のアイデアから「ハタカラ⾊々フレーバー」を開
発し但⾺漁協や観光協会等が主催するイベントで商品
販売とレシピの配布を⾏った

• 販売拡⼤のため、兵庫県漁業協同組合連合会と連携
し量販店で商品販売とレシピの配布をセットで実施し、ま
たクックパッド等でレシピの広報を⾏った。

• 平成30年度は全体として計画以上となった。
• ジンタン製品の需要が⾮常に⾼くなった。
• ホタルイカは不漁であったが単価が上昇し計画額を上

回った。

• ⾹住⾼校海洋学科シーフードコースと連携して新商
品開発を実施。

• 兵庫県漁業協同組合連合会が取引のある量販店
等への販路促進やレシピの配布を⾏う。

• 城崎温泉旅館組合で商品販売を⾏う。

商品性が乏しく安価に取り扱われているハタハタ⼩型
⿂（ジンタン）と知名度が低いホタルイカに注⽬し、新た
に⾃動計量パック機器等を導⼊し⽣産性を向上して、
⼿軽に調理できるワンクック商品等の商品開発とレシピ
集とのセット販売等を実施することとした。

010,000
6,0001,400

17,400

なぎさ信漁連、但⾺銀⾏
但⾺漁業協同組合兵庫県但⾺地域は少⼦⾼齢化が進んでおり、⽣産年齢⼈⼝も減少傾

向にある。基幹産業である漁業と⽔産加⼯業は、漁獲量の減少と、消費者
の⿂ばなれによる⽔産加⼯品の売上げ減少が進んでいる。
そこで商品性が乏しくこれまで安価に取り扱われている⿂種について、消費

者の購買意欲を⾼める商品開発、販売を実施することとした。

⽔産平成27年度但⾺の⽔産物を活⽤した新規⽣産、販路拡⼤事業兵庫県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 本交付⾦事業者は、WEBでの売上増強を図るべく、
サイトのこまめな更新を⾏い、リピーター獲得に努めて
おり、売上は増加傾向にある。

• 更なる売上増加に向け、ビジネスマッチング等の販路
開拓⽀援やビジネスマッチングを強化する⽅針。

• 本市は⼭林が約84％を占め⽊材の有効活⽤が課題であり、⽯油系燃料に依存してきた⼯場
の熱源をバイオマス燃料に転換することへの宣伝・波及効果は⾼い。（地元原材料活⽤効
果）

• 本事業により、新たに雇⽤が2名創出された。（地域⼈材活⽤）
• 本交付⾦事業者（製造⼩売）と農家との農商⼯連携により、農業の活性化の⼀助となった。

【事業内容】
いちごの栽培(ブランドロゴ⼊り)

【整 備】
⽊質バイオマスボイラーシステム他

• 国家戦略特区の特区事業者と連携し、新たな商品を開
発した。（農商⼯連携）

• 国内外の⾒本市へ意欲的に出展し、商品の市場調査と
新たな販路開拓を⾏った。

• イチゴに特化した『完熟いちご菓⼦研究所』のブランディング
をすすめた。

• WEB分析を⾏い、通販事業の販売戦略を実施した。

• 売上、地域資源活⽤、地域⼈材活⽤に関しては、おおむ
ね計画通りに進んでいる。

• いちごのブランディング・アイテムは計画どおり進⾏しており、
売上も順調に伸び次年度も引き続き引き合いも多く、売上
増となる⾒込み。

• 県⽴但⾺農業⾼等学校は、学⽣によるスイーツの考案
と商品化を⾏う。

• 関⻄⼤学は、養⽗市との連携のもとで、商品開発研究
に協働で取組む。

• 市内建材店から⽊質ペレットを購⼊し、施設の熱源とし
て活⽤

• 熱源を利⽤し新商品を開発する。
• 新商品としていちごを使⽤する。
• 新商品を直営店舗、直営レストラン、卸売提携事業者

による販売を⾏う。

017,000 
17,000 1,522 

35,522 

但⾺信⽤⾦庫
株式会社⾕常製菓近年、CO2排出による温暖化や地球環境への悪影響が問題となる中、

⾷品加⼯製造⼯場の熱源には、依然⽯油系燃料を多⽤している。また近
年原油⾼騰もあり将来を⾒据えた熱源改善変更を⾏う必要があった。
今回の事業により、主⼒熱源をバイオマス燃料に代替することでCO2を削

減し、環境に配慮した製造⼯場を⽬指す。さらに地域資源である間伐材を
導⼊することで地域経済も刺激し、域内雇⽤創出にも寄与するものである。

農平成26年度市内産⽊質ペレットで⽣産した完熟イチゴによるスイーツ等の製造販売兵庫県
養⽗市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• コンセプトの確⽴や広報PR活動が功を奏し、計画
を⼤幅に達成している。

• 今後については、観光業の不安定な要素はあるも
のの堅実な経営であり、継続して積極的に⽀援す
る⽅針。

• 事業が順調に推移した結果、雇⽤、地元仕⼊、課税対象益、売り上げによる経済循環効
果とも当初想定を⼤幅に上回り、効果を創出できた。

直売所内部写真

直売所外観写真

【内的要因】
①淡路産にこだわったコンセプト
②⽣産者との良好な連携による商品供給体制
③アルバイトを含む社員の対応⼒
④地元客へのアプローチ強化による取り込み
⑤遊覧船事業とのパッケージ化 など

• 業績は順調に推移し、事業3年⽬の計画に対して収⼊
で約2.3倍、CFで約2.7倍の実績を上げている。

• 地元⼤学などと、商品開発、農家との交流や農作業
サポート、観光振興分野や地元活性化での連携を
図る。（予定）

• 地域特産品の産直品販売所を新設することにより、
地場産業を活気づけるとともに、新たな雇⽤を⽣み
出す。

031,950
22,0001,367

55,317

みなと銀⾏
ジョイポート南淡路株式会社当地は、鳴⾨海峡のうず潮や⼈形浄瑠璃観覧で訪れる宿泊・⽇帰り

観光客が多く滞在し、⼈⼝5,400⼈の福良地域住⺠の⽣活圏域となっ
ている。
⽣産者から直に新鮮な海産物や農産物を仕⼊れることで、⽣産者の

所得を確保しながら、安価で提供できる地域に根差した産直品販売所
の確⽴をする。

商⼯平成25年度淡路島・地域活性化の拠点「産直センター」新設事業兵庫県
南あわじ市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 適切に事業が進められており、引き続き、事業の進
捗状況を確認するとともに、今後、事業拡⼤を⾏う
際にも⽀援を⾏いたい。

• ⽊質バイオマス発電に必要な安定した燃料チップの供給により、林地残材の減量化と健全な
森林環境の維持増進を図るとともに、森林所有者への利益還元と地域経済の活性化によ
る雇⽤の創出に繋げることができた。

燃料⽤チップ⽣産状況

集荷した未利⽤材

• 森林が多いという地の利を⽣かして集荷体制を構築し、
需要者が求める安定的な⽣産を継続することで、収益
を確保している。

• 計画額を上回る⼜はおおむね計画額どおりの収⼊やCF
が出ている。

• ここ数年間の事業推進により、未利⽤材活⽤の定着化
が図られてきている。

• 販売先発電施設の順調な稼働により、地域資源の活
⽤が進んでいる。

未利⽤材の低コストでの活⽤⽅法について、また、森
林の更新⽅法等について、京都⼤学から調査･助⾔を
受けている。

これまで放置されていた森林から発⽣する未利⽤材か
ら、燃料⽤チップを⽣産し、県内で新たに稼動する⽊質
バイオマス発電施設に販売することで、地域雇⽤を創出
するとともに、地域経済の循環を図る。

042,000
50,0000

92,000

みなと銀⾏
株式会社バイオマスエネルギー⼭林が市域の⼤部分を占める地域環境の中で、森林の保全管理が

課題となっており、林業の低迷打破の観点からも「儲かる林業」のシステ
ム構築が必要となっている。
計画的な森林施業を推進することはもとより、施業に伴い発⽣する未

利⽤⽊材の有効活⽤と効率的な供給体制の構築を図ることで、地域
林業の活性化、資源循環型社会を形成するものである。

林平成26年度森林資源の活⽤と地域経済の活性化兵庫県
宍粟市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 地域資源を活⽤した新メニューの考案や地域イベントを企画し、
多くの話題を提供しマスコミに取り上げられ、地域の中核的な観
光拠点の⼀つである。

• 効果的な広告宣伝やDM発送を事業者と共に計画し、集客へ
の⽀援を⾏う。

• 地域の⾷品製造者を紹介しメニューの充実を⽀援する。
• 地域をけん引する事業者であり引き続き⽀援を⾏う。

• 町内では、宿泊施設の他に、地域資源を活⽤した料理を⼀度に多くの⽅々に提供する施設が
無かった。本施設は、地域資源を活⽤した⾷や体験を併せ持った施設であり、観光客の滞在時
間の増⼤につながる新たな観光拠点施設である。

⾹住ガニ（ベニズワイガニ）の
地域⾷材メニュー

地域の⾷材資源や加⼯体験などを
提供する観光拠点施設

• スタッフの配置による⼈件費の削減や、現状メニュー構成の
⾒直しを⾏った。

• レストランの単価設定が低く、夜の予約が少なかったが、
DMで集客数が増加した。

• 体験メニューについては、宣伝の強化とレストランのランチセッ
トにより売り上げアップを図っている。

事業実施に当たり、地元のマリンレジャー企画会社との連
携及び、⾹住⾼等学校海洋学科との連携により⼭陰海
岸ジオパークの体験プログラム等の企画を⾏う。

⼭陰海岸ジオパークの多様な⽔産資源や、地元で⽣産され
た農畜産物などの⾷材を利⽤した「ジオグルメ」をレストランで
提供する。加⼯施設では海産物の付加価値を⾼め、販売す
る⼲物の製造を⾏うと共に、加⼯体験教室を実施する。また、
臨海学校の⽣徒や観光客に、ジオパークの多彩な地形や地
質を観察したり、体験できるアクテビティの提供を⾏う。

43,000
70,00028,530

141,530

但⾺銀⾏
有限会社さだ助⾹美町の基幹産業は漁業と観光であるが、地域資源の付加価値への取

り組みや、観光拠点も不⾜している。本事業は、⽔産資源の⾼付加価値を
⾼め、⼭陰海岸ジオパークを活⽤した体験プログラムを観光客等に提供し、
地域資源のブランド化と、雇⽤の促進に繋げるもので、新たな観光拠点施
設の整備により、⾹美町の交流⼈⼝の増加と滞在時間の拡⼤に寄与する
ものである。

⽔産平成27年度⼭陰海岸ジオパークの海洋資源を活⽤した観光拠点事業兵庫県
⾹美町

0
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 健康志向の⾼まりとともに薬草への関⼼も⾼まり、当該
事業の集客についても底堅く推移するものと思われる。

• 座席増で売上⾼増加が⾒込め、労務⽐率の改善も⾒
込める。

• 売上が増加することで地元雇⽤の確保に繋がり、地元経
済に対して⼀層貢献していくものと思科致します。

• 薬草料理で薬草の魅⼒を発信してもらうことで、薬草の⽣産者の増加や健康意識の⾼まり
が⽣まれた。

• マスコミ、メディア等に取り上げられ、「薬草のまち」の知名度の向上に繋がった。
• が新たな産業として、薬草を活⽤した6次産業化や飲⾷店の増加が⾒られた。
• 地域の薬草関連施設との相乗効果により観光客誘致効果が認められる。

店内の様⼦

薬草料理（⼀例）

• 落ち着いて⾷事が出来る空間であり、回転率を上げるた
め、座席数を⼤幅に増やし、売り上げ向上に繋がった。

• ⽇本最初の薬狩り（611年）の舞台となった所に⽴地
しているため、⾃然な形で薬草料理の宣伝を⾏える。

• 窓が⼤きく解放感のある店内としており、光を浴びながら
ゆっくりと⾷事をしてもらうよう場を提供している。

• 売り上げについては、1年⽬は当初計画を上回った。2年
⽬以降については売り上げは伸びている。

• 健康志向の⼥性のリピータが多く、SNSで評判になった。
• テレビや雑誌のメディアに取り上げられ、県外からの来場

者も多くくるようになった。

事業を開始するにあたり、宇陀市薬草協議会と連携
し、薬草栽培の指導を受ける。
また、全国薬草シンポジウムに参加し、薬草料理のノウ

ハウや⾷に出来る野草について情報交換をおこなう。

市内で⽣産された薬草・健康野菜の加⼯・販売。それ
らを活⽤した薬草レストランで⾝体に優しく健康な⾷を
提供する。
市内で栽培される⼤和当帰を始め、薬効成分のある

野草も取り⼊れ、市内外に薬草の魅⼒を発信する。

05,000
3,00030

8,030

南都銀⾏
株式会社テラス宇陀市の農業の現状は、産業構造の変化、過疎化、⾼齢化等により

農業経営を取り巻く環境は厳しくなってきており、耕作放棄地も増加の
⼀途を辿っている。
今回の事業は、市が推進している薬草を⾷や加⼯品として提供するこ

とで、薬草に付加価値をつけ、農業収益性を⾼めることで耕作放棄地の
解消や地域活⼒の向上に寄与するものである。

農平成26年度薬草・健康野菜の加⼯と薬草レストラン事業奈良県
宇陀市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 交付⾦事業については順調に推移し、第三事業期
は計画対⽐136％を確保、最終利益についても計
画を上回っている。今後においても継続的且つ安定
的な売上ならびに収益を確保する基盤は充分に
整っていると考えられ、更なる発展が期待できる。

• 新たな事業を実施したことにより、農業による障害者の雇⽤、またパート社員の増員といった
雇⽤の確保につながった。

• ⽣ゴミの資源化により、町の資源化率が向上するとともに、CO2の削減にもつながっている。

液体肥料による試験栽培⾵景

⽣ゴミ処理機

• 町と協⼒しながら、町内各事業所に、資源化の理解と
協⼒の推進をおこなった。

• 苗・花の販売については「寄せ植え」や、価格を安くする
など⼀般のお客様にも買い取りやすくした。

• 収⼊については、⽣ゴミ資源化を⽬的として町から委託
を受け、当初の回収⽬標よりも⼤幅に上まわっている。こ
れについては、町内の各事業所が⽣ゴミの資源化に賛同
し協⼒いただいたものである。

• 奈良県の営農指導員に栽培及び管理指導を求め、三郷
町とも密接な連携のもと⽀援体制を継続して⾏う。

• 障害者の雇⽤の拡⼤を⽬的とするため、町内、近隣市町
の福祉事業所と連携し、体験実習等を通じて雇⽤の確
保に努める。

信貴⼭地域の住⺠等から出される⽣ごみを資源化（液
肥）し、それをもとに花・野菜の⽣産・販売を⾏うことにより、
雇⽤の拡⼤を図り、信貴⼭の観光発展、活性化に寄与する
とともに奈良県が実施する「なら四季彩の庭事業」の成功に向
けて地域ぐるみで取り組む。また、三郷町が実施する「安らぎの
空間づくり事業」「⾷育・環境事業」「町花植栽事業」に活⽤
するための苗を販売する。

016,000
16,20081

32,291

⼤和信⽤⾦庫
株式会社農業公園信貴⼭のどか村三郷町は、⼤阪への交通が便利なこともあり、⼤阪のベッドタウンとして

⼈⼝が増加してきた町である。そのため、⼤阪への通勤者は多いが、町
内では雇⽤の場が少なく、また農業の担い⼿が不⾜している現状がある。
そのため、三郷町における雇⽤の確保や、障害者の就労⽀援の場を

設け、信貴⼭の観光、⼦ども達の⾷育・環境学習に伴う健全育成にも
寄与することを⽬的として取り組みたいと考えた。

その他
（福祉）平成26年度観光と福祉の連携プロジェクト奈良県

三郷町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 地域観光活性化のため、観光案内所・⺠泊の開設、体
験型ツアーの企画等に積極的に取り組み、外国⼈観光
客の増加やリピーター客の定着に寄与し、売上⾼は毎年
着実に増加しており、今後も⼀層の集客が期待される。

• 主業である不動産賃貸業を主軸に営業活動を展開して
おり、業況・財務内容ともに特段の懸念はない。

• 布穀薗のオープン後、1年間で新たに4店舗がオープンするなど、地域のけん引役になっている。また、
観光客の増加やリピーターの定着などから、地域全体として各々がさらなる事業の拡⼤・充実をすす
めることも⾒込まれ、今後更なる雇⽤の拡⼤が期待できる。

• 「斑鳩名物⻯⽥揚げ」は、体験ツアーとの組み合わせされるほか、周辺店舗でもメニューに取り込まれ、
浸透してきていることが感じられる。⽇本らしいものを⾷べたいが、⽣⿂などに抵抗がある外国⼈観光
客へのアピールにもなることから、国内外を問わず、「斑鳩名物⻯⽥揚げ」が斑鳩町のブランドとして
定着することをめざしたい。

斑鳩名物 ⻯⽥揚げランチ

和CAFÉ布穀薗 外観

TV・雑誌で取り上げられ、またSNSでの情報発信により知
名度が上がり、県内外からの新規のお客様も増えており、好
循環が⽣まれている。
また体験ツアーの販売とランチを組み合わせたり、⼟産物ス

ペースを設置して販売するなど、客単価向上をめざしている。

カフェの売上は好調で、特に「斑鳩名物⻯⽥揚げ」の浸透
と、奈良県内のかき氷ブームもプラスの要因となっている。
また現代の流れで⾼くても安⼼・安全で美味しいものを求

められているお客様が増えており、布穀薗が追及している奈
良産（地産地消）が受け⼊れられているとも思われます。
布穀薗がオープンして以来、1年間で新たに4店舗がオー

プンするなど、地域のけん引役になっている。

奈良県、斑鳩町、斑鳩町観光協会、斑鳩町商⼯会、東栄会商
店街、斑鳩ブランド創造協議会、奈良県⽴⼤学などとともに、情報
の共有と効率的な活性化対策を講じる。
また地元住⺠の問題意識（世界⽂化遺産「法隆寺」周辺に住む

者としての義務と使命）を⾼め、参加と協働のまちづくりを⾏う。
南都銀⾏との連携体制を強化し、全町あげた地域活性化の取り

組みに賛同して頂き、資⾦⾯でのフォロー体制を整える。

まちあるき観光拠点整備事業として、区域内で築130年の古⺠家をカ
フェ（店名︓和CAFE布穀薗）に改装し運営する。布穀薗オープン後、
モデルケースとして、同区域内の古⺠家改修およびテナント賃貸仲介業
務等の受注を⾒込む。
商店街活性化事業として同区域内の空き家・空き地や既存住宅の

カーポートスペースなどを利⽤して屋台を設置し、⼈の流れと客溜りを創
出する。
また情報発信事業として、町内各所（布穀薗、他3箇所）にクラウド

を活⽤したデジタル屋外型ディスプレイを設置し、⼟⽇祝は観光案内の
情報を発信し、平⽇は地元住⺠に対する暮らしの情報発信を⾏う。

017,832
18,0000

35,832

南都銀⾏
斑鳩産業株式会社斑鳩町は世界⽂化遺産「法隆寺」を抱える地域として、⾏政や各種団体、住

⺠や事業所が⼀体となって観光による地域活性化の気運が⾼まりつつある。まち
に活気が⽣まれれば、「何かやってみよう」といったチャレンジ精神が⽣まれる。これ
は⼦どもやお年寄りなどの社会的弱者でも機会は同様に与えられる。
⾼齢者に⽣きがいを提供し、そして⾃ら問題を解決する原動⼒となるよう、ボラ

ンティアだけでなくコミュニティビジネス・ソーシャルビジネスとして取り組まなければ再
⽣はできないと考えられる。

観光平成26年度世界⽂化遺産「法隆寺」周辺まちあるき観光拠点によるハード・ソフト整備事業奈良県
斑鳩町
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

当初の事業計画において、地元雇⽤創出効果で1.2倍、
課税対象利益等創出効果で2.4倍、経済循環創造効果
で4.5倍と計画を上回っている。
今後も事業効率の向上、事業拡⼤に繋がる事案には積極
的に⽀援し、ビジネスマッチングや情報提供等を含め全⾯⽀
援の⽅針です。

• 事業が順調に遂⾏されていることで、新規雇⽤者が23名創出。
• 早和果樹園で加⼯されている「飲むみかん」はふるさと納税の返礼品でも⼤きな反響をいただ

くなど、地域特産品広報にも貢献していただけている。

会社も若返りました

搾汁機の作業⾵景

• ⾃社搾汁することにより、残渣のみかんの⽪・みかんのフク
ロを原料として活⽤した新商品の開発が可能となり、み
かんまるごと⼤きな付加価値がつくことになった。

• 新商品はフクロを原料した「おふくろスムージー」、陳⽪茶、
陳⽪パウダー「ミカレッシュ・ベーター」を発売。

• 社⻑、始め取締役、40歳前半の若者に事業承継を⾏
う。20歳代が40％を超える若い会社となる。

• ⾃社ストレ－トジュ-ス「飲むみかん」の販売が順調で、果汁必
要量が増えており、当初計画を⼤きく上回っている。

• みかんの⽪を乾燥、陳⽪として（株）ツムラへ漢⽅薬原料とし
て販売、数量も⼤幅に増え売上アップの成果を得た。

• 従業員の確保は⼈⼿不⾜が云われる中、本年、新卒⼤学⽣
が4名⼊社、中途採⽤も2名採⽤することが出来た。いずれも、
20代の若い正社員である。

和歌⼭⼤学等による新商品開発にかかる研究・提案
や、富⼠通・県果樹試験場等による農作業のIT化・6
次産業経営にかかるシステムの開発などを⾏う。

早和果樹園では6次産業化に取り組んでいる。加⼯⼯
程で必要な『搾汁』については、他地域⼯場へ委託してい
るが、近年販売するジュース等加⼯品の需要が増加し、委
託先で⼗分な果汁量を確保できないため、搾汁施設と加
⼯製造スペースを整備した⾃社⼯場を建設する。また、残
渣の「みかんの⽪」を漢⽅薬などの新商品開発にもつなげる。

050,000
50,00062,033

162,033

きのくに信⽤⾦庫
株式会社早和果樹園早和果樹園が企業成⻑を続けるために、⾃社商品の製造量を増やす

ことが必要であるが、搾汁過程をすべて外注に依存してしまうと、搾汁量
が制限されてしまうので、⾃社⼯場の建設が必要となった。早和果樹園
が設備投資を⾏うことにより、地元雇⽤者の増加にもつながり、地域内の
経済活性化に寄与できるものと考える。

農平成25年度有⽥みかん加⼯促進による地域活性化事業和歌⼭県
有⽥市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

バイオマス発電所に対するチップ供給は引き続き順調に推
移している。伐採している森林からの原⽊の運搬距離が⻑い
ことに起因して原材料費のコストが計画よりも多くかかっている。
移動式チッパーを1台追加した為、修理交換部品、⼯賃等
の修繕費増加したが事業は安定的に運営されている。

地域の森林から伐採された間伐材を当該チップヤードが買取ることにより、これまで間伐後、放置されてい
た未利⽤⽊材が出荷され、森林所有者に対して⽴⽊代⾦の上乗せが可能となるうえ、採算性の向上し
た間伐事業の進展により、施業不良により荒廃していた森林の再⽣が期待されるとともに、⼭への関⼼が
増⼤することで、森林境界や森林所有者の不明確化に⻭⽌めがかかる。
また、バイオマス燃料を安定供給する上で⽊材⽣産量の拡⼤を⾒込んでおり、当該事業体の⼭林作業

員の雇⽤だけでなく森林・林業産業を取り巻く事業体に、裾野の広い雇⽤効果・経済効果が⽣まれる。

バイオマス専⽤トラック

チップ集積場

バイオマス発電所の近傍地にチップヤードを構えることによっ
て、他社よりも⽊材の運搬コストを低くできるとともに、近隣
の林業事業体や森林所有者が⽊材を持ち込みやすくなる
ため、原料調達が容易となる。
また、市・森林組合が連携することにより、発電事業者が

求める売電単価の⾼い燃料（森林経営計画対象森林か
ら⽣産された⽊材）を供給することができる。

売り上げについては、当初の予定通りの状況を達成してい
るが、チッパーの修繕費や燃料費の⾼騰などの要因により当
期純利益については不安定な状況があるが、事業⾃体は
概ね当初計画を達成しており順調。

間伐材を当該チップヤードが6千円/t以上の価格で買取
る場合に、3千円/tの補助⾦を交付し、地域でバイオマス
の安定供給をサポート。また、森林組合、市が連携し森林
の境界明確化や森林経営計画策定を推進。
地域林政アドバイザーを設置し、推進・普及を図る。

合同会社しまね森林発電が平成27年度から開始する
⽊質バイオマス発電事業により、年間120,000tの燃料
チップの需要が⽣じるため、発電⽤の⽤材として伐採した⽊
材のうち、これまで⼭林内に留置していた⼩径⽊及び梢端
部を搬出してチップ加⼯し、発電燃料として供給する体制
を整備する。

050,000
60,00011,138

121,138

⼭陰合同銀⾏
播磨屋林業株式会社本市の林業は、⽊材価格の低迷により、⽊材流通が進まず、衰退に⻭⽌

めがかからない状況にある。
誘致した合同会社しまね森林発電が、平成27年から⽊質バイオマス発電

事業を開始することとなり、年間12万tの燃料チップの需要が発⽣した。そこ
で、これまで⼭林内に留置していた⼩径⽊等を搬出し発電等の燃料として
供給する体制を整備し、⽊材の未利⽤部分を付加価値化する。

バイオマス平成26年度地域ぐるみで実践する地域林業循環創造事業島根県
江津市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 平成30年4⽉からの売上（平成31年3⽉期）は増加⾒込
み。

• ワイナリー完成による⾃社醸造、カフェオープン等、愛好家は
徐々に増加。

• ワイン販売先は確保されており、更なる雇⽤創出、活躍できる
環境作りにも⼒を⼊れており地域発展に⼤きな期待ができる。

• 本市の地域特産品であるA級⾷材（千屋⽜・ピオーネ・キャビア・ワイン）の⼀つとして、産業・
観光振興に寄与している。（事業主体のワインぶどう栽培⾯積 6ha増）

• 従業員を多数雇い⼊れることで、今後の本市におけるワイン産業の創出、拡⼤及び産業振興
に寄与している。（雇⽤⼈数5名増【4名→9名】）

【開発商品】

【整備】
ワイナリー内部（醸造部⾨）

• 全国媒体を活⽤し、広く周知を図った。
• ワイナリー店頭、⾃社ECサイトでの販売を強化して最⼤

利益の販売を優先している。
• サポーター、会員制度を活⽤したイベントの開催により、

市場ニーズを把握し、商品開発の参考とした。

• 原材料の栽培、ワイン製造、販売を⼀貫して⾏い、⽣産
⼒、商品⼒が向上した。ワイン製造数は計画通りである。
H30年度はH29年度の当初ワイン製造数を上回ってい
るので売上は達成できる予定。今後も優良な⼈材を確
保する予定。

• 岡⼭理科⼤学によるデータ分析、発酵科学等の共
同研究や農作業、ワイン製造販売の実践フィールドと
しての連携等。

新⾒市の地域資源である優良な⽯灰岩⼟質で⾏うワ
インの原材料栽培からワイン製造までの⼀貫⽣産を事
業化し、地域の新たな6次産業化モデルとして収益性の
確保、ブランドの⾼度化、及び地域経済の活性化を実
現させることを⽬標に実施する。

014,425
20,00019,141

53,566

中国銀⾏
tetta株式会社耕作放棄・荒地となっていた圃場再⽣のため、ワインに特化したビジネスモデル

（ワイナリー整備による、栽培、醸造、販売まで⼀貫体制）を計画し、ブランド
化を進めながら、販売実績を重ねてきた。またワインを軸としたイベントも開催し、
新⾒市への訪問者も増員させた。
これらの取組は、6次産業化モデルとして⾏政と共に推進しており、市の⾷のブ

ランド化施策と融合させ、ワイン特区認定をきっかけにワイン産業の創出、拡⼤
に市と協働で取り組む。

農平成27年度地域資源を活⽤し新たに創出されるワイン事業に⾼機能醸造設備を導⼊し、⾼品質ワインを
⽣産する地域創造事業

岡⼭県
新⾒市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 宿泊部⾨は引き続き順調な稼働率で推移しており、
楽天トラベルでは最⾼のゴールドアワードを受賞する
等、利⽤者からも⾼い評価を獲得している。

• 周辺の施設との連携にも注⼒。地元に⽋かせない
施設となるべく、財務⾯強化含め⽀援継続の⽅針。

• 天然温泉付き宿泊施設の誕⽣により、尾道市の宿泊客数の増加につながった。（尾道市
宿泊客数400千⼈（平成27年）→418千⼈（平成30年））

• 本施設の開業以降、市の取組も⾏う中で、当該エリアに様々な業態の店舗が複数店舗開
業しており、地域活性化につながっていると考える。

尾道市街地唯⼀の温泉施設
として様々な割引を展開しています

地元スタッフと共に成⻑していく
環境づくりに注⼒しています

• 宿泊客へのサービスと地域のお客様向けのサービスをうま
く組み合わせ、地域提携店との連携でサービス向上や
PRに取り組んだ結果、宿泊予約サイト「楽天トラベル」で
の表彰につながった。

• 利益率の⾼い宿泊者のみに偏らず、地域の観光や健康
福祉のインフラとしてお客様への還元や割引を⾏う事で、
街と協調しながら運営ができている。

• 宿泊部⾨については、楽天トラベルで2017年シルバーア
ワード、2018年ゴールドアワードを受賞するなど、周辺地
域では初の事でもあり、稼働率は順調に推移している。

• 温泉部⾨も、商店街との連携を図り、⽇帰り⼊浴PRの
取組を⾏うことで、利⽤者が増加した。

• 尾道市⽴⼤学と連携し教授と学⽣による商品企画
や顧客動向の研究を⾏う。

本事業は、尾道駅から東に連なる商店街にある廃業
した温浴施設と隣接する空き家を⼀体的に再利⽤する
ことにより、市街地の魅⼒の向上と、⽇帰り観光から宿
泊型観光への転換に貢献することを⽬指す。
（温浴施設、宿泊施設、レストラン、ミールクーポン販売
事業、新商品開発販売事業）

045,485
48,5002,179

96,164

広島銀⾏
尾道OMOTENASHI株式会社尾道市では、平成27年度から「⽇本遺産」に認定され、「尾道⽔道が紡いだ中世から

の箱庭的都市」のストーリーをPRするために、歴史的魅⼒に溢れた⽂化財群を地域主
体で総合的に整備・活⽤し、世界に戦略的に発信することで地域活性化に取り組んで
いる。
尾道OMOTENASHI株式会社はこれまで、広島県⼭県郡北広島町、岡⼭県⼩⽥

郡⽮掛町などで、地域活性化を⽬的としたホテル再⽣を⼿がけている株式会社シャンテ
の提携会社として設⽴されたが、本事業は、廃業した温泉施設と隣地の空き家とを⼀体
的に改修、活⽤することにより採算性を確保し、地域の宿泊ニーズの多様化や、商店街
東側の動線づくりに資する拠点のひとつとなるようスタートした。

観光平成27年度街中温泉施設を再利⽤した尾道にぎわい創出プロジェクト広島県
尾道市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 事業主体の売上実績は、計画通りに進んでいる。

• 利益は計画の6割程度だが、キャッシュフローベースでは
計画以上の実績である。

• 財務内容も年々充実し、経営全般に安定している。

• 売上額は計画額に対して、阿波尾鶏は102％、かいふエコ肥料は199%と⽬標を上回った。

• かいふエコ肥料を使った、野菜、主⾷⽶、飼料⽶の⽣産が定着し、地域資源循環農業とし
て、地域経済に貢献した。

かいふエコ農産物（コマツナ）

阿波尾鶏

• 飼養管理にベテラン従業員を配置、⽬標を明確にして
計画出荷に努めるなど⼈的資源をフルに活⽤。

• 農畜連携で育てた阿波尾鶏として、販売促進に努めた。

• 「阿波尾鶏」を活⽤した畜産と耕種農家の地域資源循
環農業として安定してきた。

• 農畜連携がブランド⼒の強化につながり、阿波尾鶏や加
⼯品の単価が⾼値で推移しつつ、併せて「かいふエコ肥
料」の販売等も順調である。

• 鶏舎新設により、⼈材を確保しやすい環境が整った。
• 以上により、計画を上回る収⼊やCFが出ている。

• 県、⼤学等による「かいふエコ肥料」の有効性分析と
開発⽀援

• 阿波尾鶏の糞、加⼯残渣を原料に「かいふエコ肥料」を
製造。「かいふエコ肥料」で育てた⽔稲・野菜など「かい
ふエコ農産物」や飼料⽶をブランド化。飼料⽶は阿波尾
鶏に給餌して地域資源を循環させる。

• 「かいふエコ農産物」の6次産業化。
• 阿波尾鶏専⽤の「かいふ型エコ鶏舎」の新設。

050,000
64,000397

114,397

阿波銀⾏
オンダン農業協同組合地鶏ブランド「阿波尾鶏」の⽣産において、中⼼的役割を担っている当

組合は、飼料の⾼騰、鶏糞や加⼯残渣の処理、担い⼿不⾜等の課題
を抱えていた。⼀⽅、当組合が位置する県南部の農業は、遠隔地のた
め流通経費が⾼く、農家所得の低迷により担い⼿確保が困難であった。
そこで、養鶏と農業が連携して新たな資源循環を⽣み、両者ともに⽣

産・販売を拡⼤することで、地域経済に貢献しようと考えた。

畜産平成24年度「阿波尾鶏」を活⽤した畜産と農業の地域資源循環の創造徳島県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 徳島県の天然藍を活⽤した素材・製品へのニーズはます
ます⾼まっており、売り上げは順調に推移している。

• 今後も収益性の向上、事務改善を図るべく⽀援を⾏う。

• 新たな雇⽤の創出が4名⽣まれ、藍栽培等に追究⼼のある⼈材の確保・育成が図られてい
る。

• 地域特有の資源である「阿波藍」を活⽤した新製品の開発など、藍農業の復活・活性化に
寄与している。

• 本県の地場産業である⽊⼯業等のものづくりの伝統技術の承継に貢献している。

【藍染め⽊材シート】

【徳島杉】と【藍顔料】

• ジャパンブルーに代表される「阿波藍」を世界に強⼒に発
信することを⽬的に、志を同じくする⽊材業、⽪⾰⾏、⾷
品製造業、農業等、幅広い業種で構成する「徳島藍ジャ
パンブルー推進協議会」を設⽴し、「阿波藍」の栽培・染
料の製造・販売までの⼀連の過程を地域で循環させるシ
ステムを構築し、定着を⽬指している。

• 藍顔料と藍関連製品の収⼊及び正社員の雇⽤者数が、
計画を上回った。

• 原料となる藍の栽培⾯積の増加に加え、藍顔料の⽣成
効率が向上。

• 徳島⼤学、四国⼤学によるLED栽培、⽔耕栽培、品
種改良、遺伝⼦組み換えなどの技術開発サポート。

• 県⽴⼯業技術センターによる⾊素抽出、⾊素増加技
術の研究と新技術開発のサポート。

• 地域の藍栽培農家から原料となる「阿波藍」を購⼊し、⼯
業系顔料としての加⼯処理を⾏い、建材や⽪⾰製品、⽊
⼯製品、⾷品等を製造する事業者等に販売。

• 原料である「阿波藍」の安定供給と⼤量⽣産を⽬指し、農
作業の省⼒化や⽔耕栽培の研究を⾏うとともに、より品質
の⾼い⾊素が得られるよう「阿波藍」の品種改良を⾏う。

017000
140003739

34739

阿波銀⾏
徳島藍ジャパンブルー推進協議会（代表幹事 ⼤利⽊材株式会社）江⼾時代から明治初期にかけて徳島の地は、藍栽培や「すくも」製造

販売で国内有数の経済都市へと成⻑発展していたが、海外からの化学
染料の普及により、阿波藍とともに徳島の地⽅経済も衰退した。
東京オリンピックの開催を控え、藍染めの独特の⾵合いが「ジャパンブ

ルー」として世界的に注⽬を集めるなか、「阿波藍」をテーマに再び、⽇本
をそして徳島の名を世界に発信する。

商⼯平成25年度「阿波藍」を活⽤した地域経済の好循環実現徳島県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 経営状況は総合的に概ね計画通りに推移している。

• ⼈⼿不⾜改善のための⼈材マッチング情報の提供
や、事業の改善について当⾏の情報網を最⼤限に
活⽤し、積極的にサポートしていく。

• 新たな雇⽤の創出が⾮正規を含めて22名と、その波及効果は⼤きい。

• 農産物直売所と地域農産物を活⽤したレストランの⼀体的整備は、当時県下初の取り組
みであり、好調である産直市を中⼼に地域農業の活性に寄与している。

• 当施設は県下の直売所の優良事例の⼀つであり、今度もPR等を⾏っていく。

産直市

阿波⾷ミュージアム

• 全国規模で事業を⾏う野菜苗の会社としての強みを活か
し、いち早く新しい野菜品種を出品者に紹介するなどの
フォロー体制を構築。商品がよく売れるため、新規出品者
の増加にもつながっている。

• 常に情報発信に取り組み、リピーターやインターネット上の
⼝コミが次の新規来店客を呼び込んでいる。

• 収⼊額については産直市事業が計画額より多く堅調。同
事業により健康⾷堂事業を⽀えている。

• 商圏内での競合店の増加等により、⼈材確保を⽬指す。

• 徳島⼤学農⼯商連携センターとの新品種共同開発。

• 地元吉野川⾼校と6次化商品の共同開発、ＣＳ調
査、体験学習を⾏う。

• 地域の⽣産者等と連携し、いち早く「新品種」の農産物の導⼊試
験や栽培を⾏い、特⾊ある「地域ブランド産品」づくりを進めるととも
に、⼀次産品等の流通・販売拠点となる産直市を開設。

• ⼀次産品、加⼯品などを産直市を通して⽣産者より買い取り、地
域の⾷材を活かし健康志向に対応した健康⾷堂を開設。

050000
8880049

138849

阿波銀⾏
有限会社⽵内園芸野菜苗育苗メーカーとして地域の⽣産者に寄り添い事業を⾏う中で、

農業者の⾼齢化、後継者不⾜や耕作放棄地の増加等の問題を⽬の
当たりにし、当社の強みである新品種の野菜苗等を活⽤した「地域ブラ
ンド産品」の創出を核として取組を進めることにより、地域の農業を取り巻
く課題の解消、さらには地域全体の活性化に貢献することを企図。

農平成26年度「地域ブランド産品」創出・流通拠点整備による地域経済循環徳島県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 本事業は、徳島を代表する地域事業としてブランド化さ
れつつある

• 第⼆⼯場が量産体制に⼊りつつあり、ビール⼯場の視察
ツアー等も開催しており、集客⽅法の多様化、リピートの
確保に努めている。継続してブランド⼒を向上させ、事業
推進していくためにサポートをしていきたい。

• 地域農産物を活⽤した商品の開発・提供により、売り上げは約3千万円と当初⽬標を超え、
県産農産物の認知度向上につながっている。また、県内全域の飲⾷店にビールを提供し始
めるなど、経済効果も出ている。

• 地元の上勝町が推進する「ゼロ・ウェイスト（ゴミゼロ）宣⾔」につながる商品として地域と密
に連携するとともに、積極的にイベントを実施し、地域の認知度向上にも貢献している。

ゼロ・ウェイストブランドの発信として
ビールも様々な⽣産者と連携している

廃材を活⽤するなど
建築物も⾮常にユニークな造り

上勝町は、⽇本では初めてゼロ・ウェイスト宣⾔をした町と
しても有名で、これを新しいブランドとして官⺠連携しながら
事業展開をしている。
クラフトビールの原材料も、柑橘酢の製造⼯程で残渣とし

て出てしまうものをもう⼀度ビールの副原料として活⽤したり、
破棄されるC級品の農作物を活⽤するなど、農家連携、企
業連携により事業を拡⼤している。

• 売り上げについては、今のところ当初の⽬標を上回る⽔
準で推移しており順調である。

• H28年には東京⿇布に2号店を開設。引き続きブランド
⼒向上に努めている

• （⼀社）地職住推進機構が、販売⽀援を実施

• 研究機関や検査所と発酵技術等の共同研究

• 地元特産果実「ゆこう」をクラフトビール原料として活
⽤

• 通い瓶によるクラフトビールの量り売りによる、上勝町
の⽬指す「ゴミゼロ」の理念の実⾏

024,200
15,00010,884

50,084

阿波銀⾏
株式会社スペック徳島県は県都においても⼈⼝減少が進み、他県に負けないブランド化

により観光客を増やすとともに、地場産業の創造が課題となっている。また
連携先の上勝町でも過疎化と⾼齢化が同時進⾏するなか、産業が少
なく移住者も受け⼊れにくい状況となっている。そこで、特産果実ゆこうの
活⽤や環境に配慮したクラフトビールにより、上勝町に新しい産業を創造
し、ひいては県全体の活性化と地域産業の創出や新たな雇⽤を⾒込む。

農平成26年度循環型社会に向けた「クラフトビールの量り売り」を活⽤した地域経済の好循環実現徳島県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 熱⼼に販路拡⼤が図られ、地元特産である「鱧」の
知名度も上がり、当初の⽬的でもある地域経済の
循環についても、漁業者の所得安定や雇⽤増加が
図られている。

• 郷⼟料理創造プロジェクトあなん丼や全国丼サミットへのはも丼の参加により、全国的なPRを
するとともに、地元の学校給⾷や⺠宿・旅館での提供により地域資源として順調に浸透して
いる。

• 今後も京阪神、⾸都圏において販路拡⼤を図り、地元の⽔産業の活性化と地元雇⽤により
地域経済の循環を図ってほしい。

展⽰・販売会を開催

はも三昧ギフト
商品画像

• 販売拡⼤のため、有名料理⼈とコラボ。
• 新メニューを開発中

• 展⽰会等への出展による顧客の獲得。

• ⼀次処理された鱧により簡単に使⽤できる⾷材へ転換

• 売り上げについては、当初の⽬的に向かい進んでいます。

• 新商品の開発により、売上⾼も増加しています。

• 地域の信⽤⾦庫の協⼒

• 地元業者が安定的に鱧を⽔揚げ

• 鱧を使⽤した全国のギフトの開発、販売
• 業務⽤商品としての鱧の安定的供給により徳島・阿

南の鱧のブランド化
• 年間を通じ⼀定の価格で地元業者から買い⼊れると

ともに加⼯についても地元関係者を積極的に雇⽤し、
経済循環を図る。

029,800
24,0008,095

61,895

阿南信⽤⾦庫
株式会社ヒロ・コーポレーション徳島県の鱧の漁獲量は全国トップクラスを誇り、阿南市の重要な地域

資源のひとつになっているが、鮮度の確保や調理・加⼯の困難さなどから
⽣⾷⽤などの鱧は、季節的に京阪神に供給されるに留まっていた。
事業実施主体は、独⾃の加⼯技術と特殊な冷凍技術を⽤いて鱧加

⼯商品の開発や鱧のブランド化をすすめ、安定して供給できるシステムを
構築し、経済循環を⽣み出すため事業実施した。

⽔産平成25年度はも資源有効活⽤推進事業徳島県
阿南市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 新規顧客・販路開拓の具体的な情報提供を⾏うと
ともに、専⾨部署、地域連携BS部の意⾒も取り⼊
れ、商品構成等、アドバイスを⾏っていく。

• 地域内農産物の活⽤により、地元原材料の活⽤効果が認められる。
• また、積極的な地元雇⽤により、これまでに延べ17名の雇⽤を創出した。
• 平成28年度からは、本事業と並⾏・連携し、地域の農産物を活⽤したスイーツ⽣産・販売

事業や、市街地での飲⾷店営業を開始し、取組を拡⼤・発展させており、新たな効果が⽣
まれている。

⾼知県⾼知市産
秋のたけのこ「四⽅⽵」

世界⼀⾟い（!?）
⼟佐⼭ジンジャーエール

○⼟佐⼭ジンジャーエール
・HACCPによる衛⽣管理に取り組み、⾼知県版HACCPの最⾼段階
である第3ステージの認証を取得

・国際味覚審査機構（iTQi）の優秀味覚賞（⼆つ星）の受賞や、
雑誌「料理王国」主催「⾷の逸品コンクール」での「料理王国100選」
選出など、ブランド価値を向上

○四⽅⽵
・加⼯⼯程を効率化し、労⼒軽減を図るとともに、製造量の拡⼤や
増収につなげ、原料買取単価の増額を実施し、⽣産意欲を向上

• 全体として、計画を上回る収⼊やCFが出ている。
• その要因として、本事業で整備した加⼯場の稼働が5年

⽬となり、作業⼯程の効率化の取り組みの成果が現れ
てきたことや、作業従事者の熟度が向上したことにより、
⽣産量の増加に繋がったこと、⽣産者が⿃獣害対策に
積極的に取り組んだことにより、収穫量の増加に繋がった
こと等が挙げられる。

• ⾼知⼤学による、持続可能なむらまち交流による地
域づくり

• 地域の農家による中⼭間地域の農地の維持保全

• 有機農産物を中⼼とする惣菜等加⼯品製造
• 有機JASショウガを使⽤した「⼟佐⼭ジンジャエール」

をはじめとする飲料⽔製造
• 地域の有望品⽬である四⽅⽵の加⼯

041,780
10,0002,263

54,043

⾼知銀⾏
⼀般財団法⼈夢産地とさやま開発公社⾼知市では、過疎化が進む市北部の中⼭間地域「⼟佐⼭地域」をモデル地

区として、複数の事業の相乗効果により、中⼭間地域の振興を実現する「⼟佐
⼭百年構想」を平成23年度に提⾔した。
その事業の⼀つ「まるごと有機プロジェクト」は、地域で⽣産される有機農産物

等を原材料として様々な商品へと加⼯を⾏い、付加価値をつけて販売する取組
であり、その更なる拡⼤のため、新たな施設の整備が必要となっていたもの。

農平成24年度⼟佐⼭百年構想「⼟佐⼭／まるごと有機プロジェクト」（農産物加⼯施設整備事業）⾼知県
⾼知市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

平成28年1⽉期決算において売上⾼277,073千円計上。平
成27年3⽉より新⼯場稼動開始しており、売上⾼対前期⽐+55
百万円増加（+24.5％）。
経費⾯においては、⼈件費および原価償却費が増加したことから

当初利益は553千円に留まっている。
今後は1年間を通しての新⼯場稼動となる事から売上⾼、利益

についても上伸することが⾒込まれる。

本市の基本構想・基本計画である 「元気発進︕北九州」プラン（H20〜Ｒ2）において、農林⽔産
業は「商業や⼯業等との連携を通じたブランドづくりなど、新たな切り⼝からの振興を図る」と位置付けられ
ている。また、基本構想を受けて定められた「農林⽔産業振興計画」（H28〜Ｒ2）においては、放置⽵
林・荒廃森林対策やロボット技術やICT等先端技術の活⽤も盛り込まれており、当事業の課題は市の課
題と共通するものである。
今後も引続き、当事業により増産できるようになった市の特産物である「合⾺たけの⼦」の市内外へのPR、

販路開拓⽀援等に取り組み、事業の継続・発展を⽀援したいと考える。

⽵の⼦を使⽤した加⼯品
⽵の⼦⽔煮・たけのこご飯の素等

北九州市⼩倉南区で⽣産される
⾼品質の⽵の⼦

• 荒廃⽵林の伐採整備を2009年より⾃費で活動開始。⽵害・獣害
等の軽減、⽵の⼦の収穫量増加にも貢献。現在は公共の事業のほ
か、⼀般から依頼される荒廃⽵林の整備も請け負っている。

• 地元スーパー、百貨店、⼩売店での販売のほか、学校給⾷⽤の規
格を作ることで⽵の⼦の積極的な使⽤をすすめるなど、地産地消の
推進に努めている。

• 関東・関⻄の中央市場に直接出荷することで中間マージンの削減を
実現した。流通コストを低減することで、顧客満⾜度の⾼い商品の提
供が可能となった。

⽵の⼦製造の能⼒アップを計る為、新⼯場及び設備（ボイル釜、
クレーン等）を建設することによって作業能率をアップすることが出
来た。売上についても、設備導⼊前から⽐べると25％増加。
また、原材料（⽵の⼦）の安定供給のため、農家の⽵林整備

⽀援及び作業道の設営などを継続することによって、⾼齢化した
農家の⽵の⼦出荷をなんとか存続できる状況を確保している。
さらに、⼭作業の出⼊りを⾒たり、新⼯場への出⼊りを⾒知った農
家のたけの⼦⻘果の持込が増加して、プラスの連携が⽣じている。

• 九州産業⼤学⼯学部との連携により、「たけの⼦掘り補助
マシン」の開発協⼒を⾏い、試作機の完成を⽬指している。

• 林野庁の「森林多⾯的機能発揮対策交付⾦」を活⽤し
た、⽵林伐採整備を⾏い、⽵の⼦⽣産⽵林を育成する。

• JA北九州は、⽵の⼦⽣産農家との出荷、買い付け価格
等の調整や、⾦融仲介の役を利を担う。

地域資源である⽵の⼦の新規加⼯場の建設、設備の
備え付け等により、加⼯体制を構築することで、⽵の⼦
を使⽤した加⼯品の⽣産量を増加させ、地元原材料の
購⼊増、新規雇⽤など地域に経済波及効果をもたらし、
地域経済の新たな循環を創造する。

050,000
10,00021,279

81,279

福岡ひびき信⽤⾦庫
とみ川商店株式会社元来、創業者は中央卸売市場促成部⾨において、地元の⽵の⼦農家との連

携があった。それらの農家が抱える、個⼈での出荷の煩わしさ、取引価格の変動、
流通中間マージンの発⽣等々の問題を解決し、⾼まりつつあった国産⽵の⼦の
需要に対応するため、⾃ら創業し、各農家を組織化して物流の⼀元化を図り集
荷を強化した。さらに、JAの出荷組合加盟者に対しても、正規品として出荷でき
ない⽵の⼦の受け⼊れ態勢を整えた。

農平成25年度北九州特産の⽵の⼦を使った地域経済循環創造事業福岡県
北九州市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 店舗の集客⼒は⾼く、客数は堅調に伸⻑している。
• ⾃社店舗での直売による顧客ニーズの把握や、ブランドイ

メージの向上等から本業への効果も出ており、事業は順
調と判断できる。

• 今後も定期的な⾯談により、事業状況を逐次確認しな
がら、継続的にサポートしていく⽅針である。

• 「きくたろう」は、⼩倉駅ビルでも新たに出店を開始し、順調に知名度を上げている。
• また、雇⽤についても、地元⼤学との連携を進めるなど、地域への貢献度を⾼めている。
• 今後も地域振興やにぎわいづくりにつながるよう、積極的にPRをしていくとともに、効果的な連

携（学校、企業、⾏政等）を進めてまいりたい。

あんこの雫

きくたろう（外観）

• 売上拡⼤のため、タピオカドリンクのブームを受けて⾃社の
商品のわらび餅を使った「わらびドリンク」を新商品として
販売開始した。

• 主⼒商品であるかりんとうを結婚式の引出物として販売
するため、婚礼事業を⾏う会社と新たに取引を開始する。

・売上については、計画の62％（実績︓133,520千円／
計画︓214,000千円）
・経費については、計画の61%（実績︓113,770千円／
計画︓185,320千円）
であり、当初計画の60％程度の実績となった。

• 北九州菓⼦組合による関係者間の調整等運営⽀援。
• 北九州商⼯会議所による定期的な経営指導によるフォ

ロー。
• 北九州観光協会による市内観光案内、パンフレット等へ

の記載、各旅⾏代理店との仲介等のサポート。

「ファクトリーショップ」、「スイーツモール」、「道の駅」の3つ
の機能を備えた『北九州スイーツヴィレッジ』を、市内主
要幹線道路沿いに建設するもの。

050,000
110,2000

160,200

北九州銀⾏
株式会社しんこう以前より、北九州菓⼦組合における課題として、業界の商品開発およ

び商品PRにおける発信⼒の弱さを実感していたことから、発信⼒強化の
ためにスイーツモールを作ることを検討。新商品の開発にあたり、地産品を
活⽤したスイーツの製作を検討する中で、北九州の都市近郊農業の課
題を知り、弊社の強みであるお菓⼦づくりと多品種の地元農産品を組み
合わせることで新たな付加価値を⽣み出せると考えた。

観光平成27年度多品種⼩ロットの北九州産農産品を活⽤したスイーツヴィレッジ建設事業福岡県
北九州市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 経営全般に関するアドバイスや指導を実施した。
• 取引先の与信管理、売掛⾦の回収リスクについて

のアドバイス。また、商談等、販路拡⼤への⽀援を
実施しミディトマトの収益が向上した。

先ずは、⼤消費智の消費・販売ニーズに応えて農産物や加⼯品の供給を⾏うことにより、販
売代⾦が⽣産者や当会社にもたらされ、農業者の所得向上や雇⽤機会の増加になるなど、壱
岐の経済活性化につながる。また、資材供給業務、集荷業務、輸送業務、販売業務等の各
分野においても活動・経済規模が拡⼤し、関連した⼀連の取組みの活性化につながった。

ミディトモト

観光農園レストラン

潜在的な販売量を満たすだけの供給量になっていない状
況を打破するとともに、⾼齢農業者を中⼼にした⽣産態勢
を補完するため、当会社も農業⽣産活動を⾏い、供給量
の確保に努める。また、トレサビリティーやＪＧＡＰ等に積
極的に取り組み、従来の⽣産者の技術⼒及びパッケージ等
商品づくりの向上も含めて、グループとして⼀体的な取組み
とし、資質向上を図った。

観光農園のレストランを活⽤してワークショップを企画・実
践することで、交流⼈⼝の増加を創造。
また、壱岐の新鮮な農産物を原材料にして、従来とは異
なる新たな加⼯品の新商品開発を⾏った。

• 輸送コスト削減に対する⽀援
• 販路開拓・拡⼤について⽀援
• 技術・経営指導
• 壱岐の魅⼒を発信するなど観光振興に対する⽀援

ミネラル分豊富な壱岐の農地を活⽤し、野菜等農産物
の⽣産及び島内農業者からの集荷を⾏い、福岡の量販店
の直売コーナーを活⽤して直接消費者に販売する。また、
壱岐島内産野菜等の農産物を原料にして加⼯品の製造
を⾏い、農産物の交付価値化を⾏うなど、農業の６次産業
化を進める。

050000
200002554

72554

壱岐市農協
株式会社壱岐の潮⾵壱岐市の農業産出額は、農業者の⾼齢化や後継者不⾜による担い⼿の減

少、農産物物価が低迷する中で、平成16年の63億2千万円をピークに減少
傾向にあり、平成22年には48億5千万円となっている。特に耕種部⾨の減少が
著しい。また、離島というハンディもあり、物理的には福岡などの⼤消費地に近い
とはいいながらも、海上輸送がネックとなって輸送コストが⾼く、島外での積極的
な販売が⾏われていないのが現状である。

農平成26年度消費・販売ニーズに的確に応えた農業⽣産、販売及び農産加⼯等6次産業化の実践による
地域資源活⽤並びに雇⽤の創出による地域経済活性化

⻑崎県
壱岐市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 当初計画のとおり売上⾼は順調に推移中
• ⾃⼰資本率も⾼く、財務・償還⼒ともに良好
• 今後さらなる発展が期待できる

• ⽣産現場に密着した新事業と共に、新たな雇⽤を創出した。
• 産直契約を結ぶことにより、弊社製造の国産乾燥野菜だけではなく熊本県産の商材取り扱

いが増えている。

【事業内容の⼀例】
⻘果併⽤原料の⽣産

【設 備】
産地指定型の商品化

• 新規就農⽣産者やJA菊池との連携で、収穫した物を
無選別で納⼊し、⻘果⽤と加⼯⽤とを弊社で選果する
事で、⽣産者の省⼒化を図りつつ⽣産⾯積拡⼤と安定
した収⼊確保を実施した。

• 価格変動の⼤きい⻘果物に対し、仲卸業者と連携する
事で⽣産者の所得安定化を実施した。

• 現時点での売り上げは、当初の予定通りに少しずつ伸び
ており、近隣の原料を取り扱うことで輸送費の⽅も圧縮
できている。

• 地元⽣産者との連携が強まり、産地直送商品などの新
規販売チャンネルが増えている。

• JA菊池の協⼒のもと、地元産ごぼうの⽣産増⼤を図
る。

• ⽣活⽤同組合パルシステムと産直協定を結び、東京
を中⼼とした都⼼部に産地指定原料として、⽣産者
の顔が⾒える商品化を実施。

• 乾燥野菜の原料となる主に露地野菜を⾃社農園や
近隣の契約農家で栽培・契約し、原料ごとに異なる
乾燥加⼯を施し、⽣協・商社・⼩売店・学校給⾷等
に販売

• 原料持込みの⽀度乾燥や、他企業の受注製造
• ネットや電話受付による個⼈客へ販売

050,000
23,000382

73,382

熊本銀⾏
吉良⾷品株式会社• 国内農業衰退の要因として、零細で⾼齢な農家が多くなり、規格を

重視する出荷に⾒合う量の確保が困難であり、独⾃の販路を持たな
い為、耕作放棄地が増加傾向にある。

• 規格外として廃棄処分される農産物の有効な活⽤法が求められてい
る。

農平成25年度⾼付加価値型乾燥野菜製造等事業熊本県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

事業推進にあたり、企業の業務転換が進み今後も
成⻑を期待する。企業の農業参⼊及び農産物の付加
価値向上には県を上げて推進しており、今後も県と連
携して発展してもらいたいと考えている。

新規雇⽤の増加（令和元年6⽉までの新規雇⽤増加⼈数 社員1５名・パート1１名）
熊本県産の農産物を主原料としており、県内の農業の発展を担う。

【事業内容の⼀例】
⻘果併⽤原料の⽣産

【設 備】
産地指定型の商品化

野菜をカットしてパッキンすることにより、より流通しやすくした。

取引先からの受注はおおむね順調に伸びており、今後も
増加すると⾒込まれる。需要に対応できるよう、⼈員を確保
するとともに技術向上に努めたい。
また、今後販路拡⼤を⽬指すべく⼤⼿商社（丸紅・東海
澱粉等）と連携を強化していきたい。

熊本県⽴農業⼤学校の卒業⽣を雇⽤している。今後
は商品開発も視野に⼊れている。

取引先（マルハニチロ・キューピー・リンガーハット等）
⼤⼿⾷品メーカー向けに⾃社製品（キャベツ等）及び
契約農家からの原料を⼀次加⼯し、冷凍⾷品及び総
菜・サラダ向け原料として供給する。

050,000
20,0001,829

71,829

南⽇本銀⾏
有限会社卸中村果実近年、⼀般家庭の⾷習慣の変化が急速に進んでおり、昼⾷及び外⾷産業の

需要が伸びている。そのような状況の中、原料の安定供給が必要であるが、農
産物においては⽣産⼈⼝の減少及び⾼齢化により、⽣産量が低下している。ま
た、労働⼒の減少により、⽣産・加⼯・販売の流通にも変化が⾒られ、今後にお
いてもその変化は続くと考え、今回⾃社⽣鮮⽐率を⾼め⼀次加⼯することにより
雇⽤の安定及び熊本の農業活性化を⽬指すべく着⼿した。

農平成25年度キャベツ・レタス加⼯⾷品の開発とサプライチェーンの構築熊本県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 交付⾦事業について、当初計画通り農産物の付加
価値化、雇⽤創出、地域活性化が図られており、
経営状況も問題ない。

• 正社員とパートを合わせて50名以上の雇⽤が創出され、地域資源の活⽤による経済活性
化と地域⼈材活⽤による雇⽤創出がなされている。

• グループ企業を通じて地元農家とほうれん草の周年栽培に取り組むなど、新たな農業⽣産の
取り組みも進めており、地域農業者のコスト削減や所得向上につながっている。

パック詰めされたカット野菜

整備されたカット野菜⼯場

• 販売拡⼤の為、グループ会社の営業担当者と連携し、グ
ループ会社の取引先への販売を強化した。

• 取引先との安定した取引を継続するため、先⽅の要望す
る数量や規格に合わせた商品を供給できる体制を整えた。

• 平年ベース売上⾼計画値の以上の売り上げを達成し、農
産物の付加価値化に成功している。

• キャベツ等のサラダ⽤のみでなく、鍋やカレー等に利⽤しや
すいカット野菜など、多種多様なカット野菜に取り組み好
評を得ている。

• 地元農家との連携も進み、地域経済を牽引する企業とし
て成⻑を続けている。

• 熊本県⽴農業⼤学校︓農業者へ栽培指導を⾏う。
• (株)藤本物産︓本事業の出⼝を確保する。
• (株)フレッシュダイレクト︓当市での農地の拡充及び

農家からの原材料調達を⾏う。

(株)フレッシュ⼯房は、独⾃の衛⽣管理「ノウハウ」を活かし
た付加価値の⾼いカット野菜事業と、そのグループ企業との連
携により、次世代農業のあり⽅として、地元農家と栽培契約
を結び、⻘果物の箱詰を省いて、コンテナ集荷を⾏なうなど、
農業者の作業負担と経費負担を軽減し、コスト削減や契約
農家への所得向上に取り組む。

050,000
100,00023,135

173,135

肥後銀⾏
株式会社フレッシュ⼯房• 当市は農業⽣産環境は整っているが、耕地⾯積、農家⼈⼝の減少が著し

いため、⽣産性の⾼い優良な農地をいかに維持し、農業を活性化させるかが
課題である。

• そのような中、⾼齢化する農家や担い⼿の経営安定化を図ることを⽬的とし、
事業実施主体である(株)フレッシュ⼯房と地域社会発展のための連携協定
を締結し、地域農産物に付加価値を与える「カット野菜」事業に取り組むこと
とした。

農平成26年度「挑戦し、農業で、雇⽤を」の好循環イノベーションを実現させる農業成⻑産業化事業熊本県
合志市

53



〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 計画を上回る収⼊とキャッシュフローを確保しており、
事業は堅調に推移していると判断する。

• 本事業は、地域の基幹産業である⾁⽤⽜ビジネス
を⽀える重要な事業であると認識しており、更なる
発展に向けて連携体制の強化を図っていく。

• ⾷⾁センターの処理能⼒の増強により地域で⽣産された⽜の集荷が図られている。
• ⽜⾁カット施設の新設により、⼩ロットやパーツ販売等、顧客ニーズへの細やかな対応が可能

となり、販路の拡⼤に繋がっている。
• 地域からの雇⽤拡⼤に取り組み、平成27年度から平成30年度にかけて延べ73名が新たに

雇⽤された。

[整備]
⽜⾁カット施設（作業⾵景）

[整備]
⽜⾁カット施設（外観）

• ⾁⽤⽜の産地である⼩林市という⽴地を最⼤限活かし、
集荷の安定化を図っている。

• 同施設で処理・加⼯した宮崎県産の⽜⾁については、グ
ループ企業を通じて販路拡⼤が図られている。

• 平成27年にはベトナム、ミャンマー、平成29年には台湾
への⽜⾁の輸出認証を取得する等、海外も含めた新た
な需要開拓にも取り組む。

• 平成29年4⽉に⼩林市より⾷⾁センターの譲渡を受け、
「霧島ミートプラント」として運営。同⼯場でと畜からカット
処理までを⼀貫して⾏っている。

• ⽜については、「みらいグローバル牧場」のほか、取引のあ
る⻄諸県地域の⽣産農家からの集荷に努めており、処
理される⽜のうち、県内産の⽜が約9割を占める。

県産粗飼料の利⽤拡⼤に向け、県畜産試験場とみら
いグローバルファームとの連携により、飼料⽤⽶や焼酎粕
の活⽤についての実証試験を実施。

⾷⾁センターの処理能⼒の増強及び⽜⾁のカット⼯
場の新設に取り組み、地域内で⽣産される⽜の処理拡
⼤と顧客ニーズへのきめ細やかな対応に取り組む。
あわせて、「みらいグローバルファーム」との連携により、

繁殖から肥育、処理までを全てが宮崎県内で⾏われた
「オール宮崎県産」の⽜⾁の提供に取り組む。

050,000
200,00027,126

277,126

宮崎銀⾏
サンキョーミート株式会社⼩林市のある県⻄地域は畜産のさかんな地域であるが、事業着⼿時、

事業主体が指定管理を⾏っていた⼩林市⾷⾁センターの⽜のと畜能⼒
は20頭／⽇と地域の⽜出荷頭数に対して不⾜しており、地域で⽣産さ
れた⽜の多くは県外へ出荷されていた。また、同センターは⽜⾁のカット施
設を持たなかったことから、いかに地域内で付加価値を⾼めるかが課題と
なっていた。

畜産平成25年度オール宮崎県産の⾷⾁による付加価値創出事業宮崎県
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

・ シイカトウと事業取組状況等の情報共有を図りなが
ら、協⼒体制を継続していく。

・ 四位農園のみならず、地域の抹茶⼯場をもたない有機JAS認証茶農家の原料も受託
加⼯が可能となり、⽣産の拡⼤及び地元原料の活⽤が期待される。

・ 地域の有機JAS認証栽培のモデルとなっており、地域へ有機JAS認証を波及するとともに、
輸出にも貢献している。

・ 飲料⽤のみならず、加⼯⽤としての製品づくりを検討し、新たな事業展開を進めるとともに、地
域の雇⽤拡⼤に向け、社内の受⼊体制の整理及び、雇⽤の拡⼤に努めている。

・ 栽培、加⼯において当初の計画通りに有機JAS認証を
取得し、商品の付加価値化を図った。

・ 新たな販売先の協⼒者を獲得し、販路拡⼤を図るととも
に、共同で原料および加⼯品の品質向上に努めた。

・ 同業者の視察を定期的に⾏い、技術の向上に努めた。

・ 当初の計画より、売上が⼤幅に上回っており、順調に進
んでいる。

・ 原料の確保及び⼯場の稼働率が上がり、安定した品質
の製品ができるようになった。

・ 販売先とも連携がしっかり取れており、製造と販売のバラ
ンスが取れている。

（現在は、四位農園の100％⼦会社として運営）

関係機関や⾦融機関に、定期的な状況報告を⾏うこと
とし、粉末製品の製造技術や販路拡⼤、経営戦略等につ
いてアドバイスを受ける。
また、必要に応じて協議をする場を設け、経営状況把握

や経営分析等によるアドバイスを受ける。

新たに 「農業⽣産法⼈ 有限会社 四位農園」と「株式
会社 カクニ茶藤（かくにちゃとう）」が出資して設⽴した
「株式会社シイカトウ」が事業実施主体として、四位農園
や周辺農家の茶葉を原料とした抹茶や粉末茶の加⼯製
造を⾏い、国内での販売及び欧⽶等の海外への輸出・販
売を⾏う。

050,000
50,00019,448

119,448

宮崎銀⾏
株式会社シイカトウリーフ茶等の茶の消費が減退していることから、茶産地の維持について検

討する中で、近年需要が伸びている抹茶について着⽬した。
今回の事業は、国内外の需要に対して品薄傾向が続く有機栽培茶につ

いて、当地域で経営規模の⼤きい四位農園（茶栽培⾯積28ha、年間茶
⽣産量25トン）を中⼼に、有機栽培茶の⽣産で、他産地より優位にたつと
ともに、有機栽培茶を原料とする抹茶の製造、販売に取り組むものである。

農平成26年度宮崎県産の有機栽培茶を活⽤した抹茶・粉末茶の加⼯製造及び
国内外への販路拡⼤による地域活性化事業宮崎県

抹茶の製造ライン（⼀部）

製品の品質検討会
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 設備投資により⽣産体制が整い、⽣姜をはじめとした地
域農産物を活⽤した商品の売上増加に繋がっており、商
品に対する需要も良好で今後も成⻑が⾒込まれる。

• 販路・仕⼊先の紹介、各種商談会、海外展開への⽀援
を⾏う。

• 今後も連携しながら状況に応じた⽀援を継続する。

• 地域農産物を活⽤した商品開発と販路開拓に取組まれ、海外輸出も開始されるなど地域
資源活⽤効果が認められる。

• 熟成乾燥野菜の加⼯技術が向上し品質も安定してきたことと、健康志向の⾼まりから健康
⾷品等の原料として増加するなど更なる拡⼤が期待できる。

• 新たな雇⽤を3名ほど創出され、障害者就労⽀援施設との連携により地域⼈材活⽤効果
が認められる。

【事業内容の⼀例】
熟成乾燥⽣姜

【整 備】
熟成乾燥野菜⼯場と熟成装置

• 健康志向の市場が広がる中、⽣姜の⼈気度は⾼く取扱
業者も増加してきたので、ワンランクアップした付加価値の
付く熟成⿊⽣姜に着⼿し販路の新たな開拓に乗り出す
ことができた。

• 熟成⿊⽣姜の⾼評価分析値を前⾯に出し、⼈気のご
ぼう茶とブレンドしたことで、流通業者を通じドラッグ等の
全国展開に広がりつつある。

• 売上⾼、地域資源活⽤、地域⼈材活⽤費において順
調に伸びており、当初計画を上回っている。

• 熟成乾燥野菜を使⽤した商品の開発を⾏い、その加⼯
技術が向上し品質も安定してきた。

• 消費者の健康志向の⾼まりにより、熟成乾燥野菜の認
知度が拡散した。

契約農家、⽣産農家ぷらちなフーズグループならびに、グルー
プ企業である株式会社岡本産業（物流）、⼤隅物流事業
協同組合（1次加⼯）のほか、障害者就労⽀援施設
「NPO夢来郷たかくま」（雇⽤）と連携し、資源・⼈的⽀援、
経営的な⽀援をうけつつ株式会社オキスを中⼼に事業化する。

⿅児島県⼤隅半島は、周年豊富な野菜や果樹が採れる。
しかし、消費地に遠く物流費の負担が⼤きいため、野菜等を

余すことなく利⽤して軽量化できる「乾燥野菜」事業に取り組
んできた。
新たに乾燥野菜の熟成技術が確⽴されたことから、更に機

能性を付加した乾燥野菜を商品化し、量産するための製造
設備を整え全国・アジアへ向け事業展開する。

048,700
30,0003,919

82,619

⿅児島銀⾏
株式会社オキス平成21年に農商⼯等連携事業計画の認定を受け、県⼯業技術センター及

び県内焼酎メーカーと連携し、「乾燥サツマイモダイス」や「農産物の乾燥粉末」
の開発と販路開拓を3カ年計画で⾏なってきた。
平成24年には農林⽔産省「総合化事業計画認定」をうけ、地域の農作物を

新たに加⼯して製品化する事業を展開している。
今回、研究を進めてきた乾燥野菜の熟成技術が確⽴されたことから、新たに

機能性を付加した⾼付加価値乾燥野菜を商品化しビジネス化を図る。

農平成26年度熟成による『⿅児島・「⿊」乾燥野菜』の全国・アジア展開プロジェクト事業⿅児島県
⿅屋市
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〇事業内容

〇事業着⼿の経緯（事業実施の背景） 〇事業主体・事業費等の概要

当初の事業概要（申請時事業計画等）

〇取組の成果(⾃治体が考える事業を通じた地域への効果） 〇地域⾦融機関の意⾒

＜事業内容＞

現在の状況（事業の実施状況）

＜その他関係者の役割＞（⾃治体・地域⾦融機関以外との連携）

＜現時点における事業の概況＞

＜事業者が考える⼯夫した点・仕掛け＞

・初期投資額等合計︓ 千円
（事業者⾃⼰資⾦︓ 千円、⾦融機関からの融資額︓ 千円、

交付額︓ 千円、その他︓ 千円）

・事業実施主体︓
・連携する地域⾦融機関︓

情報収集年⽉︓2019年8⽉

• 経営状況については、売上⾼、純利益等順調に増
加しており、今後も積極的な⽀援を⾏う⽅針である。

• ⾦融機関主催の「⿅児島県フェア」等開催した際に、
事業所の商品はもちろん、⼯場⾒学対応可能で、
フェアの参加者に喜んでいただいた。

• 新⼯場の創設に伴い、新たに6名の雇⽤を創出した。
• ふるさと納税の返礼品として、地域の⽔産資源を全国各地へPRできる点、本市のふるさと納

税の寄付⾦に⼤きく貢献している点等、地域経済に与える影響は⼤きい。
• 地域の⽔産資源を活⽤した事業であるため、地域の⽔産業全体に活気を与える効果は⼗

分にあると考える。

昭和35年創業
磨き上げた匠の味

【志布志湾産天然はもしゃぶセット】
「県⽔産物品評会」県知事賞受賞

• これまでの取引はBtoBの事業展開を⾏っていたが、スー
パーやふるさと納税の返礼品などBtoCにも⼒を⼊れて取
り組んだ。

• BtoCの⽐重が増えたことで、消費者ニーズの変化を捉え、
対応していくため、個⼈客に対してアンケートを取り、意
⾒を商品へ反映させている。

• ⾻切りが必要なハモの取扱が可能な事業所は県内に他
に無いため、他社との差別化が図られている。

• 今期は新商品の開発や、職員の処遇改善などで、⼈件
費が増加し、純利益が減少したものの、今後の新商品
の売上と、職員の労働意欲向上に期待。

• 売上は好調であり、キャッシュフローについても計画を毎
年度上回っている。

• 商⼯会︓経営改善サポート

• 漁 協︓供給量の調整、協⼒

卸部⾨、製造部⾨ともに既存の第1⼯場で⾏っていた
が、加⼯品製造に特化した新⼯場を建設することで、臓
物等を⼀切持ち込まない⼯場とし、衛⽣⾯でさらに清潔
な環境の製造現場を実現し、消費者に安⼼安全を提
供する。

028,754
10,0003,000

41,754

⿅児島銀⾏
有限会社丸⼋⽔産これまで、志布志湾の⽔産資源を中⼼に加⼯・販売に取り組んできた

が、販売機会の拡⼤が地域の課題とされてきた。
しかし、新たな販路の話が舞い込み、「地域の⽔産資源を全国へ」、

「地域の⽔産業に活気を与えたい」、「輸⼊物にはない安⼼安全を消費
者に提供したい」と事業に着⼿することを決意した。

⽔産平成26年度地域⽔産資源を活⽤した⽔産加⼯場新設事業⿅児島県
志布志市
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