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本書作成の
狙いと読み方
近年、我が国の食を取巻く環境は、中国をは

表示や産地の偽装など、国内外における食品事

じめとした新興国の台頭と急激な市場成長、世

件や事故を発生させる負の影響に至るケースに

界経済の停滞、世界的な気候変動に伴う原材料

も繋がってきました。
このような状況に伴い、消費者の嗜好は、より

価格の上昇など、食のグローバル化が進む中、
大きく変化しています。一方、国内に目を向け

安全な商品を求めるニーズの高まりとなり、出自

れば、人口減少に伴う食料消費の減少、高齢化

の明らかさや顔の見える商品など、国産品の再評

の進展による生産労働人口の減少など、農林水

価などが進む一方、新興国の富裕層を中心として、

産業や食品産業にも深刻な影響が懸念される状

品質が高く安全な我が国の食に対するのニーズの

況です。

高まりをもたらす状況も見られます。
国産品の再評価や国際的なジャパンブランド

都市化の進展によるライフスタイルの変化は、
食生活の多様性をもたらし、さまざまな消費の

に対するニーズは、昨今の地域における食ブー

場面を生み出す一方、食の簡便化や規格統一な

ム、食をテーマとした物産展・催事、B-1 グル

ど大量生産・大量消費のメカニズムを有したフー

メやメディアをとおした地域食材の発掘など、

ドシステムを構築してきました。このようなフー

新たなビジネスを醸成する一方、それに対応し、

ドシステムに対応するためには、大量な原料ロッ

地域の商品提案力・企画力や開発力が必要とさ

トを短期間で確保しなければならず、時として

れる状況になっています。

我が国の農林水産業や食品産業を取り巻く環境
ဃỉ҄٭

ϋᠾಅỉᘛᡚ

ἻỶἧἋἑỶἽỉ҄٭
ỉ҄Ẇỉٶಮ҄

૰ᐯዅྙỉ˯ɦ

ᠾಅࢽᵔᵌᵏΫόίᵦᵐὸ
ḵᵑᵌᵐΫόίᵦᵏᵗὸ
᭗ᱫ҄Ὁࢸዒᎍɧឱ

ᵱᵒᵎίᵕᵑᵃὸ
ḵᵦᵐᵎίᵒᵏᵃὸ
ίỽἿἼὊἫὊἋὸ

ૼᐻỉӨ᪽
ɶὉỶὅἛሁỉࠊᧈئ
ᵥᵢᵮᵖ῍ᵏᵎήᧈầዓẪ
ЈẦỤλỆ

ɭမႎễ૰ɧឱ

ᾦᾣᾞʩฏ
ᾔᾟᾐᵍᾕᾣᾐʩฏ

ဃငỉЈᙹС
ἿἉỴẆɶẆỶὅἛẆ
ἫἚἜἲẆỸἁἻỶἜᶃᶒᶁᵌ

ᐯဌତỆợỦ᧙ᆋગࡑỉѣẨ
ዸኖ᧓Ểỉኺฎᡲઃ
έᡶὉႆޒᡦɥݣᇌ

ෙٳỉ૰ʙऴ

ɭမႎễൢͅ٭ѣ
ᝍ߸ٻịế
ἡἼἃὊὅᘮܹὉ
ỼỾἻἻ࠘൦ޖỉ൦ɧឱ

૰˺ཋᠾעỉ᠃੭
ίểạờỨẮẲὸẆ
ἨἻἊἽίἇἚỸỿἥὸẆ
ᝍ߸ẆỽἜἒ
Ịᵐᵎᵐᵐ࠰ᵏᵓᵎΕỾἿὅửႸ
ḵЈЎầෞảỦ

ɭမႎễൢͅ٭ѣ

ỉෙ܍̔ٳ

ငỉෙٳᡶЈ

ϋ؏עငಅỉᘛᡚ

ᏢᵗᵔᵃẆݱᰳᵖᵕᵃẆ
အငཋᵖᵒᵃẆ᩷ௐཋᵔᵖᵃ
ίᵦᵏᵖỽἿἼὊἫὊἋὸ

ငἨἻὅἛҾ૰ỉෙޒٳ
ίɶὉӨฺὸẆᘃί҅ẆỴἊỴὸẆ
ẟẼắẐẝộấạẑẆẲễộẮίɶὸ

؏עᩔᙲỉϬảᡂỚ
ᨽဇೞ˟ỉݲễẰ
ݼ؏עіᎍỉ᭗ᱫ҄

ᙌᡯಅỉෙٳᡶЈ

ᙌᡯಅỉᏤࢊࣱ

˯ἅἋἚễіщᄩ̬
ငಅỉᆰ҄ভࣞ
ᵴᶑૼẺễ˄ь̖͌ྒࢽ

૰ෞᝲίᵕᵑᵌᵔΫόὸ
ḵᵦᵏᵐ࠰ൔᵔΫόถ

ᆝཋሁҾ૰̖ỉ᭗ᬸ
ݱᰳẆểạờỨẮẲẆٻᝃẆ
ᆝཋӕࡽႻئᵑ῍ᵓ̿
ᵈ৲ೞỉ්λ

ᗡὉኺฎ

Ҿ̖ỉ᭗ᬸ
ᵵᵲᵧҾ̖Ⴛئ
᭗ᬸᵏᵒᵎ ᵍῷ
ᵈ৲ೞỉ්λ

ᙌᡯὉᝤ٥̖ỉɥଞ
Ҿ૰̖ỉ᭗ᬸ
Ҿ̖᭗ᬸỆợỦ
ᙌᡯὉᡛὉѼᘺ̖ỉɥଞ

ɭမႎễɧඞ

ὉἼὊἰὅἉἹἕἁẆᗡүೞ
ὉɭမෞᝲỉϬảᡂỚẆ
Ὁᜂٳỉᵥᵢᵮถݲ

ồỉܤμὉ࣎ܤ
ᵠᵱᵣẆႻഏẫᘙᅆͬᘺ
ᚸᘮܹ

ෙٳỂỊСࡇỉࢍ҄
ݣؾሊὉᵡᵭᵐЪถ
ჽˊஆỺἽἀὊ
ἢỶỼỺἑἠὊἽỉفင

૰ငಅ

ἚἾὊἇἥἼἘỵὉᵦᵟᵡᵡᵮ
፯Ѧ҄

အငҾ૰ỉज़௨ᘮܹ
ཅෙዪཞᏯၐẆ
ӝ។၃ẆᝊἅἾἻẆ
ᯓỶὅἧἽỺὅἈ

ỉܤμࣱ

3

本書作成の狙いと読み方

■『連携』などによる新たなビジネスの構築とそれに伴う課題
地域における農林水産業、食品産業の新たな

況です。また、新たな商品を開発しても販路が

取組が進められる中、農商工や異業種など、こ

ない、売れない、継続的に必要な原料が確保で

れまでのフードチェーンにない新たな事業者間

きない、新たなビジネスを維持・継続するため

での連携、産学官などイノベーション（技術革

の資金がないなど、多くの問題が発生する場面

新）の創出を目的とした連携、6 次産業化など

も見られます。

既存の生産者が自ら加工・販売などに取組む、

これらの課題や問題点も踏まえ、現在、国や

もしくはこれらを行う事業者との連携、さらに

県などを中心に、商品開発や販路確保、ビジネ

は、異業種の農業参入など、近年、さまざまな

スマッチング、さらには連携や提携、参入をア

ビジネスモデルが構築されようとしています。

ドバイスするための人材の配置など、多くの支

しかしながら、これらの取組は、『連携』や

援事業が展開されていますが、課題解決のため

『提携』
、
『参入』など、各事業体におけるビジ

に進めなければならない案件の多さ、複雑さに

ネスの新たな手法を必要とすることから、連携

加え、人材を配置したものの、どのように課題

における相互利益の確保、相互のビジネスに対

を解決するべきかわからないなど、更なる二次

する理解の欠如、知的財産権や所有権等の移動

的な課題も見られる状況です。

など、事業化にあたり多くの課題が見られる状

我が国の農林水産業や食品産業における新たなビジネスモデル
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■今、考えなければならないこと
地域の魅力的な原材料を利活用し、農林水産

するのか（もしくは何ができるのか）など、地

業と食品産業の連携を中心に、新たなビジネス

域の枠組における戦略的な検討が求められま

モデルを構築する場合、地域が持つ可能性（地

す。

域ポテンシャル）をどのように活用し、地域と

現在、地域では、戦略展開に関する種々の検

して、どのような戦略を講じてゆくべきかとい

討が行われていますが、そのために議論しなけ

う点について、整理して考える必要があります。

ればならない課題の範囲は広く、また各セク

特に、販売力のある商品を開発し、消費者に

ター（業種・業態、組織・機関）における各々

伝えて行くためには、
「なぜその原料が使われ

の役割分担の整理など、全てを短時間に解決す

たのか」、
「なぜその商品が開発されたのか」
「ど
、

ることは困難な状況です。

のような消費者に販売したいのか」、「そのため

国や都道府県においても、そのための戦略や

の販路はどこか」、「消費者にはどのような方法

ビジョンを策定していますが、どのような順序

で伝えるのか」など、地域ポテンシャルと商品

で誰が何を行うのかといった整理においては、

のストーリー性の確保、地域において誰が何を

具体策がなかなか見出せない状況です。

■本書の狙いと読み方
本書では、このような状況を踏まえ、国内各

ものではありません。あくまで、ＷＧメンバー

地で進められている食や農をテーマとした新た

の自由な発想から導き出された課題解決のため

な取組に対して、地域ポテンシャルを理解し、

の提案としてお読みください。

地域の価値を再認識していただくため、秋田地
域連携推進戦略構想書策定ワーキンググループ

本書に書かれた内容をもとに、
「私はこう考

（ＷＧ）を設置し、次ページの図に示した論点

える」
、「私ならこういったことができる」
、さ

での議論を進め、
「今、秋田県で何をするべきか」

らには、「もっと具体的な戦略を構築しよう」

という視点での戦略検討を行いました。

など、みなさんが、地域の取組を進めるための

議論の結果は、現在、国や県が進める政策を

『気づき』として活用され、自らが地域のため

踏まえ、できる限り「秋田固有の問題」として

に行動し、これからみなさんが実施される秋田

フォーカスをしぼり、農林水産業や食品産業の

県のための活動に資することを狙いとしていま

連携等において、
「秋田ならでは」といった戦

す。

略提案を行っています。
なお、本書は、現在の我が国における農林水
産業や食品産業の連携に関連する現状を俯瞰的
に捉え、その上で、現在の秋田県における課題
と戦略視点についてＷＧメンバー等で自由な議
論のもと検討を行っています。
このため、本書の第４章に記した戦略提案に
ついては、特に秋田県の施策等をフォローする

5

本書作成の狙いと読み方

■戦略構想書の項目と作成までの検討プロセス

◇秋田のマクロ的な概況を理解するために

第１章 統計等で見る秋田県の現状

・・・・・・・・・・・ P7

秋田県の生産、製造、商業・観光、行政施策等について、
俯瞰的、客観的な視点から整理を行った。

◇主観的な秋田イメージの「見える化」と、農林水産業と
食品産業との連携推進における課題の分析

第２章 食農連携推進の課題分析

・・・・・・・・・・ P27

秋田県の地域ポテンシャルの抽出・整理を行うとともに、秋
田県を取巻く外部環境等との分析から、地域が進めるべき
戦略視点を、５項目（８テーマ）に絞り整理を行った。

◇課題解決の参考事例と秋田の価値の再認識として

第３章 連携推進のポイントと課題の克服

・・・・・・・・・・ P39

戦略視点のポイントとなる５項目８テーマに対し、地域内の
参考となる情報収集を行った。また、
「秋田ならでは」といっ
た観点で、さらに参考となる情報についても掲載した。

◇秋田として、今、何をするべきか

第４章 今後のストーリー展開（戦略提案）
第１章〜第３章までの内容を総括し、今、もしくは、これから
の秋田県に必要な６つの戦略提案を行った。
１.「あるもの探し」と「あるもの磨き」
（価値の再発見と付加価値形成）
２. 市場の分析力と地域の連携力を駆使して新たなマーケットを目指す
３. 生産と製造に関わる技術の利活用
４. 観光との融合による地域ブランド力の向上
５. 情報ネットワーク構築とファシリテートセクションの重要性
６. 最重要課題は「つなぎ役」、コーディネーターの育成

6

・・・・・・・・・・ P47

Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

地 域 連 携 に よ る 食 品 産 業 の 推 進 に 向 け て

ቼᴮቛ
ፋኄȺɞᇻႎᅇɁး

第１章 統計等で見る秋田県の現状

秋田県の生産・製造、商業・観光
○秋田県の生産や食品製造およびその地域内需要先となる商
業、さらには県外からの入込客（流入需要）等について、統
計資料をもとに県全体の現状を客観的かつマクロ的に把握。

秋田県の関連施策など
○地域の生産や食品製造に関連した基幹施策の概要を整理する
ことで、地域の取組や活動が行政においてどのように戦略展
開されているかについて把握。

第２章 食農連携推進の課題分析へ

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅰ

１.秋田県の生産

ᣁഈᅇȻɢɟɞᇻႎᅇǿᣁഈႇҋᭊɥɒɞȻпّᴮᴳͱǾّႇֿȾԬɔ
ɞʁɱɬɂᴯ® ᴳᴢȺȬǿᣁഈႆႇɁԡୣ͏˨ɥዢȟԬɔȹȗɑȬǿ

ǽࢲ ²° ࢳɁᇻႎᅇɁᣁഈǾႤႇഈǾ෩ႇഈǾ

± ͱɁༀᅇ ¸®¶ᴢȾߦȪǾᇻႎᅇȟ µ®·ᴢȻ

ഈɁႆႇᭊɂ ²¬°±± ИяȺпّ ²² ͱǾّႇ

ႆႇᩌȺɁዢɁऐȨȟɜɟɑȬǿ

ֿɁႆႇȾԬɔɞʁɱɬɂ ±®¹ᴢȻȽȶȹȗɑ

ǽዢ͏۶ɁᣁഈȺɂǾ
ᕗȟ ²·¸ Ия ¨±³®¸ᴢ ©Ǿ

Ȭǿ

ȟ ¸´ Ия ¨´®²ᴢ © ȽȼǾകɀпّᄑȾɒ

ǽ ᣁ ഈ ႇ ҋ ᭊ Ɂ п ّ ᬲ ͱ ɂ ±¶ ͱ Ⱥ ʁ ɱ ɬ Ɂ

ȹ˹ͱȾႡɑȶȹȝɝǾዢȾ۾ȠȢΗސȪȲႆ

²®¶ ᴢǾ  ഈ ɂ · ͱ ¨ ʁ ɱ ɬ ³®¹ ᴢ © Ȼ Ƚ ȶ ȹ

ႇഫᣲȻțɑȬǿǽ

ȗɑȬȟǾႤႇɂ ³° ͱ ¨ ʁɱɬ ±®±ᴢ ©Ǿ෩ႇ

ǽႤႇɂႆႇᭊ ³°² ИяȺᅇႆႇֿɁ ±µ®°ᴢ

³· ͱ ¨ ʁɱɬ °®³ᴢ © ȻǾᣁഈǾഈ͏۶ɂп

ɥԬɔǾпّʁɱɬɂ ±®±ᴢȺ ³° ͱȻȽȶȹ

ّᄑȾȹͲȗҾնȾȽȶȹȗɑȬǿ

ȗɑȬǿ࿈ǾᲇȻᢎȬɞȻ៍ȟ ±µ° ИяȺͅ

ǽֿᄻҝȺɞȻǾዢȟ ±¬°¹² ИяȺпّቼ ³

Ɂς͏˨ɁൌȺȬȟǾ៍Ɂႆႇቼ ± ͱȺȕɞ

ͱǾᅇႆႇֿпͶɁഫҾնȺɕ µ´®³ᴢȻԡୣ

ᲩзࡀᅇȻᢎȬɞȻǾႆႇൌɂ ±¯µ ሌ࣊Ȼ

͏˨ɥԬɔɞȻȻɕȾǾпّʁɱɬɥȹɕቼ

ȽȶȹȗɑȬǿ

秋田県の生産の概況（農業産出額、水産・林業生産額ベース）

農業産出額
漁業生産額
林業生産額
合 計
農業産出額
米
穀類・豆類
野 菜
果 実
花 き
その他農業
畜産業産出額
肉牛・乳牛
豚
鶏
その他畜産
加工農産物
栽培きのこ類
水産業
漁業
養殖
林業

全国合計
産出額
生産額
(a)
( 億円 )
106,374
58,796
19,312
3,781
21,105
7,410
3,656
3,533
27,108
12,842
5,837
7,930
499
606
2,240
15,416
11,245
4,173
2,209

秋田県
産出額
生産額
( 億円 )
2,011
1,546
1,092
32
278
84
27
32
302
86
150
63
3
1
41
43
43
0
78

順位

22 位
16 位
3位
21 位
26 位
28 位
39 位
23 位
30 位
32 位
13 位
31 位
19 位
31 位
17 位
37 位
35 位
34 位
7位

生産品の
構成割合
100.0%
76.9%
54.3%
1.6%
13.8%
4.2%
1.3%
1.6%
15.0%
4.3%
7.5%
3.1%
0.1%
0.0%
2.0%
2.1%
2.1%
0.0%
3.9%

全国第１位
産品の
国産品
シェア (b)
(b/a)
1.9%
2.6%
5.7%
0.8%
1.3%
1.1%
0.7%
0.9%
1.1%
0.7%
2.6%
0.8%
0.6%
0.2%
1.8%
0.3%
0.4%
0.0%
3.5%

都道府県

金額

北海道
北海道
新潟県
北海道
北海道
青森県
愛知県
北海道
北海道
北海道
鹿児島県
鹿児島県
北海道
静岡県
長野県
北海道
北海道
愛媛県
北海道

( 億円 )
13,733
5,194
1,669
1,438
1,786
671
607
519
5,057
4,089
739
762
283
148
476
2,958
2,620
652
420

全国平均
国産品
シェア (c)
(c/a)
12.9%
8.8%
8.6%
38.0%
8.5%
9.1%
16.6%
14.7%
18.7%
31.8%
12.7%
9.6%
56.7%
24.4%
21.3%
19.2%
23.3%
15.6%
19.0%

( 億円 )
2,263
1,251
411
80
449
449
78
75
577
273
124
169
11
13
48
395
288
119
46

農林水産省：生産農業所得統計（平成 20 年データ）
農林水産省：漁業・養殖業生産統計（平成 20 年データ）
農林水産省：生産林業所得統計（平成 20 年データ）
注）その他農業は工業農作物、種苗・苗木類。その他畜産は養蚕含む。水産は、捕鯨、内水面漁業は含んでいない。林業には「栽培きのこ類」は含んでいない。
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Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

ǽዢǾ៍͏۶Ɂ˿ᛵႆႇ៵ᄻȺɂǾɝɦȧȟ µ¸

■農業産出額上位 10 品目

ИяǾඒȗȺǾᐼႊ࿈ µ² ИяǾᲇԶ ´· ИяǾ

（単位：億円）

１位

米

1,092 ６位

２位

豚

３位

ᢎȬɞȻȾ ±¯·° ሌ࣊ȺȬǿᅇႆႇֿпͶȾ
ԬɔɞҾնɂ ²®±ᴢǾпّʁɱɬȺɕ °®³ᴢȻ

ႆ̓ ³± ИяȻȽȶȹȝɝǾႤႇɁֿᄻȟ˨ͱ
ɥԬɔȹȗɑȬǿ
ǽ෩ႇɂႆႇᭊ ´³ ИяǾቼᴮͱɁԈᤍȻ

ࢠȾߴȨȽൌȻȽȶȹȗɑȬǿ

生乳

31

150 ７位

トマト

28

りんご

58 ８位

すいか

27

４位

肉用牛

52 ９位

葉たばこ

25

５位

鶏卵

47 10 位

ねぎ

22

資料：秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」

ǽഈɂႆႇᭊ ·¸ ИяᴥͯȪǾڗȠɁȦ᭒
ɂҝ˨ᴦȺпّʁɱɬɁ ³®µᴢǾࠞᩖɁ۹
ȗᇻႎᅇɥ࿑ौȸȤɞɕɁȻȽȶȹȗɑȬǿ

●もっと詳しく●
米

ᇻႎᅇɁႆႇɥୈțɞዢǿ
ȈȕȠȲȦɑȴȉɥ˿ӌȻ
Ȫȹͽ͇ȤɁࣄڜȨɂȕɞɕɁɁǾࢲ ±¶ ࢳ͏᪃Ι
ಐɂᔍȟፖȗȹȗɑȬǿ

ǽᇻႎᅇɁႆႇɁ˿ᛵɥԬɔɞዢɁͽ͇ᬂሥɁ

ǽ៧ۨᬂɥɞȻǾࢲ ±¶ ࢳɁํᣮɁᒲႏԇ

ሉɂǾࢲ ±² ࢳ͏᪃Ǿ¹ ˥ èá ɥᠯțɞ෩ໄ

ɥہȾоఠΙಐɁ˩᪃ϿտȟᕻȻȽȶȹȝ

ɥ፟ધȪȹȠɑȪȲȟǾࢲ ²° ࢳȞɜ ¹ ˥ èá

ɝǾȕȠȲȦɑȴȺɂǾࢲ ±µ ࢳɥʞ˂ɹȻ

ɥҾɝᣅɓมȟɜɟɑȬǿ˿ᛵֿሗɂȈȕ

Ȫȹࢲ ²± ࢳȾɂߦ È±µ ࢳȺጙ ·µᴢɑȺ

ȠȲȦɑȴȉȺǾകɀ ¸°ᴢ͏˨Ɂᯚȗ෩ໄɥ፟

ᕶȴᣅɦȺȗɑȬǿȽȝǾࢲ ²± ࢳɁͽ͇Ȥ

ધȪȹȗɑȬǿ

ᬂሥɂ ¸¹¬·°°èáᴥҰࢳ «·°°èáᴦǾՖሮᦀɂ
µ°¸¬¶°° ʒʽᴥҰࢳǬ ²·¬²°° ʒʽᴦǾԨՖɂ
µ¶· ˛ȻȽȶȹȗɑȬǿ

秋田県の米の作付面積推移と品種の割合及び各品種の入札価格
作付面積
(ha)

作付け品種の割合
あきた
こまち

ひとめぼれ

めんこいな

入札価格
( 単位：円 /60kg)
その他

あきた
こまち

ひとめぼれ

めんこいな

H12

95,600

83.4%

7.8%

0.9%

7.9%

15,977

15,135

-

H13

92,200

81.6%

7.7%

4.2%

6.5%

16,686

15,456

-

H14

92,100

80.6%

7.0%

6.7%

5.7%

16,248

14,982

18,783

H15

90,400

81.4%

7.1%

7.0%

4.5%

20,788

19,444

18,240

H16

93,700

85.0%

7.8%

4.1%

3.1%

15,646

-

-

H17

94,600

87.3%

7.5%

2.9%

2.3%

14,943

13,979

13,530

H18

94,100

87.7%

7.4%

2.5%

2.4%

14,584

13,949

-

H19

94,100

86.7%

8.7%

2.9%

1.7%

13,627

-

-

H20

89,000

84.0%

9.8%

4.5%

1.7%

14,800

-

-

H21

89,700

81.2%

10.2%

6.5%

2.1%

14,500

-

-

資料：
「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」付属統計資料を一部加工
引用データ ： 秋田県農政事務所、東北農政局公表資料、入札価格は全国穀物取引・価格形成センター資料
作付け品目の「その他」は、ササニシキ、デワヒカリ（H16 まで）、キヨニシキ (H15 まで ) など
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1-１.秋田県の生産

野菜・果実

٥ڒȧȻȾ࿑ौȕɞᕗൗɥႆႇǿ
ߴൌȽȟɜǾɀȡǾɬʃʛʳɶʃǾțȳɑɔȟۄӏ
ȪȹȗɑȬǿ

ǽࢲ ²° ࢳ࣊ɁᕗпͶɁͽ͇ᬂሥᴥɃɟȗ

■野菜・果樹における県内の主な１億円以上の産地

ȪɚֆɓǾȞɦȪɚȢᴦɂ ¹¬µ¶°èá ȻȽȶ

品目

ＪＡ名

ȹȝɝǾҰࢳȾɌ ±¶°èá ۄӏȪɑȪȲǿ

ねぎ

あきた白神

ǽʒʨʒǾȬȗȞȽȼǾ
ȈᇻႎɁȉȻȽɞʫ

アスパラガス

秋田やまもと、秋田しんせい、
秋田おばこ、秋田ふるさと

ほうれんそう

秋田おばこ

トマト

かづの、秋田おばこ、秋田ふるさと、
こまち

メロン

秋田みなみ、秋田やまもと

きゅうり

かづの、秋田ふるさと、こまち

すいか

おものがわ、秋田ふるさと、こまち、
うご

えだまめ

秋田おばこ、秋田ふるさと、
こまち

みょうが

あきた白神

山うど

あきた白神

とんぶり

あきた北

ミニトマト

秋田しんせい

ʂʭ˂ֿᄻɁșȴǾɀȡǾɬʃʛʳǾțȳɑɔ
ɂᣋࢳۄӏϿտȾȕɝɑȬǿɑȲǾȰɁͅɁ
ᕗȺɂǾࠞșȼȽȼ٥ڒ࿑ႇᕗɁႇ٥ԇȟ
ɦȺȗɑȬǿ
ǽஃᜫᕗᴧȾȷȗȹɂǾႇ٥છ۾ȟɦȺȝɝǾ
࿑ȾɎșɟɦȰșɂǾᅇԧȞɜ˹܄ɋȻࢿ
ȟɝɥȮȹȗɑȬǿɑȲǾɬʃʛʳɶʃᴥ
ᴦǾࠞșȼȽȼȺஃᜫԇȟɒ֚ࢳҋᔸͶҤȟ
ȗȷȷȕɝɑȬǿ
ᴧ

ǽ٥ᕗ ȾȷȗȹɂǾɬʃʛʳɶʃᴥᩋఙȼ
ɝᴦ
ǾɀȡǾțȳɑɔǾȬȗȞኄɁႇ٥ढȟ
ɦȺȗɑȬǿ

資料：秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」

■主要野菜の作付面積の推移

ǽᅇюɁ ± Ия͏˨Ɂႇ٥ɂǾ±² ֿᄻ࣫Ɍ ²¶

（単位：ha）

トマト

すいか

ねぎ

ｱｽﾊﾟﾗ

えだまめ

H15

336

615

460

463

792

ȟɝȟȕɞȠɘșɝǾʒʨʒǾɬʃʛʳɶʃǾ

H16

331

590

468

476

886

ᅇԈɂɒɚșȟǾɀȡǾȻɦɉɝǾࠞșȼǾ

H17

322

574

456

471

876

ɗɑɁȗɕǾ˹܄ɂʫʷʽǾʩʕʒʨʒȟǾ

H18

309

544

447

484

874

ᅇԧȾɂ˿ӌɁȬȗȞɁͅǾțȳɑɔǾɎș

H19

296

536

452

489

893

H20

286

529

466

479

969

ႇ٥ȻȽȶȹȗɑȬǿֿᄻҝȺɂǾпᅇᄑȾࢿ

ɟɦȰșȟȕɝɑȬǿ

資料：東北農政局「第 56 次秋田農林水産統計年報」

ǽࢲ ²° ࢳɁͽ͇ᬂሥɂ ³¬°¹°èá ȺҰࢳ
ȾɌ ´°èá ນߵȪɑȪȲǿᇻႎᅇൗɁ˿Ͷ

■主要野菜の作付面積の推移（H15〜H20）と樹種別作付割合（H20）
（単位：ha）
りんご

なし

ぶどう

H15

2,050

256

265

ጽ؆ɁާްԇɥᄻȪȹǾɝɦȧȾɕɕɗȝș

H16

1,990

250

261

ȻșɥጸɒնɢȮɞൗሗᛓնȟۄӏȪȹȗɑȬǿ

H17

1,890

241

248

ɂǾɝɦȧǾȽȪǾɉȼșȺȬȟǾᣋࢳǾൗ

ऀႊᴷᣁ෩ႇഈՒɆᣁࠞഈȾᩜȬɞࢳඒ ֖ڨÈ²± ˢӏࡾ

* 施設野菜と露地野菜とは
施設野菜とは、ガラス室やビニールハウス等の構造物内で栽
培した野菜をいいます。これに対して、露地野菜とは、生育
期間のほとんどを自然環境下で栽培した野菜をいいます。

H18

1,820

235

239

H19

1,780

226

226

H20

1,750

221

樹種別 ふじ (1,084) 幸水 (131)
その他 (666) 豊水 (51)
その他 (39)

217
ｷｬﾝﾍﾞﾙｱｰﾘｰ
(69)
その他 (148）

資料：東北農政局「第 56 次秋田農林水産統計年報」
秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」
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Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

●もっと詳しく●

畜産

ᤈՍୣࢳǾઆȗਖ਼ɁນߵȟፖȢႤႇǿ
ᭀୣˁᏹୣɕນߵȟፖȗȹȠɑȪȲȟǾ± ੑȕȲɝȺ
ɞȻߵȪȸȷȺȬȟႆႇൌɁછ۾ȟɜɟɑȬǿ

ǽ̓ႊ࿈ȾȷȗȹɂǾ̓ΙɁͲᣘɗऻፕᐐᆬί

■牛の飼養状況の推移

ᫍȽȼȾɛɝǾ᭮᭴ᭀୣɂࢳȁນߵȪȹȠɑȪ

乳用牛

ȲȟǾࢲ ²± ࢳɁ᭮᭴ᭀୣɂҰࢳߦ ¹¶ᴢɁ

（単位：戸 , 千頭）
肉用牛

戸数

頭数

頭数
/戸

頭数

頭数
/戸

H16

197

7.20

36.5 1,760 22.6

12.8

H17

193

7.13

36.9 1,640 22.2

13.5

ǽᐼႊ࿈ȾȷȗȹɂǾ᭮᭴ᣁɁᯚᳮԇɗऻፕ

H18

188

7.22

38.4 1,580 21.6

13.7

ᐐ˪ᠴȾᠭىȬɞߴൌᣁɁጽ؆ᫌᑱኄȾɛ

H19

176

6.83

38.8 1,550 21.5

13.9

ɝǾࢲ ² ࢳ͏᪃Ǿ᭮᭴ᭀୣɁນߵȟፖȗȹȗ

H20

170

6.57

38.6 1,440 21.9

15.2

ɑȪȲȟǾᣋࢳɂ˩ȥඨɑɝɁϿտȟɜɟȹ

H21

163

6.29

37.4 1,400 21.5

15.3

¶¬²¹° ᭀȻॊນϿտȺȪȲǿ

ȗɑȬǿࢲ ²± ࢳɁ᭮᭴ᭀୣɂҰࢳߦ ¹¸ᴢ
Ɂ ²±¬µ°° ᭀȻɃȗȺሉȪȹȗɑȬǿ

戸数

資料：秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」

■豚、採卵鶏の飼養状況の推移
（単位：戸 , 千頭・千羽）
豚
戸数

ǽ᭴៍ɂǾၥץہᭉɗ᭮᭴ᣁɁᯚᳮԇՒɆऻ

頭数

採卵鶏
頭数
/戸

戸数

羽数

羽数
/戸

ፕᐐ˪ᠴኄȞɜǾ᭮᭴ੑୣɂນߵϿտȺሉȪ

H16

195

243.7 1,250

38

1,888

49.9

ȹȠȹȗɑȪȲȟǾࢲ ²± ࢳɁ᭮᭴ᭀୣɂҰ

H18

168

229.1 1,364

35

1,567

44.8

ࢳߦҰࢳߦ ²°ᴢɁ ²··¬µ°° ᭀȻۄӏȪǾ

H19

159

236.9 1,490

28

1,718

61.4

H20

140

230.8 1,649

28

1,976

70.6

H21

140

277.5 1,982

28

1,993

71.2

ᴮੑछȲɝ᭮᭴ൌɂછ۾ȪȹȗɑȬǿ

資料：秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」

水産

ʙʉʙʉ͏۶ɂߵᦀɁ෩ႇഈǾȲȳȪֿሗɂៈߋȺ
±°° ሗ͏˨ȺȬȟǾပᦀȟߵᦀȺȕɞȲɔǾᅇ۶Ɂ
۾ႇ٥ȾΙಐȟࡿծȨɟɗȬȗȦȻȟᝥᭉȺȬǿ

ǽᇻႎᅇɁပᦀɂпͶȺ ¹¬µ·´ ʒʽǾပᦀ

■主要水産物の漁獲量の推移

Ɂ۹ȗ˨ͱ µ ᰇሗɂǾʙʉʙʉȟ ²¬¹³¸ ʒʽ

ハタハタ ホッケ マアジ

（単位：トン）
カニ

マダラ

1,008

348

ȺǾҰࢳȾɌ ±¬²¸µ ʒʽᴥҰࢳ ±··¥ᴦۄ

H15

ӏȪȹȝɝǾࢲ ±³ ࢳ͏఼ǾပᦀɁቼ ± ͱ

H16

3,258

482

774

725

412

ɥ፟ધȪȹȗɑȬǿඒȗȺǾʥʍɻȟ ¸±¸ ʒʽ

H17

2,402

392

903

534

684

H18

2,625

334

516

813

559

H19

1,653

498

682

715

998

H20

2,938

818

760

698

649

ᴥ Ұࢳ ± ¶ ´ ¥ ᴦǾʨɬʂȟ · ¶ ° ʒʽᴥ պ
±±±¥ᴦǾɵʕ᭒ȟ ¶¹¸ ʒʽᴥպ ¹·¥ᴦǾʨʊ
ʳȟ ¶´¹ ʒʽ ¨ պ ¶µ¥© ȻȽɝǾȦɟɜ µ ᰇሗ

2,969

789

495

資料：東北農政局「第 56 次秋田農林水産統計年報」

Ⱥ፱ပᦀɁ ´¹¥ ɥԬɔȹȗɑȬǿ
ǽᇻႎᅇȺ෩૯ȥȨɟɞᰇ̿᭒ɂ ±°° ሗɥᠰț
ȹȗɑȬȟǾʙʉʙʉ͏۶ɂߵᦀȺǾᅇ۶۾ႇ
٥ɁပᦀȾɛɝΙಐȟࡿծȨɟɞɎȞǾᛓୣ
ɁࢍکɥጽႏȪȲํᣮȾɛȶȹႇ٥Ιಐɂఞብ
Ɂ ´ ґɁ ± ሌ࣊ȻȽȶȹȗɑȬǿ

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業

11

Ⅰ

２.秋田県の食品製造

᭥ֿᛏᣲഈɂᑧऍȺᛏᣲֿҋᔸᭊǾ͇ӏΙϏᭊȻɕпّᴱᴱͱǿّюɁʁɱ
ɬɂᴭ® ᴱᴢȾȻȼɑɝɑȬǿຏᥕɂпّɁʁɱɬᴰ® ᴯᴢ ¨ пّ µ ͱ © ɥ
ᆬίȪȹȗɑȬȟǾᔍȟፖȗȹȗɑȬǿ

ǽࢲ ²° ࢳɁᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲഈᴥ᭮୳ǾȲ

ႎᅇɁຏᥕႇഈȟّюɁᛏᣲֿҋᔸᭊʁɱɬȟ

ɃȦኄֆɓᴦɁᛏᣲֿҋᔸᭊኄᴥ͏˩Ȉᛏᣲֿ

³®²ᴢȻǾͅɁᩌȾɌᯚȗȦȻȟ࿑ौȻȪȹ

ҋᔸᭊȉȻႩȬᴦɂ ±¬²´· ИяȺпّ ´´ ͱǾ

ȕȥɜɟɑȬǿ

ّႇֿɁᛏᣲֿҋᔸᭊ ³´ Ю ¸¬µ³± ИяȾԬɔ

ǽࢲ ²° ࢳɁ͇ӏΙϏᭊኄᴥ͏˩Ȉ͇ӏΙϏᭊȉ

ɞᇻႎᅇɁʁɱɬɂ °®´ᴢȻȽȶȹȗɑȬǿ᥆

ȻႩȬᴦɂ ´¶¹ ИяȺǾᛏᣲֿҋᔸᭊȻպറȾ

ᤍࣈᅇҝɁ͇ӏΙϏᭊᴮͱȺȕɞࠥᅇ ² Ю

пّ ´´ ͱȺͲͱȻȽȶȹȗɑȬǿˢǾᛏᣲ

²¬¹´¸ ИяȻᢎȬɞȻǾႇഈൌɂȝɛȰ

ֿҋᔸᭊȾԬɔɞ͇ӏΙϏᭊɁҾնᴥ͇ӏΙϏ

±¯²° ሌ࣊ȻȽɝɑȬǿ

လᴦɂ ³·®¶ᴢ ¨´¶¹ Ия ¯±¬²´· Ия ©Ǿпّ

ǽዢɥ˹॑ȻȪȲႆႇ٥ڒȺȕɞᇻႎᅇȺɂǾ

նɁ ³³®°ᴢ ¨±±®µ Юя ¯³´®¹ Юя © ɛɝᔌ

ᛏᣲᩌɁऍȨȟᕻȺȕɝǾᛏᣲᩌɥഫ

ࢱᯚȗมȟɜɟɑȬǿ

ȬɞյഈሗȺɕʁɱɬɂ ±ᴢఝȺͲͱȻȽȶ

ǽᇻႎᅇȾȝȤɞ͇ӏΙϏᭊɁഫҾնɥɞ

ȹȗɑȬǿ

ȻǾ ɔ ɦˁ ʛ ʽˁ ᕔ  ފ᭒ ȟ ఊ ɕ ᯚ Ȣ ²·®¹ ᴢǾ

ǽᇻႎᅇȾȝȤɞᛏᣲֿҋᔸᭊɁഫҾնɥ

ȷ ȗ ȺǾ Ȱ Ɂ ͅ Ɂ ᭥ ୳ ֿ ȟ ²°®± ᴢǾ ຏ ᥕ ȟ

ɞȻǾႤႇ᭥୳ֿȟఊɕᯚȢ ²°®¹ᴢɥԬɔȹȗ

±´®¸ᴢȻፖȠɑȬǿȽȝǾᛏᣲֿҋᔸᭊɁҾն

ɑȬǿȷȗȺǾɔɦˁʛʽˁᕔފ᭒ȟ ±¹®·ᴢǾ

ȟఊɕᯚȗႤႇ᭥୳ֿɂǾຏᥕȾȷȗȺ ´ ႭᄻǾ

ȰɁͅɁ᭥୳ֿȟ ±¸®²ᴢǾຏᥕȟ ±²®µᴢȻፖ

͇ӏΙϏလɂͅɁֿᄻȾɌͲȢ ±¸®³ᴢȻȽȶ

ȠɑȬǿᥕȼȦɠᇻႎȾ͍᚜ȨɟɞɛșȾǾᇻ

ȹȗɑȬǿ

秋田県の食品製造の概況（製造出荷額等、付加価値額等）
製造品出荷額等

付加価値額等

製造出荷 製造品
全国合計 秋田県
額の構成 出荷額
( 億円 ) ( 億円 )
シェア
割合
合計

0.4%

115,026

52,693

261

20.9%

0.5%

12,923

48

水産食料品

33,978

34

2.7%

0.1%

10,598

精穀・製粉

14,112

84

6.8%

0.6%

2,585

めん・パン・菓子類

54,897

245

19.7%

0.4%

7,971

52

4.2%

0.7%

砂糖・油脂・調味料類

34,485

54

4.4%

その他の食料品

51,580

227

4,823

156

31,119

x

-

その他の飲料

25,766

13

1.0%

飼料・有機質肥料

13,943

x

-

たばこ

23,164

x

-

畜産食料品

農産保存食料品

清酒
その他の酒類

348,531

1,247 100.0%

全国
( 億円 )

469 100.0%

全国

秋田県

0.4%

33.0%

37.6%

10.2%

0.4%

24.5%

18.3%

16

3.3%

0.1%

31.2%

45.7%

20

4.2%

0.8%

18.3%

23.3%

25,990

131

27.9%

0.5%

47.3%

53.4%

2,968

21

4.5%

0.7%

37.2%

40.4%

0.2%

12,045

28

6.0%

0.2%

34.9%

51.8%

18.2%

0.4%

20,014

94

20.1%

0.5%

38.8%

41.6%

12.5%

3.2%

2,329

70

14.8%

3.0%

48.3%

44.7%

-

9,323

x

-

-

30.0%

-

0.0%

9,970

8

1.7%

0.1%

38.7%

63.9%

-

1,982

x

-

-

14.2%

-

-

4,300

x

-

-

18.6%

-

平成 20 年工業統計表「産業中分類別及び産業細分類別統計表（都道府県別表）」（従業員 4 人以上）を一部加工
付加価値額のうち従業者 29 人以下は粗付加価値額で算出
※製造品出荷額等及び付加価値額等の第１位は静岡県（出荷額 22,948 億円、付加価値額 7,914 億円）
※秋田県は製造品出荷額等及び付加価値額等とも全国 44 位
※秋田県の部門別数値は、未確認「x」が含まれるため、各部門と合計の数値とは一致しない。
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付加価値率

付加価値 付加
秋田県
額の構成 価値額
( 億円 )
シェア
割合

Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

（単位：億円）

1,600

1,411

1,439

405

393

1,400
1,200

全製造業の製造出荷額
製造出荷額に占める割合

（単位：億円）

食料品
1,264

飲料・たばこ・飼料等

1,184

277

266

1,000

1,204
245

1,247

18,000

10.8%

12.0%

10.3%
9.0%

16,000

235

10.0%
7.5%

7.2%

8.0%
8.0%

14,000

800
600

1,006

400

1,046

12,000

987

918

959

1,011
10,000

13,014

14,008 14,026

15,856

16,615

6.0%
15,558

2.0%

200
0

8,000

H 15

H 16

H 17

H 18

H 19

H 20

工業統計表「産業中分類別及び産業細分類別統計表（都道府
県別表）」（従業員4人以上）を一部加工

秋田県の食品製造出荷額の推移

4.0%

H15

H16

H17

H18

H19

H20

0.0%

工業統計表「産業中分類別及び産業細分類別統計表（都道府
県別表）」（従業員4人以上）を一部加工
注）割合は、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料等の合計

食料品製造業等の全製造品出荷額に占める割合

ᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲഈɁൌɂߴȨȢǾ̜ഈᐐɂߴൌˁጯȟԡୣ͏
˨ɥԬɔȹȗɑȬǿ
ǽᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲҋᔸᭊᴥ᭬୳ǾȲɃȦǾ᭮

Ɂ᭥ֿᛏᣲഈɁҋᔸᭊɂпّ ´´ ͱǾూԈ ¶ ᅇ

୳ኄᛏᣲֆɓᴦɂǾࢲ ±¶ ࢳɁ ±¬´³¹ ИяȞ

Ɂ˹ȺᢎȪȲکնȺɕǾൌɁߴȨȨȟᕻ

ɜࢲ ±¹ ࢳȾɂ ±¬²°´ Ияᴥߦࢲ ±¶ ࢳ

ȻȽȶȹȝɝǾూԈȺɕȶȻɕᛏᣲҋᔸᭊɁ۹

¸³®·ᴢᴦɋȻǾນߵȟɜɟɑȬȟǾࢲ ²°

ȗڌᅇ ¨·¬¸³° Ия © ȾɌȝɛȰ ±¯¶ ሌ࣊

ࢳȾɂᔌࢱધȴᄽȪ ±¬²´· ИяȻȽȶȹȗɑ

ȺȬǿ

Ȭǿ

ǽࢲ ²° ࢳ࣊Ɂ̜ഈिഈᐐൌҝɁፋɥ

ǽпᛏᣲഈȾԬɔɞ᭥ֿᛏᣲഈɁҾնɂǾ˨ᜤ

ɞȻǾ¹ ̷͏˩Ɂ̜ഈȟпͶɁ µ³®°ᴢɥԬ

ɁນߵȾߦȪǾпᛏᣲഈɁᛏᣲֿҋᔸᭊȟۄӏ

ɔȹȝɝǾпّࢲ٫Ɂ ´²®³ᴢɥ۾ȠȢ˨وɝǾ

ȪȹȗȲȦȻȞɜǾࢲ ±µ ࢳɁ ±°®¸ᴢȞɜࢲ

ߴൌˁጯ̜ഈᐐȟ۹ȗȦȻȟɢȞɝɑȬǿ

 ±¹ ࢳȾɂ ·®²ᴢɑȺນߵȪɑȪȲǿࢲ ²°

ɑȲǾᤈՍ ±° ࢳɁ̜ഈୣɁᢎȺɂǾȦɁ

ࢳȾɂǾпᛏᣲഈɁҋᔸᭊນߵȻ᭥ֿᛏᣲഈɁ

ൌɁ̜ഈᐐୣɁນߵȟ۾ȠȢ ¸´ ͔ɁນߵȻ

ધȴᄽȪȞɜǾ¸®°ᴢȻᔌࢱҾնɁۄӏȟɜɟ

ȽȶȹȗɑȬǿ

ɑȬǿ

ǽˢǾ±°° ̷͏˨Ɂ̜ഈɂпͶɁ ²®·ᴢȺǾ

ǽȪȞȪȽȟɜǾаȾɕᇉȪȲȻȝɝǾᇻႎᅇ

пّࢲ٫Ɂ ·®µᴢɥ۾ȠȢ˩وɝɑȬǿ

（単位：億円 ）

食料品

7,000

飲料・たばこ・飼料等

6,138

6,000

従業者
規模

5,000
3,596

4,000
3,064

2,963

3,000

0

3,145
2,837

1,692

2,000
1,000

■従業者規模の別に見た秋田県の食料品製造事業所数

1,011

974

平成20年
全国
構成割合

工業統計表「産業中分類別及び産業細分類別統計表（都道府
県別表）」（従業員4人以上）を一部加工

東北の食料品・飲料等の出荷額（平成 20 年）

平成10年 事業所
秋田県 増減

4〜9人

42.3%

238
322
-84
（53.0%）（59.7%）

10〜29人

35.7%

159
169
-10
（35.4%）（31.4%）

30〜99人

14.5%

40
37
（8.9%） （6.8%）

3

100人〜

7.5%

12
11
（2.7%） （2.1%）

1

事業所数

33,162

1,167

451
235
4,038 4,764 7,830 3,415 5,982
1,247
秋田県 青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県

秋田県
企業数

449

539

-90

工業統計表「産業編別データ（産業中分類別の事業所数）」を一部加工

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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1-２.秋田県の食品製造
●もっと詳しく●
ᇻႎᅇɁ᭥୳ֿпͶɁᅇ᪨ՖୈᴧɂႆႇᩌȺɂʡʳʃȺȬȟǾᛏᣲ
ᩌɁʨɮʔʃȟ۾ȠȢǾᢡሉоᠯᤈȻȽȶȹȗɑȬǿ٥ڒȾȝȤɞᛏ
ᣲӌɁژᄷऐԇȟॲөȻᐎțɜɟɑȬǿ
ǽዢɥ˹॑ȻȪȲᇻႎᅇɁႆႇӌȻߴൌȽႇ

Ⱦɂʨɮʔʃ µ¸¸ ИяȻȽȶȹȗɑȬǿ

ഈഫᣲɥढȪȹȗɞᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲɁ˵ᬂ

ǽᇻႎᅇɁᅇ᪨ՖୈɥႆႇᩌǾᛏᣲᩌҝȺ

ɥǾᇻႎᅇɁᛵȾߦȬɞᦂᭊᄑȽൈɥႊȗ

ɞȻǾႆႇᩌɁʡʳʃ ·¶² ИяȾߦȪȹǾ

ȹҜȬɞȲɔǾᅇ᪨ՖୈɁျɥᚐȗɑȪȲǿ

ᛏᣲᩌȺɂʨɮʔʃ ±¬³·² ИяȻǾᛏᣲᩌ

ǽᅇюɁᛵȾߦȪȹǾᇻႎᅇɁᅇ᪨Ֆୈɂࢲ

ɁऍȨȟᄻȴɑȬǿ

 ±² ࢳɁʨɮʔʃ ´¹° ИяȞɜǾࢲ ±· ࢳ

東北 6 県の県際収支等比較
（平成12年、平成17年ベース）

■秋田県における食料品等品目別の県際収支（H17）
( 単位：百万円、％ )

(億円)

8,000
7,000

米

農業産出額
製造品出荷額等
県際収支

6,000
5,000
4,000
3,000

1,766

2,000

1,010

988

1,000

53

0
‑1,000

‑490
秋田県

青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

(億円)

8,000

〔平成17年〕

7,000
6,000
5,000

農業産出額
製造品出荷額等
県際収支

2,393

2,000
523

727

1,164

679

0
‑1,000

‑588
秋田県 青森県

岩手県

宮城県

山形県

福島県

資料：生産農業所得統計、工業統計表、産業連関表より整理
注）福島県の県際収支は、平成7年と平成12年との算出基礎が異なる
ため表中の比較対照から除外している。また、表中の数値は県
際収支のみ掲載。

99.6

83,112

3,281

0.6

-3,283

いも・豆類

2,595

32.1

1,173

野菜

22,880

41.1

2,838

果実

7,812

1.0

42
-655

その他食用作物

1,117

9.1

非食用作物

8,664

21.4

-529

畜産

22,917

68.7

6,645

農業サービス

19,491

100.0

0

育林

25,045

97.5

-578

素材

-13,022

20,952

34.4

特用林産物

1,957

62.3

3,328

海面漁業

6,557

30.9

-2,637

1,119

62.4

-299

185,514

67.5

76,180

と畜

18,307

21.7

-4,846

畜産食料品

24,328

24.7

-16,905

水産食料品

34,559

7.7

-30,788

精穀・製粉

22,941

63.4

29,964

めん・パン・菓子類

41,407

43.9

-10,477

7,741

10.5

-4,062
-11,656

農産保存食料品
砂糖・油脂・調味料類

16,312

18.8

その他の食料品

42,787

60.4

9,988

3,227

87.0

18,426

清酒
* 県際収支とは
県の生産物や製造物は、他県や海外に移輸出されるのとともに、
県内の消費は、他県や海外からの移輸入等により賄われていま
す。
県際収支とは、この移輸出額と移輸入額との差を金額で表した
ものです。

県際収支

45,107

農林水産合計

3,000

県内
調達率

麦類

内水面漁業

4,000

1,000

県内需要

〔平成12年〕

その他の酒類

27,729

9.3

-22,692

その他の飲料

35,148

1.0

-34,482

飼料・有機質肥料

15,452

2.7

-15,013

たばこ

24,718

0.0

-24,718

314,656

25.8

-137,237

食料・飲料計

資料：秋田県「農林水産業及び農山漁業に関する年次報告 H21」
出典 調査統計課、編集：農林政策課企画広報
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Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

ǽႆႇᩌɁՖୈʡʳʃɥ˩ୈțȬɞɁɂዢȺ

ǽᢡሉоᠯᤈȻȽȶȹȗɞᛏᣲᩌɂǾ̾ऻǾ

ȕɝǾՖୈɁൌɂʡʳʃ ¸³± ИяȺǾͅɁֿ

ᢡሉҋɁऐɒɥધȷႆႇᩌȻɁᣵଆȾɛɝǾ

ᄻȾɌȹሶҋȪȹȗɑȬǿȰɁͅɁֿᄻȺɕǾ

ᅇпͶȺɁ͇ӏΙϏढɥᄻȬȦȻȟ॒ᛵȺ

۹ȢȺʡʳʃȟɜɟɞɕɁɁǾጨయǾᲶ᭒Ǿ

Ȭǿ

ᬂഈȽȼɂ ±° Ия͏˨ɁʨɮʔʃȻȽȶ

ǽዢɗᕗɥͽɝᅇ۶ȾۨɞȳȤȺɂȽȢǾᅇ

ȹȗɑȬǿ

ႇֿɁ˹ȺɕӏࡾȾᤛȪȲጨయȾȷȗȹɂǾሥ

ǽᛏᣲᩌɂǾႆႇȾɌ٥ڒ۶ȞɜɁֿףɁ

ᄑȾᅇюᛏᣲഈȺӏࡾȪǾᅇ۶ȾۨȶȹəȢ

ํоȟ۹ȢǾɎȻɦȼɁֿᄻȺʨɮʔʃȾȽȶ

ȦȻȟ॒ᛵȺȬǿȰɁȲɔȾɂǾႇഈژᄷɁऐ

ȹȗɑȬǿ

ԇȾͧșᛏᣲӌɁऐԇȟᛵȾȽɝɑȬǿ

ǽᛏᣲֿᄻҝȾɞȻǾጀሠˁᛏየȟ ³°° ИяǾ

ǽᅇюȺȦɟɥᡇȪȹȠȲ͍᚜ᄑȽ̜ɂǾ

ຏᥕȟ ±¸´ ИяǾȰɁͅɁ᭥୳ֿȟ ±°° Ия

ຏᥕᛏᣲഈȺȬǿȪȞȪȽȟɜǾᣋࢳɁ៵ᐐ

ɁʡʳʃȻȽȶȹȗɑȬȟǾȰɁͅɁֿᄻɂп

ɁᥕᫌɟǾஓటᥕᫌɟȽȼɁफᬭȞɜǾቧ̚ӌ

ȹʨɮʔʃȺȬǿ

ɁȕɞຏᥕᛏᣲഈȾȝȗȹɕǾ̾ऻǾႇഈᣝ
ȟਰॡȨɟɞมȺȬǿ

清酒

ᥕ᭒ࢍکɁпͶᄑȽ᎔ߴȞɜǾᇻႎᅇɁຏᥕɕᛏୣ
ᦀǾ៧ۨᦀȻɕນߵȟፖȗȹȗɑȬǿ

ǽᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲഈɁ ±²®µᴢǾпّʁɱɬɁ
³®²ᴢɥԬɔɞຏᥕᛏᣲɂǾᥕ᭒ࢍکɁпͶᄑȽ
᎔ߴɗཱུᥔʠ˂ʪǾᄉฮᥕȽȼɁիᭀȞɜǾࢲ
 ±µ ࢳ͏᪃ນߵȪᔍȟፖȗȹȗɑȬǿ
ǽ ᛏ  ୣ ᦀ ɂǾ ࢲ  ±µ ࢳ Ɂ ²²¬´±µëì Ȟ ɜǾ
ࢲ  ²° ࢳ Ⱦ ɂ ±µ¬´²¸ëì ȻǾ ࢲ  ±µ ࢳ 
¶¸®¸ᴢȾɑȺᕶȴᣅɦȺȗɑȬǿ

日本酒の製造風景（麹作りの様子）

ǽɑȲǾᥕȼȦɠȻȪȹջȽᇻႎᅇȾȝȗȹ

日本酒の製造風景
（櫂入れの様子）

ɕຏᥕ៧ۨᦀ ¨ ៵ᦀ © ɂນߵɥፖȤǾࢲ ±µ
ࢳ Ɂ ±µ¬²°´ëì Ȟ ɜ ࢲ  ²° ࢳ Ⱦ ɂ ±°¬³²¸ëì
Ȼպ ¶·®¹ᴢȻպറɁນߵȟɜɟɑȬǿ

(kl)
25,000

ǽᅇюȾɂ ³¸ Ɂᥕᣲʫ˂ɵ˂ȟȕɝɑȬȟǾ

販売量（消費量）
18,860

20,000

ҋᔸᦀɁʁɱɬɂࢲ ±¹ ࢳȾঢ়ᅺᅇȾȞɟǾ

18,069

17,479

17,286
15,428

15,204

пّ µ ͱȻȽȶȹȗɑȬǿ

15,000

ǽᅇ᪨ՖୈɁᛏᣲᩌȺʡʳʃɁɜɟȲຏᥕ

10,000

ȺɕǾᛏᣲᦀɁນߵȟ༜ȪȢǾ̾ऻǾ٥ڒጽຑ

製成数量
22,415

13,023

12,294

11,468

11,020

10,328

H18

H19

H20

5,000

ɋɁ۾ȠȽफᬭȟਰॡȨɟɞมȺȬǿ
0

H15

H16

H17

国税庁：酒税統計

秋田県の清酒の製成数量及び販売量（消費量）の推移

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅰ

３.生産・製造等に関する秋田県の特徴

ፋȺɞʨɹʷȽᇻႎᅇɁႆႇˁᛏᣲȾᩜȬɞകม͏۶ȾɕǾᇻႎᅇȺɂǾ
˿ႇֿȺȕɞዢǾᥕɁȲȽጸɗ٥ڒᒲɁᰀӌȕɞ᭥యǾ᭥ֿȽȼǾ
ߴൌȺɂȕɞɕɁɁ᭥୫ԇȾᑎɑɟȲ๊ӦȟɔɜɟȹȗɑȬǿ

米どころ秋田の展開
●米粉用米の生産と需要拡大
ǽᇻႎᅇɁᣁഈႇҋᭊɁጙ ¶ ҾȟዢȺԬɔɜɟ
ȹȝɝǾዢɁԬɔɞҾնɂూԈ ± ͱȺȬǿᇻႎ
ᅇȺɂᛵዢᴧɁɥَɞȲɔǾ
Ȉᇻႎ ¶³
հȉȽȼዢየႊዢɁႆႇȾጸɒǾࢲ ²± ࢳ
࣊Ɂͽ͇ᬂሥɂༀᅇȾඒȗȺпّ ² ͱȻȽȶ
ȹȗɑȬǿ
ǽɑȲǾዢȼȦɠᇻႎȻȪȹǾዢɁᛵɁછ۾
ȾտȤ˩ᜤɁɛșȽȨɑȩɑȽጸȟᚐɢɟȹ
ȗɑȬǿ
◆米粉の製粉に関する技術開発と生産
ǽ̬͇ᦂɥ๊ႊȪȹዢየᛏᣲஃᜫɁ϶ɥᚐȽ
ȗǾᒲᩒᄉȾɛɞॊጯየ੫ᚓȺǾ٥ЫႆႇɁ
ዢɥΈႊȪȲዢየɥႆႇȪȹȗɑȬǿ

◆製粉会社による技術開発
ǽዢɁႆႇɥᚐșศ̷ȟᅇ۶Ɂᛏየˁӏࡾഈᐐ
ȻᣵଆȪǾպˢᒲผͶюȾࡾکɥᜫȤȹǾዢየ
ȞɜዢየᛏֿɑȺɥˢ៩ႆႇȪȹȗɑȬǿɑȲ
ᚐɕȦɟɥୈȪȹȗɑȬǿ
◆「あきたこまち」の輸出
ǽᣋࢳǾዢႆႇᭊɁນߵɥੜᩒȬɞȲɔǾዢɁ
ᢡҋɥۄɗȰșȻȗșӦȠȟȕɝɑȬǿᇻႎᅇ
Ɂࢲ ²± ࢳႇዢɁᢡҋɂǾ´±² ʒʽȺпّɁ
³ ґɁ ± ɥԬɔȹȝɝǾࢲ ²² ࢳႇዢɕ۾Ƞ
ȢୣᦀɥۄɗȬ̙ްȺȬǿ

* 新規需要米とは…
主食用米の需給に影響を及ぼさない米のことで、加工用や飼
料用、輸出用の米が当てはまります。米粉用も該当し、これ
らは転作したものとして扱われます。
種々の米粉製品

輸出用のあきたこまちパッケージ

酒どころ秋田の展開
ǽᇻႎɂዢȼȦɠȺȕɝǾȊᥕȋȼȦɠȺɕȕɝ
ɑȬǿ
ǽᇻႎȟȊᥕȋȼȦɠȻɢɟɞəțɦɂǾዢ
ȟៈȞȾȕɞɃȞɝȺɂȽȢǾࠞȁȞɜɁ͟ํ
෩ɗ̢ੑ෩ȽȼᓦȽŽ෩žȾগɑɟȹȝɝǾ
ߍѯȽψɕᓦȗᥕɥႆɒҋȬЫȾȽȶȹȗɞ
ȞɜȺȬǿψɗ᭛٠ȾӏțǾաȢȞɜᆹȠɥ
ȞȤȹȠȲ੫ᚓȾɛȶȹᣲɜɟȲᅇႇᥕɂǾյ
ሗᨺ͢ȺࢠȾᯚȗΙɥीȹȗɑȬǿ
ǽᅇюȾɂး٣ ³¸ ɁᖽЫȟȕɝǾȰɟȱɟȟ
࿑ौȕɞᥕᣲɝɥȪȹȗɑȬǿ
ǽ۰ԇȬɞ៵ᐐʕ˂ʄȾߦख़ȪȲᥕᣲɝɗᯚ
ጥᥕɋɁሉᚐɗ٥ЫႇዢɁΈႊȳȤȺȽȢǾᒲ
ɜᥕዢɁႆႇɥȬɞᖽЫɕးɟȹȠȹȗɑȬǿ
ɑȲǾᔌਖ਼ጽ؆ᐐȺጸᎥȬɞȈÎÅØÔ ᴲȉȺɂǾ
੫ᚓ̬ํȽȼि఼ȾȽȗпȢȪȗጸɕᚐɢ
ɟȹȗɑȬ ¨ ᝊȪȢɂ ð´² Ⱥయю߁ɥૡᢐ ©ǿ
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●酒を中心とした発酵技術が地域を下支え
ǽȨɜȾǾᇻႎᅇ፱ն᭥ֿᆅሱʅʽʉ˂ᴥᥴᣲ
ᝁ᮷کᴦȟ੫ᚓᬂȺᥕᣲɝɥୈțȹȗɞɎȞǾ
ᣋࢳȺɂᅇޙ۾ȻɁцպᩒᄉȽȼɕᚐɢɟȹ
ȠȹȗɑȬǿ

清酒品評会の様子

秋田県が誇る日本酒の数々

若手蔵元杜氏『NEXT ５』のメンバー

Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

魅力的な地域特産品や郷土料理
◆ハタハタ

〜郷土食の代表◆

◆じゅんさい

〜日常食べる超高級品◆

ǽȈʙʉʙʉȉɂᅇ۶ɋɁҋᔸȟ۹ȗɢȤȺɂȕɝ

ǽȫɘɦȨȗɂǾпّᄑȾஓట୳ျȽȼɁᯚጥ

ɑȮɦȟǾᇻႎᅇ̷ȾȻȶȹநȞɜඑȞȮȽȗ᭥య

᭥యȻȪȹᅺɜɟȹȗɑȬǿ˧ሗ႔ɂȫɘɦȨ

ȺȬǿ
ࢲ±´ࢳ±²ఌȾɂᅇᰇȾҤްȨɟȹȗɑȬǿ

ȗɁႆႇᦀஓటˢɥᝐɝɑȬȟǾȕɑɝᅺɜɟ

●世界でも例のない禁漁

ȹȗȽȗȦȻȟ۹ȗɛșȺȬǿ

ǽʙʉʙʉɁပȟ༜ນȪȲ᪨ǾᅇɁഈԦպ

●実は比較的歴史の新しい転作作物の一つ

ጸնɂໃɁेوɥᄻȪȹǾ³ ࢳᩖɁпᬂᇣ

ǽȫɘɦȨȗɁႆႇɁۄӏɂǾல֪ µ° ࢳ͍Ⱦ

ɥஃȪɑȪȲǿ

கࠞట႔ȟሙͽɁᢆͽͽ࿎ȻȪȹܟӘȪȲȦȻ

ǽး٣ɂʙʉʙʉɥᜓᇣȪ

ȾܿɑɝɑȬǿ

ȹȗɑȬȟȈပɞɁɂပߦ

●じゅんさいは秋田の象徴的作物

៎ໃᦀɁԡґɑȺȉȻȗș

ǽȞȷȹȫɘɦȨȗɂǾஓటյ٥ȺɟɞɕɁ

пّȺɕɥɒȽȗပժᑤ

ȺȪȲȟǾ෩Ɂমԇኄ

ᦀҤ࣊ɥ߳оȬɞȽȼǾॎࣄ

Ⱦɛɝ۹ȢɁᅇȺፏ໕Բ

ȪȲໃከျɥፖȤȹȗɑȬǿ

 ሗ Ⱦ  ް Ȩ ɟ ȹ ȝ ɝǾ

●しょっつる…日本三大魚醤

ஒȾፏ໕ȪȲᅇɕȕɝɑ

ǽȈȪɚȶȷɞȉɂǾʙʉʙʉȾںɥȗɟȹȤ

Ȭǿ

ᣅɒǾԚґȾྏȨȮȲᰇȺȬǿᑤᄊɁȈȗ

ǽȫɘɦȨȗɂǾᇻႎȟȈᏩȪȗ෩ȻᒲུȾᑎ

ȪɞˁɛȪɞȉ
ǾّهɁȈȗȞȽȧȉȻȻɕȾஓ

ɑɟȲȉکȺȕɞȦȻɥ៎ौȬɞɛșȽͽ࿎

ట˧۾ᰇȻȗɢɟȹȗɑȬǿ

ȺȬǿ

◆秋田を代表する食材、食品◆

◆秋田の隠れた食材◆

●稲庭うどん・・日本三大うどん

ǽᇻႎȾɂǾᅇ۶ȾߦȪȹɂᅺջ࣊ȟͲȗɕɁ

ǽஓటɁ˧۾șȼɦɁˢȷȾୣțɜɟǾᛏศኄ

ɁǾ٥ျᄑȽ࿑ौɥȬɞɕɁɗஓటˢȻ֣Ɍ

Ⱦɕ࿑ᓨȟȕɝǾȽɔɜȞ

ɞɕɁȟȰɁͅȾɕȕɝɑȬǿ

Ƚ᭥ȺᅺɜɟȹȗɑȬǿ

●「北限」

●漬け物

ǽˁԈ᪅Ɂᔪᴥᑤ͍ࢍಥࠞᴦƂ ፲ᔪɁఊԈብႆ

ǽյ٥ڒȾᓦȽయ୳ɥΈ
ႊȪȲȈȟȶȦᴥȤ࿎ᴦ
ȉ

ႇ٥
ǽˁԈ᪅ɁಕᴥᲩᜏࢍᴦƂƂƂ ࡺ˹ࡀᄌಕႆႇ

ȟȕɝɑȬǿȗȭɟɕίސ

٥ɁԈ᪅

᭥ȻȪȹّᇻႎɁ៎స

●「日本一」

͔Ǿ᭛٠ȟᑎɦȳᅺগɁႇ

ǽˁʒʽʠʴᴥ۾ᮁࢍᴦƂƂʒʽʠʴɁՖሮ

࿎ȺȕɝǾఊᣋȺɂȈȗɉɝȟȶȦȉȟʐʶʝ

ǽˁȫɘɦȨȗᴥ˧ሗ႔ᴦƂȫɘɦȨȗɁՖሮ

ȺᓦȢɝ˨ȥɜɟɞɛșȾȽɝɑȪȲǿ
ǽȦɁͅȾɕǾʔʉȺ̒ҒɝȾȪȲ۾ಏɁȈʔ
ʉȤȉǾᔙފɁ˹Ⱦ᭥ႊᕑȽȼɥᝇɔᣅɦȳ
ȲᄻɕᰚɗȞȽ
ȈᓹȭȪȉȽȼୣ
۹ȢɁȤ࿎ȟ
ȕɝɑȬǿ

北限の桃（鹿角市）

花ずし（左盆の上右側）ナタ漬け（右上）
いぶりがっこ（右下）

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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1-３.生産・製造等に関する秋田県の特徴
秋田県の観光・物産マップ
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Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

秋田県の郷土文化など

■平成 21 年度 秋田県の行祭事観光客トップ 10
①竿燈まつり

秋田市

138 万人

②角館の桜まつり

仙北市

126 万人

③種苗交換会

秋田市

105 万人

④全国花火競技大会

大仙市

68 万人

⑤ B-1 グランプリ in 横手

横手市

27 万人

⑥十和田湖冬物語

小坂町

25 万人

⑦土崎港曳山まつり

秋田市

21 万人

⑧おなごりフェスティバル

能代市

20 万人

⑨千秋公園桜まつり

秋田市

20 万人

⑩角館のお祭り

仙北市

19 万人

曲げわっぱ（大館市）
比内地鶏 千羽焼き（大館市）

コケコッコーと叫ぶ
比内地鶏 詠唱大会（大館市）
秋田の情緒豊かな囲炉裏端

竿燈まつり（秋田市）

■四季折々に行われる秋田県の祭り
5月

菜の花イベント、能代公園つつじまつり、
嫁見まつり、春のガーデンフェア

6月

小町芍薬苑 ｢芍薬まつり｣、まほろば唐松
｢薪能｣ 公演、ラベンダーフェア、小坂町
アカシアまつり、小滝のチョウクライロ
舞、大館バラ祭り、鹿島流し、ヤートセ
秋田祭

7月

ホタルフェスティバル、土崎港曳山まつり

8月

白瀑神社みこしの滝浴び、秋田竿燈まつ
り、七夕絵どうろうまつり、西馬音内盆
踊り、花輪ばやし、全国花火競技大会、
ねぶ流し

9月

11 月 保呂羽山の霜月神楽、秋田船方節全国大会
12 月 槻の木光のファンタジー、男鹿のなまはげ

2月

秋田の冬の風景

犬っこ祭り（湯沢市）

角館のお祭り「曳山」、大館神明社のお祭
り、おなごりフェスティバル、小坂町ワ
イン祭り、いものこまつり in 鶴ケ池、生
保内節全国大会

10 月 招福狐の行列、阿仁ゴンドラで行く観る
森吉山 ｢紅葉鑑賞｣、抱返り紅葉祭、朝市
｢秋のキノコ祭｣、法体の滝 紅葉 ( もみじ )
まつり、川連塗りフェア、全国ジャンボ
うさぎフェスティバル、よこて菊まつり、
藤駒岳紅葉登山・ハイキング 、全国ごて
んまりコンクール

1月

食材豊かな秋田のおもてなし

大日堂舞楽、三吉ぼんでん祭、ゆきとぴ
あ七曲 ( 花嫁道中 )
金浦 ｢掛魚まつり｣ ( たらまつり )、大館
アメッコ市、上桧木内の紙風船上げ、刈
和野の大綱引き、角館の火振りかまくら、
かまくら、犬っこまつり、なまはげ柴灯
まつり、払田柵の冬まつり、しがっこま
つり、六郷のカマクラ、(15 日夜 竹うち )、
川を渡るぼんでん、ぼんでん、田沢湖高
原雪まつり

西馬音内盆踊り（羽後町）

■韓国ドラマ『IRIS』の県内ロケ地
■秋田県の主な自然景観

仙北市

ホテルイスキア、田沢湖スキー場、レストラン
ORAE、乳頭温泉郷 鶴の湯、田沢湖（たつこ
像）、玉川ダム、雲巌寺

きみまち阪

森吉山周辺

大潟村周辺

川原毛地獄

北秋田市

阿仁スキー場（樹氷）

男鹿半島

白神山地

秋田内陸縦貫鉄道 ( 角館駅、阿仁合駅 )

角館周辺

大湯環状列石

仙北市・
北秋田市
男鹿市

ホテル帝水（なまはげ太鼓）、男鹿水族館ＧＡＯ、
寒風山展望台

横手市

横手城（かまくら・横手やきそば）
、漆蔵資料
館（稲庭うどん）

秋田市

セリオン・秋田港、よねしろ（居酒屋）、民謡
会館、すずらん通り、秋田市民市場、ＪＲ秋田
駅前

八幡平

六郷湧水群

十和田湖

太平山

鳥海山周辺

森吉山

田沢湖

小安峡など

秋田駒ヶ岳

刺巻湿原

抱返り渓谷

風の松原

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅰ

４.秋田県の商業・観光産業

ᇻႎᅇɁ᭥୳ֿߴۨഈɁ៧ۨᭊɂ ³¬¶¹· ИяȺпّʁɱɬɁ °®¹ᴢǿ± ̜
ഈȕȲɝɁ៧ۨᭊɂǾпّࢲ٫ȾɌ · Ҿሌ࣊ȻȽȶȹȗɑȬǿ៧ۨᭊǾ
̜ഈୣȻɕນߵȟፖȗȹȝɝǾ٥ڒᛵɁນߵȟਰॡȨɟɑȬǿ
ǽࢲ ²° ࢳɁᇻႎᅇɁ᭥୳ֿߴۨഈɁࢳᩖף

ǽߩᩌߴۨࣆɂᥕ᭒Ɂ ¸®µᴢ͏۶ɂ ³ᴢի͏˩

ֿ៧ۨᭊɂ ³¬¶¹· ИяǾпّɁֿף៧ۨᭊ ´°

ȻȽȶȹȗɑȬǿ

Ю ¸¬±³³ ИяȾԬɔɞʁɱɬɂ °®¹ᴢȻȽȶȹ

ǽ̜ഈୣɂρ̷ࣆᓇɕֆɔ ´¬¹³¸ ࣆᓇǾ± ࣆ

ȗɑȬǿഈሗҝɁഫҾնȺɂǾյሗՒɆȰɁ

ᓇȕȲɝɁࢳᩖ៧ۨᭊɂࢲ٫Ⱥ ·¬´¸¸ ˥яǾп

ͅɁ᭬᭥୳ֿߴۨഈȟпͶɁ ¸±®´ᴢɥԬɔʃ˂

ّࢲ٫Ɂ ± И ´¶¹ ИяȾߦȪǾȝɛȰ · Ҿሌ

ʛ˂Ǿᦀ៧ࣆኄȟ˿ᛵɥԬɔȹȗɑȬǿɑȲǾ

࣊ȾȽȶȹȗɑȬǿ

ȰɁͅɁ᭬᭥୳ֿߴۨഈɁșȴɽʽʝʕɲʽʃ
ʃʒɬɂпͶɁ ±±®±ᴢɥԬɔȹȗɑȬǿ

秋田県の食料品小売業の概況（年間商品販売額、事業所数）
年間商品販売額（法人・個人合計）
全国合計
（億円）
食料品小売業合計

秋田県 販売額の
（億円） 構成割合

1 事業所あたりの
販売額（万円）

事業所（個人含む）数

販売額
全国
秋田県
シェア （事業所） （事業所）

構成
割合

全国

408,133

3,697

100.0%

0.9%

389,832

10,469

7,488

171,072

1,732

46.9%

1.0%

34,486

536

10.9%

49,606

32,322

24,896

315

8.5%

1.3%

47,696

864

17.5%

5,220

3,651

食肉小売業

6,557

38

1.0%

0.6%

13,682

134

2.7%

4,792

2,845

鮮魚小売業

8,581

62

1.7%

0.7%

19,713

281

5.7%

4,353

2,215

野菜・果実小売業

9,976

76

2.0%

0.8%

23,950

328

6.6%

4,165

2,302

菓子・パン小売業

20,722

129

3.5%

0.6%

66,205

708

14.3%

3,130

1,819

4,460

70

1.9%

1.6%

16,769

160

3.2%

2,660

4,395

161,871

1,275

34.5%

0.8%

167,331

1,927

39.0%

9,674

6,615

68,562

410

11.1%

0.6%

42,644

332

6.7%

16,078

12,354

各種食料品小売業
酒小売業

米穀類小売業
その他の飲食料品小売業
うちｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

4,938 100.0%

秋田県

平成 19 年商業統計表「第 2 巻 産業編（都道府県表）」を加工
※ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱは「その他の飲食料品小売業」の内数
※ 1 事業所あたりの販売額は個人事業所を含む

（億円）

ǽᇻႎᅇɁ᭥୳ֿߴۨഈɁࢳᩖֿף៧ۨᭊɁ
ሉɥɞȻǾࢲ ±± ࢳɁ ´¬´°° ИяȞɜǾࢲ
 ±´ ࢳȾɂ ³¬¹µ¹ ИяȾນߵȪǾȰɁऻǾࢲ
 ±¶ ࢳȾɂˢஔۄӏȾᢆȫɑȪȲȟǾࢲ ±¹

年間商品販売額（法人・個人合計）
（件）
事業所（個人含む）数
7,000

6,014

4,400

5,834
4,938

4,200

3,800
3,600

Ȭǿߦࢲ ±± ࢳɂ ¸´®°ᴢȻȽȶȹȝɝǾ

3,400

ҩȽ៵ɁນߵȟɜɟɑȬǿ

3,200

6,000
5,000

4,000

ࢳȾɂ ³¬¶¹· ИяɋȻѓɆນߵȾᢆȫȹȗɑ

ǽρ̷ࣆᓇɥֆɔȲ̜ഈୣɂǾࢲ ±± ࢳɁ

20

4,600

6,600

4,000

4,400

3,000

3,959

4,075

2,000

3,697

1,000
0

H11

H14

H16

H19

¶¬¶°° ͔͏᪃ນߵɥፖȤǾࢲ ±¹ ࢳȾɂ ´¬¹³¸

商業統計表「第2巻 産業編（都道府県表）第5表」を加工
（なお、平成11年は同第2表）

͔ᴥպ ·´®¸ᴢᴦȻȽȶȹȗɑȬǿ

食料品小売業の年間商品販売額及び事業所数の推移

Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

秋田県の観光
ᇻႎᅇɁᜊбоᣅୣɂ ´¬µ°° ˥̷ȺሉȪȹȠɑȪȲȟǾࢲ ²° ࢳȾ
ɂǾጙ ²°° ˥̷ɁນߵȟɜɟɑȪȲǿ۶ȞɜɁஇᚐᐐɂࢲ ±¶ ࢳ͏
᪃ǾᬤّǾիຽɥ˹॑ȾۄӏȟɜɟɑȬǿ
ǽᇻႎᅇɁᜊбоᣅୣɂǾࢲ ±µ ࢳȞɜࢲ
±¹ ࢳɑȺɂǾȝɛȰ ´¬µ°° ˥̷ȺሉȪȹȠɑ

県外客
県内客

（千人）
45,110

50,000

44,983

45,862

45,952

45,151

42,991

ȪȲȟǾࢲ ²° ࢳȾɂ ´¬²¹¹ ˥̷ȻǾȦɟɑ

40,000

ȺȻɌȝɛȰ ²°° ˥̷ɁນߵȻȽȶȹȗɑȬǿ

30,000

16,858

16,893

17,004

17,301

16,969

15,793

28,252

28,090

28,858

28,651

28,182

27,198

H16

H17

ǽᜊбоᣅୣɥᅇюˁᅇ۶ҝȾȲکնǾ
ᅇюǾᅇ۶ȻɕǾȝɛȰ ±°° ˥̷ȭȷນߵȪȹ
ȗɞȦȻȟɢȞɝɑȬǿ
ǽɑȲǾஓ࢜ɝȻ߂ลɁᢎȺɂǾᄾߦȻȪ
ȹஓ࢜ɝɁҾնȟ٢υᄑȾ۹ȢǾࢲ ±¹ ࢳȞ

20,000
10,000
0

H15

H18

H19

H20

資料：秋田県観光統計

ɜࢲ ²° ࢳɁນߵୣɂ ±·µ ˥̷ȾɁɏɝɑȬǿ

秋田県の観光入込客数（県内・県外別）

ǽ߂ลɂǾஓ࢜ɝȾɌୣɂߵȽȗɕɁ
ɁǾࢲ ±µ ࢳɁ ´±³ ˥̷ȞɜࢳȁນߵɥፖȤǾ
ࢲ ²° ࢳȾɂ ³µ² ˥̷Ȼ ¶± ˥̷ɁນߵȻȽȶ
ȹȗɑȬᴥߦࢲ ±µ ࢳ ¸µ®²ᴢᴦǿ

（千人）
50,000

ǽஓ࢜ɝȾɌǾ߂ลȟး٥Ⱥୈșȝᦂ

40,000

ɂǾ߂ล୳͏۶ȾɕǾ᭬᭥ൡ͢Ɂ۹ȨǾȝɒɗ

30,000

ȥֿɁ᠔оȽȼȟᣅɑɟɞȦȻȞɜǾ٥ڒጽ

45,110

44,983

45,862

45,952

45,151

日帰り客
宿泊客
42,991

40,894

40,890

41,880

42,057

41,229

39,475

4,125

4,093

3,982

3,895

3,922

3,516

H15

H16

20,000

ຑɋɁฯՒӛɂ۾ȠȗɕɁȻȗțɑȬǿ
ǽࢲ ±µ ࢳ͏᪃Ⱦɜɟɞ߂ลୣɁນߵɂǾ

10,000

٥ڒɁᜊбႇഈȝɛɆȰɟȾᩜᣵȬɞ᭥ֿႇഈ
ɋɁफᬭȟਰॡȨɟɞมȺȬǿ

0

H17

H18

H19

H20

資料：秋田県観光統計

ǽ߂ลɥ˹॑ȻȪȲᜊбɁນߵȟਰॡȨɟɞ
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秋田県への外国人旅行客数の推移
農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅰ

５.秋田県の関連施策など
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○４年間に創造する “ 秋田の元気 ”
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○ 10 年後の秋田県を見据えたプロジェクト
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「ふるさと秋田元気創造プラン」に記された食と農に関連した戦略やプロジェクトの概要
◇ 4 年間に創造する “ 秋田の元気 ”
元気Ａ：秋田に、新たな “ 戦略産業を創出 ” する
元気Ｂ：秋田の、“ 食・農・観 ” を丸ごと売り出す
元気Ｃ：県民が一丸となって “ 脱少子化秋田 ” を果たす
元気Ｄ：高齢化社会に対応した、“ 安心医療秋田 ”、“ 協働社会
秋田 ” をつくる

◇ 10 年後の秋田の姿を実現するための 5 つの戦略
（1）産業経済基盤の再構築戦略
（2）融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略
（3）県民参加による脱少子化戦略
（4）いのちと健康をまもる安全・安心戦略
（5）協働社会構築戦略

秋田県の農業・水産業の産出額と食料品製造出荷額合計の実績と目標
（億円）

4,200
4,000

農業、水産業の産出額と食
料品製造出荷額の合計

3,971
3,800

3,800

3,727

3,672 3,659
3,488

3,600

3,328

3,400

3,222

3,200

3,270

3,139 3,123 3,182

3,350

3,420

3,500

3,000
H10

H11

H12

H13

H14

H15

実

H16

H17

H18

績

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

目標

※農業（きのこ類を含む）及び水産業の産出額と食料品製造出荷額の合計
平成 20 年（現状）
： 3,182 億円→ 平成 25 年： 3,500 億円
◇本県の農業産出額及び食料品製造出荷額は、永らく減少傾向にありましたが、平成 18 年度頃から横ばい、あるいは微増に転じております。
◇今後、農業と食品産業等との融合を促し、ともに発展することによって、農業産出額については東北上位を、また食料品製造出荷額は東
北の他県と同程度の水準を目指します。
◇平成 25 年度には、農・水産業では「技術」（収量・収穫量、品質等）や「投資」（機械化、規模拡大等）、「労働力」（家族経営の合理化、
集落営農や農業法人の設立）等の改善状況等を勘案し、品目毎の目標を積み上げた数値である 2,100 億円を、また食品産業では、牽引役
となる中核企業の育成を図ることで年 4％程度の成長を見込み、1,400 億円を目標とします。
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ふるさと秋田元気創造プランの戦略体系一覧のうち
【産業経済基盤の再構築戦略】
〔プロ４〕と【融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略】
〔プロ１、プロ２〕

【産業経済基盤の再構築戦略】
番号

プロジェクト

方向性

主な取組

1 〔プロ 4〕
戦略的展開による食
2
品産業の振興
3

① 「売れる商品づくり」 ①
の推進と中核事業者
②
の育成
③

マーケティング力強化の支援とブランド化の推進

5

②

6
5

②

6

集中的な支援による中核事業者の育成
販売を起点とした食品加工技術の開発と移転の推
進

農林水産業や観光産
業との連携強化

①

農商工連携等への積極的な支援

②

農林水産業や観光と連携した新たなビジネスモデ
ルの構築

多様な販売チャネルの
確保による販路拡大

①

商談会等を活用した多様な販売チャネルの確保支援

②

秋田を売り込む「セル・アキタ」の推進

【融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略】
番号

プロジェクト

1 〔プロ 1〕
秋田の強みを発揮で
2
きる販売環境づくり
3

方向性
①

産地情報をダイレク
トに丸ごと伝える仕
組みづくり

主な取組
①

情報共有化の促進

②

秋田の「丸ごとアピール」によるマーケットの開拓

③

産地の販売力の強化

④

秋田スギ人工林の資源情報の整備と活用

①

新たな集出荷・流通体制の構築

②

こだわり農畜産物の生産農場直営店など直売体制
の整備

7

③

加工・業務用需要に対応した価格安定制度の見直し

8

④

林業・木材産業・住宅産業の連携による新たな流
通システムの形成

①

” あきた型 ” 農業法人等意欲的な担い手の育成

②

マーケットイン戦略を担うリーダーの育成

③

農外も含めた多様な人材の参入促進

12

④

県産農産物の輸出を目指す生産者・事業者の育成

13

⑤

林業を通じた雇用の創出と担い手となる人材の育
成・組織の強化

14

⑥

木材・住宅産業に携わる人材の育成

15

⑦

担い手となる漁業者を対象とした経営安定の支援

①

産地づくりと一体となったほ場整備の推進

②

耕作放棄地の解消と水田フル活用の促進

③

森林整備と路網整備の一体的な推進

①

現場ニーズに即した試験研究の推進

②

県オリジナル品種や新商品の開発促進

③

木材産業と研究機関との連携による製品開発等の
推進

4
5

②

6

9 〔プロ 2〕
新農林水産ビジネス
10
の展開を支える基盤
11 づくり

16

①

②

17

多様なニーズに機動
的に対応する流通・
販売体制の確立

持続可能な大規模経
営体等の育成と多様
な担い手の確保

水田フル活用の推進
と生産基盤の整備

18
19
20
21

③

生産・消費現場と密
着した試験研究の推
進

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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1-５.秋田県の関連施策など

ふるさと秋田元気創造プランの戦略体系一覧のうち
【融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略】
〔プロ３、プロ４〕

【融合と成長の新農林水産ビジネス創出戦略】
番号

プロジェクト

22 〔プロ 3〕
23 需要創造力と訴求力
24 を兼ね備えた産地づ
25 くり
26
27
28

方向性
①

県オリジナルの品
種・技術によるブラ
ンド品目の生産拡大

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

29
30

⑧
⑨

31

⑩

32

⑪

33
34

②

安全・安心な県産農
産物の供給体制の確
立

35
36
37

24

主な取組

①
②
③

③

産地の強みを育てる
新技術の普及・定着

①
②

38
39
40

③
④
⑤

41
42

⑥
⑦

43 〔プロ 4〕
44 他産業との融合によ
る多様な付加価値の
45 創出

①

他産業との融合・連
携による多様な新ビ
ジネスの展開

46
47
48
49
50
51

②

食・農・観連携の促
進

③

豊かな水田資源を活
用した米粉ビジネス
の活性化

52
53

④

54
55

食関連産業の新展開
のための技術支援の
強化

⑤

グローバルな産地間
競争に打ち勝つ木材
総合加工産地・あき
たの確立

①
②
③
①
②
③
④
①
②
③
①
②
①

実需者ニーズを見据えた新たな米販売戦略の推進
新たな水田農業の構築に向けた取組の推進
マーケットに機動的に対応する新産地の育成
業務需要に対応する産地づくりの推進
統合家畜市場の整備と肉用牛の産地づくりの推進
養豚を中心とする企業畜産の積極的な誘致
比内地鶏の認証制度の充実・強化と高付加価値化
の推進
秋田オリジナルの畜産物の生産・飼養方式の拡大
資源の適正な利用による「秋田ブランド」魚種の
安定供給
観光産業への活用も踏まえた地域水産資源の維
持・管理
「新・秋田スギブランド」の創造による県産材の
競争力の形成
あきたの環境にやさしい農業の推進
食品衛生法の改正に対応した安全な秋田米の生
産・流通体制の確立
低炭素社会への貢献による林業・木材産業の新た
な価値の形成
多様な米の用途に対応した低コスト技術体系の確立
大規模ブロックローテーション等による効率的作
業体系の確立
植物による土壌浄化技術の確立と普及
新技術導入による園芸作物本作化の推進
低コスト間伐技術等の導入による非皆伐施業体系
の確立と普及
木材製品の高品質化に向けた乾燥技術の向上
漁港の後背域等を活用した秋田独自の養殖方式の
拡大
連携・融合に向けた基礎的な支援
他産業との連携・融合を通じた新ビジネスの展開
支援
一次加工等の食関連企業の誘致活動の展開
農業・漁業から「観」へのアプローチ体制の強化
食・農・観連携の担い手の育成
「食・農・観」のＰＲの場の拡大
出版社や旅行会社との連携の強化
米粉用米の需要拡大と安定供給体制の構築
県内企業における商品開発支援と米粉ビジネスに
取り組む経営体の育成
県内における米粉の利用促進と米粉文化の定着
加工技術の習得や技術移転等による新たな展開へ
の支援
「売れる商品づくり」を目指す技術開発の促進
地域特性を踏まえた木材関連産業の育成・強化

Ⅰ 統計等で見る秋田県の現状

その他、関連するビジョンや行政情報等
○関連する施策・プラン

○情報発信・ポータルサイト等
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「あきた “ 食

物産総合情報サイト “ ＮＥＭＡＲＥ ”」Ƚȼȟȕ

Ǿ
彩まるごと ” 商談会」
「県産品パンフレット『あ

ɝɑȬǿ

きた美吟』」ȽȼɁጸȟɔɜɟȹȗɑȬǿ

ǽȦɟɜǾᇻႎȾȝȤɞ᭥ɗᣁǾᜊбኄȾᩜȬ
ɞষڨɂǾး٣ǾᇻႎᅇɁуࣻ ×åâ ɿɮʒ「美
の国あきたネット」ȺՖᪿȬɞȦȻȟժᑤȻȽȶ
ȹȗɑȬǿ

秋田県の農林水産業、食品産業および観光・物産等に関連するポータルサイト等

サイト名 / アドレス
○美の国あきたネット
http://www.pref.akita.lg.jp/

○こまちチャンネル
http://www.e-komachi.jp/
○秋田県農林水産物マーケット情報
http://www2.e-komachi.jp/market/

○比内地鶏ネット
http://www2.e-omachi.jp/hinaijidori/

○あきた食の国ネット
http://common.pref.akita.lg.jp/aktshoku/

美の国あきたネットのトップ画面

○秋田県観光総合ガイド “ あきたファンドッとコム ”
http://www.akitafan.com/

○秋田の物産総合情報サイト “ ＮＥＭＡＲＥ ”
http://common.pref.akita.lg.jp/bussan/
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1-５.秋田県の関連施策など

『第１章統計等で見る秋田県の現状』のまとめ
ǽȊቼᴮቛፋኄȺɞᇻႎᅇɁးȋȺɂǾ˿ȾᇻႎᅇȾȝȤɞႆႇǾᛏᣲǾףഈǾᜊбǾஃኍኄȾᩜᣵ
ȪȲፋʑ˂ʉɗஃኍǾȰɁͅʒʞʍɹȽȼɥႊȗȹǾ̾ǾᇻႎᅇȟȝȞɟȹȗɞมȾȷȗȹǾᅇʨɹʷ
ɁཟȺᜊᄑȽျɥᚐȶȹՎɝɑȪȲǿ
ǽᇻႎᅇɂǾᒲུៈȞȽూԈ٥Ɂ˹ȺǾዢɥ˹॑ȻȪȲႆႇɗஓటᥕᛏᣲȽȼɥ˿ᛵȻȪȲӏࡾႇഈɥ
ȬɞȻȻɕȾǾʙʉʙʉǾȪɚȶȷɞǾȗɉɝȟȶȦȽȼǾᅇюȾɂߵȽȗȽȟɜɕᰀӌᄑȽ᭥యɥધȴȈ᭥
Ɂ࣌ȉȻȗɢɟȹȗɑȬȟǾᛏᣲഈɥ˹॑ȻȪȲႇഈɁᑧऍॴǾףഈɁᣝȽȼǾ٥ڒጽຑɥഫȬɞյ
᪡ȺɂҩȽมɕɜɟɑȬǿ
ǽȦɟȾߦȪǾᇻႎᅇȺɂࢲ ²² ࢳ ³ ఌȾȊɈɞȨȻᇻႎЫӁᣲʡʳʽȋɥኍްȪǾ٥ڒႇഈɁ๊ॴԇǾ
ᇻႎᅇɁᰀӌɬʍʡɥᄻȪȲஃኍɥࠕᩒȬɞȻȻɕȾǾʡʳʽȾͧșյሗɁ๊ӦɥȪȹȗɑȬǿ

食農連携を講じる上で戦略をどのように捉えるか
ǽȦɁɛșȽมȾȝȗȹǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇȾȝȤɞᣁ෩ႇഈǾ᭥ֿႇഈȝɛɆ᭥ᣁᣵଆɁཟɥȼɁ
ɛșȾસțɞɌȠȞɁ೫ȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ

ǽᇹȲȴɁ᭥ɥࢊȢʟ˂ʓʋɱ˂ʽɂǾȦɟɑȺɁᦀ۾ႆႇǾᦀ۾៵ȻȗȶȲ۾ȠȽᇋ͢ʫɵʕʄʪɥ
ഫȪȹȠȲˢǾᣋࢳǾᄽۨɁɛșȽႆႇᐐȾɛɞ៧ۨʁʃʐʪɗষڨԇɁࠕȾͧșʗʍʒ៧ۨǾȝ
ɝ߆ȮɁۄӏȽȼǾȲȽʎ˂ʵɥႊȗȹ៵ᐐɁਖ਼ЫȾʊɮʶɹʒȾࠍȤɞʝʂʗʃɕႆɑɟȹȗɑȬǿ

ǽᣋࢳǾ᭥ᣁᣵଆȽȼȾɜɟɞȈ٥ڒɁᰀӌᄑȽ᭥యɥҟ๊ႊȪȲֿףᩒᄉȉȺɂǾّႇՁయ୳ɥ
ȬɞȲɔǾՁ୳Ιಐɗ̷͔៵ኄɁᝥᭉȞɜǾȼșȪȹɕ៧ۨΙಐȟᯚȗɕɁȾȽȶȹȪɑșਰॡȟȕɝɑȪ
ȲǿȪȞȪȽȟɜǾᄽۨɗʗʍʒ៧ۨȽȼǾȲȽࢍکȾɂȈᓦȗɕɁɂȰɟȾնȶȲϏȧɠȺȉȻ
ȗșʕ˂ʄɕᝓɔɜɟɑȬǿ

そもそも、秋田県の魅力とは何か？
ǽȦɟɑȺǾျȪȹȠȲʨɹʷᄑȽཟȺɂǾᇻႎᅇȾȝȤɞጽຑпͶɁ༄ํɥȹȠɑȪȲȟǾȦɟɜ
ႆႇǾᛏᣲǾףഈȝɛɆᜊбኄɁးɥȲکնǾ٥ڒȟɕȷʧʐʽʁʭʵȾߦȪǾ
ȈȰɁТͱॴɥͩɃȬɁȞȉ
ȈɓȪɠᝥᭉɥᜓขȬɞɁȞȉȻȗȶȲႩɁፄᣅɒȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ

ǽ፱જᄑȽႩɂǾᅇɁژటஃኍኄȺ፤ᏣᄑȾျȨɟȹȝɝǾȦɁཟɥࢿȢ೫ᜳȬɞȦȻɂǾటంɁኰٍ
ȺɂȕɝɑȮɦǿɓȪɠǾյሗষڨኄɥᡍɑțǾࢥࢿȾસțɜɟȹȗɞး٣ɁᝥᭉኄȾȷȗȹȈȼȦȞɜᝈ
ɥɔȹəȢɁȞȉȻȗșȦȻɥጀ౼Ȭɞ॒ᛵȟȕɝɑȬǿ

ǽȦɁȲɔǾȊቼᴯቛ᭥ᣁᣵଆɁᝥᭉґȋȺɂǾȦɁɛșȽཟȾʟɳ˂ɵʃɥፄɝǾȦɟȞɜɁᇻ
ႎᅇȾȝȤɞ᭥ᣁᣵଆኄɥɔȹəȢ˨ȺɁᝥᭉျȻґɥᚐșȦȻȻȗȲȪɑȪȲǿ
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地 域 連 携 に よ る 食 品 産 業 の 推 進 に 向 け て

ቼᴯቛ
᭥ᣁᣵଆɁᝥᭉґ
第１章 統計等で見る秋田県の現状
○秋田県の生産、製造、商業・観光、行政施策等について、俯
瞰的、客観的な視点から整理を行った。

第２章 食農連携推進の課題分析

地域ポテンシャルの評価
○秋田県の食や農等に関係するみなさんは、秋田県のイメージ
をどう捉えているのか。
○地域の関係者等が参集したグループワークにて、地域ポテン
シャルを抽出・整理。
○抽出された地域ポテンシャルの強み・弱み検討。

地域戦略の検討（ＳＷＯＴ分析）
○整理された地域ポテンシャルの強み・弱みや外部環境の機会・
脅威に対し、これから、秋田県において食農連携等を進める
ための項目（テーマ）を設定。
○項目（テーマ）に従い、秋田県の施策、これまでの活動内容
等を踏まえ、秋田県地域連携推進戦略構想書策定ワーキング
において、戦略視点を検討。

第３章 連携推進のポイントと課題の克服（参考事例等）へ
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Ⅱ

１.地域ポテンシャルの評価

ᜊᄑȾျȨɟȲፋʑ˂ʉȾߦȪǾ̾ǾᇻႎᅇɁ̷ȲȴɂǾᒲᡵɁʧ
ʐʽʁʭʵɥǾȼɁɛșȾȫȹȗɞɁȞǿɑȲǾ࿑Ⱦ᭥ᣁᣵଆɁȻȗȶ
ȲཟȺɂǾͷȟႩഫኳɗȾ߆˫ȬɞɁȞǿȰɁɛșȽཟȾȷȗ
ȹґɥᚐȗɑȪȲǿ
ǽቼᴯቛȺɂǾቼᴮቛȺျȪȲʨɹʷཟȾ

ɥᜫްȬɞȻȻɕȾǾႩɁژᇀ೫ɥᚐȗǾ

ߦȪǾ̾ǾᇻႎɁɒȽȨɦȟᅇɁ᭥ɗᣁǾȨɜ

ȰɁፀɥ
『２．地域戦略の検討
（ＳＷＯＴ分析）
』

Ⱦ֚ᣃၥہኄȾȷȗȹȼɁɛșȽɮʫ˂ʂɥ

ȾᜤᢐȪȹȗɑȬǿ

ધȶȹȗɞȞȽȼȾȷȗȹǾɛɝщͶᄑᴥʩɹ
ʷᴦȽཟȺɁষڨҋȻျɥᚐșȻȻɕȾǾ
ቼᴮቛɁʑ˂ʉኄɕᡍɑțǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇ

（１）地域ポテンシャルの抽出・整理を目的とし
たグループワークの実施

ȾȝȤɞႩ૬ಘɁژᇀȻȽɞґኄɥᚐșȦ

ǽࢲ ²² ࢳ ±° ఌ ²¶ ஓᴥཌᴦǾᇻႎᅇ፱ն᭥

ȻȻȗȲȪɑȪȲǿ

ֿᆅሱʅʽʉ˂ȾȝȗȹǾᅇюɁᚐൡᩜǾᣵ
ଆୈൡᩜǾޙ۾ˁᆅሱൡᩜǾ᭥ֿᩜᣵ̜ഈᐐǾ

ǽщͶᄑȾɂǾ
『１．地域ポテンシャルの評価』ȺǾ

ᩖɽʽɿʵʉʽʒǾᦂᙤൡᩜኄɁȁ ´° ջ

ᇻႎᅇȾȝȤɞ地域ポテンシャル（原料、加工、

ȾȧՎᪿȗȲȳȠǾᇻႎᅇɁ٥ڒʧʐʽʁʭʵ

技術、人、組織、企業、産業構造、風土・食文化・

ɁҋˁျɥᚐȗɑȪȲǿ

歴史など）ɥǾ᭥ᣁᣵଆɗȦɟȞɜɁ ¶ ඒႇഈ
ԇኄɥᅝɒҋǾɑȲǾ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁᝥᭉˁ

＜グループワークの実施方法ᴻ
ˁՎӏᐐɥ µ ᵻ ¶ ջɁɺʵ˂ʡȾᥓᏚȪǾɺʵ˂ʡȧȻ
ȾᇻႎᅇɁ᭥ᣁᣵଆኄȾᩜȬɞʐ˂ʨɥᜫްȪɑȬǿ
ˁᜫްȨɟȲʐ˂ʨȧȻȾǾᵐᵔᵌᵑґȾȝȤɞю
ၥہᴥऐɒˁऍɒᴦ
Ǿ۶ၥہᴥൡ͢ˁᑦݏᴦɥᇉȪȲ
࣋ൈȾǾᐎțɜɟɞɽʫʽʒᴥ٥ڒʧʐʽʁʭʵኄᴦ
ɥ͇ኚጤȾంȠᣅɒ៶ɝ͇ȤɑȬǿ
ˁҋȨɟȲ٥ڒʧʐʽʁʭʵɥɺʵ˂ʡԇȪǾȰɁى

ТͱॴȾȷȗȹျɥᚐșȦȻȺǾᇻႎᅇȾȝ
ȤɞȈ٥ڒɁऐɒɥͩɃȬɁȞȉ
Ǿ
Ȉ٥ڒɁऍɒ
ɥгఏȬɞɁȞȉȽȼǾɛɝщͶᄑȽ๊ӦɁժ
ᑤॴȾȷȗȹǾ೫ˁឰᝲɥᚐȗɑȪȲǿ
ǽȽȝǾ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁҋǾျȾȝȗ
ȹɂǾᅇюɁ᭥ֿႇഈኄȾᩜΡȬɞɒȽȨɑȾ
ȧՎᪿȗȲȳȗȠǾᆅε͢ȾȝȤɞɺʵ˂ʡʹ˂
ɹढࣻȺɁ೫ɥᚐȗɑȪȲǿ
ǽɑȲǾ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁґȺɂǾ˨ᜤȺ
ҋˁျȨɟȲɽʫʽʒȾȷȗȹǾᇻႎᅇ٥
ڒᣵଆႩഫంኍްʹ˂ɷʽɺɁʫʽ
ʚ˂Ⱥᵐᵔᵌᵑґਖ਼ศɥႊȗȲ೫ɥᚐȗǾ

ᩜΡɗߦख़ኍȽȼɥɺʵ˂ʡюȺԦឰȪǾˢɁʨʍ
ʡȾျȬɞȦȻȺǾႩɁژᇀȻȽɞ̜ᬱɁҋȟ
ժᑤȻȽɝɑȬǿ
ᴧȽȝǾɺʵ˂ʡʹ˂ɹȾɛɞ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁҋˁ
ျՒɆᵐᵔᵌᵑґɁஃศɂǾҝጤȊÓ×ÏÔ ґ
ኄɥ๊ႊȪȲ٥ڒႩɁഫኳȋèôôðº¯¯÷÷÷®æíòéã®
ïò®êð¯æáãïâáîë¯ ɥȧՎྃȢȳȨȗǿ
ǽɺʵ˂ʡʹ˂ɹɁɔኄɥᜓᝢȪȲଡ଼ҬటɁʊɰʽ
ʷ˂ʓȟժᑤȺȬǿ

ȦɟȞɜᇻႎᅇȟɔȹəȢɌȠᬱᄻᴥʐ˂ʨᴦ
―グループワーク実施の様子―

（①コメントの抽出中）
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（②コメントの整理中）

（マップ検討中）

Ⅱ 食農連携推進の課題分析

（２）抽出・整理された地域ポテンシャルのまとめ
ǽɺʵ˂ʡʹ˂ɹȺҋˁျȨɟȲ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁകᛵɥ͏˩ȾᜤȪɑȪȲǿɑȲǾ
ඒʤ˂ʂ͏᪃ȺɂǾ
Վӏᐐȟ९șᇻႎɁ٥ڒʧʐʽʁʭʵኄɁյɽʫʽʒɥǾᵐᵔᵌᵑʨʍʡ˨ȾျȪȹᜤᢐȪȹȝɝɑȬǿ
①地域の強みに相応するポテンシャル
○豊かな自然環境と郷土文化・食文化

○米を中心とした農業力と魅力ある地域素材

ǽៈȞȽᒲུȾগɑɟȲᇻႎᅇɂǾᇻႎᮤǾᄌ

ǽȕȠȲȦɑȴȾ͍᚜ȨɟɞዢɁႇ٥ȻȪȹǾ

ᇘࠞ٥ȽȼɁᒲུ٥Ȼ෩ȟȠɟȗȻȗșɮ

ʠʳʽʓӌȻʗ˂ʪʚʴʯ˂ɥȬɞȻȻɕȾǾ

ʫ˂ʂȟȕɞǿ᭥ɥࢊȢ٥ڒၥہȻȪȹɂǾ

Ȱɟɥᑎɓࢿ۾Ƚᣁ٥ɥȪȹȗɞɁȟఊ۾Ɂ

ຣฤȽȼɁᜊбໃɥȬɞȻȻɕȾǾ෩ǾǾ

࿑ौȺȕɞǿዢɥ˹॑ȾᣋࢳȺɂǾዢየɋɁ

٥ྒኄɁɲʗʵɸ˂ȻȗȶȲʧʐʽʁʭʵɕ

ጸɕ๊ᄉȾȽȶȹȗɞǿ

Ȭɞǿ٥ڒɁ᥅٠୫ԇǾ᭥୫ԇǾ᭛٠ኄɕͅɁ

ǽˢǾͅɁᣁႇֿȺɂǾំ۾ǾំǾ٥ڒႇ

٥ڒȾɂȽȗ࿑ᓨȕɞʧʐʽʁʭʵȻȪȹસț

ֿȻȪȹю٥ᲇɗȫɘɦȨȗȽȼǾ࿑ौᄑȽ

ɞȦȻȟȺȠǾ
ȈȽɑɂȥȉȈȞɑȢɜȉȽȼɁ

ໃɕȕɝǾȨɜȾ෩ႇ࿎Ⱥɕʙʉʙʉȟջǿ

ධխᄑȽᚐ̜ɗǾȠɝȲɦɐǾȪɚȶȷɞǾȗ

ᣋࢳȺɂǾɮʹɶɷɗʒʳʟɺɥ˿ͶȻȪȲ

ɉɝȟȶȦȽȼ᥅٠᭥యɕៈߋȺȕɞǿ

ڗഈɋɁጸɕᩒܿȨɟȹȗɞǿ

○秋田美人の地域ブランド力

○米、発酵を基盤とした食品製造業の構造

ǽߴߴ႔ɥҋȪȲ٥ڒȺȕɞᇻႎᅇɂǾпّ

ǽዢȼȦɠᇻႎȺɂǾᥕɁᛏᣲȟᄱɦȺǾႆႇ

ᄑȾȈᇻႎᏩ̷ȉȺջȽ٠٥ǿᣁరॴܤᠭ

ᦀȟпّቼ µ ͱǿᔌਖ਼ᖽЫఴɁ๊ᡮɗʫ˂ɵ˂

ഈȽȼɕ۹Ȣॴܤȟ๊ᄉȺȕɞǿᅇॴɂп

ʒʍʡɁʅ˂ʵʃȽȼɕᚐɢɟȹȗɞǿዢɥژ

ͶᄑȾǾɑȫɔȺǾణᜩȽɮʫ˂ʂȟȕɞɕɁɁǾ

ᄷȻȪȲ੫ᚓɁᄉࠕɂǾȗɉɝȟȶȦǾ֞أǾ

ȰɁՕᬂǾ٥ڒȾɂȈțɈɝȦȠȉȻ֣ɉǾ̰

ȪɚȶȷɞȽȼᄉᥡ᭥ֿȾɕख़ႊȨɟȹȝɝǾ
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ᣁ෩ႇ੫ᚓʅʽʉ˂Ǿ፱ն᭥ֿᆅሱʅʽʉ˂
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ႎᏩ̷ȉȻȗșᕹᒲͶȟʠʳʽʓȻȪȹްᅔ
Ȫȹȗɞɻ˂ʃɕͅȾȕɑɝȟȽȗǿ

②地域の弱みに相応するポテンシャル
○主要品目の少なさと販売力の弱さ

○製造加工、販売力の弱さと連携の弱さ

ǽᣁഈႇҋᭊɁ۹ȢɂǾዢȟ˿ͶȻȽȶȹȗɞ

ǽ٥ڒɁ᭥ֿᛏᣲɥɞȻǾ˹ߴ͙ഈɁҾնȟ
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ᯚȢǾпᛏᣲഈȾߦȬɞ᭥ֿᛏᣲҋᔸᭊɂ ·ᴢ
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ȲǾᕗɁȟᪿ˹ȬɞȦȻɗѧఙɁሗ᭒ȟߵ

࿎͏۶ȟߵȽȗȽȼǾ͇ӏΙϏढȾȝȗȹ

ȽȗȽȼǾూԈ٥ஓటϫɁ٥ျᄑȽᝥᭉɕ

ഫᣲᄑȽᝥᭉȟɜɟɞǿ
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ʉʙʉ͏۶Ɂ˿ᛵ෩ႇ࿎ȟིȗȦȻɗǾ᭴
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ഈȟᑧऍȽȼɁᝥᭉɕમȥɜɟɞǿ

ɁऍȨȟȕɞǿ

ǽᣋࢳǾࢍکȟࢿȟȶȹȗɞᄽۨɁୣɂ۹ȗ
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ȻɁᣵଆɕɦȺȗȽȗǿ

ӌȾᝥᭉȟȕɞǿ

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業

29

2-１.地域ポテンシャルの評価
グループワークで抽出された地域ポテンシャル
Ｓ（ 強 み ）
男性は朴訥（ぼくとつ）
、女性は秋田
美人の地域ブラ ンド力

豊かな自然環境と郷土文化・食文化
豊かな自然

風土・文化・歴史

地域の背景

秋田駒、白神山地などの山々
水がきれいというイメージ
八郎潟の干拓と大潟村の農業が有名

県民性、人柄

地域基盤

「なまはげ」や「かまくら」など郷土
「秋田美人」で有名
文化が全国的に有名

北海道についで食料自給率全国第 2
位
面積が広く、県北〜県南での多彩な 農村女性起業家の数が多く、活動が 全 国 ト ッ プ ク ラ ス の 認 定 農 業 者 数
食文化
活発
（10,255/H21）
、607 の集約営農組織
きりたんぽ、しょっつる、いぶりがっ 県民のイメージは、まじめ、朴訥（ぼ
こなどの郷土料理が豊富
くとつ）

秋田港を利用した原料の輸入、輸出 大館のまげわっぱなど特徴的な容器
が可能（シーレーンの活用）
を使った料理が有名

小中学校の教育レベルの高さ

重要無形民俗文化財数が 15 箇所で
秋田ならではの田舎のイメージ
全国第 1 位

温泉（源泉数 576 箇所）
自然エネルギー（水、雪、地熱）

米を中心とした農業力と魅力ある地域素材

生産

内部環境

米の生産

米粉の製造

地域特産品

「あきたこまち」ブランドとネームバ 県内で米粉の取組みが強化されてい
リュー
る。

ハタハタなど特徴的な海産物
イワガキ、トラフグを主体とした栽
培漁業への取組（新たなブランド化）

米の生産が全国第 3 位

米粉用品種〔瑞穂の舞〕育成

枝豆の生産量日本一を目指す取組

広大な耕地（水田）がある

米粉の生産が全国第 2 位

比内地鶏、ジュンサイなど、地域特
産品が有名

ほ場（水田）整備率が高い（73% /
H20）

特産水産物

大豆の生産量全国第 2 位

四季折々の季節素材が豊富
米、発酵を基盤とした食品製造業の構造

製造業・技術

日本酒（清酒）製造
日本酒の生産量が全国第 5 位

発酵食品産業

食品の研究機関

いぶりがっこ、味噌、しょっつるな
ど発酵技術を利用した加工食品があ
る

多様な産学連携

秋田大学、秋田工芸美術短大、県立
日本酒、麹、味噌、しょっつるなど
脳血管研究センターなどの学術・研
発酵技術を利用した食品加工技術
究機関の存在
農林水産技術センター、県立大学、
総合食品研究センターなどの食品に
係る研究機関の技術

蔵元杜氏の活躍、酒造メーカーのトッ
プセールス
米ぬか、甘酒など副産物の活用

小売・消費者

魅力的な料理
きりたんぽ、しょっつる、いぶりがっ
こなどの郷土料理が豊富
Ｂ級グルメ「横手やきそば」の取組
が活況

Ｏ（機会）
マクロ的視点
美味しさを求めるニーズとお値打ち感

ミクロ的視点（対秋田県を主眼に）

地域原材料を用いた商品へのニーズ
百貨店等を中心とした物産展の活況
直売所市場の広がり
ネット販売の市場の広がり

消費者
ニーズ

食の安全・安心志向

Ｂ級グルメの盛り上がり

横手やきそば、神代カレーなど、秋田Ｂ級グルメの認知向上

安全な国産品を求めるニーズの高ま
り

農業や水産業に対する注目
ノギャルやウギャルなど、生産に取組む若手の注目

表示の信頼性等を求める声

外部環境

地産池消の高まり
食による健康志向
食の高齢化対策
農商工連携、6 次産業化の推進
政策・
行政

底堅い健康食品、特保市場
高齢化の進展に伴う介護食市場の拡
大
各地で展開されている食による地域
活性化の動き

日本食ブランドの推進

秋田県による食品産業課の設置、食農観の活動の推進
米輸出の促進（海外の和食ブーム）

産学連携による技術基盤の強化
米粉など既存作物の利用用途拡大

米の用途拡大、小麦の代替としての米粉利用の高まり

食と観光、その他の関連産業との連携推進
国産食品の海外評価の高まり
産業・
経済
環境・
エネル
ギー
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中国を中心とした海外の日本食ブーム

国産原材料、加工品の輸出の促進

米輸出の促進（海外の日本食ブーム）

中国を中心としたアジア人旅行者の増加

韓国ドラマ「アイリス」効果による韓国・台湾人旅行客の増加

温暖化の加速

国内の食料生産に関する環境の変化

南の産地の生産量減少、産地北限の北上

循環型社会システム形成の高まり

バイオマスや未利用資源の有効活用

Ⅱ 食農連携推進の課題分析

Ｗ（ 弱 み ）
地理的条件や環境条件の課題による経済活動の弱さ
大消費地への遠さ

北国の環境条件

地域性その他

地域の背景

大消費地への距離的な課題

積雪が多く、冬期の移動が困難

県内の人口減少

大消費地への時間的な課題

積雪が多いため、冬期の農業が困難・ えふりこき（享楽的、見栄っ張り、
コストが係る
浪費家）

主要品目の少なさと販売力の低さ

生産

生産サイドの販売力不足

直売所の販売力の弱さ

野菜の旬の時期が集中する

生産量が多いが農業産出額は高くな
い（1,825 億円 /H19）

直売所の販売力、情報発信力が弱い

養殖漁業が脆弱

水産業の弱さ

冬期の地場産野菜の種類が少ない

生産量が多いが農業農業所得は低い

直売所の品揃えや地域の特徴が少な
い

ハタハタ以外に主要水産資源が少な
い。
（9,871 トン /H19）

内部環境

農産物の品目の少なさ

米作（あきたこまち）偏重で変化に
消極的な販売計画
乏しい。農業産出額の 8 割

製造・加工、販売力の弱さと情報発信力の低さ
製造業・技術

品質管理の弱さ

農業と食品産業の
連携の弱さ

中小企業が多く、食品の製造出荷額
酒と漬物以外の食品加工産業が少な
が低い（1.169 億円 /H19：全体の
い
7％）

全体的に企業の品質管理技術のレベ
ルが低い

量の問題から県産品が県内加工業者
に利用されていない

食品製造の就業者数が少ない、就業
水産加工業が少ない
者の高齢化

品質管理を行う人材が少ない

地域には食材・技術はあるが製品化
の受け皿となる企業が育っていない

産業の構造的な弱さ

主力製造品の少なさ

一次加工業者の少なさ（カット、ペー
スト、ジュース）
小売・消費

地産池消の推進力

情報発信力の弱さ

県内各地で食の好みが異なる

県内の嗜好の違い

給食での地産地消率が低い

県外への食の発信力が弱い

味付けが濃い、塩分を取りすぎる

地産地消の販売ルートが少ない

観光客向けの商品が少ない。単発で
終わる

Ｔ（脅威）
マクロ的視点

ミクロ的視点（対秋田県を主眼に競合相手含む）

少子・高齢化と人口減少による食マーケットの減少
消費者
ニーズ

消費者の低価格志向
消費者の米離れや米消費の減少
アルコール飲料の多様化による日本酒離れ

食の多様化とニーズの変化

生産者の高齢化、担い手不足
生産コストが高い

外部環境

産業・
経済

米価の下落

企業体力の低下、産業の空洞化
食品の商品ライフサイクルの短さ
地域における小売業の衰退

大手企業の県内進出の激化

地域経済の停滞

青森新幹線の開通による青森の知名度アップ、秋田の知名度ダウン

鳥インフルエンザ、ＢＳＥ、口蹄疫の発生と食への影響
安全・
安心

表示偽装、風評被害などの増加

日本周辺の新興国の台頭
新興国市場の拡大と資源獲得競争
海外
動向

海外原料価格の高騰
海外資本の参入
海外からの低価格商品の流入

環境・
エネル
ギー

温暖化の加速

国内の食料生産に関する環境の変化

循環型社会システム形成の高まり

環境配慮に係るコスト増・設備投資

北海道を中心として良質米の増加

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅱ

2. 地域戦略の検討（ＳＷＯＴ分析）
ＳＷＯＴ座標の項目とクロス分析の方法

（１）整理された地域ポテンシャルのＳＷＯＴ分析

強み（Ｓ）

弱み（Ｗ）

要素（コメント）
連携体や枠組の範囲内にお
けるポテンシャルが、他の
地域や活動と比較した場合
に『優れている』事項

要素（コメント）
連携体や枠組の範囲内にお
けるポテンシャルが、他の
地域や活動と比較した場合
に『劣っている』事項

機会（Ｏ）

脅威（Ｔ）

要素（コメント）
連携体や枠組みを推進する
場合や、新製品の開発、販
売展開等を講じようとする
場合『見通しが明るい状況』

要素（コメント）
連携体や枠組みを推進する
場合や、新製品の開発、販
売展開等を講じようとする
場合『見通しが暗い状況』

ǽျȨɟȲ٥ڒʧʐʽʁʭʵɂюၥہȻ۶
ኄɁտॴɥျȬɞȦȻȟժᑤȺȬǿ

内部環境

ၥہȻɁɹʷʃґȾɛɝǾᄻȬɌȠႩ
ǽᇻႎᅇȾȝȗȹюၥہɁऐɒȾᇉȨɟȲɽ
ʫʽʒᏰɂǾᇻႎᅇɥࢊȢ۶ၥہɁൡ͢Ȼ
ɕȾǾᑦݏȻɁɹʷʃȺɂǾȰɁᑦݏɥȗȞȾ

外部環境

ɁɹʷʃȺǾᯚȗႩТͱॴȟᝓɔɜɟɞȻȻ
ᤧوȪǾࢃҝԇႩȽȼȟផȫɜɟɞȞȻȗș
տॴȟ߳ȠҋȨɟɑȬǿ

クロス分析の持つ意味

ǽɑȲǾюၥہɁऍɒȾȷȗȹɂǾ۶ၥہ

内部環境

Ⱦȕɞൡ͢ȾߦȪȹǾȰɕȰɕ٥ڒюȺȰɁऍ
ɑȬǿ

ႎᅇȺɔȹəȢɌȠႩɁകႩɥǾ˩ᜤȺ

脅威︵Ｔ︶

ҋȨɟȲ٥ڒʧʐʽʁʭʵȉɁ᚜ɥɕȻȾǾᇻ

外部環境

ǽȦȦȺɂǾаȾᇉȪȲȈɺʵ˂ʡʹ˂ɹȺ

機会︵Ｏ︶

ɒɥȼɁɛșȾгఏȬɞȞȻȗȶȲႩȻȽɝ

強み（Ｓ）

弱み（Ｗ）

①チャンスあり

②ど の よ う に 弱 み を 克
服してチャンスをつ
くるか

③ど の よ う に 脅 威 を 回
避 し て、 チ ャ ン ス を
つくるか

④チャンスは少ない
（撤退？）

ျȬɞȦȻȻȪɑȪȲǿ

［強み

地域の強みを活かして、機会を捉える
ǽֿɗާпॴȟᯚȗਾȟّɁ᭥ɂǾ˹ّɥɂ
ȫɔȻȪȲᒾّȽȼǾ۶Ɂ៵ᐐȾȝȗȹ
ᯚȗΙɥीȹɑȬǿɑȲǾ˹ّɥ˹॑ȻȪȲ
۶̷ّஇᚐɁۄӏȽȼǾّюɁ៵ȟͲᣘȬ
ɞ˹ǾȲȽᛵပीȾտȤȲӦȠɕǾᣋࢳ๊
ᄉԇȪȹȗɑȬǿ
ǽ᭥Ɂާпˁާ॑ȾߦȬɞΙɂǾّႇֿ،ܧ
ɁᯚɑɝȻȻɕȾǾ៵ᐐɁʕ˂ʄȻʨʍʋȪǾ
٥ڒɁ᭥ȟʠ˂ʪȻȽɞˢǾᰀӌȕɞ٥ڒɁ
࿎ႇࠕȽȼɕᄱมȺȬǿ
ǽȦɁɛșȽมȾߦȪǾᇻႎᅇȺɂǾȕȠȲ
Ȧɑȴɥ˹॑ȻȪȲዢႇ٥ȺȕɝǾɑȲዢɗஓ
టᥕȽȼȾᩜᣵȪȲᄉᥡ੫ᚓȽȼǾͅɁ٥ڒȻ
ᢎȪȹ࿑ौᄑȽʧʐʽʁʭʵɥȪȹȗɑȬǿ
ɑȲǾᣋࢳɁّ᪨ᓎሳᡅ፷Ɂ߿ᓎɗᬤّʓʳʨ
ȈɬɮʴʃȉɁफᬭȞɜǾᬤ̷ّǾիຽ̷இᚐ
ɁۄӏȽȼǾ٥ڒɁ᭥ɥɬʞ˂ʵȬɞፏܧɁൡ
͢ɥȪȹȗɑȬǿ
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機会］

ǽȦɟɜɁʕ˂ʄɥᅔȾસțǾᇻႎȽɜȺɂ
Ɂ᭥ɥࠕᩒȪȹəȢȦȻȟǾʋʭʽʃɥસțɞ
ఊ۾Ɂൡ͢ȻȽɝɑȬǿȰɁȲɔȾɂǾᰀӌȕ
ɞ٥ڒʧʐʽʁʭʵɥɬʞ˂ʵȬɞ៵ᐐ࠙ɋ
Ɂʉ˂ɼʍʐɭʽɺȟᛵȺȬǿ

強み

機会

〔強み〕
○米を中心とした農業力と魅
力ある地域素材
○米、発酵を基盤とした食品
製造業の構造

〔機会〕
○地域原料を用いた
商品へのニーズ
○地産地消の高まり
○海外の日本食ブー
ム
○アジア人旅行者の
増加

米、発酵技術を駆使した食品
など地域の食を積極的にア
ピール。対象は、地域食に対
するニーズを持った国内の消
費者層と韓国人、台湾人旅行
客。
¾ 既にブランド力を有してい
る米の更なる戦略展開
¾ 日本酒に代表される発酵食
品の戦略展開

Ⅱ 食農連携推進の課題分析

［弱み

弱 み を 強 み に 変 え 、機 会 を 捉 え る
ǽ٥ڒɁ᭥ȾߦȬɞ۶ၥہɥᡍɑțȲکնǾ
۹ȢɁʋʭʽʃɥȬɞᇻႎᅇȺȬȟǾȰɁʧ
ʐʽʁʭʵɥఊ۾᪅ȾᄉȬɞȾɂǾ٥ڒɁᣁ
෩ႇ࿎ɗӏࡾ᭥ֿɁֿ͙ף႕ӌǾᩒᄉӌȝɛ
Ɇ៧ۨӌȟᑧऍȻȗȶȲᝥᭉȟȕɝɑȬǿаȾ
ɕᇉȪȲȈ٥ڒʧʐʽʁʭʵɁऐɒȉɂǾȦɟ
ɜᝥᭉȻȽɞऍɒȻɁᣵӦॴɥȪȹȗɞȦȻ
ȟͫțɑȬǿ
ǽ࿑Ⱦӏࡾ᭥ֿȾȝȗȹɂǾ٥ڒᛏᣲഈᐐɁף
ֿᩒᄉȾȝȤɞژᄷ੫ᚓɁऐԇȻᚖႆከျˁֿ
ᆬίȾߦȬɞ੫ᚓӌɁտ˨ȟɔɜɟɑȬȟǾ
ȦɟɜɁᝥᭉᜓขȾɂǾ٥ڒɁᆅሱൡᩜȟȬ
ɞ੫ᚓʁ˂ʄɁҟ๊ႊȟˢȷɁศȻȽɝɑȬǿ
ȦɟɜɁൡᩜȻɁᣵଆɥȻȝȪǾӏࡾȾȝȤɞ
ᑧऍॴɥгఏȬɞȦȻȺǾᰀӌȕɞ٥ڒɁᣁႇ
࿎Ǿ෩ႇ࿎ӏࡾɁȲȽ̜ഈԇȟժᑤȺȬǿ
ǽɑȲǾ៧ۨႩᬂȺɂǾ٥ڒᩜΡᐐɁᣵଆȾ
ɛɞষڨцԇɗ٥ڒɁ̜ഈႩɥ೫Ȭɞʡ
ʳʍʒʟɳ˂ʪɁഫኳȽȼǾʗʍʒʹ˂ɹɁऐ
ԇȟᛵȺȬǿ

ǽষڨɁцԇɗʗʍʒʹ˂ɹɁഫኳȾȷȗȹ
ɂǾటࢳ࣊ɛɝᅇȾɛɞጸȟܿɑɞȽȼǾ۶
ၥہɁൡ͢ȾߦȬɞ٥ڒɁऍɒгఏɁȲɔǾ
щͶኍȟ೫ȨɟɂȫɔȹȗɑȬǿ
弱み

機会

〔弱み〕
○地理的条件や環境条件の課
題による経済活動の弱さ
○主要品目の少なさと販売力
の弱さ
○製造・加工、販売力の弱さ
と情報発信力の低さ

〔機会〕
○地域原料を用いた
商品へのニーズ
○地産池消の高まり
○海外の日本食ブー
ム
○アジア人旅行者の
増加

外部環境の機会に対し、生産、
製造における企画力、商品力、
販売力といった弱みを解決す
るには、既に地域内部にある
強みとの連動により解決も可
能。
¾ 加工品の商品開発力向上の
ための戦略展開
¾ 品質および安全性確保など
技術力強化と情報の共有化
などネットワーク構築

［強み

脅 威 を 回 避 し 、地 域 の 強 み を 発 揮
ǽ٥ڒɁ᭥ȾߦȬɞ៵ᐐʕ˂ʄɁᯚɑɝɗǾ
˹ّȽȼȾɒɜɟɞ۶Ɂߋᛀ࠙ɥ˹॑ȻȪȲ
ஓటɁ᭥ɥɔɞۦɂǾᇻႎᅇɁɒȾސ٣Ȭɞ
ൡ͢ȺɂȕɝɑȮɦǿȦȦୣࢳɁյ٥ȾȝȤɞ
᭥ᣁɁ๊ӦȽȼɥɞȻǾʋʭʽʃȻ९ɢɟȹȗ
ɞ۶ၥہɁൡ͢ɂǾɓȪɠቧ̚Ɂ༜ȪȨɥۄȬ
ϿտȟɜɟǾّю٥ڒᩖȺɁᑦݏȾ۰៛Ȫȹȗ
ɞȻɕᐎțɜɟɑȬǿ
ǽȦɟȾߦȪǾᇻႎᅇȟȬɞዢǾᄉᥡ੫ᚓȽȼ
ɥᮠΈȪȲֿףɁ͙႕ǾᩒᄉǾ៧ᡅᆬίɁӛᄑ
ȽႩࠕᩒȾȝȗȹɂǾᇻႎᒲɁ٥ॴڒɥᡍɑ
țȲ͇ӏΙϏढɁʬʑʵ૬ಘɥᚐșȦȻȺǾͅ
ȻɁࢃҝԇɥَɞȦȻȟժᑤȻȽɝɑȬǿ
ǽ࿑Ⱦ٥ျᄑˁၥہᄑऍɒɗǾ˹ߴˁጯ͙ഈ
ȟ۹ȗႇഈഫᣲɥᡍɑțȲکնǾ៧ۨࠕᩒȾȝ
ȤɞʷʍʒढɁᝥᭉɥȗȞȾгఏȬɞȞȟᝥ
ᭉȺȬǿ۶ȞɜɁటՎоɗͲΙಐᛏֿɁํ
оȽȼɁᑦݏȾߦȪȹǾᇻႎᅇɁऐɒɥ๊ȞȪ
ȲႩࠕᩒɥផȫɞکնȾɂǾߴʷʍʒȺɁ͇
ӏΙϏढɕˢȷɁණبȻȽɝɑȬǿ

機会］

脅威］

ǽᇻႎᅇȟધȷ࿑ौɥ๊ȞȪǾȲȽࢍکӁҋ
ȽȼǾஒސɁʟ˂ʓʋɱ˂ʽȾસɢɟȽȗጸ
ȽȼǾᩜΡᐐɁឧɁ۰ᬆȟᛵȻȽɝɑȬǿ

強み

脅威

〔脅威〕
○食の多様化、ニー
ズ の 変 化、 マ ー
ケットの減少
○生産者、製造業者
の高齢化・担い手
不足
○地域経済の停滞
○新興国の台頭によ
る資本参入
○原料の高騰

〔強み〕
○米を中心とした農業力と魅
力ある地域素材
○米、発酵を基盤とした食品
製造業の構造
米や発酵技術を基盤とした地
域の強みに対しては、地域の
生産、加工の実状を踏まえた
付加価値戦略が重要となる。
地域のポテンシャルを発揮さ
せるには、既存のフードシス
テムからの脱却も一つの方
法。
¾ 地域のポテンシャルに即し
た付加価値形成型戦略と関
係者の意識向上のための取
組推進

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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2- ２. 地域戦略の検討（ＳＷＯＴ分析）
ǽᇻႎᅇпͶȺɁʋ˂ʪႩȾȝȗȹɂǾаȾ

（２）課題解決に向けた戦略視点の整理
ǽᵐᵔᵌᵑґɁፀɂǾɺʵ˂ʡʹ˂ɹȾȝ

ᇉȪȲȊɈɞȨȻᇻႎЫӁᣲʡʳʽȋȻɕ۾

Ȥɞ˿ᜊᄑȽ٥ڒɁɮʫ˂ʂɥɢȞɝɗȬȢ

ȗȾቺնȬɞɕɁȺȕɞȻᐎțɜɟɑȬǿ

ႩᄑȽཟȞɜျȪȲɕɁȺȬǿ

ǽȦɁɛșȽᝥᭉᜓขȾտȤȲႩཟɂǾஒ

ǽᇻႎᅇȾȝȗȹɂǾး٣Ǿ٥ڒՁ୳ɥႊȗȲף

ȾᅇஃኍɁ˹Ⱥ۹ȢȟஃȨɟȹȗɞȞɕȪɟ

ֿኄɁ៵ᐐʕ˂ʄȾߦȪȹǾዢǾᥕǾ٥ڒՁ୳

ɑȮɦǿȪȞȪȽȟɜǾȦɟɜɁጸɂࢿኰȺǾ

ՒɆᄉᥡ੫ᚓȽȼɁႩТͱॴȟᝓɔɜɟɑȬǿ

ᩜΡᐐȟᝓᅺцȪȹəȢȾɂᩖɕ॒ᛵȺȬ

ɑȲǾᣋࢳɁ۶இᚐɁۄӏɂǾȰɁТͱॴɥ

ȪǾȰɁȲɔɁщͶॴɕ॒ᛵȻȽɝɑȬǿȰɟ

ͩɃȬ٥ڒɁ࿑ްస͔ȻɕᐎțɜɟɑȬǿ

ȺɂǾȦɟɜஃኍȻɁᤛնॴȾɛɝǾȦɟȞɜ

ǽȪȞȪȽȟɜǾȰɁൡ͢ɥɬʞ˂ʵȬɞȲɔɁ

ᇻႎᅇȺɂͷɥɕȶȹᴥͷɥТаᄑȽ̜ᬱȻȪ

ষͤڨӌɁͲȨɗǾ٥ڒጨయɥҟ๊ႊȬɞӏࡾ

ȹᴦႩɁɥَȶȹəȤɃᓦȗɁȺȪɚș

੫ᚓɁژᄷɁऍȨǾȨɜȾɂǾႆႇȻᛏᣲኄȻɁ

Ȟǿ

ʨʍʋʽɺȾɂᝥᭉɕȕɝǾȦɟɜɥζᅪȪȲষ

ǽటంȺɂǾႩཟɁျȻȪȹǾᵐᵔᵌᵑ

ڨʗʍʒʹ˂ɹɁцԇȟɔɜɟȹȗɑȬǿ

ґȺમȥɜɟȲɽʫʽʒɁ˹ȞɜǾТаᄑȾ

ǽȨɜȾǾȦɁɛșȽጸɂǾး٣ǾਾȟّɁ

ᚐșɌȠᝥᭉɁᜓข̜ᬱȻȪȹǾ˩ᜤɁᴲᬱᄻ

յ٥ڒȺࠕᩒȨɟȹȗɞȦȻȞɜǾɕɂɗࢃҝ

¨ ᴵʐ˂ʨ © ɥɑȻɔɑȪȲǿɑȲǾඒʤ˂ʂ͏

ТͱॴȟᄉȨɟȾȢȗมȾȽȶȹȗɑȬǿ

᪃ȺɂǾյʐ˂ʨȾȷȗȹǾȦɟɑȺͷȟᚐɢ

ȦɁȲɔǾ٥ڒɁʧʐʽʁʭʵȾԴȪȲ͇ӏΙ

ɟǾȦɟȞɜͷȟ॒ᛵȞȻȗșȦȻɥǾछᝉʹ˂

ϏढټႩȻᩜΡᐐɁឧտ˨ɁȲɔɁጸ

ɷʽɺˁʫʽʚ˂ȾɛɞᜓᝢȻȪȹૡᢐȪȹȗ

ȽȼǾᇻႎᅇпͶȺɁʋ˂ʪႩȟɔɜ

ɑȬǿ

ɟɞȻȦɠȺȬǿ
ＳＷＯＴ分析で得た地域のポテンシャル情報から戦略視点を導き出したロジックモデル
ＳＷＯＴ分析（秋田の強みと弱み）

クロス分析からの地域の優位性と課題

地域力

地域の強みを活かして、機会を捉える

生産（農畜産）
コメを中心とした農業
力
比内地鶏、ジュンサイ
などの特産品
山菜など四季折々の地
域素材
ハタハタなどの特徴的
な海産物

農産物の品目の少な
さ
生産サイドの販売
力不足直売所の販売
力の弱さ
水産業の弱さ

製造
日本酒、しょっつるを 産業の構造的な弱さ
はじめとした発酵食品 主力生産品の少なさ
産業
品質管理の弱さ
総合食品研究センター
等の多様な試験研究機
関

○米を中心とした農業力と魅力ある地
域素材
○米、発酵を基盤とした食品製造業の
構造
米、発酵技術を駆使した食品など地域
の食を積極的にアピール。対象は、地
域食に対するニーズを持った国内の消
費者層と、アイリスで訪れる韓国人、
台湾人旅行客。
弱みを強みに変え、機会を捉える
○地理的条件や環境条件の課題による
経済活動の弱さ
○主要品目の少なさと販売力の弱さ
○製造・加工、販売力の弱さと情報
発信力の低さ
生産、製造における企画力、商品力、
販売力といった弱みを解決するには、
既に地域内部にある強みとの連動によ
り解決が可能。

食文化・その他
き り た ん ぽ、 い ぶ り 県内の志向の違い
がっこなどの多彩な郷 地産地消力の弱さ
土料理と食文化
情報発信力の弱さ
外部環境
食の安全・安心志向健 消費者の米離れ
康志向
米価の下落
おいしさを求めるニー 大手企業の県内進出
ズ
地産地消

脅威を回避し、地域の強みを発揮
○米を中心とした農業力と魅力ある地
域素材
○米、発酵を基盤とした食品製造業の
構造
米や発酵技術を基盤とした地域の強み
に対しては、地域の生産、加工の実状
を踏まえた付加価値戦略が重要とな
る。

課題解決の方向性︵項目化︶

大消費地へ遠さ
北国（雪国）の環境
条件
人口減少

戦略優位性の整理

豊かな自然環境
男性は朴訥
女性は秋田美人のブラ
ンド力

課題解決に向けた方向性（視点）の整理
①付加価値形成戦略
地域が持つ地域資源・業者が持つ経営資
源の価値の再構築と、それを生かす製品
づくり
②市場視点
エンドユーザーを見据えた生産者側との連
携等を含む、マーケティング志向型の成功
戦略構築
②− 1 生産（米）
基盤整備された広大な水田、人材等のポ
テンシャルを更に引き伸ばす戦略構築
②−２ 製造（日本酒）
秋田県で最も６次産業化しやすい分野、
他分野への応用
②−３ 製造（その他加工食品・加工技術）
食品産業における分業化、外部化に対応
するために、産地立地型の農林水産物の
一次、二次加工処理産業を育成
③安全性の確保と信頼の向上
トレーサビリティシステムの確立や秋田県
版 HACCP の推進等
④情報共有
生産者と加工業者の情報共有（プラットフ
ォームの構築）
⑤意識向上
生産者・加工業者等の意識向上・改革、
マーケット重視等視点の変換
※方向性を検討するべき５項目（８テーマ）
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Ⅱ 食農連携推進の課題分析

課題解決に向けた戦略視点

①付加価値形成戦略〜中小零細企業による付加価値形成型の戦略構築等〜
地域が持つ地域資源や事業者が持つ経営資源の価値の再構築と、それを生かす製品づくりを進めましょう。また、商品開
発のヒント収集や、商品や業者、秋田のファンづくりなどのためのコミュニティ形成を促進しましょう。
ǽȦɟɑȺɕᅇюɁ̜ഈᐐɂറȁȽֿףɁᩒᄉȾጸɦ
ȺȠɑȪȲǿȪȞȪǾ
ᵐᵔᵌᵑґɁፀȽȼȞɜɂǾ
Ȉᇻ
ႎȾɂɑȳЭґȾ๊ႊȨɟȹȗȽȗᒲɁໃȟୣ۹Ȣ
ȕɞȉȻᐎțɜɟɑȬǿȈऍɒȉȻȪȹસțɜɟȹȗɞȈୣ
ȟߵȽȗȉȻȗșɽʫʽʒɂǾɓȪɠǾȰɟȳȤȺȈဪ
ȪȗȻȗșΙϏȉɥႆɒҋȬժᑤॴȾɕȷȽȟɞȞɕȪ
ɟɑȮɦǿ
ǽ᭥ֿ̜ഈᐐȾȷȗȹɕǾᇻႎᅇȾɂߴൌȽ̜ഈᐐȟ
۹ȗȦȻȟऍɒȻȪȹમȥɜɟȹȗɑȬȟǾ۾ൌ̜ഈ
ᐐȾɌȹʟʍʒʹ˂ɹȟᢌȗȻȗșᩋȟȕɞȻɕ
țɑȬǿɑȲǾ੫ᚓᩒᄉȾȷȗȹɂǾ፱ն᭥ֿᆅሱʅʽ
ʉ˂ɥɂȫɔȻȬɞᅇɁуᜫᆅሱൡᩜȟᯚȗᑤӌɥɕȶ
ȹȝɝǾᅇпͶȻȪȹɂጨయˁ̷యȻɕȾʧʐʽʁʭʵ
ᴥ٣ᑤӌǾժᑤॴᴦɂᯚȗȻțɑȬǿ
ǽȪȲȟȶȹǾɑȭɂᇻႎᅇȟધȷʧʐʽʁʭʵɥȨɜ
Ⱦ೫ᜳȪȹəȢ॒ᛵȟȕɝɑȬǿѓ೫ᜳɁ᪨ɂֿףᩒᄉ
ȾᩜɢȶȹȗȽȗǾ۶ɁཟɥɝоɟɞȦȻȟᛵ
ȺȬǿ࿑Ⱦ֞ǾȝȗȪȨȾȷȗȹɂ఼߬᪨Ɂ᭔ȾȽ
ɞ̷ȲȴɁཟɂඑȞȮɑȮɦǿ

ǽ٥ڒໃɁΙϏɥᄽȬ᪨ɂǾȰɁֿףɥۨɝȲȗᄾ
ਖ਼ȽȼǾʉ˂ɼʍʒɥȺȠɞȳȤፄɞɌȠȺȬǿʉ˂ɼʍ
ʒɥፄȶȲȟщͶᄑȽɮʫ˂ʂɥ૫ȠɗȬȢȽɝɑȬ
ȪǾᝤȾ៳ȶȹɎȪȗȞȾɛȶȹᛏֿɋɁɽʃʒǾਖ਼ᩖ
ɁȞȤȞɜʛʍɻ˂ʂʽɺǾϏ͇ȤɁ̈́Ƚȼɕ۰
ɢȶȹȠɑȬǿ
ǽֿףᩒᄉɁ᪨ɁщͶᄑȽʐ˂ʨɥȷȤɞȲɔǾयɜ
ȟͷȾᰀӌɥȫǾȼɦȽɕɁȟȕɞȻȗȗȻᐎțȹȗ
ɞɁȞɥറȁȽਖ਼ศɥႊȗȹ۹ᬂȞɜ೫ᜳȪɑȪɚ
șǿȨɜȾǾᩋȗᩖֿףɥ៳ȗፖȤȹȢɟɞ̷Ǿʟɫʽ
ɥᑎȹɞȦȻɂ̜ഈፕፖȾȻȶȹɕᛵȺȬǿ
ǽयɜȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥ߈ȾȬɞȦȻɂֿףᩒ
ᄉɁʜʽʒɥीɞൡ͢ɥۄɗȬȦȻȾɕȽɝɑȬǿयɜ
ɁۦȾख़țǾȰɟɥֿףȻȪȹးȪፖȤɞȦȻȺαᭅ
ᩜΡɥኳȢȦȻȟȺȠɑȬǿ
ǽᣋࢳɂɰɱʠȽȼȺ˰ႜ˹Ɂ̷ȻՔտɁɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽȟժᑤȾȽȶȹȗɞɁȺǾȰɟɜɕሥᄑȾ
๊ႊȪɑȪɚșǿ

② 市 場 視 点 〜エンドユーザーを見 据えた生 産 者 側との 連 携 等を含 む、売るための 仕 組み 、戦 略 構 築 〜
商品を売るための戦略構築のために、県では食品に関するプロジェクトを立ち上げています。これを活用して機会を増や
すこととともに、大きな意味でのマーケティング志向で事業経営を成功させていきましょう。
ǽֿףɥۨɞȲɔɁ̈́ጸɒͽɝǾȬȽɢȴႩഫኳɁȲ
ɔȾɂǾʨ˂ɻʐɭʽɺॖտȺᚐșȦȻȟᛵȺǾȰɁ
ȲɔȾɂɲʽʓʰ˂ʀ˂ɁӦտੰ૱ȟ˪ժඑȺȕɝǾՁ
య୳ɥֆɓႆႇᐐɿɮʓȻํᣮɥֆɓ៵ᐐɿɮʓɁᣵ
ଆȟᛵȳȻȗɢɟȹȗɑȬǿ
ǽᇻႎᅇȺɂǾ
ȈɈɞȨȻᇻႎЫӁᣲʡʳʽȉȾȝȗȹǾ
᭥ֿȾᩜᣵȬɞɕɁȻȪȹȈႩᄑࠕᩒȾɛɞ᭥ֿႇഈ
ɁળᒾȉʡʷʂɱɹʒȝɛɆȈᇻႎɁऐɒɥᄉȺȠɞ
៧ۨၥہȸȢɝȉʡʷʂɱɹʒɥȴ˨ȥȹȗɑȬǿ
ǽȦɁ˹ȺఊᣋɁ๊ӦȻȪȹɂǾᣁ෩ႇഈɗᜊбȻᣵ
ଆȬɞȈ᭥ˁᣁˁᜊȉȻȗșȲȽʝʂʗʃʬʑʵɁഫ
ኳȟȕȥɜɟɑȬǿՁ୳ȻȽɞ۹റȽ᭥ໃɁႆႇછ۾Ǿ
ȰɟɥҟႊȪȲֿףᩒᄉǾᜊбኄȻɁɽʳʦʶ˂ʁʱʽ
Ⱦɛɞ៧ᡅછ۾ɥᣮȫȹ٥ڒɁ๊ॴԇȟఙशȨɟȹȗɑ
Ȭǿ
ǽɑȲǾষڨцԇɥȬɞȦȻȺʨ˂ɻʍʒষڨɥ
ˢЫከျȪǾႆႇᐐȻөᐐՔɋɁষڨɁՙᄉαȟժ
ᑤȾȽȶȲȈᇻႎᅇᣁ෩ႇ࿎ʨ˂ɻʍʒষڨȉȟࢲ
²² ࢳȞɜӦȠҋȪȹȗɑȬǿ
ǽȦɟɥ๊ႊȬɞȦȻȺǾᇻႎᅇႇᣁ෩ႇ࿎ɥۨɝȲ

ȗ̷Ȼ៳ȗȲȗ̷ȟᎢȟɝǾ٥ڒՁ୳ɥႊȗȲֿףɋɁ
ʕ˂ʄɋɁߦख़ȟȪɗȬȢȽȶȹȠȹȗɑȬǿ
ǽȦɁɛșȽᚐȞɜɁୈɥҟ๊ႊȬɞȦȻȺǾ٥ڒ
ɁៈߋȽՁయ୳ɥ๊ႊȪȲֿףႆႇɁൡ͢ȟۄțɞȻᐎ
țɜɟɑȬȟǾɲʽʓʰ˂ʀ˂Ɂʕ˂ʄȾնɢȮȲֿף
៧ۨɥᄻȬȾɂȨɜȾᄉɁᢆ૰ȟ॒ᛵȺȬǿ
ǽᄻൈɥՖᄬȻȮȭǾ៵ᐐȞɜඕȪȗȻɢɟɞɕɁ
ɥͽɞǾȕɞȗɂʚɮʮ˂ኄɁۨɞϫɁ̷ȲȴȟǾˢႭ
аȾۨɝȲȗɕɁɥͽɞȦȻȟᛵȻɞ͢ᇋɁֿף
ɂǾوɝᤍɥȪȹȗɞɛșȺǾɂᅔȾۨ˨ȥɥͩɃ
ȪȹȗɞȟȕɝɑȬǿ
ǽɑȲǾɲʽʓʰ˂ʀ˂Ɂʕ˂ʄɥɞȲɔɁᝁ᭥ɥॎ
ࣄᄑȾᎱᣌȬȦȻȺǾɲʽʓʰ˂ʀ˂ɁᣅɒȾӎȪ
ȹȗɞ̜ഈᐐɗǾिഈ׆ɗ٥ڒɋɁफᬭɥֆɔ̜ഈ๊Ӧ
пȹȟ᭔ᠴȾᎢȟɞᦉɥૡȥȹȗɞ̜ഈᐐɁӎ
ኄɥᐎਁȬɞȻǾʨ˂ɻʐɭʽɺॖտɂԨȽɞ៧ۨ
ឧɥᠰțȲ̜ഈጽ؆Ɂ۾ȠȽᝥᭉȻȽȶȹȗɞȻȗțɑ
Ȭǿ

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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2- ２. 地域戦略の検討（ＳＷＯＴ分析）

② - 1 米 に つ い て 〜 基 盤 整 備された 広 大な 水 田 、人材 等のポテンシャル をさらに引き伸ば す戦 略 構 築 〜
稲作に適した生産基盤や気象条件等を最大限に活かし、米主産県秋田としての確固たる地位を確立するため、実需・消費
者視点を重視したマーケットイン型の販売戦略に転換するとともに、ＪＡや法人等が取組む米輸出を推進しましょう。
ǽዢɁ៵ᦀȟນߵȬɞ˹ȺǾԈᤍɥɂȫɔͅᅇȾȝ
ȗȹɕᓦ᭥֞ȽֿሗȟፖȁȻʑʝʯ˂ȪȹȝɝǾዢ˿
ႇᅇᇻႎȻȪȹᄉࠕȪȹȗȢȲɔȾɂǾȦɟɑȺɁȺȠ
ɞȳȤᯚȢۨɞȦȻȾӌཟɥᏚȢႩȞɜǾȈᤛҒȽΙ
ಐ࢛ȉȺǾȈȺȠɞȳȤȢۨɝҒɝȉ
ǾፀȻȪȹȈࢍ
کʁɱɬɥᯚɔɞȉႩɋȻᢆ૰ȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȬǿ
ǽȦɁȲɔᇻႎᅇȺɂǾᣁԦ˹͢܄ɗпᣁᅇటǾᅇ
ޙ۾ኄȻȻɕȾȈȕȠȲዢ៧ۨႩ͢ឰȉɥᜫᏚȪǾ
ˁ៵ᐐɁཟɥژᢉȾʨ˂ɻʍʒɮʽټɁႇ٥ɋȻ
ѓഫኳȬɞȲɔɁщͶᄑȽֿףႩǾΙಐႩǾํᣮ
ႩǾ៧ˁᵍᵏႩɥੜȴҋȪȲȻȦɠȺȬǿ
ǽఊᣋȺɂǾ᭥ֿʫ˂ɵ˂ኄȻʉɮɬʍʡȪȲȲȽ៧
๊ӦኄɥࠕᩒȬɞȻȻɕȾǾʦʒʵʳɮʃȽȼߵᦀԇˁ
ߴґȤȪȲጀዢֿףɁᩒᄉɕ೫ȨɟȹȗɑȬǿ
ǽ̾ऻɂǾᇻႎዢɁɲ˂ʃȺȕɞȈȕȠȲȦɑȴȉɁɎ
ȞǾᓦ᭥֞ȺഈөႊȾɕտȢֿሗȈəɔȝɃȦȉǾ˹

ࠞᩖ٥տȤɁͲɬʩʷ˂ʃֿሗȈȦɑȴȉȽȼǾట
ᅇȟȬɞ۹थȽֿሗɥǾȰɟȱɟɁႊᣩȾᤛȪȲ៧ۨ
ႩȺۨɝᣅɓȦȻȺǾпّࠌɁዢ˿ႇᅇȻȪȹǾȨ
ɜȽɞᄉࠕȟఙशȺȠɑȬǿ
ǽɑȲ۶ȺɂǾߧձɥɂȫɔஓట᭥ɁᣥȾӏțǾ
ᢎᄑާȗΙಐȺஓటዢɥ៧ۨȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻ
ȺǾ۶ȺɁዢɁ᠔៳࠙ȟᅔȾࢿȟȶȹȗɑȬǿ
ǽᇻႎᅇȺɂǾး٥ȺɁ៧ۨ͢ɗ͙ഈᜪץǾʚɮʮ˂
ɥગᐦȪȹɁʨʍʋʽɺኄɁୈɥᚐȗǾիຽɗᮓຨȽ
ȼȾߦȪȹǾࢲ ²± ࢳȾɂّюᢡҋᦀɁ ±¯³ ɥԬɔɞ
´±² ʒʽɥᢡҋȪǾ̾ࢳɂȨɜȾછ۾ȬɞᣮȪȺȬǿ
ǽᢡҋዢɂǾ˿᭥ႊȻɂҝౕɁᢆͽȗȺͽ͇ȤȺȠɞ
ȦȻȞɜǾటᅇɁ៣ႇȺȕɞ෩ႎɥӛȾ๊ႊȺȠɞɎ
ȞǾ෩ႎɥᣁഈศ̷ኄȾᬂᄑȾᪿሥȪȹɽʃʒͲນɥَ
ɝǾȦɟɑȺɁߋᛀ࠙ɥߦ៎ȾȪȲ៧ۨȾӏțȹǾഈө
ႊᛵȾɕߦख़ȺȠɟɃǾȨɜȽɞછ۾ȟఙशȺȠɑȬǿ

② - 2 日 本 酒 に つ い て 〜 秋 田 県で 最 も6 次 産 業 化しや すい 分 野、他 分 野 へ の応 用 〜
吟醸酒・純米酒の需要拡大のため、6 次産業化において酒米生産など有利な点を活かしつつ、課題となる流通について、
酒造メーカーの意識改革を進めましょう。また、杜氏の高齢化など県と業界が一体となった技術支援を推進しましょう。
ǽᣋࢳǾᔌࢳ࠙ɥ˹॑ȾȈᥕᫌɟȉȟɓ˹ǾᇻႎᅇɁ
࿑ްջለᥕလ ¨ టᥴᣲᥕeጠዢᥕeւᥴᥕ © ɂూԈȺఊ
ɕͲȢǾˢᓐᥕɁ۹ȗȦȻȟ៧ۨᬂȺᔍȬɞՁىȻ
ȽȶȹȗɑȬǿ៵ȟܧᝩȽւᥴᥕˁጠዢᥕɁလȻֿ
ɥ˨ȥȹࢍکȾࠕᩒȬɞȦȻȟ፯ॲȽᝥᭉȺȬǿ
ǽ¶ ඒႇഈԇɂȦɁᝥᭉᜓขɁȲɔɁˢȷɁᦉȾȽɞ
ȻᐎțɜɟɑȬǿ
ǽᥕᣲʫ˂ɵ˂ȟᥕዢႆႇ ¨± ඒ © Ȟɜຏᥕᥴᣲ ¨² ඒ ©Ǿ
ํᣮ៧ۨ ¨³ ඒ © ɥˢ៩Ȫȹɽʽʒʷ˂ʵȺȠɞȦȻɂǾ
ᓦȽᥕዢȺᯚֿȽւᥴᥕˁጠዢᥕɥᛏᣲȪǾֿɥ
Ͳ˩ȨȮȭȾͲຣํᣮȨȮ៧ۨȬɞȲɔȾᛵȽస͔Ȼ
ȽɝɑȬǿ
ǽး٣ǾᇻႎᅇɁᥕዢɂႆႇᐐȻᥕᣲጸնˁᥕᣲʫ˂ɵ˂
ȻɁܑጙڗȟ˿ͶȻȽȶȹȗɑȬȟǾຏᥕɁํᣮɂǾ
ԸۨഈᐐȟȰɁ ¹ Ҿ͏˨ɥઆȶȹȗɑȬǿ¶ ඒႇഈԇȾ
ɛɞຏᥕɁᛵછ۾ɁཟȞɜǾํᣮȾᩜɢɞᥕᣲʫ˂
ɵ˂ɁᐎțɁᢆ૰ȟᝥᭉȻȽɝɑȬǿ

36

ǽȬȽɢȴǾԸۨഈᐐȻֿףᜫɗํᣮၥہȾᩜȬɞ፭
߈ȽᣵଆɥᚐșȦȻɗǾߴۨഈᐐˁ៵ᐐɋɁᄽۨʵ˂
ʒɋɁտᢆ૰ǾȨɜȾ۶ࢍکɁՎоȽȼȟᛵȺȕ
ɞȻᐎțɜɟɑȬǿ
ǽᇻႎᅇɁᥕᣲʫ˂ɵ˂ɂᯚȗ੫ᚓʶʣʵɥધȶȹȗɑ
ȬȟǾ॒ȭȪɕ៧ۨୣᦀȾՕȨɟȹȗɑȮɦǿɑȲǾ
ఴɁᯚᳮԇȾɛɝǾ
ȈԌɁ੫ȉɁͤ੪ɕᫍȪȗးȺȬǿ
ఊᣋǾᔌਖ਼ɁᖽЫȟ੫ᚓ̬ํȾɛɝᛏᣲ៧ۨɥԦӌȪȹ
ᚐș ÎÅØÔ ᴲɁጸȟาᄻȨɟȹȗɑȬǿȦɟɜɥୈ
ȬɞȲɔȾǾᥕዢڗ੫ᚓǾຏᥕᛏᣲ੫ᚓǾํᣮȾᩜ
ȬɞᅺឧȽȼǾ̷యᑎɗষڨ૬ΖኄǾᅇȻഈႜȟˢͶ
ȻȽȶȹɔɞȦȻȟ॒ᛵȺȬǿ
ǽᇻႎɁຏᥕႇഈɂ٥ڒɁධխȻዢ୫ԇȾಏȩȪȲͤፋ
Ɂȕɞ˿ᛵႇഈȺȕɞȦȻɥѓᝓឧȪǾᅇю۶ɁȁȾ
ᇻႎᅇႇຏᥕɁᏩ֞ȪȨɥᄒȺᵍᵏȪȹȗȢȦȻȟǾᇻ
ႎᅇᥕᣲഈɁᄉࠕɗǾᇻႎᅇɥៈȞȽᅇȾȪȹȗȢȲɔ
ȾमȶȹȗȢɕɁȻᐎțɑȬǿ

Ⅱ 食農連携推進の課題分析

② - 3 そ の 他 の 加 工 食 品 ・加 工 技 術
県内外の食品産業における分業化、外部化に対応するために、産地立地型の農林水産物の一次、二次加工処理産業を育成
が必要です。加えて、
レトルト処理などといった高度加工処理技術の共有化により、食品産業全体の組織的な構造変化を促し、
地域農産物や加工技術の横断的な相互利用を推進しましょう。
ǽᇻႎᅇɂ٥ڒᣁႇ࿎ȾগɑɟȹȗɞȲɔǾ᭥ֿՁయ୳
ȻȪȹɁႆᰚ࿎ɁΖፈͶҤɂˢख़ᆬȨɟȹȗɑȬȟǾ
ᅇю۶Ɂ᭥ֿႇഈȾȝȤɞґഈԇǾ۶ԇɁํɟȾᣜ᪢
ȺȠȹȗɞȻɂȗᫍȗɁȟးȺȬǿ٥ڒᣁႇ࿎Ɂ͇
ӏΙϏढɥᚐș˨ȺǾഫᣲᄑȾȲȽ̈́ጸɒȸȢɝɥ
೫ȪȽȤɟɃȽɜȽȗఙȾ఼ȹȗɑȬǿ
ǽ᭥ֿႇഈɁ۹ȢɂǾᕗɁ๎ǾᄠɓȠǾɵʍʒȽȼ
ɁҰѿျɁͅǾ෩྆ɗᏆᝇǾѯѸѿျȽȼǾˢඒǾ̝ඒ
ӏࡾѿျՁ୳Ɂˢɥ۶ɋΗސȬɞɛșȾȽɝɑȪȲ
ȟǾற̾Ɂ᭥Ɂާпާ॑ɋɁᩜ॑ɁᯚɑɝȽȼȞɜّႇ
Ձయ୳ɋɁ࢜وȟӏᣱȪȹȗɑȬǿ
ǽᇻႎᅇɂៈߋȽ٥ڒᣁႇ࿎ɁႆᰚֿɁΖፈژ٥ȻȪȹ
ɁमҾɥȨɜȾɕșˢඬɔǾʰ˂ʀ˂ʕ˂ʄȾख़ȫȲ
ႇ٥٥ټɁˢඒǾ̝ඒӏࡾֿɁާްΖፈͶҤɥഫኳȬ
ɌȠȺȬǿႆᰚ࿎ɁɑɑȺɂȽȢǾ᭥ֿႇഈȟΈȗɗȬ
ȗɛșȾӏࡾȪȹጨయԇȬɞȦȻȾɛȶȹȲȽᛵȟ
ႆɑɟɑȬǿ

ǽțɃǾᅇюȺॊጯȽየᆆ੫ᚓȾТɟȲӏࡾ੫ᚓɥ
Ȭɞ͙ഈȟᅇႇំ۾ǾំɁʤ˂ʃʒԇȾጸɒǾȰɁ
ֿȟᕔފഈႜɗޙಇፈ᭥ኄȺᝓɔɜɟɞɛșȾȽɝɑ
ȪȲǿȦɟȾɛɝǾˢඒӏࡾɥጽႏȪȲഈᐐᩖɁ᭥యǾ
ጨయᣵଆȻɕȗțɞȲȽֿףᩒᄉɁጸȟܿɑȶȹȗ
ɑȬǿ
ǽɑȲǾʶʒʵʒӏࡾȽȼȻȗȶȲᯚ࣊Ƚӏࡾѿျᜫ϶
ɥ॒ᛵȻȬɞףႊႆႇȾȝȗȹǾᅇю͙ഈɁ۹ȢȾɒɜ
ɟɞɛșȽǾߴൌஃᜫȺȕɞȟəțɁʑʫʴʍʒɥᣡ
ਖ਼ȾȻȶȲ͙ഈɕȕɝɑȬǿʒʨʒɵʶ˂ɗɬʃʛʳɵ
ʶ˂ȽȼɁɛșȾǾ࿑ްɁᣁഈႆႇᐐɗ٥ڒ᪅ްՁయ୳
ȽȼɥႊȗȲߴʷʍʒȞɜɁՙาӏࡾȾጸɦȺۨ˨ȥ
ɥͩɃȪȹȗɑȬǿպറɁȦȻɂǾʴʽɾʂʯ˂ʃɁӏ
ࡾȾȝȗȹɕᕻȾȽȶȹȠɑȪȲǿȦɟɜɂǾஒȾͅ
ᅇȺɂȕȲɝɑțȾᚐɢɟȹȗɞȦȻȺȬȟǾᅇюȾȝ
ȗȹɕǾґഈԇɗ۶ԇɥૄțȲǾȗɢɃӏࡾѿျ੫
ᚓɁцԇȾɛɞ٥ڒᣁႇ࿎Ɂᯚ͇ӏΙϏԇȻȗȶȲᣵ
ଆɁӦȠȟǾ̾ऻǾɑȬɑȬᛵȾȽȶȹȠɑȬǿ

③ 安 全 性 の 確 保 と 信 頼 の 向 上 〜トレーサビリティシステムの確立や秋田県版 HACCP の推進等〜
食の根幹となる衛生管理レベルの向上のため、人材の育成を企業で進めることで、危害発生の防止と緊急事態への対応を
可能とすることが重要です。また、行政における危機管理体制の強化など、地域全体としてのネットワーク構築を推進しま
しょう。
ǽႆႇȞɜᛏᣲǾํᣮǾߴۨˁ۶᭥ȾᒴɞˢᣵɁʟ˂ʓ
ʋɱ˂ʽȾȝȗȹǾᛏֿˁֿףɁާпॴᆬίɂ॒ᬳȻȽ
ɞಏࢷɁጸȺȬǿ
ǽȦɁɛșȽᑔȾߦȪǾᇻႎᅇȺɂǾ᭥ֿɁާпˁާ
॑ᆬίɥˢͶᄑȾȬɞȲɔǾࢲ ±µ ࢳ · ఌȾȈᇻ
ႎᅇ᭥ֿާп͢ឰȉᴥᇻႎᅇႆ๊ၥہႆ๊ᚖႆᝥ
᭥ֿާпˁާ॑ဳᴦɥᜫᏚȪǾᅇɁՕǾ᭥ֿɁ
ާпȾᩜȬɞষڨՖᪿȻґǾᅇɋɁষڨ૬ΖǾ᭥ֿ
ȾɛɞԲᄉႆ᩻ඨȻ፯ॲ̜ৰɋɁԲൡከျͶҤɥഫኳ
ȪȹȗɑȬǿ
ǽఊᣋɁ๊ӦȻȪȹɂǾࢲ ²° ࢳȾȈ᭥ֿɁާпˁާ
॑ɁȲɔɁɬɹʁʱʽʡʳʽᴥࢲ ²° ᵻ ²² ࢳ࣊࿂ᴦȉ
ɥްǾɑȲǾࢲ ²² ࢳ · ఌȾɂǾᇻႎᅇ᭥ֿᒲ˿ᄑ
ᚖႆከျᝓᜳҤ࣊ᴥᇻႎᅇ࿂ʙɿʍʡᝓᜳҤ࣊ᴦɁஃ
ᴥᇋيศ̷ᇻႎᅇ᭥ֿᚖႆԦ͢ᴦȽȼǾࢿȢ᭥Ɂާпॴ
ᆬίȾտȤȹɁ๊ӦɥȪȹȗɑȬǿ

ǽɑȲǾᣋࢳȺɂǾާпॴᆬίɁͶҤഫኳȾӏțǾ᚜ᇉ
ɁαᭅॴᆬίɗֿףɁҋᒲɁɜȞȨȽȼǾ៵ᐐʕ˂
ʄȾߦख़ȬɞȽȼǾষͤڨᤎ੫ᚓȻɁᣵଆȾɛɞֿףᩒ
ᄉɕɔɜɟȹȗɑȬǿ
ǽ٥ڒɁюၥہɁऍɒȾમȥɜɟȹȗɞႆႇˁᛏᣲґ
Ɂᚖႆከျ੫ᚓɁտ˨ɂǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇȾȝȤɞ
᭥ɥȬɞ˨Ⱥ፯ɁᝥᭉȻȽɝɑȬǿɑȲǾᚖႆከ
ျ੫ᚓȾߦȬɞျᜓɗᅺឧտ˨ȽȼǾɛɝˢ࠙ɁௐՒ
Ȼ੫ᚓᄑᅺɥȪȲ̷యɁᑎȟ॒ᛵȺȬǿ
ǽȰɁȲɔȾɂǾႆႇᐐǾᛏᣲഈᐐǾํᣮഈᐐȽȼǾյ
̜ഈᐐɁյ᪡ȾȝȤɞԲᄉႆɁ᩻ඨȻ፯ॲ̜ৰɋɁ
ߦख़ǾɑȲǾᚐȾȝȤɞԲൡከျͶҤɁऐԇȽȼǾ̷
ᄑǾጸᎥᄑȽ٥ڒпͶȻȪȹɁʗʍʒʹ˂ɹഫኳȽȼɁ
ጸȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ
Վᐎᴷᇻႎᅇ᭥ֿާп͢ឰɁʥ˂ʪʤ˂ʂ
èôôðº¯¯÷÷÷®ðòåæ®áëéôá®êð¯æóáæåôù¯
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2-2. 地域戦略の検討（ＳＷＯＴ分析）

④ 情 報 共 有 〜 生 産 者 と 加 工 業 者 の 情 報 共 有 （ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 構 築 ）〜
情報共有の観点では、生産者・加工者から消費者につながる一連の流れを作ることが重要となります。既存の情報ツール
を活用しながら、生産者・加工者と消費者とを結ぶ新たなシステムの構築を推進しましょう。
ǽᇻႎᅇȾɂᰀӌᄑȽ᥅٠୳ျɗ٥ڒጨయȟៈߋȾȕɝ
ɑȬȟǾӏࡾֿɥֆɔȹ۹ȢɁɕɁɂᅇ۶ȾࢿȢᝓᅺȨ
ɟȹȗȽȗɁȟးȺȬǿȦɁץᭉɥᜓขȬɞȲɔȾɂǾ
ऍɒȺȕɞŽᛏᣲˁӏࡾǾ៧ۨӌɁऍȨȻষڨᄉαӌɁ
ऍȨžɥгఏȪȽȤɟɃȽɝɑȮɦǿȰɁȲɔȾɂǾႆ
ႇǾᛏᣲˁӏࡾȰȪȹ៧ۨɁᣵଆɥȬȦȻȟ॒ᛵȻȽȶ
ȹȠɑȬǿȰɁژᄷȻȽɞɁȟǾȰɟȱɟȟધȷষڨɥ
цԇȪ๊ႊȬɞȦȻȺȬǿ
ǽষڨцȺ॒ᛵȽȦȻɂǾႆႇᐐˁӏࡾᐐȞɜ៵ᐐ
ȾȷȽȟɞˢᣵɁํɟɥͽɞȦȻȺȬǿ
ǽᇻႎᅇȺɂǾȈ᭥ˁᣁˁᜊɥ˽ȧȻۨɝҋȬȉጸɥ
ɔȹȝɝǾȈ᭥ˁᣁˁᜊȉɁៈߋȽໃˁ̜ഈᐐˁୈ
ஃኍኄɁষڨɥцȬɞȻȻɕȾǾˁ૬ಘɥࢿȢ
ᪿɔǾɛɝᓦȗୈஃኍɁഫኳȾȬɞᄻᄑȺȈষڨц
ʎ˂ʵȉɥɮʽʉ˂ʗʍʒ˨ȾᜫȤȹȗɑȬǿɑȲǾ
ʨ˂ɻʍʒষڨɥˢЫከျȪȲȈᇻႎᅇᣁ෩ႇ࿎ʨ˂
ɻʍʒষڨȉɥᜫᏚȪǾᅇႇᣁ෩ႇ࿎ɥۨɝȲȗ̷Ȼ
៳ȗȲȗ̷ȟᎢȟɞʁʃʐʪɕᤆႊȪȹȗɑȬǿȦɟɜ
Ɂষڨцʎ˂ʵɂǾႆႇᐐȻӏࡾᐐɑȺȺȬǿ

ǽˢǾᇻႎᅇȟ៵ᐐȾտȤȲষڨʎ˂ʵȻȪȹǾ
Ȉᇻ
ႎɁ࿎ႇ፱նষڨɿɮʒŽᵋᵂᵊᴾᵏᵂž
ȉ
ǾȈȕȠȲ᭥
ɁّʗʍʒȉȝɛɆȈᇻႎᅇᜊб፱նɶɮʓŽȕȠȲʟɫ
ʽʓʍȻɽʪžȉȽȼȟᤆႊȨɟȹȗɑȬǿȪȞȪȽȟɜǾ
ȗȭɟɕႊȽʎ˂ʵȺȬȟǾႆႇᐐˁӏࡾᐐȻ៵ᐐ
ȟȷȽȟȶȹȗȽȗȲɔǾऍɒɥгఏȺȠɞȻȦɠɑȺ
ᒴȶȹȗȽȗɁȟးȺȬǿ̾ऻɂǾȰɟȱɟɁষڨʎ˂
ʵɥፀɉǾȲȽʁʃʐʪɁഫኳȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿɑ
ȲǾˢᣵɁํɟɂɑȳˢᄑȺȕɝǾ᪨Ɂֿףԇˁ៧
ۨȾፀɆȷȤɞȲɔȾɂǾႆႇᐐˁӏࡾᐐȞɜ៵ᐐɋ
ɁํɟȳȤȺȽȢǾᣡɁํɟǾ៵ᐐȞɜႆႇᐐˁӏࡾ
ᐐɋǾᛵఖȽȼɁষڨȟํɟɞɛșȾȬɞȦȻɕ॒ᛵȺ
Ȭǿ
ǽֿףɗጨయǾ̜ഈᐐȽȼɥಎȻȪȹǾȰɁʟɫʽȻɁ
ՔտɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥɔǾ᪨Ɂֿףᩒᄉˁ
᠔៳ᚐӦȾፀɆȷȤɞȦȻȟȺȠɟɃǾ̜ഈɁፕፖȾ
Ȼȶȹɕӌऐȗɿʧ˂ʒȻȽɝɑȬǿȦɟɜɥԇȨȮǾ
ֿףɗጨయǾഈᐐȽȼɥಎȻȪȲɽʩʯʕʐɭȟ᪢Ⱥ
ढȨɟɟɃǾऐӌȽʟɫʽȾୈțɜɟɞറȁȽढৰˁ
ൌɁ̜ഈᐐȟސ٣ȬɞมȟժᑤȻȽɝɑȬǿ

⑤ 意 識 向 上 〜 生 産 者 ・加 工 業 者 等 の 意 識 向 上 ・改 革 、マ ー ケ ッ ト 重 視 等 視 点 の 変 換 〜
情報収集と本物志向からの商品づくり、そしてセミナーなどの「機会」に参加、マーケット等の「情報」収集・分析、総
合食品研究センター等の「技術」、それらをつなぐ「人（コーディネーター）」の活用・連携が売れる商品づくりにつながり
ます。
ǽᇻႎᅇȾɂៈȞȽᒲུၥہǾ᥅٠୫ԇǾ᭥୫ԇȻȗș
ऐɒȟȕɞȾɕȞȞɢɜȭǾ៧ۨӌɗষڨᄉαӌኄɁऍ
ȨȞɜǾȰɁᰀӌɗΙϏȟԚґȾᄉȨɟȹȗɑȮɦǿ
ႆႇᐐɗӏࡾႇഈȾଆɢɞ̷ᤎȟǾ٥ڒɁጨయȟધȷȬ
ɃɜȪȨɥျᜓȬɞȻȻɕȾǾ៧ۨɥᠭཟȻȬɞʨ˂
ɻʍʒɮʽɁཟȞɜȈۨɟɞֿףȸȢɝȉɥឧȬɞ
ȦȻȟᛵȺȬǿ
＜情報収集＞
ǽ៵ᐐɁႆɁۦɥᄽᅺɞǿȝȨɦȟ఼ȹȢɟȲȦ
ȻɥɉɁȻպȾǾষڨɕᤆɦȺȠȹȢɟȲȻᐎțɞǿ
ʑʛ˂ʒʃ˂ʛ˂ǾɽʽʝʕኄȺǾ៵ᚐӦȳȤȺȽȢǾ
ӿᚽɗΙಐǾʗ˂ʩʽɺɥᝩɌɞǿ᭬᭥ࣆȺɕࢳᳮҝɁ
ܧɒɗϏȾᄻȻᐝɥ༎ɑȬǿɑȲǾͅɁ͙ഈɗͅɁ٥
ڒȺɂȼɁɛșȽጸȟȽȨɟȹȗɞȞǾഈႜɁӦտɂ
ȼșȽȶȹȗɞȞȻȗȶȲȦȻȾɕาɥș॒ᛵȟȕ
ɝɑȬǿ
＜本物志向＞
ǽᜊбǾ៵ᐐȟ̾ɔȹȗɞɕɁɂͷȞǿȰɟɂ
ȹ᜔ɟȹ᭥ɌȹŽట࿎žȺȕɞǿట࿎ɂϧ࣐ǾȰȪȹާ
пȺȕɞǿȹȢɟɗಐܧȳȤɁᣁႇ࿎ɗֿףɁ͍Ȟ
ɜǾ̾ஓȺɂǾާпȺϧ࣐Ƚట࿎Ɂ֞ɥ૬ΖȬɞȦȻȟ
۾ҒȺȬǿ
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＜外部評価の機会＞
ǽᩒᄉȪȲֿףȾȷȗȹɂǾํᣮ̜ഈᐐȽȼቼ˧ᐐɁ
ᄻȺΙȪȹɕɜșȦȻȾɛɝǾͽɝਖ਼ϫȺȸȞȽ
ȞȶȲґȺɁױȾᎢȟɞኄʠʳʍʁʯɬʍʡȟَɜ
ɟɞժᑤॴȟҋȹȠɑȬǿ
ǽ᭥ֿࠕᇉ͢ɋɁҋࠕɗɮʣʽʒɥ๊ႊȪȲʬʕʉʴʽ
ɺኄȾɛɝሥᄑȾ۶ɁۦɥᐨȢȦȻȟ۾ҒȺȬǿ
ǽȪȞȪǾȦșȪȲឧᬆɂʅʩʔ˂ȽȼɋɁሥᄑ
ՎӏɗǾρ̷ɁӣऐȽȼᄾछɁᩖɥᛵȪǾˢగˢ۵Ⱥ
ɂᜓขȺȠɑȮɦǿ
ǽȈۨɟɞֿףȸȢɝȉɁȲɔȾɂǾȷȢɞϫȟʨ˂ɻʍ
ʒɮʽɁཟȾȶȹȈឧᬆȉɥᚐșȦȻȟ˪ժඑ
ȺȬǿȰɁȲɔȾɕʅʩʔ˂ȽȼɁȈൡ͢ȉȾሥᄑȾ
ՎӏȬɞȦȻȾӏțǾʨ˂ɻʍʒኄɁȈষڨȉɁՖᪿɗ
ґɥᚐșȦȻɗǾ٥ڒɁᆅሱൡᩜȽȼȟȬɞȈ੫ᚓȉ
Ɂҟ๊ႊȽȼȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿȨɜȾǾȦɟɜɥȷȽ
ȣȈ̷ᴥɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ᴦ
ȉɁ๊ႊɗᣵଆɥɔɞȦ
ȻȺǾᇻႎᅇɁ᭥ֿႇഈɁ᭣ᡮȟఙशȺȠɑȬǿ

地 域 連 携 に よ る 食 品 産 業 の 推 進 に 向 け て

ቼᴰቛ
ᣵଆɁʧɮʽʒȻᝥᭉɁгఏ
ᴥՎᐎ̜ኄᴦ
第２章 食農連携推進の課題分析
○秋田県の地域ポテンシャルの抽出・整理を行うとともに、秋
田県を取巻く外部環境等との分析から、地域が進めるべき戦
略視点の整理を行った。

第３章 連携推進のポイントと課題の克服

食農連携等の戦略の参考となる事例収集
○分析結果の補足として、県内の先進的取組を行っている事業
者にインタビューを行い、何を目指しているか、また、それ
に寄与する具体的な活動等について情報収集を行った。

地域の優位性確保のための秋田の魅力
○国内では、既に多くの食農連携等に向けた動きが活発である。
むしろ「秋田ならでは」とか「秋田だから」といった、他の
地域にはない魅力について、人を中心に事例収集を行った。

第 4 章 今後のストーリー展開（戦略提案）へ
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Ⅲ

１.食農連携等の戦略の参考となる事例収集

ᬱᄻᴥʐ˂ʨᴦԇȪȲႩཟɂǾ᭥ᣁᣵଆኄɥɔɞȾछȲȶȹǾ࿑Ⱦ
ᄻȪȗɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿᅇюȾɕ۹ȢɁՎᐎȾȬɞɌȠጸȟ
ȨɟȹȗɑȬǿȦȦȺɂǾቼᴯቛȺᚐȶȲґፀɁᆬᝓɕֆɔǾ٥ڒɁ
ɒȽȨɦɁষڨՖᪿɥᚐȗɑȪȲǿ
ǽး٣ǾّюȺȨɟȹȗɞ᭥ᣁᣵଆኄȾտ

ǽˢǾᇻႎᅇюȾȝȗȹɕǾᒲɜɁʧʐʽʁʭ

ȤȲጸȾɂǾՖᄬɁᆬίǾᫀႊɁǾ̜

ʵɥᜊᄑȾΙˁ೫ᜳȪǾȲȽʝʂʗʃʬ

ഈɗࢍکɁӁҋǾ٥ڒȾȝȤɞ๊ӦɁધፖॴ

ʑʵɥഫኳȪȲɝǾȲȽ̜ഈɗࢍکɥӁҋȪ

ᆬίȽȼǾ۹ȢɁТᓦ̜ɗа̜ȟႆɑɟ

ȹȗɞɻ˂ʃɕ۹Ȣސ٣ȪɑȬǿ

ܿɔȹȗɑȬǿ

ǽᤕɁТᓦ̜ɗа̜ɥՎᐎȾȮȭȻɕǾ

ǽȪȞȪȽȟɜǾȦɟɜɁጸɂᴮȷȻȪȹպ

٥ڒȾɂǾᒲɜɁ๊ӦȾߦȬɞΙϏɥျᜓȪǾ

റɁɕɁɂȽȢǾпȹȟ٥ڒɁᝥᭉɗТͱॴǾ

ȰɁ๊ӦɥȼɁɛșȽ៵ᐐǾʅɺʫʽʒȾߦ

ɑȲȲȽֿףɗ̈́ጸɒȟɕȷʃʒ˂ʴ˂ ¨ ࿎

ȪӛȺȕɞȞɥᡍɑțǾ̜ഈ๊ӦɥࠕᩒȪȹ

ॴɗ֞ © ȽȼȾɛɝԛࢃ˥ҝȻȗțɑȬǿ

ȗɞȞȲɕดࠞȗɑȬǿ

ǽȦɁȲɔǾТᓦ̜ɗа̜ɂǾɒȽȨɦ

ǽȦȦȺɂǾаɁ µ ᬱᄻ ¨¸ ʐ˂ʨ © ȾߦȪǾՎ

Ɂ๊ӦȾȝȗȹǾȕȢɑȺʝʂʗʃʬʑʵɁՎ

ᐎȻȽɞᅇю ¶ ̜ȾȷȗȹǾȰɁ๊Ӧɥ

ᐎȻȽɞጸȺȕɝǾȰɟɥоɟȲȞɜȻȗȶ

ȨɟɞɒȽȨɑɋɁయɥᚐȗǾႩཟɁՎ

ȹǾ॒ȭӎȬɞȻɂ᪅ɝɑȮɦǿ

ᐎȻȪȹျɥᚐȗɑȪȲǿ

分析結果の確認を目的とした情報収集の対象と戦略視点として捉えた５項目（８テーマ）との整合性整理
５項目（８テーマ）との連動性
参考事例

豊下勝彦さん
ポークランドグループ
代表取締役

①

●

②

●

●

藤岡茂憲さん
（有）藤岡農産
代表取締役

●

●

●

●

多賀糸敏雄さん
よこて発酵文化研究所所長
（株）丸高 代表取締役
杉山秀樹さん
秋田県立大学生物資源科学
部客員教授

②
-2

●

安藤大輔さん
（株）安藤醸造
代表取締役

小林忠彦さん
秋田醸造（株）
代表取締役

②
-1

②
-3
●

●

●

③

④

●

●

●

先進的な養豚技術による安全安心な食肉の生
産と、循環型農業の実践、消費者グループと密
接な信頼関係を築き、桃豚ブランドで県内、首
都圏にも幅広く供給

●

直接販売と徹底的な試食を通したマーケティ
ングにより売れ筋を開拓。シーズとニーズ、そ
れをつなぐ技術力とＡＮＤＯブランドで海外
展開も視野に入れながら意欲的な展開を目指
している
あきたこまちから「あいかわこまち」へ
自社ブランドにこだわり、飛び込み営業と生産
者の顔の見える販売戦略で、米にこだわり首都
圏で販路を拡大している

●

●

取組の特徴

⑤

●

●

●

●

●

●

県内の醸造元５社の若手経営者による醸造技
術の情報交換などを目的とした NEXT５
飲酒人口が減少する中で、消費者ニーズに合わ
せた高付加価値商品の形成を目指している
地域の発酵文化を活かして、産学官民協働で
「発酵」をキーワードに地域活性化を目指す。
醤油やいぶりがっこ「平鹿美人」などオリジナ
ル商品による本格的な展開を模索中

●

元秋田県水産振興センター所長、秋田県独自の
ハタハタの 3 年間の禁漁など、資源保護に尽
力

※５項目（８テーマ）：①付加価値形成戦略、②市場視点、② -1 米、② -2 日本酒、② -3 その他加工食品・加工技術、
③安心性の確保と信頼の向上、④情報共有、⑤意識向上
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Ⅲ 連携推進のポイントと課題の克服（参考事例等）

 ៵ ᐐ Ȼ Ȼ ɕ Ⱦ ̜ ഈ ȟ  ࠕ Ǿ ᩋ
豊 下 勝 彦 氏 （ポークランドグループ

代表取締役）

〒017-0201秋田県鹿角郡小坂町小坂字台作1-2
TEL 0186-29-4000
http://www.momobuta.co.jp/

○ポークランドグループの概要

○販売のポリシー（安全安心と消費者教育）

ʧ˂ɹʳʽʓɺʵ˂ʡɂǾ៍Ɂႆႇɥᚐȶȹȗɞ͙ഈǿ

੫ᚓȳȤȾ࿑ԇȬɞɁȺɂȽȢǾʃʒ˂ʴ˂ɗᑔɥ

ȈᣁഈȺࢶȮȾȽɠșȉɥʃʷ˂ɶʽȾၥہίпټᣁ

៵ᐐȾျᜓȪȹɕɜȗǾ៵ᐐȻȻɕȾඬɦȺȗɞǿ

ഈળᒾȻ٥ڒɁ๊ॴԇȾɝጸɒǾ
ȈާпȺާ॑Ƚͽ

ʧ˂ɹʳʽʓɂႇᄽ̬ํᴺႆԦᴥʛʵʁʃʐʪᴦȻɁ

ɝਖ਼ɁțɞᣁഈȉɥᄻȪȹǾး٣Ȉಕ៍ȉʠʳʽ

ҋ͢ȗȟȕȶȹǾ៵ᐐȻɁɗɝȻɝǾȝ̠ȗɁҒᆳ

ʓȺᮐ᥆ٚɽ˂ʡ̜ഈᣵնᴥటˁూ̱᥆ᴦɗ۾ਖ਼ʃ˂

ှᆹɗӣऐȟ̾ȾȷȽȟȶȹȗɞǿȲȻțɃǾ᭵Ⱦɂ

ʛ˂ȾΖፈȪȹȗɞǿ

ैၥټᣁഈȺڗȪȲ᭮୳ዢɥ ±°ᴢΈႊȪȹȗɞȦ

○ポークランドの技術

ȻǾȳȞɜᢡо࿎ȾᢎȪႆႇɽʃʒȟ˨ȬɞȻȗ

ʚɹʐʴɬɥҟႊȪȹ෩ɥ๎ԇȬɞᴿᵊᵔ੫ᚓȻǾ

șȪȢɒɥǾষڨᄉαɗ̬ํɥᣮȫȲ៵ᐐଡ଼ᑎȺᚐ

᩻ከျɥॎࣄȪȲᵐᵍᵃ੫ᚓɥɝоɟᡇȪȹȗ

ȗǾျᜓɥीȹȗɞǿ

ɞǿ˵Ɂ੫ᚓɥጸɒնɢȮȹȗɞɁɂпّȺʧ˂ɹ

○今後の秋田に必要なこと

ʳʽʓȳȤȽɁȺǾ៵ᐐɋɁɬʞ˂ʵӛɂ۾Ƞȗǿ

ᅇюȾɂȗɠȗɠȽႇ࿎ȟȕɞȟǾᄒʚʳʚʳȺпͶ

ɑȲ៍Ɂफ़ᤛၥہɥț៍ȟɆǾ៍ɁʃʒʶʃɥȽ

ȻȪȹʬʘɥۨɞȲɔɁ̈́ጸɒɗൡ͢ȟȽȗǿষڨɥ

ȢȬɛșȾǾɬʕʨʵɰɲʵʟɱɬᴥӦ࿎ᇩᇐᴦȾɛ

ˢЫԇȬɞ॒ᛵȟȕɞǿȨɜȾ៵ᐐȞɜඕȪȗȻ

ɞʚɮɴʣʍʒᴥໄᴦɥᡇȪȹȗɞǿ

ɢɟɞɕɁɥȷȢɞȦȻɗǾʚɮʮ˂ኄɁۨɝϫɁ̷

ጊࠇɂڝᑇɗ๊ॴ෩ȾȞțȹैၥټᣁഈɥᄻȪȹȗ

ȲȴȟˢႭаȾۨɝȲȢȽɞʬʘɥȷȢɞȦȻȟᛵ

ɞǿ

Ⱥȕɞǿ

ʁ ˂ ʄ Ȼ ʕ ˂ ʄ ǾȰ ɟ ɥ ȷ Ƚ ȣ
੫ ᚓ ӌ Ȼ ៧ ۨ ӌ Ǿ៧ ۨ  Ⴉ
安 藤 大 輔 氏 （（ 株 ）安 藤 醸 造 代 表 取 締 役 ）

〒014-0315 秋田県仙北市角館町下新町27
TEL： 0187-53-2008
http://www.andojyozo.co.jp/

○ ( 株 ) 安藤醸造の事業概要

○市場視点

ؕ෫ ¶ ࢳӁഈǿ֞أeบe࿎Ɂᛏᣲߴۨǿ͈Ԉࢍ

ႆႇᦀɂນȶȹȗɞȟ៧ۨᭊɂᕶȻȪȹȗȽȗɁɂǾ

ᜏᮁ႔ȾటࣆeԈ๕టᮁeᓹ˨࣎Ɂ ³ ࣆᓇɥࠕᩒȪȹ

៵ᐐʕ˂ʄȾʨʍʋȪȲֿףȺǾȪȞɕట࿎ɥͽȶ

ȗɞǿާᗵᥴᣲɁȦȳɢɝɂǾᦀ۾ႆႇȻɂᄾՕȬɞ

ȹȗɞȲɔȺȕɝǾᯚΙಐֿףȾߦȬɞᛵɂᯚȗȻ

ਖ਼̜̈́ȾȕɞǿԥᠰȪȲ੫ᚓɥધȷఴȟከျȬɞǾ

९șǿ

ིຍӏeུۿᥴᣲɁ֞أeบe࿎ɂǾާᗵʠʳʽʓ

៵ᐐʕ˂ʄɥੰ૱ȬɞȾɂǾɬʽɻ˂ʒɂᤛछȺɂ

ɁЫȻȽȶȹȗɞǿ

ȽȗȻᐎțȹȗɞǿ᪨Ⱦᝁ᭥ȪȹɕɜȗǾۨɟኅɥ

○高付加価値型戦略

ȷȤɞȦȻȟʨ˂ɻʐɭʽɺȻ९șǿ

͇ӏΙϏɥȷȤȲߵᦀႆႇȾȠɥᏚȢጽ؆ȽɁȺǾ

○加工技術

۾ਖ਼ํᣮɋɁ៧ᡅછ۾ɂɽʃʒȟնɢȭǾ॒ᛵȽȗǿ

ʁ˂ʄȻʕ˂ʄȟȕɝǾȰɟɥȷȽȣɁȟ੫ᚓӌᴥᛏ

֞أȽȼ࣍ȺɁᝩ֞୳ᛵȟນߵȬɞ˹ȺǾ᭬᭥ґ

ֿᩒᄉӌᴦȻ៧ۨӌǾȰȪȹ៧ۨႩಘᑤӌȟژట

ȾɕӌɥоɟȹഈɥᆬίȪȹȗɞǿ

ȾȽɞǿȷɑɝ੫ᚓȻጽ؆Ɂ˵ᢞȟး٣ɁާᗵᥴᣲȾ

ᯚᳮԇȟɒǾȗɕɁɥ៳ȗȾᚐȤȽȗ̷ȟۄțȹ

ȽȶȲ֞أบȺɕȪȗ੫ᚓȟȺȠȹȗɞǿුࢳ

ȗɞǿዢɗᕗɕʅʍʒȺۨɝǾࠍȤɞȦȻɁȺȠɞ

Ȫȗ੫ᚓȾભȪȹȗȞȽȗȻႆȠරɟȽȗǿ

ͶҤɥțɞȦȻɕ៧ۨછ۾ȾȷȽȟɞȻ९șǿ

࿎ȺɕˢްɁֿףɥȷȢɞȾɂ੫ᚓȟᛵȺȕɞǿ

農山漁村 6 次産業化対策事業技術
促進対策事業
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3-１.食農連携等の戦略の参考となる事例収集

ȕȠȲȦɑȴȾȦȳɢȶȲ៧ۨႩ
藤 岡 茂 憲 氏 (( 有 ) 藤岡農産代表取締役）

〒018-4281秋田県北秋田市羽根山字上ノ山2-8
T E L / FA X ： 0 1 8 6 - 7 8 - 5 1 0 9
http://www5.ocn.ne.jp/~komati/index2.htm

○藤岡農産の概要
ல֪ µ¶ ࢳɑȺዢǾ֪࿈ᑇᑎȽȼᛓնጽ؆ȳȶȲȟǾ
ዢɥ˹॑ȻȪȲጽ؆Ⱦᢆ૰ǿ͏᪃ϋ٥ɥ˹॑Ⱦጽ؆
ൌɥછ۾Ǿး٣ɂ ´·èá Ɂጽ؆ൌǿࢲ ¹ ࢳȾศ
̷ԇǿ
٥ЫɁᔌᐐɥᫀႊȪǾ๊ȕɈɟɞጽ؆ɥࠕᩒǿ
ࢲ ±² ࢳǾ٥Ыնࡺ٥ԖႇɁȕȠȲȦɑȴɥȈȕȗ
ȞɢȦɑȴȉȻȪȹףൈᄊ᧸ȪǾʠʳʽʓഫኳȻᒲ
Ɂ៧ۨɁጸɥᩒܿǿࢲ ±¶ ࢳ࣊٠٥ҟႊढศ̷
ᩌȺᣁ෩ႇ۾ᒮ᠈ՙ᠈ǿ
○あきたこまちの差別化＝「あいかわこまち」
ȼɦȽȾᓦȗɕɁȺɕ ±° ࢳȢɜȗȬɞȻ࿎ɂᓨȕȮ
ȹȢɞǿպȫȕȠȲȦɑȴȺɕȈնࡺȉȺͽȶȹȗɞ
ȻȗșֿףɁࢃҝԇɥᄻȪǾȰɟȟȈȕȗȞɢȦɑ
ȴȉɁᄊ᧸ףൈȾȷȽȟȶȲǿ
ᝤȟͽȶȹȗɞɁȞɢȞɜȽȗɕɁɥΈȶȹȗɞɛɝ
ɂǾႆႇᐐȟɂȶȠɝȪȹȗɞȦȻǾႆႇষڨɥᆬ

ȾȬɞȦȻȟǾ៧ۨႩȻȽɞǿ
○小ロットの販売体制・方針
ʬʘɥۨɞȻȗșȦȻɂǾ̷ȟɗɜȽȗȦȻɥɗɞȻ
ȗșȦȻȳȻᐎțȹȗɞǿᄒȟɗɞȦȻɥǾᄒȟɗɝ
ܿɔȲɜᮞᄻȾȽɞɁछȲɝҰǿ
᭔ɂρ̷ɁȝറɁୣɂ۹ȗȟǾΈșᦀɂᤘȞȾ᭬
᭥ࣆɁȟ۹ȗȲɔǾూ̱ȾߩᩌɁ؆ഈઆछɁᇋ׆ɥ
ᥓᏚǾ؆ഈႩɥ۶᭥ȾʁʟʒȪȲǿ
○逆境こそが業績拡大のチャンス
֞أȳȻȞ᭲ኄɁӏࡾ᭥ֿȾӌɥоɟȹͩɃȪȹȗȢ
ȻȗșᐎțɂȕɑɝȽȗǿȕȢɑȺɕǾዢɥۨɞǾዢ
ȾȦȳɢɝȲȗȻ९ȶȹȗɞǿ
࿑Ⱦ̾ࢳɂብȾާȢȽȶȲɝȪȹǾ֚ɝɁᣁȞɜ
ɂȈዢɂɕșᮞᄻȳɛȽǾዢɂɕș఼߬ȽȗȉȽȼɁ
ۦɥᐨȢȟǾᣡȾᒲґȲȴɁʋʭʽʃȟ۾ȠȢȽɞȻ
९ȶȹȗɞȪǾᇻႎȺˢႭᤛȪȹȗɞͽ࿎ɂዢȳȻᐎ
țȹȗɞǿ

ÎÅØÔ ᴲɁጸ
小 林 忠 彦 ( ゆ き の 美 人 醸 造 元 秋 田 醸 造 （ 株 ）代 表 取 締 役 ）
○ NEXT ５とは
ᔌਖ਼ɁᖽЫыᣲɝਖ਼ µ ̷ȟǾᥕᣲɝɁ੫ᚓɥцȪ
ɛșȻᪿɑȶȹፀȪȲᪿيǿ²°±° ࢳ ±² ఌȾǾʝ
ɸʕʽɺȻȗșцպȺͽȶȲȝᥕɥ᪅ް ³¬°°° టɥ
ۨɝҋȪǾᝈᭉȾȽȶȲǿ
○ NEXT ５が生まれたわけ
ᇻႎɂ៵ɁນߵȾߦख़ȪȲᥕᣲɝȟͅᅇȾɌᤂɟ
ȹȗɞǿ͇ӏΙϏɁᯚȗǾΙಐቧ̚ȾࢊȠᣅɑɟȽȗ
ʉɮʡɁᥕɁҾնȟ ² Ҿሌ࣊ȪȞȽȢǾȰɟɂȦȦ
²° ࢳᩖ۰ԇȪȹȗȽȗมȺȕɞǿȰɁՁىɂǾֿ
ȾȦȳɢɝɥધȷᖽЫȟߵȽȢǾᜫ϶Ɂߦख़ɕᤂɟ
ȹȗɞȮȗȳȻᐎțɜɟɞǿ
ᇻႎᥴᣲȺ͇ӏΙϏɁᯚȗւᥴᥕɗጠዢᥕɁᛏᣲလ
ɥᯚɔɞጽ؆Ⱦտᢆ૰ȪȲȻȠǾᛏᣲɥఴ͖ȮȾ
ȮȭᒲґȺᣲɞȦȻȾȪȲǿȪȞȪ੫ᚓȟ˪ᠴȳȶȲ
Ȳɔᥴᣲᝁ᮷کȾᄾᝬȪǾᛏᣲ੫ᚓɥޙɦȳǿպȫ
ɛșȾ੫ᚓӌտ˨ɥᄻȬᖽЫȟ µ ̷ȟ૧ȶȲɁȺǾ
ÎÅØÔ ᴲɥፀȪȲǿ
○ NEXT ５の戦略の特徴
ᥕᣲɝȟɢȞɞᖽЫȟߵȽȗᅇюɁมȺǾᴲ̷Ɂʫ
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〒010-0021 秋田県秋田市楢山登町5-2
TEL：018-832-2818
h t t p : / / w w w . o s a k e . o r. j p / k u r a m o t o / m 3 1 . h t m l

ʽʚ˂ȟᥕᣲɝɁ੫ᚓɥцȬɞȦȻȾɛȶȹǾȰɟ
ȱɟɁֿտ˨ȟَɟɞȻȻɕȾǾষ̬ڨ૰Ⱦɛɝȝ
̠ȗȟᄾᝬᄾਖ਼ȻȽȶȹǾյሗɁႩɥᐎțɞ˨Ⱥɕ
ՎᐎȻȽɞǿ
ÎÅØÔ ᴲɂǾֿɁᯚȗɕɁǾ៵ᐐȟඕȪȗȻ
ɢɟɞɕɁɥᯚ͇ӏΙϏȺۨɞȦȻȟᄻൈǿஓటᥕɁ
کնǾȼȦȺɕ៳țɞᥕɁʠʳʽʓӌɂऍȗǿᦀ៧ࣆ
ȾᏚȢȞǾஓటᥕߩᩌࣆᴥ٥ᥕߩᩌࣆᴦȾᏚȢȞȺ۾
ȠȢႱȽɞǿᇻႎᥴᣲȺɂߩᩌࣆȾ࿑ԇȪȹȝȗȹɕ
ɜȶȹȗɞǿ
○ NEXT ５の目標
፱ն᭥ֿᆅሱʅʽʉ˂ȺᚐȶȲഈႜґȾɛɟɃǾᇻ
ႎɁץᭉཟɂ؆ഈ੫ᚓʶʣʵȟͲȗȦȻǾʟʍʒʹ˂
ɹȟমȗȦȻǾȰɟȞɜऻፕᐐɁ̷యᑎȺȕȶȲǿ
ÎÅØÔ ᴲɁࢍکɥᠰȪȲ๊ӦɂץᭉཟɥɹʴɬȬ
ɞ˨ȺɮʋʚʽɁᣋᤍȞɕȪɟȽȗǿʝɸʕʽɺɁඒ
ɂǾᇻႎᥴᣲȺ۳̈́ᣅɒɥȪȹǾȰɁᥕɥҋȬ̙ްȳ
ȟǾᦀɂขɑȶȹȗȽȗǿۨɞȦȻɂᄻᄑȺɂȽȗȟǾ
ஓటᥕɥ᭬ɦȳȦȻɁȽȗᔌȗ̷ȲȴȾ᭬ɦȺɒȲȗ
Ȼ९ɢȮɞȦȻɕᄻᄑɁˢȷȺȕɞǿ

Ⅲ 連携推進のポイントと課題の克服（参考事例等）

Ȉ ᄉ ᥡ ȉȺ ӏ ࡾ ႇ ഈ ɥ ๊ ॴ ԇ
多 賀 糸 敏 雄 氏（ よ こ て 発 酵 文 化 研 究 所 所 長

(株) 丸高代表取締役社長）

○横手発酵文化研究所の設立目的
ɛȦȹᄉᥡ୫ԇᆅሱɂǾ٥ڒɁͤፋǾ୫ԇǾ੫ᚓȺ
ȕɞȈᄉᥡȉɥɷ˂ʹ˂ʓȻȪȹǾࢍǾᩖ͙ഈǾ
ᚐȟᣵଆȪǾ٥ͳڒȟۼȻఖɥɕȶȹ௨ɜȮɞ
ȲɔɁɑȴȸȢɝɥᄻȬȦȻɥᄻᄑȻȪȹࢲ ±¶
ࢳȾᜫȨɟȲጸᎥȺȕɞǿ
○価値の再発見
ᒲґȲȴȟௐ᭥ɌȹȗɞɕɁɥʠʳʽʓԇȺȠȽȗ
ȞȻ೫ȪȹȗȲȾǾछూ̱ᣁ۾Ɂߴฤණ܁аႆ
ȞɜȈᒲґɁȻȦɠȾȕɞ࿎ɥॗɟɞȽȉȻଊȨ
ɟȲǿ
ȰɟȞɜࢍюɁ᭥ȾᩜɢɞໃɥᝩɌȲȻȦɠǾ
ਖ਼ࢍюȾɂး٣Ⱥɕ ²° ୣ͔ɁࠎȨɦȟ؆ഈȪȹ
ȝɝǾпّᄑȾɕဪȪȗȦȻȟɢȞȶȲǿਖ਼ɂநȞ
ɜ୫ԇȟᄱɦȺǾȤȽȼɁ࿎ɥɂȫɔ֞أˁ
บɁᥴᣲɗႂᥕȽȼɥ๊ȞȪȲႇഈȟᄉᤎȪȲɑ
ȴȺȕɝǾȦɁ୫ԇȻ੫ᚓɥ๊ႊȪȹȈᄉᥡȉȺɕ
ɁȸȢɝɥȪɛșȻȗșȦȻȾȷȽȟȶȲǿ

〒013-0072 秋田県横手市卸町8-4
TEL 0182-32-9582
http://www.ft-town.jp/ft%20institute.htmhtm

○いぶりがっこを海外も視野に入れ展開したい
ᄉᥡ୫ԇᆅሱȺɂǾး٣Ǿ៧ۨˁᆅሱ˹ɥֆɔᄉᥡ
੫ᚓɥ๊ႊȪȲ ³± Ɂʐ˂ʨȺ๊ӦȪȹȗɞǿțɃǾ
ᇻႎȾɂȗɉɝȟȶȦȟȕɞȟǾ࿑ौɂʃʬ˂ɹȪȲ
࿎ȺпّᄑȾɕʰʕ˂ɹȻȗțɞǿȦɟɥඔࡻចّ
Ƚȼʋ˂ʄɗɴʴ˂ʠɴɮʵɁ᭥୫ԇɁّȾᢡҋȬɞ
ȻۨɟɞɁȺɂȽȗȞȻɁȞɜǾ̾ɑȺɁȗɉɝ
ȟȶȦȻߵȪᤏșႂᥕɗ᳁ɂȳȺȤᣅɦȳȈ᳁ɂȳ
Ꮹ̷ȉɥֿףԇȪȲǿ᳁ɂȳᏩ̷ɥֆɔǾɴʴʂʔʵ
ֿףɕȰɠȶȹȠȲɁȺǾ̾ऻɂ۶ɕȾоɟȽ
ȟɜటಐᄑȽᛏᣲȻ៧ۨȾጸɒȲȗȻᐎțȹȗɞǿ
○「発酵」を広域で取組みたい
̾ऻɂᄉᥡ᭥ֿȳȤȺɂȽȢȹǾ٥ЫɁᣁႇ࿎ɥΈȶ
ȲӏࡾȾʒʳɮȬɞȦȻȻǾਖ਼ࢍȳȤȺȽȢǾ຺ด
ࢍɗࢍ͈۾ɥֆɔȲᅇԧ٥ڒˢ࢛ɥȈᄉᥡɁ٥ڒȉȻ
ȪȹࢿڒȺ๊ॴԇȪȲȗȻᐎțȹȗɞǿ

ႆ࿎۹റॴȻધፖॴȞɜႩɥᐎțɞ
杉 山 秀 樹 氏 （秋田県立大学生物資源科学部客員教授）

ＮＰＯ法人あきた地域資源ネットワーク
〒011-0945 秋田県秋田市土崎港西3-9-15
チェレンジオフィスあきた２０３号室
TEL：018-860-0610

○杉山秀樹氏について

○秋田の水産業

±¹·· ࢳᇻႎᅇ෩ႇᝥӱөǾᅇ෩ႇળᒾʅʽʉ˂ᩋǾ

ᇻႎȺɂᰇɁɎȞǾɲʝǾ០᭒ǾᗼȽȼɁ෩ႇ࿎ȟ

ᅇᣁ෩ႇՎ̜ы෩ႇຨᝥᩋɥධ͖ǿ

²°° ሗ᭒͏˨ȕɞǿᇻႎɁ٥ᰇǾɁᰇɥ᭥ɌɞȲ

²°±° ࢳᵻ ᇻႎᅇޙ۾ႆ࿎ໃᇼ׆ޙଡ଼ૌ

ɔȾɂഈᐐȟပȪȽȤɟɃȽɜȽȗȟǾጽ؆ൌ

²°±± ࢳᵻ ᵋᵍᵌᇻႎ٥ڒໃʗʍʒʹ˂ɹһျ̜

ȟߴȨȢ෩૯ȥᦀȟߵȽȗȲɔǾ٥ᰇɂާȗɕɁȾɂ

ᩋ

ȽɜȽȗǿᇻႎɁ٥ᰇɥ᭥ɌɞȲɔȾɂ࢙ɂ॒ᛵȺ

○ハタハタについて

ȕɝǾȰɁȲɔȾɂɕȶȻ៵ᐐȾ٥ᰇȾȷȗȹӣऐ

ல֪ ´° ࢳ͍ɑȺɂៈȳȶȲȟǾ±¹¹± ࢳȾɂᤈՍ

ȪȹඕȪȗȻ९ȶȹȗɞǿ

ఊͲɁ ·° ʒʽɑȺ༜ນǿȦɁȲɔ ±¹¹² ࢳȞɜᒲ

○男鹿地魚伝承士検定試験

˿ᄑȾǾ³ ࢳᩖɁпᬂᇣɥᚐȶȲǿ±¹¹µ ࢳɁѓᩒ

ɗᦍɝȺᰇȾȞȞɢɞ̷ǾஇᮁȽȼɁᜊбഈȾଆɢ

ऻɂՋȪȗໃከျɥᚐȗǾပᦀɂ़ȁȾۄӏǿఊ

ɞ̷ɥɂȫɔǾᒾ֞Ɂȕɞ̷Ⱦ٥ᰇȾȷȗȹӣऐȪȹ

ᣋȺɂ ²¬µ°° ʒʽҰऻȾɑȺेوȪȲȟǾȦȦ ±°

ɕɜȝșȻǾ႒ᲩȺပȨɟɞ٥ЫɁޖኮɁᰇ̿᭒ɗ

ࢳȺԨΙɂ ±¯±° Ⱦ˩ᕶǾഈᐐɂȈͷɁȲɔȾȦȦ

᭥ɌȾȷȗȹᝢȺȠɞ̷ɥ᭴ȬɞȈ႒Ჩ٥ᰇͤ

ɑȺᔍәȪȲɁȞȉȻؔȢมȾȽȶȲǿஓటȺˢႭ

੪ۢ೫ްᝁ᮷ȉɥ ²°±° ࢳȾஃȪȲǿ̾ऻȻɕȈᇻ

Ɂʙʉʙʉӏࡾکɂч࣌ᅇᮓͳȾȕɞǿȰɁɎȻɦȼ

ႎɁ٥ᰇˁɁᰇ೫ްȉɥɗɞȽȼǾᅇɁျᜓɥ

ɂᇻႎȾҋᔸǿᇻႎɂʙʉʙʉɁႆႇᦀȺɂȽȢǾч

ᣮȫȹǾഈᐐɁ፟ધᴥધፖᴦȻ٥ڒɁ๊ॴԇȾȷȽ

࣌Ȼ᱖Ɂ˵ᅇȺ ¶¬°°° ʒʽሌ࣊ပȪȹȝɝǾ

ȥȲȗǿȰɁ๊ӦɁȲɔȾ ÎÐÏ ᇻႎ٥ڒໃʗʍʒ

៵ᦀȺஓటˢȻȗțɞǿ

ʹ˂ɹɁ๊ӦɥܿɔȲǿ

農山漁村 6 次産業化対策事業技術
促進対策事業
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Ⅲ

２.地域の優位性確保のための秋田の魅力

᭥ᣁᣵଆኄȾտȤȲጸɂஒȾ۹ȢɁ٥ڒȺȨɟȹȗɑȬǿ٥ڒȻɁ
ࢃҝԇɥَɞȲɔȾɂǾɓȪɠȈᇻႎȽɜȺɂȉȻȞȈᇻႎȳȞɜȉȻȗȶ
ȲǾͅɁ٥ڒȾɂȽȗТͱॴɥધȷȦȻȟᛵȺȬǿȦȦȺɂǾᇻႎᅇɁ
࿑ौᄑȽ̜ȾȷȗȹՖᪿɥᚐȗɑȪȲǿ

他の地域にない秋田県の魅力

ǽቼᴯቛɁґཟȺျȪȲᴲᬱᄻᴥᴵʐ˂
ʨᴦȾȷȗȹɂǾᣁ෩ႇഈȻ᭥ֿႇഈȻȟᣵ
ଆȬɞȦȻȺǾᰀӌᄑȽ٥ڒɁ᭥యɥҟ๊ႊȪ
᭥ֿႇഈɗͅɁႇഈɁ๊ॴԇɥَɞȦȻɥႩ
ཟȻȪȹȗɑȬǿɑȲǾȰɟɥᛃީȬɞȲɔ
Ɂ̜ՖᪿȺɂǾ̜ഈᐐɁᄉɗᚐӦȺǾȲȽ
ʝʂʗʃɥӁҋȪȹȗɞɒȽȨɦɁጸȾȷȗȹ
ျɥᚐȗɑȪȲǿ
ǽȗɢɃǾȦɟɑȺɁျɂǾᇻႎᅇпͶȺɁ
ႩཟɥផȫǾ٥ڒɁႇഈጽຑ๊ӦኄȾȬ
ɞӛɁӁҋɥȗȻȬɞɕɁȺȬǿ
ǽȪȞȪȽȟɜǾᵐᵔᵌᵑґɁፀɥȹɕǾ
ᇻႎᅇȾɂюၥہɁऐɒȾɂǾ
ៈȞȽᒲུǾ
᭛٠ˁ
୫ԇˁධխǾᅇॴɗ̷ȽȼǾጽຑ๊ӦȺɂ
ျȺȠȽȗʧʐʽʁʭʵɕમȥɜɟȹȗɑȬǿ

秋田の女性

ஓట˧۾Ꮹ̷ɁɅȻȷȺȕɞᇻႎᏩ̷ǾᇻႎᏩ̷ɂᇻ
ႎɥ͍᚜Ȭɞ٥ڒʠʳʽʓȺȕɞȻȻɕȾǾᇻႎɁ᭥
ɥЫȺᰀӌᄑȽීȨɦȲȴȟୈțȹȗɑȬ

ǽȈᣁరॴܤȾɛɞᠭഈ๊Ӧৰᝩ౼ᴥᣁ෩ႇ
ᅁᴦ
ȉȾɛɞȻǾᇻႎᅇɁᣁరॴܤȾɛɞᠭഈୣ
ɂࢲ ±´ ࢳȞɜ · ࢳᣵፖȺஓటˢǾɑȲǾᇻ
ႎᅇȺɂႇ٥છ۾ɗՖᄬॴɁᯚȗጽ؆ǾႆȠႆ
ȠȻȪȲᣁࠞరȸȢɝȽȼɁТɟȲጸɥȈᇻ
ႎᅇᣁ෩ႇ᠈۾ȉȻȪȹ᚜पȪǾࢿȢጸɥ
ௐՒȨȮɞȦȻȻȪȹȝɝɑȬǿ
ǽȰɁ˹ɁȈɈɞȨȻȸȢɝᩌȉɂǾුࢳܤ
ॴᠭഈɺʵ˂ʡȟՙ᠈ȪǾ٥ॴ๊ڒԇɁᠭྭҷ
ȻȪȹఙशȨɟȹȗɑȬǿ
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ǽаȾᇉȪȲ̜ȺɕǾಏࣄȾɂȈᇻႎᅇɥᓦ
ȢȪȲȗȞɜȉ
Ǿ
ȈᇻႎᅇɁȲɔȾȉȻȗȶȲ
ȗȟȕɝǾȰɁȲɔȾյᒲɁ̜ഈ๊ӦȟȕɞȻ
ᝣɞȦȻȟȺȠɞȻ९ȗɑȬǿ
ǽៈȞȽᒲུȾᑎɑɟȲᇻႎᅇɁ୫ԇɗ᭛٠Ǿ
ȰȦȾႆ๊ȬɞᅇɁ̷ȽȼǾᇻႎᅇȾɂǾ
ጽຑ๊ӦɁಏࣄɥୈțɞ٥ॴڒȟᰀӌᄑȽʧʐ
ʽʁʭʵȻȪȹސ٣ȪɑȬǿ
ǽȦȦȺɂǾȦɟɑȺျȪȹȠȲֿףᩒᄉɗ៧
ᡅᆬίኄɁጽຑᄑཟȾߦȪǾߵȪཟɁᜏ࣊ɥ
۰țȹǾ
Ȋ̷ȋ
ᴥ࿑ȾᇻႎᏩ̷ȻȗȶȲпّᄑȽʠ
ʳʽʓȾ͍᚜ȨɟɞȈ٥ڒɁЫȽॴܤȉ
ᴦɗȊᒲ
ུȋ
ᴥ࿑ȾៈȞȽᒲུȾᑎɑɟȲ᥅٠୫ԇǾ
᭥୫ԇᴦ
ȽȼǾͅ٥ڒȾɂȽȗȈᇻႎᅇȽɜȺɂȉȻȗȶ
ȲᰀӌȾȷȗȹျɥᚐșȦȻȻȪɑȪȲǿ

ǽȦɁɛșȾᇻႎᅇȺɂǾᣁഈȾᩜɢɞॴܤȟȻȹ
ɕЫȺȬǿ࿑ȾᄽۨȽȼȺɂǾ٥ڒɁॴܤȲȴ
ȟǾᒲɜɁᣁ٥ȺͽȶȲᕗɥ៧ۨȪǾȰɁጸȟ
๊ӌɁໃฤȾȽȶȹȗɞȽȼȻɕᐨȞɟɑȬǿ
ǽȰɕȰɕǾஓȁɁ᭥యɥ᠔оȬɞɁɂ٢υᄑȾ႒
ॴȾɌॴܤɁɎșȟ۹ȗȻ९ȗɑȬǿȰɁ᠔оʅ
ʽʃɥɕȶȲॴܤȟǾ᭥ᣁᣵଆɁکᬂȾɂ॒ᛵȺȬǿ
ǽȦɟɑȺȈᇻႎᏩ̷ȉɗȈߴߴ႔ȉȾȨ
ɟȹȠȲᇻႎᅇɁॴܤɂǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇɥ
ЫȾȬɞໃȻȪȹǾ۾ȠȢาᄻȨɟȹȗɑȬǿ
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秋田の元気な女性インタビュー

ᇻႎɁॴܤɂʥʃʞʉʴʐɭȟȬȧȗǾ
Ȱ Ȧ ȟ ᇻ ႎ ᅇ ̷ Ɂ ȗ ȗ Ȼ Ȧ ɠ ǾȰ Ȧ ɥ Ɂ Ƀ Ȭ ᴞ
泉 牧 子 氏 （仙北市総合産業研究所）
○泉牧子氏について
٥ЫɁާпˁާ॑Ƚ᭥యɥΈႊȪȹਖ਼ͽɝɁዢየʛʽ
ɗࣳछɥ៧ۨȬɞǾÊÁ Ⱦɛɞɽʽʝʕ bÊÁ ʽʝʕ c
Ɂ̈́Ȥ̷ǿފΖᤎȾͤፋ᭥ȸȢɝɥଡ଼țɞȽȼ٥ڒ
Ⱥ๊ᡮȬɞͤፋ᭥Ɂᤎ̷Ȉɺʳʽʨʨʁʃʉ˂ʄȉҤ
࣊ɥᄉᠴȪǾᣁɁॴܤȾ๊ᡮɁکɥͽȶȲǿ
○ＪＡンビニ ANN・AN の挑戦
ᵇᴾʽʝʕȟᵇᴾɗɑɕȻటࣆ୧٥юȾɴ˂ʡʽȪȲ
Ɂɂࢲ ±¹ ࢳǿछպᵇᴾɁɈɟȕȗᝥᩋȳȶȲฤ
ȨɦɂȈᦀ۾Ⱦ̈́оɟɞʃ˂ʛ˂ȺɂȽȢǾ٥ЫɁ᭥
యȳȤɥșɽʽʛɹʒȽࣆȉɥᄻȪȹǾ±¶ ̷Ɂ
ॴܤȞɜȽɞᤆ؆݃׆ɥጸᎥǾյ݃׆ȟҋᦂɥҋȪ
ȹǾ˪ᠴґɂᵇᴾȟᛃڻȪȹᩒഈȾᒴȶȲǿዢɁ៵
છ۾ɥȗǾዢየʛʽǾȝȾȡɝǾஓఉɢɝࣳछǿˢ
Ⴍ̷ɂɽʫʹʍɿʽǿȗȭɟɕ٥ЫႇɁȕȠȲȦɑ
ȴǾᕗǾᐼǾɒȰɥΈȗǾ٥ЫɁ᭥యɁȝȗȪȨɥ
ষڨᄉαȪȹȗɞǿ

○集落営農、農業法人経営に女性を積極的に参画させ、
多角的展開を
ᪿᕶ؆ᣁǾᣁഈศ̷ȟᑎȶȹȠȹȗɞɁȺǾӏࡾᩌ
ɗʶʃʒʳʽኄɁ᭬᭥ȾоɞɁȟျᄑȺɂȽȗȞǿ
ȰșȬɞȦȻȺጽ؆ɕፕ੪ȺȠɞȪǾᔌȗ̷ɕᆬίȺ
ȠɞǿȰȦȾȦɟɑȺɁॴܤᤎɁʘɰʙɰɥ๊ႊȺȠ
ɞǿ
○秋田の女性のホスピタリティに注目！！
ᇻႎɁॴܤɂʥʃʞʉʴʐɭȟȬȧȗᴞ
ȰȦȟᇻႎᅇ̷ɁȗȗȻȦɠǾȰȦɥɁɃȬᴞ
း٣Ǿ̷Ȼ̷ɥȢȶȷȤȹ͈ԈႇɁ᭥యɥӏࡾȪȹͽ
ɞᯚ͇ӏΙϏɁֿףᩒᄉɥᄻȪȹȗɞǿᅇɗّȾɂ
റȁȽୈ̜ഈɗষڨȟȕɞɕɁɁǾȰɟɜɥᣁȾ
ᕶȻȬ̷యɥЭȪȹඕȪȗǿ

٥  ڒɁ ᣵ ଆ Ⱥ ɺ ʴ ˂ ʽ ˁʎ ˂ ʴ ʄ ʪ ɥ  း Ȫ Ǿ̷ ȁ Ɂ
॑ ɥ ֪ ɑ Ȯ ᕜ ɗ ȣ Ȉ ᭛ Ɂ ൗ ٛ ٥ ȉɥ ᄻ ȩ Ȫ ȹ ȗ ɞ ® ® ®
泉 谷 美 津 子 氏 （秋田県横手市）
○泉谷氏の農業活動の概要

șɁɂӣऐȻպȫȳȻȗșȦȻɥͤțǾࢠȾᒲґȻɁ

ᒲɜʴʽɾɢȗԇڗɥ߳оȪǾ႒ॴ˹॑Ɂᆅሱ͢Ɂ

ȗȺǾੵȥҋȪȲɜጶɢɝȳȻȗșȦȻɥᵋᵍᵌ๊

˹Ⱥ੫ᚓɥीǾॴܤɁጽ؆Վ႕ɁаᮠȤȻȽȶȹǾ

ӦɁ˹ȺފȼɕȲȴȾଡ଼țȹȠȲǿ

٥ڒൗᣁɁឧɥ۰țȲǿ

○作っている人の顔が見える農業、作る「量」にこだ

ࢲ · ࢳ࣊ॴܤᣁഈۢȾᝓްȨɟǾᣁࠞరॴܤɁŽᄻ
ȬݎžȻȪȹɁमҾɥᄉȪǾ±¶ ࢳ࣊ɂ߳ᣁഈ

わらない農業、旬を大事にした農業を大切にするこ
とが農業の持続性につながる

ۢȾɕᝓްȨɟȲǿး٣͍᚜ɥөɔɞȈᵋᵍᵌਖ਼
Ž᭥

Ɂ࿎ɁᏩ֞ȪȨɥͤțɞȦȻȟ̜۾ȺǾ᭥ᣁɁɂȽ

Ȼᣁžʗʍʒʹ˂ɹȉɁ๊ӦȺɂǾႱഈሗȻɁԦЄȽ

ȪɗɁᜁɥͤțɞȦȻȟǾᣁഈɥ፟ધȬɞɂȽȪ

ȼᣁॴܤɁ۹റȽժᑤॴɥᇉדȪǾᣁɥᓋիȾ٥ڒ

ȾɕȷȽȟɞɁȺɂȽȗȞǿ

๊ॴԇɥʴ˂ʓȪፖȤȹȗɞǿ

ˢநҰȻᤏȗ̾ɂᣁႇ࿎ȾȰɟȱɟɁ͇ӏΙϏɥȷ

○グリーンツーリズム活動を通じて子供達に、食べ物

ȤǾȕɑɝȽȢ៧ۨȺȠɞၥہȾȕɞǿᣁȟͽȶȲ

の大切さ、続けることの大切さを教える

пȹɁᣁႇ࿎ɥǾᣁᒲᡵȟᝐɝɥɕȶȹۨɞȦȻȾ

ފΖᤎɂ٥ڒɁᣁഈȾȷȗȹ۶ȻᅺɜȽȗǿᒲґȟ

ɕȶȻȼɦඕȾȽɟɃǾᣁɁՖоۄȾɕȷȽȟɝǾ

ʴʽɾ͏۶ɁȦȻɥᅺɜȽȗɁȻˢ፳ȺǾ٥ڒɁᣁഈ

ඒ˰͍ȾᣁഈɥȷȽȥȹəȢȦȻɕȺȠɞǿȦɁɛș

ɥᅺȶȹɕɜȝșȻǾᒲɜͶ᮷ȪǾڗɁʡʷʅʃȾ

ȽैၥȟǾɅȗȹɂᣁഈɥȻȝȪȲ٥ॴ๊ڒԇȾɕȷ

ଆɢɞȦȻȾɛȶȹǾʴʽɾɗ᭥Ɍ࿎ȾߦȬɞឧȟ

ȽȟɞɁȺɂȽȗȞȻ९șǿ

۰ɢȶȹᚐȢȦȻȟȫɜɟɞǿ
ʴʽɾڗɂޗȽͽഈȺǾ± ̷Ⱥ˧ԚୣࢳɗɞȻȗ
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3-２.地域の優位性確保のための秋田の魅力
農と郷土と観光

ᇻႎȾɂៈȞȽᒲུၥہǾ᥅٠୫ԇǾ᭥୫ԇȟ
ȕɝɑȬǿஇᚐʕ˂ʄɁ۰ԇȻȻɕȾǾៈȞȽ
٥ڒໃɥʟʵ๊ႊȪȲͶ᮷ټɁȲȽᜊбɁ
ȕɝȟาᄻȨɟɑȬǿ

○旅行ニーズは「体験型」
「交流型」のニュー

秋田県内の農業体験ツアーの一例

ツーリズムへ

緑豊かな農山村においてそ
の自然にふれあい、農業体
験ができる 12 戸と交流す
ることができます。
Ǫՙо̷ୣ ¯ ᛵᄾᝬ
Ǫஃکջ ¯ ࢍ͈۾ᛴ͈
ǽǽǽǽǽǽǽԈ٥Ԗюᣁ
Ǫஃఙᩖ ¯ ᣮࢳ
ǪՎӏ៵ႊ ¯ ᛵᄾᝬ
Ǫໄ϶ȬɞȦȻ ¯ ᢁਖ਼ˁᫎщˁʉɴʵ
Ǫ϶ᐎ ¯ ႎțᴲఌ˹ᵻ˩ሙғɝᴶఌ˹ᵻ ±° ఌ˨
႟ͽഈᴳᵻᴮᴮఌႤႇᴥ࿈Ɂ˰ᝈᴦȪȗȲȤ
ڗᴰᵻ ±± ఌ
ǪȝץȗնɢȮа ¯ ࢍ͈۾ᛴ͈Ԉᣁળᒾᝥ
ᴥࢍ͈۾ᛴ͈Ԉɺʴ˂ʽʎ˂ʴʄʪԦឰ͢ᴦ
Ǫͳ ¯ ᇻႎᅇࢍ͈۾ғ֪ޏట႔ µ Ⴍ٥
ǪᝈႭհ ¯ °±¸··µ²¹¶¶

ǽஇᚐʕ˂ʄɂȈᜊбټȉȞɜȈͶ᮷ټȉ
Ȉ̬
ํټȉɋ۰ԇȪȹȗɑȬǿ
ǽ٥ڒໃɥ๊ႊȪȲȲȽஇᚐढৰȻȪ
ȹǾᩋఙໞ٣ټᜊбǾɺʴ˂ʽʎ˂ʴʄʪǾ
ɲɽʎ˂ʴʄʪǾʢʵʃʎ˂ʴʄʪȽȼɁ
ʕʯ˂ʎ˂ʴʄʪȟǾّюஇᚐᛵɁછ۾
ኍȻȪȹఙशȨɟȹȗɑȬǿ
ǽțɃǾʢʵʃʎ˂ʴʄʪȟȲȽȈϧ࣐
ႇഈȉɁˢґɋȻᄉࠕȬɞȽȼǾʕʯ˂ʎ˂
ʴʄʪȟȨɑȩɑȽႇഈɁᕩᓾȻȽɝǾ఼߬
ɁᇻႎᅇɁʴ˂ʑɭʽɺႇഈɁˢᐋɥઆșȦ
ȻȽȼɕఙशȨɟɑȬǿ

田舎をもっと楽しもう！！ふるさと体験秋田県
http://www.akitafan.com/taiken/index.htm

秋田の豊かな自然と人との結びつきについてインタビュー
ǽᇻႎᅇȺɂǾȦɁɛșȽጸȾߦȪȹǾȨɜȾȈ̷ȉȻȈ̷ȉȻȟӦɥɕȶȹऐȢȷȽȟɞ๊ӦɥȨɟȹȗɞ
ɕȗɑȬǿ

ɷ˂ʹ˂ʓɂ Ӧᴞᣁ ഈɥȻȝȪȹǾ̷Ȼ̷ȻȟȷȽȟɝǾ
 ӦɥȼɁɛșȾȷȢɞȞᴞ
大和田しずえ氏
（株式会社わらび座たざわこ芸術村営業企画室室長）

○劇団わらび座から農業体験ツアーへ
ӅيɢɜɆ࣋ɂǾ̾Ȟɜ ¶° ࢳҰȾూ̱Ȟɜᇻႎɋ
ɗȶȹȠȲǿɢɜɆ࣋ȺɂǾ
Ȉ୫ԇɁʵ˂ʎɂᣁɁ؆
ɒȾȕɞȉȻɁᐎțȞɜǾоيȪȲηТȾɂ॒ȭᣁഈ
Ͷ᮷ɥȨȮȹȗɞȻɁȦȻǿ³µ ࢳҰȦɁጸɒȟǾ
εޙஇᚐႆɁᣁഈͶ᮷ՙȤоɟȽȼȾȷȽȟɝǾး٣
ɺʴ˂ʽʎ˂ʴʄʪȟ۹റȾࢿȟȶȹȗɞǿ
○キーワードは「感動」
ᣁഈͶ᮷ɥጶțȲႆाɂȈȦɦȽȝȗȪȗɕɁɥͽȶ
ȹȢɟȹȕɝȟȻșȉǾȈȦɦȽጨ୦ȽͶ᮷ɥȨȮȹȢ
ɟȹȕɝȟȻșȉȻȗȶȲȈពɁӦȉɥ᚜ȪȹȢ
ɟɞǿȰșɢɟȲᣁɕǾᒲґȲȴȟॗɟȞȤȹȗ
ȲᣁഈɁጨɜȪȨɥѓᆬᝓȨȮɜɟɞǿȰȪȹᣁ
ȾɂǾȈඒɂɕȶȻȦșȪɛșȉȻȗșඕɥືȞȮ
ɞȈӦȉȾᎢȟɞǿ
ՎӏᐐɁȗǾᣁɁȗȟӦȻȽɝǾȰɁӦȟ
Ӧɥ֣ɦȺǾᣵᨎȻȽȶȹəȢǿ
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○最高のおもてなしは
「食の成り立ちそのもの」
ɑȲǾȈّюɗ۶ɥᚐȠࠅȢȪȲȻșᜊбɁȝ
ȨɦȲȴȉɂǾᣁɁ̷ȲȴȟͽȶȲȈȝɜțɁȧȶ
ȷȝȉȾȈᴲȷʶʃʒʳʽɛɝɕɛȞȶȲȉȻɥ
ํȪȹɦȺȢɟɞǿ
Ȉˢ፳ȾͽȶȹǾˢ፳Ⱦ᭥ɌɑȪɚșȉȻȗșɕɁɂǾ
ȼȦȾɕȕɞɛșȺȼȦȾɕȽȗǿᜊбɁఊऻɁҒɝ
ఠɂᣁɁ̷ȻцȾᑎȹǾцȾՖሮȪȈ᭥Ɂɝȴ
ȰɁɕɁȉɥɑɞȧȻ֞ɢțɞȦȻǿ
○「感動」は次へつながる
ᜊбɕˢ̷ɛȟɝȺɂȗȤȽȗǿˢᄑȾᄉαȬɞɁ
ȺɂȽȢȝ̠ȗȾӦȪնșکɥȷȢɞȦȻȟ॒ᛵǿ
εޙஇᚐɥՙȤоɟȹȠȲޙಇɁаႆȞɜȈȝዢɁႇ
ᄽɥɗɝɑȪɚșȉȻȗșᝈɥધȴȞȤɜɟȲɁɕՔ
տɁӦȟȕȶȲȞɜȳȻȪȹȗɞǿ
たざわこ芸術村 http://www.warabi.or.jp

地 域 連 携 に よ る 食 品 産 業 の 推 進 に 向 け て

ቼᴱቛ
̾ऻɁʃʒ˂ʴ˂ࠕᩒ
ᴥႩ૬ಘᴦ
第３章 連携推進のポイントと課題の克服
○戦略視点のポイントとなる５項目８テーマに対し、地域内の
参考となる情報収集を行った。また、
「秋田ならでは」といっ
た観点で、さらに参考となる情報についても掲載した。

第４章 今後のストーリー展開（提案）

これからの秋田県に必要な６つの戦略提案
○本書で整理してきた議論を踏まえ、これからの秋田県に必要
な６つの戦略提案を行いました。
●秋田県の地域戦略遂行における根幹のテーマ
１．「あるもの探し」と「あるもの磨き」（価値の再発見と付
加価値形成）
●１. を高めるためのツール（手段、方法）
２．市場の分析力と地域の連携力を駆使して新たなマーケッ
トを目指す
３．生産と製造に関わる技術の利活用
４．観光との融合による地域ブランド力の向上
●２. 〜４. を進めるための受皿、枠組、そして人
５．情報ネットワーク構築とファシリテートセクションの重
要性
６．最重要課題は「つなぎ役」、コーディネーターの育成
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Ⅳ

１.「あるもの探し」と「あるもの磨き」
（価値の再発見と付加価値形成）

ǽᇻႎᅇȾɂȈȕȠȲȦɑȴȉɥɂȫɔȻȬɞ

ʷʍʒɁֿףʳɮʽʔʍʡɁɎȞȾǾͅࣆȻɁ

ៈȞȽႇֿɗ࿎ɥ͍᚜ȻȬɞᄉᥡ୫ԇȽȼǾ

ࢃҝԇɥَɞȲɔǾߴʷʍʒȺɕͅࣆȺɂȶ

ᯚȗʧʐʽʁʭʵɥᇿɔȹȗɞ٥ڒጨయȟȕɝ

ȹȗȽȗᒲॴɁᯚȗֿףɥɔɞӦȠɕɜ

ɑȬȟǾᅇюɁ᭥ֿႇഈɂᛏᣲˁӏࡾኄɁᑧऍ

ɟɑȬǿ

ȨɕȨɞȦȻȽȟɜǾֿףɁ૬ಘӌˁ͙႕ӌɁ

ǽȦɟɜɥഫȬɞᛵጨɂǾᯚֿǾֿףɁ

ऍȨȞɜȰɁʧʐʽʁʭʵȟԚґȾᄉȨɟȹ

ߵॴǾʑʀɮʽɁ܋ȨȽȼȻȻɕȾ『地域性』

ȗȽȗȦȻȟᐎțɜɟɑȬǿ

ȻȗȶȲཟɕˢȷɁᛵȽʧɮʽʒȻȽȶȹ

ǽˢǾߴۨഈпͶɁཟȞɜɒɞȻǾջʫ˂

ȗɑȬǿȦɁɛșȽǾมɂߴൌ̜ഈᐐȟ۾

ɵ˂ɁֿףɁֿ૧țȳȤȺɂǾȼȦɕͬȲɛș

ԡɥԬɔɞᇻႎᅇɁႆႇᐐɗ᭥ֿᩜᣵ̜ഈᐐȾ

Ƚֿ૧țȾȽȶȹȪɑȗǾȰɁፀǾΙಐቧ̚

ȻȶȹǾ۾ȠȽʋʭʽʃȻᐎțɞȦȻȟȺȠɑ

ȾࢊȠᣅɑɟȹȪɑșȻȗșᝥᭉȟȕɝɑȬǿ

Ȭǿ

ǽȦɁȲɔǾᣋࢳɁߴۨഈȺɂಐԇȨɟȲ۾

（1）あるもの探し
ǽߴʷʍʒȺɂȕɞɕɁɁǾ٥ڒɁᰀӌᄑȽ

ȻȟᛵȺȬǿ

ໃɥ๊ႊȪǾᜮӌɁȕɞֿףɥᩒᄉȬɞکն

ǽߴʷʍʒɁ٥ֿףڒɁکնǾȼșȪȹɕߴۨ

ȾɂǾஒސɁʟ˂ʓʁʃʐʪɁɛșȽ۾ʷʍʒ

ഈᐐȽȼȞɜɔɜɟɞᦀɗΙಐǾಐȾߦख़

ɁֿףɥᩒᄉȬɞȦȻȻཟɥպˢȾȪȽȗȦ

ȪȾȢȗȻȗȶȲᬂȟȕɝɑȬǿ

「あるもの探し」地域資源等のポテンシャル再発見と再評価
２．
資源の現状の機
能と価値の再評価

１．
資源の書き出し
○地域の特徴的な原料・商品
・特産農林水産物
・伝統食品、郷土料理、
→合理化と効率化とは無関係
○大量生産、規格統一化は困難
●商品の訴求力が低い
●原料、人件費等から高価格になりがち
↓
売れない、売りにくい

小ロット商品

地域資源
特産原料

食文化

自然資源

人的資源

歴史・文化

etc…

売るための市場にどう合わせるか

原料生産体制の
構築や商品生産
力の向上等から、
既 存 のフードシ
ステムに 移 行し
て いく場 合も考
えられる

地域性に魅力を感じる消費者ニーズ

マーケットの主要をなす、既存のフードシステム

４．
未利用資源の
「戦力化」

地域独自のアピール

大ロット商品
○大量に売るための生産・製造体制
・大ロットに耐える原料の確保
・大ロットに耐える商品製造システム
→合理化と効率化
○需要者の規格に沿った商品の開発
→高い、品質、衛生・安全管理

３．
資 源の新たな機
能・評価を考える

①現状の商品・サー
ビスの見直し
②新たな商品・サー
ビスの理念

異 質な視 点を活か
す（自分の当たり前
が他人の「驚き」か
もしれない）

地域住民に認知され、愛され、支持されること

地域らしい
商品・サービス
の創出

地域に愛され、愛着
を持たれた
商品・サービス
「あるもの磨き」の一例

地域性を魅力とする
消費者ニーズに合
った商品・サービス
「あるもの磨き」の一例

「あるもの磨き」
資源を活用した新しい高付加価値形成
その方法は原料や商品によりさまざま

売れる市場をどう創り、
どう提案するか
売れる市場をどう創り、
どう提案するか

戦略提案 ： 秋田の地域ポテンシャルを踏まえた「あるもの探し」「あるもの磨き」の戦略
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Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

ǽɓȪɠ٥ڒȺߴʷʍʒɁֿףᩒᄉȽȼɥᄻ

るもの探し』ᴦȦȰǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇȾɂɔ

Ȭ᪨ȾɂǾ٥ڒɁᰀӌɗͅȻɁขްᄑȽࢃҝᛵ

ȹᛵȽȦȻȺȕɞȻ९ɢɟɑȬǿ

ىɥȬȦȻȟᛵȺȬǿ
ǽᇻႎᅇȾɂᯚȗʧʐʽʁʭʵɥᇿɔȲ٥ڒጨ

ǽటంȺɂǾȦɁɛșȽཟȾȴᇻႎᅇɁʨ

యǾȦɟɑȺᑎɑɟȹȠȲ᭥୫ԇǾͤፋȽȼǾ

ɹʷᄑȽӦտǾ٥ڒɁऐɒˁऍɒኄɁ Ó×ÏÔ ґ

ᰀӌᄑȽᛵጨɂดࠞސ٣ȪɑȬǿᇻႎᅇȺɂˢ

ǾȨɜȾɂᅇюɁՎᐎ̜ɁျȽȼɥᚐȶ

ᓐᄑȻ९ɢɟȹȗɞɕɁȟǾͅɁ٥ڒȞɜɟ

ȹȠɑȪȲǿ

ɃȻȹɕᰀӌᄑȾ९ɢɟɞᛵጨɕԚґȾȕɝɑ

ǽ
ȊȕɞɕɁȪȋȻɂǾȦɁɛșȾ٥ڒɥᛓୣ

Ȭǿ

ɁཟȺȷɔǾ٥ڒʧʐʽʁʭʵȻȪȹͅȻ

ǽȦɁɛșȾǾᒲᇋᛏֿǾ٥ڒໃኄɁʧʐʽ

Ɂࢃҝᄑᛵጨᴥֿףɗɿ˂ʝʃȾȽȶȲکնɁ

ʁʭʵȽȼɥѓᄉȪǾ
ѓΙȪȹəȢȦȻᴥ『あ

ᰀӌᴦɥѓᝓឧȪȹȗȢȲɔɁጸȻȗțɑȬǿ

（2）あるもの磨き
ǽȪҋȨɟȲ٥ڒɁʧʐʽʁʭʵɂǾȰɁɑ

ǽᇻႎɁ͙ഈɂʟʍʒʹ˂ɹȟমȗȻɢɟɑ

ɑֿףɗɿ˂ʝʃኄȾࠕᩒȪȹɕᜮӌǾቧ̚

ȬǿɑȭɂࢍکɁʕ˂ʄɥᅺɞȲɔȾǾțɃǾ

ӌɁȕɞɕɁȾɂȽɝɑȮɦǿȦɟɜɁʧʐʽ

ষڨՖᪿɁȲɔȾףᝬ͢ɗటࢍኄȾሥᄑȾ

ʁʭʵɂǾȦɟɑȺȸȞɟȭǾᅋȶȹȗȲɕ

ᠴɥᤆɆǾ᪨ȾȹǾᐨȗȹǾᐾȺȫȹǾ

ɁȽɁȺǾȰɟɥᆹȗȹəȢȦȻᴥ『あるもの

ᒲґȲȴɁֿףɗ٥ڒɁʧʂʁʱʕʽɺɥȷ

磨き』ᴦȟ॒ᛵȺȬǿ

ɔᄽȬȦȻȺǾࢍکӦտɥᄑᆬȾੰ૱ȬɞɁɕ
ˢȷɁศȺȬǿ

①秋田ならではの商品づくりと価値形成

ǽȰɁ˨ȺǾᒲґȲȴɁֿףɗ٥ڒໃɥѓ

ǽȰɕȰɕ٥ॴڒɁȕɞֿףɂႆႇӛလǾՁ୳

ΙȬɞȻȻɕȾǾ³ ࢳаǾµ ࢳаɁࢍکɥᠰ

ᆬίኄɁץᭉȞɜǾȼșȪȹɕ۾ʷʍʒɁֿף

ȪȲ̙ɥȹȹႩɥഫኳȬɞȦȻȟᛵȻ

ȻᢎȪȲکնǾᯚΙȾȽɞϿտȟȕɝɑȬǿ

ȽɝɑȬǿ

ǽȪȞȪȽȟɜǾ៵ᐐȾɂȈ͇ӏΙϏȟᯚȤ

→ 詳しくは「２. 市場の分析力と地域の連携力を駆使して新た
なマーケットを目指す」（p51）をご覧ください。

ɟɃᯚΙಐȺɕ៳ȗȲȗȉȻȗȶȲʕ˂ʄɗǾ
Ȉ࿑ҝȽȾɂ࿑ҝȽɕɁɥȉȻȗșʁʋʯɲ˂

③ニーズにあった商品づくり

ʁʱʽȾख़ȫȲֿףΙϏɁᤣȽȼǾȨɑȩɑ

ǽ٥ڒʧʐʽʁʭʵȾȕȶȲʨ˂ɻʍʒɗ៵

Ƚʕ˂ʄȟȕɝɑȬǿ

ᐐɁʕ˂ʄȟੰ૱ȺȠȲȻȪȹɕǾȰɁʕ˂ʄ

ǽȈ࿑ҝȽɕɁɥȉȻȗșʕ˂ʄɥȲȬȾɂ

Ⱦߦख़ȬɞֿףɥȷȢɞȦȻȟȺȠȽȤɟɃፀ

ᯚֿȺȕɞȦȻȾӏțȈȰɁ٥ڒȾȪȞȽ

ȻȪȹ٥ڒɋɁӛɥӁҋȬɞȦȻȾɂȷȽ

ȗȉǾ
ȈȰɁ٥ڒȽɜȺɂɁȉǾ
Ȉ٥ڒɁ᪫ȨɟȲȉ

ȟɝɑȮɦǿ

ȽȼǾᒲॴɁᯚȗ͇ӏΙϏɁȕɞֿףȸȢɝ

ǽֿףȸȢɝȺɂǾаȭǾֿףɁާпॴɁᜊཟ

ȟɔɜɟɑȬǿ

Ȟɜֿከျɗᚖႆከျɥ॑ȟȤɞȦȻȟᛵ
ȺȬǿ

②市場ニーズを知ること、自社商品を見つめ直
すこと、価値の再評価

ǽȗȞȾᰀӌᄑȽֿףɥᩒᄉȪȹɕǾȰɁͽഈ
کȟ˪ᚖႆȺȕɟɃǾȗȷȞɂ៵ᐐȾᣥ

ǽȕɞɕɁᆹȠȺɂ٥ڒɁʧʐʽʁʭʵɁѓᄉ

ȞȨɟȹȪɑȗɑȬǿȦɟɜɥᡍɑțȲکնǾ

ǾѓΙȻȻɕȾǾȰɁʧʐʽʁʭʵɥɔ

း٣ɁᇻႎᅇȾɂᚖႆከျɗֿᆬίȽȼǾᛏ

ɞ៵ᐐɗʨ˂ɻʍʒɁʕ˂ʄɥඩᆬȾસțȹ

ᣲژᄷɁऐԇኄȟ॒ᛵȻᐎțɜɟɑȬǿ

ȝȢȦȻȟ॒ᛵȺȬǿ
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4-1.「あるもの探し」と「あるもの磨き」（価値の再発見と付加価値形成）
ǽඒȾǾ٥ڒɁᰀӌȕɞՁయ୳ɥӏࡾȪǾʕ˂

ȟ॒ᛵȺȬǿɑȲǾȰɁ๊ӦɥᩋȗᩖɥȞȤ

ʄȾԴȪȲֿףȸȢɝɥᚐșȾɂǾႆႇᐐɗํ

ፕፖȪȹəȢȦȻȺȲȽᇻႎᅇȽɜȺɂɁ٥

ᣮഈᐐኄȻɁᣵଆɗ̜ഈᐐᩖȺɁԦᝩɗቧ̚Ⱦ

ڒʠʳʽʓɁӁҋɕఙशȺȠɞɛșȾȽɝɑȬǿ

ӏțǾ٥ڒɁᆅሱൡᩜȽȼȟȬɞ੫ᚓʁ˂ʄ
Ɂҟ๊ႊȽȼɕ॒ᛵȺȬǿ

⑥食や農の基盤にある秋田県のキラーコンテンツ

ǽɑȲǾߴൌ̜ഈᐐպۢɁᣵଆȾɛɞጸȽ

ǽး٣ǾਾȟّȺɂǾȗɢəɞ٥ڒ᭥Ɂʠ˂ʪ

ȼȺɂᛏᣲʨʕʯɬʵɁцǾֿከျɁॎࣄ

Ⱦ̋ɝǾԈɂԈᤍȞɜԧɂฏᎆɑȺǾ٥ڒɁ

ኄȾɛɞᛏᣲǾᛏֿɁ٫ˢԇȾɛɝǾպഈɁߴ

ᰀӌȕɞՁయ୳ɥΈȶȲֿףˁɿ˂ʝʃɁᩒᄉ

ൌ̜ഈᐐȟᣵଆȪǾ٥ڒȟᬂȻȪȹɁႩᄑ

ȟᚐɢɟȹȗɑȬǿ

ȽֿףᩒᄉɥᚐșȦȻȺǾɅȗȹɂǾ۾ʷʍʒ

ǽஒȾǾȦɁɛșȽมȟɦȺȗɞȽȞǾȦ

ʕ˂ʄɋɁႆႇߦख़ɕժᑤȻȽɝɑȬǿ

ɟȞɜɁᇻႎᅇȾȝȗȹǾ᭥ᣁᣵଆȾɛɝͅȻ

→ 詳しくは「３. 生産と製造に関わる技術の利活用」（p54）
をご覧ください。

ɁࢃҝТͱॴɁȕɞȲȽᣵଆɥഫኳȬɞکնǾ
ȈᇻႎᅇᒲɁȉ
ȈᇻႎᅇȽɜȺɂɁȉȻȗȶȲ『キ

④秋田県ならではのあるもの磨き・・
「観光」ǽ

ラーコンテンツ』ȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ

ǽȈȰɁ٥ڒȾȪȞȽȗȉǾ
ȈȰɁ٥ڒȽɜȺɂ

ǽ٥ڒʧʐʽʁʭʵɥѓᄉȪȹəȢ˹Ⱥழ

ɁȉǾ
Ȉ٥ڒɁ᪫ȨɟȲȉȽȼǾ࿑ҝȽʁʋʯɲ˂

ȦɟɜɁཟɕȪǾႩɥᎃȶȹȗȲȳȤ

ʁʱʽȺֿףɥᤣȪȹɕɜșکᬂɂԨȾ៵

ɟɃȻ९ȗɑȬǿ

٥ȳȤȟްȨɟɞɢȤȺɂȕɝɑȮɦǿ
ǽᇻႎᅇɁکնǾࢳᩖ ´¬°°° ˥̷͏˨ȟᜪɟɞ
ᜊбȻȗȶȲکᬂɕ۾ȠȽൡ͢ȺȕɞȻᐎțɜ
ɟɑȬǿ
ǽᜊбȾȝȗȹǾᇻႎᅇȽɜȺɂɁʁʋʯɲ˂
ʁʱʽɥ᭥ɗᣁɁֿףɗɿ˂ʝʃȺࠕᩒȬɞȦ
ȻȟȺȠɟɃǾ᭥̜Ǿ୳ျǾȝɒɗȥǾ߂ลǾ
Ͷ᮷ȽȼǾȦɟɑȺȾȽȗȲȽ٥ڒʧʐʽʁʭ
ʵɁ૬ΖɗȰɁȲɔɁႩɁࠕᩒȟժᑤȻȽɝ
ɑȬǿ
→ 詳しくは「４. 観光との融合による地域ブランド力の向上」
（p57）をご覧ください。

⑤地域から愛される商品づくり…ブランド化
ǽȈ٥ڒȉȾȦȳɢȶȲֿףˁᜊбɥɂȫɔȻȬ
ɞ᭬᭥࿎៧ɿ˂ʝʃɂȈ٥ڒɜȪȨˁ࿑ᓨȉȟ
ȰɁ٥ڒɁ̷ȁɥࢊȠᣅɒǾ٥ڒȞɜঢ়ȨɟǾ
ᝐɝȻȽɝǾȨɜȾɂ٥ڒ۶Ɂ̷ȁɕɅȠȷȤ
ɞᰀӌȻȽȶȹȗȠɑȬǿ
ǽ٥ڒɁ࿑ᓨɥ๊ȞȪȲֿףˁɿ˂ʝʃɥ፟ધ
ȬɞȲɔȾɂǾ٥ͳڒȾᝓᅺȨɟǾঢ়ȨɟǾ
ୈધȨɟɞ॒ᛵȟȕɝɑȬǿ
ǽ٥ͳڒȾᝓᅺȨɟǾঢ়ᅔɥધȲɟɞȾɂ٥
ڒɁ᭥୫ԇɗ᭛٠ˁධխȽȼɁֿףɁʃʒ˂ʴ˂
ॴȾᚾੜȴȨɟǾ٥ڒɁᝐɝȾȽɞ̜ഈɁࠕᩒ
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「参考事例 3.2（p44 〜 46）
」から見る
秋田県のキラーコンテンツ
＜「秋田美人」のイメージ活用＞
ǽȈᇻႎᏩ̷ȉɂǾᇻႎɥɮʫ˂
ʂȬɞ͍᚜ᄑȽпّʠʳʽ
ʓȺȬǿᇻႎᅇȾɂЫȺǾ
ȗȠȗȠȻȪȲǾᰀӌᄑȽ
ॴܤȟȲȢȨɦȗɑȬǿ᭥
ᣁᣵଆɥɔɞȾɕǾȦɁ
๊ӌɥழǾ๊ȞȪȹǾᣵ
ଆɁౕጸɒюǾщͶᄑȽ
ጸɁǾȨɜȾɂǾֿףɮʫ˂ʂɁտ˨ȽȼǾ
ॴܤཟɗॴܤȟ๊ᡮȬɞʁ˂ʽኄɁҋɕǾ
ᇻႎɁᰀӌɥɬʍʡȨȮɞศȺɂȽȗȺȪɚ
șȞǿ
＜「郷土文化」のイメージ活用＞
ǽᇻႎᅇȾɂǾ˰͍ɥᠯțȹՙȤፕȟɟȹȠȲᇘ
ᝈɗͤᝢȾȕɈɟǾȈቫྗȉȽȼɁᇞɝɕ۹Ȣ
ȕɝɑȬǿɑȲǾᏩ֞ȪȗȝዢɗȝᥕǾȈȠɝ
ȲɦɐȉȽȼɁ᥅٠୳ျɕȕɞȬɃɜȪȗȻȦ
ɠȺȬǿȦɟɜɁ٥ڒʧʐʽʁʭʵɥɛɝᯚɔǾ
ᇻႎᅇȽɜȺɂɁ᥅٠ɗ᭥ɥѓᄉȬɞɁɕǾ
ͅȻɁࢃҝТͱॴɥᄉȬɞˢȷɁศȺɂȽ
ȗȺȪɚșȞǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

Ⅳ

4-２.市場の分析力と地域の連携力を駆使して新たなマーケットを目指す
（1）企業戦略のあり方

ǽՎᐎ̜Ɂጳ̿ȺɕᜤȪȲɛșȾǾᅇюȾɂ
ᝁ᭥ɥᣮȪȹۨɟኅɥȷȤǾഈɥͩɃȪȹ
ȗɞ͙ഈɗȈȕȠȲȦɑȴȉȺɕᒲɁʠʳʽ
ʓԇɥَɝȽȟɜᮐ᥆ٚȺɁ᭣Ɇᣅɒ؆ഈȾɛ
ɝǾ٥ᤍȾ៧ᡅɥછ۾Ȫȹȗɞ͙ഈɕȕɝɑȬǿ
ǽȦɟɑȺɁԨጠȽᛏᣲˁ៧ۨɁᐎțȞɜˢ

ඬᡍɒҋȪȹǾሥᄑȽֿףᩒᄉȾጸɓȻպ
ȾǾᝁ᭥ኄɥᣮȪȹ៵ᐐɗʚɮʮ˂Ɂʕ˂
ʄɥȢɒ˨ȥǾȰɟɥֿףȻȗșɵʉʋȾȪȹ
ࢍکȾҋȬȻȗșȈɂȫɔȾȝറȕɝȠȉɁ
ᐎțȟ॒ᛵȺȬǿ

（2）マーケットインの視点とは
ǽȝറȕɝȠɁᐎțɂǾˢറȾȈʨ˂ɻʍ
ʒɮʽɁཟȟȕɞȉȽȼȻȗɢɟɑȬȟǾȦ
ȦȺȗș『マーケットインの視点』ȻɂǾȗȶ
ȲȗȼɁɛșȽɕɁȺȪɚșȞǿ
ǽʧɮʽʒɂǾᩒᄉȪȲֿףɥȼȦɁࢍکȾੵ
оȬɞɁȞȻȗșȦȻȺȬǿߦ៎ȻȽɞֿףɁ
ቧ̚ӌǾͅȻɁࢃҝТͱॴɗȰɁֿףɥᤣɦȺ
Ȣɟɞ៵ᐐȟȼȦȾȗɞɁȞǾɑȲǾȰɁ

៵ᐐȟᜪɟɞکɂȼȦȞȻȗșȦȻɥᜊᄑ
ȾґȬɞȦȻȺȬǿ
ǽɑȲǾȦɟȾͧȗșՁయ୳ȻᩒᄉȪȲף
ֿɁᦀɗᴥֿǾާпॴǾൡᑤॴȽȼᴦ
Ǿᩒᄉ
ȨɟȲֿףɁུ॒ॴᴥʃʒ˂ʴ˂ᴦ
ǾȨɜȾɂȰ
ɁֿףȾᄱɝᣅɑɟȲ੫ᚓǾֿȰȪȹֿףɥ
ᰀӌᄑȾȮɞʛʍɻ˂ʂȻࢿ֖ͤȽȼɁ『情
報発信力』ȺȬǿ

（3）地域のポテンシャルを有効活用する
ǽͲᣘȬɞਾȟّɁጽຑɁ˹Ǿ࿑Ⱦ٥ڒɁ᭥ֿ
ᛏᣲഈᐐȺɂֿףᩒᄉɥᚐșȲɔɁటӌǾ
ጽ؆ӌȟऍȢȽȶȹȗɑȬǿȦɁɛșȽม˩
ȾȝȗȹǾᒲᇋԨȺʨ˂ɻʍʒɮʽɁႩࠕ
ᩒɥផȫɞɁɂᫍȪȗมȻȗțɑȬǿ
ǽȦɁɛșȽมȳȞɜȦȰǾɓȪɠ٥ڒпͶ
ɁႩȻȪȹ͙ഈɁֿףᩒᄉɥୈȬɞ॒ᛵȟ
ȕɞȻ९ɢɟɑȬǿȽȝǾȦȦȺȗșୈȻɂ
៵ႊᄑȽୈȺɂȽȢǾɓȪɠ̷ȻষڨɁʗʍ
ʒʹ˂ɹȺȬǿ

ǽțɃǾႆႇᐐȻɁ̷̝˧ᑬȾɛɞֿףᩒᄉ
ɥȬɞ᪨ȾǾֿףᩒᄉ᪡Ȟɜํᣮʚɮʮ˂ɗ
ʨ˂ʋʭʽʊɮʀ˂ȾՎ႕ȪȹɕɜșɁɕӛ
Ƚਖ਼ȺȬǿ
ǽʚɮʮ˂ኄȻɁʗʍʒʹ˂ɹɂǾᚐɁӿજ
૬ଆᴥÈ²³®³ း٣ᴷɿ˂ɹʵᵈɿʽɹʃǾʷ˂
ʇʽɁ ² ᇋᴦɗ˹ಎୈચཟኄɁ̜ഈɥȷșȫ
ȹढȨɟȹȗɞکնȟ۹ȢǾȦɟɜɁষڨ፤
ɥӛȾ๊ႊȬɞȦȻȟժᑤȞɕȪɟɑȮɦǿ

㽴ේᢱ╬䈱․ᕈ䉕
〯䉁䈋䈢ຠ㐿⊒䇮
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4-２.市場の分析力と地域の連携力を駆使して新たなマーケットを目指す
ǽɑȲǾȰɁ᪡Ⱥʚɮʮ˂ኄȾȮɞɁɂǾ

ᛵȾȽɝɑȬǿూ̱ɗ۾᩸Ƚȼ۾᥆ࢍȺᚐɢɟ

ஒސɁֿףȺɂȽȢǾȦɟȞɜᩒᄉȪɛșȻȬ

ȹȗɞףᝬ͢ǾɑȲǾᣋࢳȺɂǾᚐɗ٥ڒɁ

ɞֿףʡʳʽɗȰɟȾߦख़ȪȲ̜ഈᐐɁ੫ᚓӌ

˹ಎୈચཟȨɜȾɂᦂᙤൡᩜȽȼȟ˿ϸȬɞ

ȻႆႇᐐɁֿӌȺȬǿ

ףᝬ͢ȽȼǾȨɑȩɑȽൡ͢ȟȕɝɑȬɁȺǾ

ǽʚɮʮ˂ኄȻɁᣵଆɥȬȲɔȾɂǾףᝬ͢

ȦɁɛșȽൡ͢ȾሥᄑȾɬʡʷ˂ʋȪȹəȢ

ɁɛșȽҋᣴȗɁൡ͢ɥȻȝȪȹǾۨɞϫȾȗ

ȦȻȟᛵȺȬǿ

ȞȾᒲᇋɥɬʞ˂ʵȪȹəȢȞȻȗșȦȻȟ

（4）商品のスト−リー性とは何か
ǽᣋࢳɁ٥ڒɁ᭥ɁᯚɑɝɁ˹ȺǾ٥ڒɁ᭥Ⱦ

ȺȬǿаȾᜤȪȲʨ˂ɻʍʒɮʽɁᄉȺᐎț

ᩜᣵȪȲֿףɥ᠔оȪȲȗ៵ᐐ࠙ɂǾȝȗȪ

ɟɃǾаȭǾ៵ᐐᴥȝറᴦɂͷɥɔȹȗ

ȗɕɁǾֿˁާпॴǾΙಐᴥȦȦȺɂϏȧɠᴦ

ɞɁȞȽȼǾ៵ᐐཟȾȶȲֿףɁᩒᄉȟ

ȾӏțǾȰɁֿףȟધȷʃʒ˂ʴ˂ॴɥɔȹ

ᛵȻȽɝɑȬǿ

ȗɞȻɢɟȹȗɑȬǿ

ǽȦɟɜɥֿףᩒᄉɁ᪨ȾґȪǾȼɁɛșȾ

ǽȺɂǾȦȦȺȗș『商品のストーリー性』ȻɂǾ

ȮȹəȢɁȞǾɑȲࢿ֖ͤኄȺʃʒ˂ʴ˂

ȼɁɛșȽȦȻȽɁȺȪɚșȞǿ

ɥɞȞȽȼǾȲȽʨ˂ɻʍʒႩɥផȫɞ

ǽ٥ڒȾɂǾȰɁ٠٥ȺᑎɑɟȹȠȲ᭛٠ɗධ

˨ȺɁʧɮʽʒȻȽɝɑȬǿ

խǾȨɜȾɂȦɟȾΡɞ᭥୫ԇȟȕɝɑȬǿף

ǽ९ȗɥͤțɞȲɔǾʃʒ˂ʴ˂ॴɥɞȲɔ

ֿȟધȷʃʒ˂ʴ˂ॴɁˢȷɂǾȦɁ᭛٠Ǿධ

ɁศɂǾֿףɁʛʍɻ˂ʂɗʑʀɮʽȳȤȺ

խǾ୫ԇȾᚾੜȴȨɟȲ『商品が生まれた必然性』

ɂȽȢǾʋʳʁǾᵍᵌᵍǾᵅᵍȽȼɁݨͶȾӏțǾ

ȺȕɞȻᐎțɜɟɑȬǿ

ֿףɥ៧ۨȬɞکǾഈৰǾࣆᓇȽȼȺɕժᑤ

ǽȽȯȰɁֿףȟᩒᄉȨɟȲɁȞǾȽȯȰɁՁ

ȺȬǿ

୳ɗጨయɥҟ๊ႊȪȲɁȞǾɑȲǾȽȯȰɁɛ

ǽȦɁɛșȾǾֿףɁʃʒ˂ʴ˂ॴɁᆬίɥᐎ

șȽʛʍɻ˂ʂʑʀɮʽȾȽȶȲɁȞȽȼǾȰ

țȲکնǾि఼Ǿᛏᣲഈᐐɥ˹॑ȻȪȹᚐɢɟ

ɟɜɥᤣɦȳ֞ˁျႏɥֿףȸȢɝɁᤈሌȾ

ȹȗɞᅽఙᩖɁֿףᩒᄉ͏˨ȾǾȰɁҰȻȪ

ȝȗȹᆬȾȪȹȝȢȦȻȟ॒ᛵȺȬǿ

ȹǾႆႇᐐǾᛏᣲഈᐐǾʚɮʮ˂ɗʑʀɮʔ˂

ǽȨɜȾǾ٥ڒɁᣁ෩ႇ࿎ɥႆႇȬɞႆႇᐐ

ኄᣵଆȾɛɞǾֿףɁɽʽʅʡʒʡʳʽͽɝɁ

ɗֿףɥᛏᣲȬɞ̜ഈᐐɁȗɕᛵȽʃʒ˂

ȲɔɁୈኍȟǾȲȽ٥ڒႩȻȪȹ॒ᛵȳ

ʴ˂ॴȾȽɝɑȬǿȲȳǾȦɁکնǾͽɝਖ਼ϫ

Ȼ९ɢɟɑȬǿ

ɁઃȪ͇ȤȻȗȶȲȦȻȾȽɝȟȴȽɁȟᝥᭉ

（5）思いを理解してくれる相手を選ぶ
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ǽʚɮʮ˂Ǿʨ˂ʋʭʽʊɮʀ˂Ǿʑʀɮʔ˂

ǽȦɁɛșȽᜊཟȺֿףᩒᄉɥɔȲکնǾɽ

ኄȻɁᣵଆɥផȫɞکնǾ᭔ɁʅɺʫʽʒȻ

ʽʅʡʒʡʳʽɁ͙႕ǾᣵଆȾɛɞֿףᩒᄉɁ

ȰɟȾնȶȲ៧ۨа͏˨Ⱦͽɝਖ਼Ɂ९ȗɥျᜓ

ஃǾȨɜȾɂ៧ۨᐐȾߦȬɞ९ȗɁцԇȽ

ȪǾպȫᄻ፷ȺֿףᩒᄉȾጸɦȺȢɟɞᄾਖ਼

ȼǾࢠȾᩖȻәӌɥᛵȬɞȦȻȾȽɝɑȬǿ

ɥȬȦȻȟᛵȻȽɝɑȬǿ

ǽ

ǽɑȲǾȰɁȗɂֿףɁʃʒ˂ʴ˂ॴɥ៵

ǽˢȷɁɬɮʑɬȻȪȹɂǾ៵٥ȺɕɁɥۨ

ᐐȾȼɁɛșȾͤțɞȞȻȗșȦȻȾɕᩜɢȶ

ɞ٥Ыҋᡵᐐɗᅇ̷͢Ǿ͢ࣆףȽȼǾᇻႎᅇȾ

ȹȢɞɁȺǾሱᝲɥțɃǾ៧ۨ׆ȽȼȾߦ

ߦȪȹ९ȗоɟɁȕɞ̷ɗᇻႎᅇȟܧȠȽ̷Ǿ

ȪȹɕǾ९ȗɥɕȶȹۨȶȹɕɜșȲɔɁ

ᇻႎᅇȻɁᩜɢɝȟȕɞ̷ȻɁᣵଆɕᐎțɜɟ

ଡ଼ᑎȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ

ɞȻ९ɢɟɑȬǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

（6）大消費地はアンテナ、本当の味は秋田
ǽ᭥ֿɂɑȭ៵ᐐȾ᭥ɌȹɕɜɢȽȗȻȝȗ
ȪȨɗͽɝਖ਼ɁȗɂͤɢɝɑȮɦǿȰɁȠȶ
ȞȤȻȪȹаȭൌɁȕɞ៵٥Ⱥᝁ᮷ᄑȾ៧
ۨȬɞɁɕˢȷɁศȺȬǿᇻႎᅇȟᤆ؆Ȭɞ
ɬʽʐʔʁʱʍʡȺɁʐʃʒ៧ۨɗᝁ᭥ȽȼǾ
٥ڒᣵଆȾɛɝ๊ႊȺȠɞચཟɕஒȾ϶Ȩɟ
ȹȗɑȬǿȪȞȪǾఊқȞɜ۾៵٥ɥȶȲף
ֿȟʜʍʒȬɞᆬလɂɔȹͲȗɁȟးȺȬǿ
ǽᇻႎᅇɁᰀӌɥᐎțɟɃǾֿףɁɮʫ˂ʂɂ
᥆͢ᄑȽɕɁɛɝǾɈɞȨȻǾ᥅٠ǾႎᓃȻȗȶ
ȲɕɁȻ࿑ौȕɞ᭥୫ԇȺȬǿ͑ȾǾ͙ഈԨͶ

ɁႩȽɜǾᇻႎɁɮʫ˂ʂɥઝȪȲֿףɁ
ࠕᩒɕȕɝțɑȬȟǾᇻႎᅇпͶɁႩȻȪȹ
ᐎțɞȽɜǾɗɂɝᇻႎȾ఼ȹటछɁ֞ɥ᭥Ɍȹ
ɕɜșȦȻȾȷȽȥɞɌȠȺɂȽȗȺȪɚșȞǿ
ǽ᥆ࢍɁ៵٥ɂǾɓȪɠ᭥ɌȹɕɜșȲɔ
Ɂൡ͢ɁکȻસțǾᜊбȻɁʨʍʋʽɺȽȼ
ȾɛɝǾᇻႎȾ఼ȹȗȲȳȢȲɔɁႩ૬ಘȟ
॒ᛵȺȬǿ
→ 詳しくは「４. 観光との融合による地域ブランド力
の向上」（p57）をご覧ください。

（7）市場投入の失敗から学ぶ（検証）〜分析力の発展的な考え方〜
ǽȼɟȳȤጀᎄȽґɗᣵଆӌɥɕȶȹȲȽ
ֿףɥᩒᄉȪȹɕǾȰɁֿףɁࢍੵکоȟșɑ
ȢȗȞȽȞȶȲȻȗșɻ˂ʃɂ۹ȗȻ९ȗɑȬǿ
ǽֿףᩒᄉɗ៧ۨႩȾɂǾȦɟɜɁ܅ɥጽ
᮷ȻȪȹસțǾፀɁ೫ᜳɥᚐșȦȻȟᛵȺ
Ȭǿ
ǽ៣يศ̷ᩜᛴႆႇॴటȺɂǾֿףᩒᄉɁ܅

ᛵىɁʷʂʍɹʎʴ˂ɥɑȻɔȹȗɑȬǿᤈ
ՍɁ܅̜ɥ೫ᜳȬɞȦȻȺǾțȽȞȶȲ
එཟȾȸȠǾඒɁࠕᩒɋɁጽ᮷ȻȬɞȽȼǾ
ʨ˂ɻʍʒཟɥޙɉȲɔɁʫʇʍʓɁीɕ
ᛵȻȽɝɑȬǿ
㔍ᤃᐲ䈱⺒䉂㆑䈋
ᛛⴚജਇ⿷
ᛛⴚ⠪䈱⢻ജਇ⿷

⋡ᮡᧂ㆐ᚑ

ᛛⴚㆬቯ䉕
⺋䈦䈢

⥄␠ᛛⴚ䈻䈱࿕ၫ
ⷐຬ㈩⟎䈏ਇㆡಾ

ታᣉᣇᴺ䉕
⺋䈦䈢
ຠൻ䈮
⥋䉌䈭䈎䈦䈢

ౝㇱ⾗Ḯ䈱ᵴ↪䈏ਇචಽ
⋡ᮡ䈏ਇㆡಾ

ຠ䈱ഃ䈏
䈉䉁䈒䈇䈎䈭䈇

ᄖㇱ⾗Ḯ䈱ᵴ↪䈏ਇචಽ

⋡ᮡ㆐ᚑ

㔍ᤃᐲ䈱⺒䉂㆑䈋

⋡ᮡ䈱㒸⣣ൻ
䊆䊷䉵䈱⺒䉂㆑䈋
䊆䊷䉵䈏ਇ৻⥌
䊆䊷䉵䈏ᄌൻ

⋡ᮡᧂ㆐ᚑ

ᔅⷐᕈ⢻䊶ᯏ⢻䈱⺒䉂㆑䈋
ຠൻ䈪䈐䈢䈏
┹ജ䈏ᒙ䈎䈦䈢

ᕈ⢻䊶ᯏ⢻䈏ਇ⿷
┹ว䈱บ㗡
ຠ䊶ડᬺ䈱⍮ᐲਇ⿷
⋡ᮡ㆐ᚑ
㘈ቴ䊶ᤨᦼ䈱⺒䉂㆑䈋

戦略提案 ： マーケティングのメソッドを習得するための人材研修
（例えば失敗事例のケーススタディ）
農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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Ⅳ

4-３.生産と製造に関わる技術の利活用
（1）同業者間の情報（技術）共有

ǽᵐᵔᵌᵑґȽȼȞɜɕᇻႎᅇȺɂǾᛏᣲ
ᩌɁᑧऍȨǾ੫ᚓʶʣʵɗ̷య˪ᠴȟऍɒȻȨ
ɟȹȗɑȬȟǾʶʣʵɬʍʡɥᄻᄑȾষڨцǾ
੫ᚓцȬɞȦȻȾɛȶȹȦɟɜɁऍɒȟгఏ
ȺȠɞɁȺɂȽȗȺȪɚșȞǿ
ǽȲȻțɃǾᅇюɁᖽЫᔌਖ਼ጽ؆ᐐ µ ̷Ⱦɛɞ
ÎÅØÔᴲɁጸᴥ´² ʤ˂ʂՎྃᴦɂǾஓటᥕɁ
ᛵȟນߵȬɞ˹ȺǾᥕᣲɝɁ੫ᚓцȾɛɞ
Ιಐቧ̚ȾࢊȠᣅɑɟȽȗȲɔȾǾ͇ӏΙϏɁ

ᯚȗֿףɋɁᢆ૰ɥَɞȦȻɥᄻᄑȻȪȲɅȻ
ȷɁᝁɒȺȬǿ
ǽᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲഈɁးȞɜɟɃǾͅ٥
ڒȻȈᦀȉȺቧ̚ȬɞȦȻɂٌᫍȺȬǿȪȞȪ
͍ɂ「量」から「質」へ変化ȪȹȗɑȬǿষ
ڨцɗ੫ᚓцɥǾպഈሗᩖȨɜȾɂႱഈሗ
ᩖȾછ۾ȬɞȦȻȾɛȶȹǾ̾ɛɝʹʽʳʽɹ
˨Ɂᛏֿᩒᄉɗᛏᣲ៧ۨȾᄉࠕȬɞȦȻȟఙश
ȺȠɑȬǿ

（2）加工処理技術の共有
ǽᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲഈɂߴൌˁጯȽȻȦɠ
ȟࢠȾ۹ȗȦȻȞɜǾᯚ࣊Ƚӏࡾѿျᜫ϶ɥ
ᒲҰȺᜫᏚȬɞȦȻȟٌᫍȺȬǿး٣Ǿͅᅇɗ
۶ɋΗސȪȹȗɞˢඒǾ̝ඒӏࡾѿျɥӏࡾ

ѿျ੫ᚓɁцԇȾɛȶȹᅇюȺᚐșȦȻȟȺ
ȠɟɃǾጽຑᬂȺɕᵍᵏᬂȺɕȨɜȽɞᄉࠕȟ
ఙशȺȠɑȬǿ

（3）農林水産物売り手と買い手の情報共有（1 次産業と 2 次産業のプラットフォーム構築）
ǽᇻႎᅇȺɂɮʽʉ˂ʗʍʒ˨Ɂᇻႎᅇᣁ෩
ႇ࿎ʨ˂ɻʍʒষڨɿɮʒɥ϶ȪȹǾᇻႎᅇ
ႇɁᣁ෩ႇ࿎ɥۨɝȲȗ̷Ȼ៳ȗȲȗ̷ɥᎢ
ȣᣵଆऐԇɥَȶȹȗɑȬǿ
●秋田県農林水産物マーケット情報（再掲）

ȦɁɿɮʒȾȨɜȾӏࡾഈᐐষڨɥӏțǾႆႇ
ȞɜӏࡾǾᛏᣲǾํᣮȾȗȲɞ፱նᄑȽষڨɥ
ˢЫᄑȾՖᪿˁуᩒȬɞȦȻȟȺȠɟɃǾ
ᐐɂ̠ȗɁʝʂʗʃʋʭʽʃછ۾ɥɛɝఙशȺ
ȠɞȦȻȾȽɝɑȬǿ

http://www2.e-komachi.jp/market/index.html

（4）消費者との情報共有
ǽᇻႎᅇɁ᭥ֿᛏᣲɥऐԇȬɞȾɂǾ៧ۨӌɁ
ऍȨȻষڨᄉαӌɁऍȨɕгఏȬɞȦȻȟ॒ᛵ
ȺȕɝǾᐐˁ៵ᐐឧɥȪȲʨ˂ɻʍ
ʒɮʽټɁ៧ۨႩȟᛵȾȽɝɑȬǿ
ǽး٣ɮʽʉ˂ʗʍʒኄȺуᩒȨɟȹȗɞষڨ
ɂǾՁ୳ႆႇᐐȻˢඒˁ̝ඒӏࡾഈᐐȻɁᣵଆ

ȟȨɟǾᐐˁ៵ᐐឧɥȗȞȾɝ
оɟɞȞȾȷȗȹɁ̈́ጸɒȸȢɝȟᤂɟȹȗɑ
Ȭǿ
ǽȲȽʁʃʐʪɁഫኳȾɛȶȹ៵ᐐȻɁষ
̬ڨ૰ȟՔտȺᚐɢɟɞɛșȾȽɟɃǾ۾Ƞ
ȽᄉࠕȟᣅɑɟɑȬǿ

（5）コーディネーターの活用
ǽষڨɗ੫ᚓɁцȾɂষڨɁᪿጙȟȺȠɞک
ɁҟႊȟࢠȾӛȺȬȟǾʨʍʋʽɺɗ੫ᚓ
ୈኄɥֆɓɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂Ɂސ٣ȟȰɁӛ

Ɂᨉɥ૱ɞȦȻȟᐎțɜɟɑȬǿ
→ 詳しくは「６. 最重要課題は「つなぎ役」、コーディネーター
の育成」（p62）をご覧ください。

（6）公設試験場等、研究機関の活用
ǽӏࡾ᭥ֿȾȝȗȹɂژᄷ੫ᚓɁऐԇȻᚖႆከ
ျˁֿᆬίȾߦȬɞ੫ᚓӌɁտ˨ȟɔɜɟ
ȹȗɑȬȟǾȦɟɜɁᝥᭉᜓขȾɂǾ٥ڒɁᆅ
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ሱൡᩜȟȬɞ੫ᚓʁ˂ʄɁҟ๊ႊȟˢȷɁ
ศȻȽɝɑȬǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

参考 ： 秋田県総合食品研究センターが有する基盤技術シーズと対象食品分野の一覧 (1)
No.

対象食品分野

技術分野

技術シーズ

1

農産食品（米）

差別化技術開発

ＤＮＡ鑑別による秋田県産米の品種判別技術の開発

2

農産食品（米）

食品加工技術

有色米を原料とした甘味素材の開発

3

農産食品（米）

食品加工技術

マイタケを使用した米飯の改良方法

4

農産食品（米）

食品加工技術

無洗米や無浸漬で炊ける米の調整方法

5

農産食品（米）

食品加工技術

加熱処理米粉による米加工品の食感改良

6

農産食品（米）

食品加工技術

小麦アレルギーに対応する、米粉等を使った商品開発

7

農産食品（米）

食品加工技術と装置開発

きりたんぽ製造における連続生産システムの開発

8

農産食品（米）

付加価値をつけた新商品開発

伝統食品「こざきねり」の伝承性と新規性を併せ持
つ新商品の提案

9

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

ミョウガの精油成分に着目したドレッシング商品の
開発

10

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

冷凍による通年利用可能な搾り大根搾汁商品の開発

11

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

県産生鮮品（スイカ、りんご、ブドウ、トマトなど）
のスィーツ開発

12

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

県産トマト加工商品（ソース、ピューレ等）開発

13

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

県産特産品（比内地鶏、男鹿鯛等）を使った商品開発

14

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

県産畜肉製品を使ったレトルト食品開発

15

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

電子レンジ対応型きりたんぽ鍋の開発

16

農産食品（その他）

付加価値をつけた新商品開発

農産加工グループ、女性起業グループへの食品加工
技術支援

17

農産食品（その他）

高付加価値化

じゅんさいの品質向上技術開発

18

水産食品

水産加工食品開発

秋田県産ハタハタずしの成分と官能評価

19

水産食品

水産加工食品開発

ハタハタ卵（ブリコ）加工品の開発

20

食品一般

食品加工技術

豆腐関連商品ブラッシュアップ

21

食品一般

新商品開発

塩の製造技術

22

発酵食品

微生物開発

味噌用新乳酸菌 AL-1 の有効利用による県産味噌の
品質向上

23

発酵食品

微生物開発

抗変異原性を指標とする味噌用麹菌 AOK139 の開発

24

発酵食品

高付加価値化

フキノトウ由来生理機能成分の調合味噌への応用

25

発酵食品

品質管理技術

高品質な米麹の衛生管理等

26

発酵食品

微生物利活用

白神こだま酵母の利活用 ( パン、調味料 )

27

発酵食品

微生物利活用

白神こだま酵母ドライ

28

発酵食品

微生物利活用

白神の乳酸菌

作々楽 ( 漬物、清酒など )

29

発酵食品

微生物利活用

白神の乳酸菌

KLB3138aC ( 清酒、濁酒、漬物など )

農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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4-３.生産と製造に関わる技術の利活用

参考 ： 秋田県総合食品研究センターが有する基盤技術シーズと対象食品分野の一覧 (2)
No.
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対象食品分野

技術分野

技術シーズ

30

発酵食品

微生物利活用

白神パンミックス

31

発酵食品

微生物利活用

県産素材（麹、有用微生物等）を用いた新調味料の開発

32

酒類（清酒）

清酒醸造技術と装置開発

遠心分離方式による清酒もろみの製成システムの開発

33

酒類（清酒）

清酒醸造技術と装置開発

麹生産システムの開発

34

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

新規清酒用酵母を用いた低アルコール清酒の開発

35

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

吟醸酒用酵母「こまち酵母」の開発

36

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

純米酒・純米吟醸酒用酵母「秋田純米酵母」の開発

37

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

蔵付き酵母選抜技術

38

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

秋田純米酵母を用いた微発泡飲料製造技術

39

酒類（清酒）

清酒用酵母開発

秋田酵母№１２と秋田酵母№１５を用いた清酒製造技術

40

酒類（清酒）

酒米開発と醸造技術

秋田県産米「秋田酒こまち」を用いた清酒製造技術

41

酒類（清酒）

清酒用麹菌開発

42

酒類（清酒）

醸造技術開発

口当たりのよい清酒製造技術の開発

43

酒類（その他）

醸造技術開発

フルーツ甘酒製造技術

44

酒類（その他）

濁酒製造技術

どぶろく特区（通称）に対応した濁酒の製造技術

45

酒類（その他）

酵母開発

桜の花から分離した酵母を用いたビール、パン、日本酒

46

酒類（その他）

機能成分を持つ飲料開発

六条大麦ポリフェノールを含むビール

47

酒類（その他）

ワイン製造技術

コクのあるアルコール飲料の製造方法

48

機能成分

生活習慣病予防

トチュウの糖尿病合併症予防成分の解明と商品の提案

49

機能成分

食品加工技術

蛋白質分解酵素活性を低減したマイタケ

50

機能成分

食品加工技術

γ−アミノ酪酸（ギャバ）高含有食品米ぬか発酵エキス・
パウダー

51

機能成分

食品加工技術

美容効果のあるホップポリフェノールを含む食品や飲料

52

機能成分

有用成分開発

県産食材（鹿角霊芝）を用いた化粧品素材の開発

53

機能成分

有用成分開発

脂質代謝を改善する食品素材（ヤマブシタケ）

54

機能成分

有用成分開発

酵素による肉類の品質評価

55

機能成分

有用成分開発

癒し効果がある乳酸菌利用食品の提案

56

機能成分

有用成分開発

じゅんさいの動脈硬化予防成分

57

その他

衛生管理

食品工場の検査室立ち上げ支援（微生物検査・微生物
管理）

58

その他

機能性食品の評価

あきた食品トライアルネット（ヒト試験）システムの
構築

「秋田酒こまち」に適した新種麹菌「Ｎ５４Ｇ」の開発

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）
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4-４.観光との融合による地域ブランド力の向上
（1）観光の形態変化

ǽஇᚐᐐɁᄻᄑɂᜊбȾɛɝஓȁɁႆ๊Ⱥɂ֞
ɢțȽȗ『非日常』ɥഒȪɓȦȻȺȬǿյ٥ڒ
ȺࠕᩒȨɟȹȗɞᜊбႩɂȦɁஓࢠɥȗȞ
ȾҋȬɞȞȻȗșɕɁȺǾᣋࢳȺɂǾّю۶
Ɂஇᚐᐐȟɔɞஓࢠɕ۹ሗ۹റȾȽȶȹȗ
ɑȬǿ
ǽّюஇᚐᐐɁکնǾᜊбȺɁ๊Ӧɂ͍Ɂ۰
ᤢȻȻɕȾȈᨺ᠈ټȉȞɜȈͶ᮷ټȉȾǾᯚᳮ
ԇȻȻɕȾȈ๊ӦټȉȞɜȈ͡কټȉȾ๊Ӧȟ
۰ԇȪȹȗɑȬǿˢǾᣋࢳɁ˹̷ّஇᚐᐐȾ
͍᚜Ȩɟɞ۶̷ّɁʕ˂ʄɂȦɟɑȺɁȈஓటȉ
ɥᅺɞȦȻȞɜǾᯚጥֿˁԇᛏֿȾ͍᚜Ȩɟ

ɞǾȗɢəɞȈʂʭʛʽˁʠʳʽʓȉɁ᠔оȽȼǾ
ᄻᄑɥધȶȲᜊбɋɁʁʟʒȪȹȠȹȗɑȬǿ
ǽɑȲǾᇻႎᅇɁ۶̷ّஇᚐᐐɁ۹Ȣɂᬤّɗ
իຽȞɜɁஇᚐᐐȟԬɔȹȗɑȬȟǾȠȶȞȤ
ɂᓎሳᓎᡅɁ߿ᓎᴥͅȾɕȕɞȟᇻႎᅇɋᴦ
Ǿʓ
ʳʨ ÉÒÉÓ ɁफᬭȽȼȾɛɝǾّюɁͅɁ٥ڒȞ
ɜȕțȹᇻႎᅇɥᤣȪȹȗɞȻȗȶȲᆬȽ
ᄻᄑȟͫțɑȬǿ
ǽȺɂǾᇻႎᅇȾȝȗȹǾȦɟɜɁᄻᄑɥЭᠴ
ȪțɞɽʽʐʽʎɗʧʐʽʁʭʵȻɂǾȼɁɛ
șȽɕɁȾȽɞɁȺȪɚșȞǿ

（2）秋田県のポテンシャル
ǽᇻႎᅇȾɂៈȞȽᒲུၥہǾաȢȞɜɁຣฤ
ɥɂȫɔǾȗȗ֞ȺɁȈႎᓃȉȟɑȳරȶȹ
ȗɑȬǿȦɁɛșȽᒲུɁ˹ȺǾຣฤȽȼȺɁ
ɦɆɝɕɛȪǾᣁഈͶ᮷ټɁεޙஇᚐɗɺʴ˂
ʽʎ˂ʴʄʪȽȼɥᚐșɕɛȪǾࢳ͍ɗढ
ৰǾᠲ֞ˁ،ܧȽȼȾख़ȫȲȈᇻႎᅇȽɜȺɂȉ
ɁഒȪɒȟ٥ڒȾɂୣ۹ȢȕɝɑȬǿ
ǽɑȲǾ٥ڒȾɂǾȨɑȩɑȽᇞɝǾ᥅٠୳ျǾ

᭥୫ԇȽȼǾ٥ॴڒៈȞȽɽʽʐʽʎɕȕɝɑ
ȬǿȦɁɛșȽஓࢠɂᇻႎᅇɁ̷ȲȴȞɜɒ
ɟɃˢᓐᄑȽஓࢠȺȬǿȦɁ٥ڒɁஓࢠɥǾࢳ
͍ɗढৰǾᠲ֞ˁ،ܧȽȼǾஇᚐᐐɁʕ˂
ʄȾख़ȫȹǾ۹ߵɁɲʽʉ˂ʐɮʫʽʒॴɥ͇
Ȥӏțȹ૬ΖȺȠɞȞȟᜊбɥȬɞ˨ȺɁ
ʧɮʽʒȻȽɞɢȤȺȬǿ

（3）観光と「食」および「農」の融合
ǽȦɁɛșȽȈᜊбȉɥᇻႎᅇɁȈ᭥ȉɗȈᣁȉ
ȻɁᣵଆȾȝȗȹႩࠕᩒȬɞȾɂǾȼɁɛș
Ƚᐎțȟ॒ᛵȾȽɞȺȪɚșȞǿ
ǽᜊбȺɂ˿ȾஇᚐᐐȾߦȬɞɿ˂ʝʃˁमө
ᴥȦȻᴦȻ᪨Ⱦ᠔оȬɞֿ࿎ᴥɕɁᴦȻȾᛵ
ىɥґȤȹᐎțɞȦȻȟ॒ᛵȺȬǿȦɁȈこと」
と「もの」ɁՔȾȝȗȹǾ᭥ɗᣁȟȼɁɛș
ȾᣵଆȪǾႩᄑȽӛɥɕȲɜȬɁȞǾျ
Ȭɞ॒ᛵȟȕɝɑȬǿ
①「こと」との融合
ǽᜊбɁ۾ȠȽഒȪɒɂǾ٥ڒɁ୳ျɥ᭥Ɍɞ
Ȉ᭥̜ȉȺȕɞȻᐎțɜɟɑȬǿ
ǽᇻႎᅇɁ᭥̜ɁȝɕȹȽȪɂǾᤕȢȞɜધȶ
ȹȠȲɕɁɥဪȬɞϿտȾȕɝɑȬȟǾ۶
ɗّюɥᚐȠࠅȢȪȲ̷ȁȾȻȶȹఊᯚɁȝɕ
ȹȽȪɂǾȰɁ٠٥ȾȕɞɕɁɥఊᯚɁᝩျȺ
ҋȨɟȲ᭥̜ȺȬǿ
ǽȰɟɥးȬɞȲɔȾɂᝩျȬɞ̷Ȼ٥ЫɁ

᭥యɥᅺɞ̷ȻȟፀɆ͇Ȣ॒ᛵȟȕɝɑȬǿɑ
Ȳஇᚐɥ͙႕Ȭɞ̷Ǿʫʕʯ˂ɗʶʁʞɥᩒᄉ
Ȭɞ̷ǾᝩျɥȬɞ̷Ǿፈ̈́ɥȬɞ̷ǾɕȹȽ
Ȭ̷ǾȰɟȾஃᜫǾᜊȽȼǾȨɑȩɑȽ̷Ȼ
ʁʋʯɲ˂ʁʱʽɁᣵଆȟ॒ᛵȾȽɝɑȬǿ
ǽȨɜȾǾ᭥̜ɁȝɕȹȽȪȟᰀӌᄑȽɕɁȺ
ȕɟɃȰɟȟͶ᮷ټɗ͡কټɁˢȻȽɝǾᇻ
ႎɁៈȞȽᒲུၥہɗຣฤȽȼɥɂȫɔȻȬɞ
ȗȗ֞ȺɁȈႎᓃȉȟ๊ȠȹȢɞȻȗȶȲᣵ
ፖᄑˁધፖᄑȽࠕᩒȟᐎțɜɟɑȬᴥʴʞ˂ʉ˂
ɁӁҋᴦǿ
ǽȷɑɝǾᇻႎɁȈ᭥ȉȻᜊбȟᣵଆȬɞȲɔ
ɁҒɝՠɂȊͶ᮷ȋȻȊ᭥̜ȋɁɥտ˨ȨȮǾ
ȦɟɜɥᣮȫȹᇻႎɥᜪɟȲ̷ȾȊӦȋɥ˫
țɞȦȻȳȻ९ɢɟɑȬǿ
ǽȰɁȊӦȋȟȈᇻႎɁʟɫʽȉɥۄɗȪǾ
٥ڒɁʃʒ˂ʴ˂ॴȻɁᙤնȾɛɝᇻႎɁȈ᭥ȉ
ɁʠʳʽʓӌɥႆɒҋȪɑȬǿ
農山漁村 6 次産業化対策事業
技術促進対策事業
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4-４.観光との融合による地域ブランド力の向上
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戦略提案 ： 秋田県が有する地域ポテンシャルを用いた食と農の連携および観光との融合戦略

ǽȺɂǾᇻႎᅇɁȈ᭥ȉȻȈᜊбȉȻɁᙤնȾ

ǽˢᓐȾᜊбȾɛɞӛɂǾȝɒɗȥȽȼ࿎

ȝȗȹǾ٥ڒɁᰀӌɥҋȬɞʃʒ˂ʴ˂ॴȻ
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ɂȼɁɛșȽɕɁȺȪɚșȞǿ
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Ɂᴥᴷਖ਼ɁȞɑȢɜᴦȽȼǾᇞɂᣁɁ؆ɒ

ɥ֞ɢșᜊбǾɺʴ˂ʽʎ˂ʴʄʪɁɛșȽȈႇ

Ⱦႏ఼ȬɞɕɁȟ۹ȢǾȰɁᇞ̜ȟး٣Ǿᇻႎ

٥ɁៈȞȨɥͤțɞˁͶ᮷ȪȹɕɜșȉȻȗș

ᅇɁȈᜊбȉɥୈțɞɽʽʐʽʎȾɕȽȶȹȝɝǾ

ᜊбȽȼǾȈ᭥ȉȻȈᣁȉȻȈᜊбȉȻɁᙤնȾ

ᇞ̜ȾႊȗɜɟɞȈ᭥ȉȟȰɁ٥ڒɁͤፋ᭥Ȼ

ɛɝ٥ڒȟᬂȻȪȹႩᄑȾ۹थȽጸɥᚐș

ȽȶȹȗɑȬǿ

ȦȻȟժᑤȻȽɝɑȬǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

②「もの」との融合

ȽȼȺɂȕțȹᇻႎᅇȻȗȶȲɮʫ˂ʂɥઝ

ǽᜊбȾȝȤɞȈɕɁȉȻɂˢᓐᄑȾȈȝɒɗȥȉ

ȬɞȦȻɕᐎțɜɟɑȬȟǾȦȻᜊбȻɁᙤն

ȟްȨɟɑȬǿး٣Ǿյ٥ڒȺࠕᩒȨɟȹȗ

ɥᐎțȲکնǾᇻႎᅇɁધȷ٥ڒɮʫ˂ʂɂТ

ɞ᭥ᣁᣵଆȾɛɞֿףᩒᄉȺɂȦɁȈȝɒɗ

ͱॴɁȕɞʧʐʽʁʭʵȻᐎțɞȦȻȟȺȠɑ

ȥȉȾႩᄑཟɥɕȶȲɕɁȟ۹ȢࠕᩒȨɟ

Ȭǿ

ȹȗɑȬǿ

ǽȪȞȪȽȟɜǾֿףɂȕȢɑȺჀͬͶ᮷ɥ

ǽȪȞȪǾ۹ȢɁֿףȟȈ٥ڒɁʃʒ˂ʴ˂Ȼ

ҋȬɞɕɁȺȬǿ
ȈɕɁȉȻɁᙤնȺɂǾ᭥Ȼᜊ

ɁᣵଆɁᗖȨȉɗȈȽȯȰɁՁ୳ɥҟႊȪȹ

бȻɁᙤնȟᐎțɜɟɑȬȟǾ٥ڒɁᰀӌȻȗȶ

ȗɞɁȞȽȼུ॒ॴɁᑧऍȨȉȽȼȞɜǾ「作っ

ȲျȺɂǾ
ȈɕɁȉɂȈȦȻȉȻɁᙤնȾɛɝ

たが売れない」という課題ȾᄽᬂȪȹȗɑȬǿ

ΙϏɥᯚɔɞȻްȨɟɑȬǿȰɁȲɔȾɂȈȦ

ǽֿףɥɕȶȹ٥ڒɥɮʫ˂ʂȪȹɕɜșȦȻ

ȻȉȾɛɝȈɕɁȉɁ᠔оɥȬ̈́ȤȸȢɝ

ɂǾȬȽɢȴֿףȾɛɞʷɻ˂ʁʱʽɗʁʋʯ

ȟ॒ᛵȺȬǿ

ɲ˂ʁʱʽɁჀͬͶ᮷ȻસțɞȦȻȟȺȠɑȬǿ
ȦɁཟȺɒɟɃǾᇻႎᅇȺᩒᄉȨɟɞֿףɁ
۹ȢɂǾஒȾᇻႎᅇႇȻȗșȳȤȺऐȗʃʒ˂
ʴ˂ॴɥȪȹȗɞȦȻȾɕȽɝɑȬǿȷɑɝǾ
ట఼ȈɕɁȉȟધȷΙϏȾȈͶ᮷ȉȻȗș͇ӏ
ΙϏȟӏɢɞȦȻȺǾᇻႎךˢɁֿףȻȽɝɑ
Ȭǿ
ǽˢᓐ៵ɗ۾ਖ਼ᦀ៧ࣆտȤɁ۾ʷʍʒᛏֿǾ
ȨɜȾɂ˰ႜᄑȽᯚጥʠʳʽʓԇɥᄻȬکն

自然豊かな秋田のめぐみを
おもてなし
秋田で最も大きな祭り竿燈
（秋田市）

(4) 旅行者の多様なニーズへの対応
ǽаȾɕᇉȪȲȻȝɝǾᣋࢳɁஇᚐᐐɂّю۶

शȺȠɑȬǿ

ɥץɢȭǾᆬȽᄻᄑɥɕȶȹ٥ڒɥᜪɟɑȬǿ

ǽȈ᭥ȉȟᜊбȻᙤնȬɞȲɔȾɂ٥ڒȟᬂȻ

ّюǾ۶Ǿࢳ͍ɗढৰǾᠲ֞ˁ،ܧȽȼ

ȽɝǾ᭥̜ɗȝɕȹȽȪǾటکȺɁͶ᮷Ǿȝɒ

Ⱦख़ȫȹǾ
ȈᇻႎᅇȽɜȺɂȉɁഒȪɒɥ

ɗȥȽȼɥȻȝȪȹǾȗȞȾᇻႎᅇɁᰀӌɥͤ

ȪȹȗȲȳȢȾɂǾȰɟȱɟɁஇᚐᐐȾߦख़

țȊӦȋȪȹȗȲȳȤɞȞȻȗșȦȻȺȬǿ

ȪȲɿ˂ʝʃɗֿףɁ૬Ζȟ॒ᛵȺȬǿ

ǽՎᐎ̜Ⱥɕጳ̿ȪȲɛșȾǾᣁഈͶ᮷ټɁ
εޙஇᚐȽȼȺᇻႎɁ̷ˁႆ๊ˁ୫ԇȾ᜔ɟȲ

ǽȦɟɑȺျȪȹȠȲɛșȾǾᇻႎᅇȾȝȤ

இᚐᐐȞɜɂǾ
ȈӦȪȲȉȻȗșᕹȟᐨȞɟǾ

ɞᜊбȻ᭥ȻᣁɁႩȺɂǾ
ȈႎᓃȉȈ᥅٠ȉȈៈ

ȰɟȾɛȶȹǾඒɕɑȲ఼ȲȗǾႆႇᐐȟͽȶ

ȞȽᒲུȉȽȼǾȗɢɃ『ありのままの秋田』

ȲɕɁɥ៳ȗȲȗǾȻȗșᣵᨎՕख़ȟᠭȠȹȗ

ȟˢႭᰀӌᄑȽɽʽʐʽʎȺȕɞȻ९ɢɟɑ

ɑȬǿ

Ȭǿ

ǽᜊбஇᚐɂȈஓࢠȉɥഒȪɓɕɁȺȬȟǾ
٥ЫɁ̷ȁȾȻȶȹछȲɝҰɁȈஓࢠȉȟᜊб

ǽȰɁȲɔȾɂǾᜊбȻᇻႎɁ۹थȽȈ᭥ȉɥ

ȾȻȶȹɂȈஓࢠȉȻȽɝɑȬǿȰɟȟ

ᣵଆȨȮɞȦȻȾɛȶȹǾ۹थȽ᥅٠୳ျɥɂ

۶ॴȻȽȶȹӦɥऀȠᠭȦȬɢȤȺȬǿ

ȫɔǾᇻႎȺȪȞ֞ɢțȽȗᰀӌɥɬʞ˂ʵȪǾ

ǽȦɟɜɥ٥ڒȟᣵଆȬɞʗʍʒʹ˂ɹɗ᥅٠

ᇻႎɥᜪɟȹɕɜȗǾ
ȈᇻႎɁʟɫʽȉɥˢ̷

୫ԇȽȼɁԨͱȺᡇȪȹəȢȦȻȺǾȦɟȞ

ȺɕۄɗȬȦȻȟᛵȻȽɝɑȬǿȰȦȞɜǾ

ɜɁᇻႎᅇȾȝȤɞ᭥ȻᣁȝɛɆᜊбɁႩȟ

ȨɜȽɞႇ࿎ȻȪȹǾᇻႎႇɁȈ᭥ȉȾߦȬɞ

ȨɟɞȻᐎțɜɟɑȬǿ

ᝓᅺ࣊ɬʍʡǾʕ˂ʄɗʠʳʽʓӌɁտ˨ȟఙ
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Ⅳ

５.情報ネットワーク構築とファシリテートセクションの重要性
（1）秋田県全体での情報連携等の推進

ǽᣁ෩ႇഈȻ᭥ֿႇഈȝɛɆᩜᣵ̜ഈᐐኄȻ
ɥፀɆǾ٥ڒɁᣵଆౕጸȾɛɞȲȽֿףᩒᄉǾ
៧ᡅᆬίǾ̜ഈԇǾࢍکӁҋɥӛလᄑȾَɞȾɂǾ
ᇻႎᅇпͶȾɛɞʗʍʒʹ˂ɹഫኳȟ॒ᛵȻȽ
ɝɑȬǿ
ǽး٣ȾȝȗȹɕǾஒȾᣵଆɁȲɔɁʗʍʒʹ˂
ɹͽɝɂᇻႎᅇюȺɔɜɟȹȗɑȬǿ
ǽțɃǾႆႇᐐȻөᐐՔɋɁষڨɁՙᄉ
αɥᄻᄑȻȪȲȈᇻႎᅇᣁ෩ႇ࿎ʨ˂ɻʍʒ

ষڨȉǾᇻႎᅇȟ៵ᐐȾտȤȲষڨʎ˂ʵȻȪ
ȹǾ
ȈᇻႎɁ࿎ႇ፱նষڨɿɮʒŽᵋᵂᵊᴾᵏ
ᵂžȉǾ
ȈȕȠȲ᭥ɁّʗʍʒȉȝɛɆȈᇻႎᅇ
ᜊб፱նɶɮʓŽȕȠȲʟɫʽʓʍȻɽʪž
ȉȽ
ȼǾյȁɁᣵଆɥȬɞȦȻɥᄻᄑȻȪȲറȁ
ȽষڨɁцԇɗژᄷᄑȽͶҤ϶ǾȨɜȾɂǾ
ஒސɁʝʂʗʃɁ˹ȺഫኳȨɟȲյ᪡ȺɁ
ʗʍʒʹ˂ɹȽȼǾȬȣȾ๊ႊȺȠɞɕɁɕ۹
Ȣސ٣ȪɑȬǿ

（2）情報連携の体制づくりと対応力の強化
ǽး٣ǾّюȺ᭥ᣁᣵଆɗȰɁͅɁᣵଆ๊Ӧኄ
Ⱦ߆˫Ȭɞʗʍʒʹ˂ɹɂȝɁȝɁ࿁ᄑȺǾ
ρҝɁሻՠᴥɵɰʽʉ˂ᴦɋɁɬɹʅʃɥᚐɢ
ȽȤɟɃȽɜȽȗȽȼɁᝥᭉɕɜɟɑȬǿ
ǽȦɁɛșȽᝥᭉɥᨺɒǾȦɟȞɜɁᇻႎᅇȾ
ȝȤɞӛᄑȞȷӛလᄑȽᣵଆႩɥផȫɞک
նǾȦɟɜɁʗʍʒʹ˂ɹɥˢЫᄑȾࢃᥓȪǾ
٥ڒюȾȕɞষڨʇ˂ʃɁ٣ȾȷȗȹǾȕɞ
ሌ࣊ӿજᄑȾျᜓȪȹȗɞ『ファシリテーター

的なセクション』ȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ
ǽȦɁɛșȽʅɹʁʱʽɥ˹॑ȾǾᚐюɁյ
ᝥɗ˹ಎୈચཟǾᩜᣵيͶǾᆅሱൡᩜǾȰ
ɁͅᩜΡጸᎥኄᴥյʅɹʉ˂ᴦȟষڨȺፀɃɟǾ
յʅɹʉ˂ɁՎӏᐐᴥႆႇᐐɗ̜ഈᐐኄᴦȽȼ
ȟᅺɝȲȗষڨɥᅺɝȲȗȾीȺȠɞͶҤ
ȸȢɝǾɑȲǾԨȺɂᜓขȺȠȽȗᝥᭉɁг
ఏȾտȤȲߦख़ӌɁऐԇȦȰǾʗʍʒʹ˂ɹढ
ȾտȤȲᛵȽਖ਼ȻȽɝɑȬǿ

（3）各セクターの役割とプラットフォーム
ǽȪȞȪǾȦɁɛșȽʗʍʒʹ˂ɹȟഫኳȨɟ
ȲȻȪȹɕǾյʅɹʉ˂ȟͷɥᄻᄑȾষڨɁᣵ
ଆɥَȶȹȗɞɁȞျᜓȪȹȗȽȤɟɃʗʍʒ
ʹ˂ɹɂӛȾ๊ႊȨɟɑȮɦǿȦɁᝥᭉɥᜓ
ขȬɞȾɂǾյʅɹʉ˂ȟʗʍʒʹ˂ɹȾȝȗ
ȹͷɥȬɞɌȠȞȻȗȶȲमҾɥᆬȾȪȹȝ
Ȣ॒ᛵȟȕɝɑȬǿ
ǽȪȞȪǾʗʍʒʹ˂ɹȾȝȤɞյʅɹʉ˂Ɂ
मҾɗʗʍʒʹ˂ɹᒲͶȟધȷ֞ɂǾᩖɁ

ጽᤈȻᇋ͢ɁᛵȾɛɝҩȁȻ۰ԇȪȹəȢɕ
ɁȺȬǿȦɟɜɁมȾߦख़ȬɞȾɂǾ ʗʍ
ʒʹ˂ɹюȾȝȤɞষํ̬ڨɁکᴥ『プラット
ᴦȟ॒ᛵȻȽɝɑȬǿ
フォーム』
ǽʡʳʍʒʟɳ˂ʪȺɂǾး٣Ɂᇻႎᅇȟț
ɞᝥᭉȾߦȪǾʗʍʒʹ˂ɹȺᜓขȬɞɌȠಘ
͔Ɂ೫ɗǾႆႇᐐɗ̜ഈᐐȝɛɆᩜΡᐐኄȞ
ɜᛵȨɟȲᣵଆɁȲɔɁᝥᭉᜓขǾষ̬ڨ૰Ǿ
̬૰ɥᚐșȦȻȟɔɜɟɑȬǿ

（4）テーマ別、地域別プラットフォーム
ǽʡʳʍʒʟɳ˂ʪɂʗʍʒʹ˂ɹюȾᴮȷȳ
ȤഫኳȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦǿ
ǽʗʍʒʹ˂ɹпͶɗʗʍʒʹ˂ɹɥᤆ؆Ȭɞ
ɽɬʫʽʚ˂Ɂʡʳʍʒʟɳ˂ʪǾɑȲǾᜓข
ȬɞɌȠʐ˂ʨǾρҝɁಘ͔ɗ٥ڒҝɁʡʳʍ
ʒʟɳ˂ʪǾȨɜȾɂႱґˁႱഈሗȻɁᣵଆ
ɗ̬૰Ɂൡ͢ȽȼǾ٥ڒȾȝȗȹ॒ᛵȽ
มȾɛɝഫኳȬɞȦȻȟɔɜɟɑȬǿ
ǽȦɁɛșȽʡʳʍʒʟɳ˂ʪɂि఼ɛɝஃ
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ȨɟȹȠȲʹ˂ɹʁʱʍʡǾʁʽʧʂɰʪǾʅ
ʩʔ˂Ǿផ͢Ǿᆅሱ͢ɗ͖ɁᪿɑɝǾȨɜ
ȾɂষڨцɁʇ˂ʃȽȼǾյʅɹʉ˂ȟᚐȶ
ȹȠȲ๊ӦȻպᏲȺȕɞȻᐎțɜɟɑȬǿ
ǽȦɟɜȟպˢͶጕᄑႩɁɕȻȾஃȨɟǾ
յʐ˂ʨɗᝥᭉȾȷȗȹɁ೫ˁឰᝲȟᚐɢɟ
ɞȻȻɕȾǾȰɁȲɔɁጸȟɔɜɟɞȦȻ
Ⱥʗʍʒʹ˂ɹɁӛလԇȟَɜɟɑȬǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）
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戦略提案 ： 秋田県における総合ネットワークモデルの構築とファシリテート・セクションの設置

(5) 食・農・観ネットワークの役割
ǽᇻႎᅇȺɂࢲ ²² ࢳ ´ ఌȞɜȈɈɞȨȻᇻ

ǽȦɁʗʍʒʹ˂ɹɥɕȻȾǾյሗጸǾ̜ഈǾ

ႎЫӁᣲʡʳʽȉɁˢᐋȻȪȹǾ᭥ˁᣁˁᜊ

ʡʷɺʳʪȟஃȨɟɞȦȻȺӛလᄑȽ๊ӦɁ

ᣵଆɁɥʐ˂ʨȾᅇɁᩜᣵࠈȝɛɆ٥ڒ

ȟȨɟɞɕɁȻ९ɢɟɑȬǿ

ɁળᒾࠈኄȻɁʗʍʒʹ˂ɹɥഫኳȪȹȗɑȬǿ

ǽȪȞȪȽȟɜǾȦɟɜɥӛᄑȾஃȬɞȾ

ǽȦɁʗʍʒʹ˂ɹɥᇻႎᅇɁʟɫʁʴʐ˂ʒˁ

ɂǾʟɫʁʴʐ˂ʒˁʅɹʁʱʽɁ˹ಎ̷యɗǾ

ʅɹʁʱʽȻȪȹӛȾ๊ႊȪǾᅇࢾюɁᩜᣵ

ȰɟȱɟɁʐ˂ʨɥᤁᚐȬɞȲɔɁ̷యȟ॒ᛵ

ࠈɗ٥ڒળᒾࠈǾࢍ႔రǾᩜᣵيͶǾ˹ಎୈ

ȻȽɝɑȬǿյȁɁȴͱᏚɗमҾɥျᜓȪǾ

ચཟǾᆅሱൡᩜȝɛɆ٥ڒɁႆႇᐐɗ᭥ֿᩜ

ᄻᄑɁᤎȾտȤȲ̷యɁᥓᏚȦȰǾȦɟɜɥ

ᣵ̜ഈᐐǾȨɜȾɂǾȦɟɥɝࢊȢףഈǾᜊбǾ

ȬɞȲɔɁఊᛵɁᛵ͔ȻȽɝɑȬǿ

ᢡᣞǾᦂᙤǾʑʀɮʽǾᵆᵑȽȼɁᩜᣵ̜ഈᐐ
ȟᎢȟɞȦȻȺǾᇻႎᅇȾȝȤɞ፤ᏣᄑȽ̷Ȼ
ষڨɁʗʍʒʹ˂ɹȟഫኳժᑤȺȬǿ
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Ⅳ

６.最重要課題は「つなぎ役」、コーディネーターの育成
（1）連携・共有化の支援について

ǽÎÅØÔ ᴲɁጸɂǾᛏᣲɥᚐșյᇋȟʡʶ˂

ᐐɁᣵଆɥɔɞୈኍȻȪȹɁᣁࡾףኄᣵଆ

ʮ˂ȺȕɞɁȻȻɕȾǾᚓґɗᣵଆɗষڨˁ

ɗɹʳʃʉ˂ǾႆႇᐐᒲɜȟȲȽᚓɥࠕᩒ

੫ᚓцɥɔȲʡʳʽʔ˂ȺɕȕɞȦȻȟ࿑

ȬɞȲɔɁୈȻȪȹ ¶ ඒႇഈԇǾɑȲᇻႎᅇ

ौɁˢȷȺȬǿÎÅØÔ ᴲȺɂյᇋȟȬɞ̜ഈ

ȺɂǾȦɟɜɁ๊ӦɥˢඬɔǾᜊбႇഈȻɁ

ʧʐʽʁʭʵɁऐɒɗऍɒɥґȬɞȦȻȺǾ

ᣵଆɥൌጪȪȲ᭥ˁᣁˁᜊɁႩɥȪȹȗ

ᒲɜɁ̾ऻɁᚓȻȪȹᣵଆɗষڨˁ੫ᚓɁц

ɑȬǿ

ԇɥᤣȪȲȻȗșȦȻȾȽɝɑȬǿ

ǽȨɜȾɂǾȦɟɜୈɁȲɔɁஃኍˁႩɁ

ǽȪȞȪȽȟɜǾȦɁɛșȽᚓࠕᩒȟᇻႎᅇ

൞ຝȪमɗᝩमǾᄾᝬᄾਖ਼ȻȪȹɽ˂ʑɭʗ˂

юпȹɁႆႇᐐǾᛏᣲഈᐐኄȺᚐɢɟɞȦȻɂ

ʉ˂ኄɥᥓᏚȪȹȗɑȬǿ

˪ժᑤȺȬǿȦɁȲɔǾ٥ڒȺɂႆႇᐐɗ̜ഈ

（2）コーディネーターとは
ǽȦɁɛșȾ᭥ᣁᣵଆɁጸȺɂǾյᓐɁጸ

ȸȤȾȽɝɑȬǿɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ɂȦɁʅɹ

ȾߦȪɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȟᥓᏚȨɟȹȗɑȬȟǾ

ʁʱʽȾᣵଆȪȲʗʍʒʹ˂ɹ˨ȾȝȗȹǾյȁ

း٣ǾᥓᏚȨɟȹȗɞɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ȾɂǾ

Ɂʡʳʍʒʟɳ˂ʪɥȬɞႩઆछȻ

ᣵଆኄȾȝȤɞႩɗ٥ڒɋɁฯՒӛȻȽɞ

ȗșͱᏚȸȤȾȽɝɑȬǿ

ʝʂʱʽɥɕȲȭǾˢᏲᄑȽֿףᩒᄉኄȾߦȪ

ǽȦɁȲɔǾႆႇɥʐ˂ʨȾȪȲʡʳʍʒʟɳ˂

ᒲᡵɁጽ᮷ҬɗʘɰʙɰɁɒȺ߳ɥᚐșȽȼ

ʪȺȕɟɃǾႆႇᩌȾȷȗȹᅺɥȪǾᝥ

ȻȗȶȲ̜ɕɜɟɑȬǿ

ᭉᜓขɗᣵଆᝩኄᚐșɌȠ̷యȟ॒ᛵȺȬǿ

ǽ٥ڒȾȝȤɞᣵଆɗȰɁȲɔɁႩࠕᩒȾȝ

պറȾǾᛏᣲǾํᣮǾ៧ۨǾףഈˁᜊбǾ੫ᚓ

ȗȹɂɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ɁӌᦀȦȰᛵȻȽɝ

ȽȼȨɑȩɑȽᬻڒȟްȨɟɑȬǿɑȲʡʳʍ

ɑȬǿȦȦȺɂటంɁႩ૬ಘɁɑȻɔȻȪȹǾ

ʒʟɳ˂ʪɂഈሗɗഈৰɁɒȺɂȽȢǾࢍ႔ర

٥ڒᣵଆȾȝȤɞɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ɁमҾɗ
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ȴͱᏚȾȷȗȹᜤȬȦȻȻȪɑȬǿ

ɁکᬂɕްȨɟɑȬǿ

ǽҰᬱȊµ® ষڨʗʍʒʹ˂ɹഫኳȻʟɫʁʴʐ˂

ǽԴȴǾɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂ɂʡʳʍʒʟɳ˂ʪ

ʒʅɹʁʱʽɁᛵॴȋȺɂǾаȭႩɁ˹॑

ȾȝȤɞᣵଆɁႩઆछȺȕɞȲɔǾᅇю

ȻȽɞʟɫʁʴʐ˂ʒˁʅɹʁʱʽɁᛵॴɥ
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ᇉȪɑȪȲǿ

ǽյȁɁȴͱᏚȺ॒ᛵȨɟɞᝩ̷యȦȰǾ

ǽȦȦȺȗșʟɫʁʴʐ˂ʒˁʅɹʁʱʽȻɂ

း٣Ǿ᭥ᣁኄȺɔɜɟɞɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂Ѕ

ȈпͶࢃᥓȉɥ֞ȬɞႩ፱టȻȗȶȲͱᏚ

ȻȗșȦȻȾȽɝɑȬǿ
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ɟɑȬǿ

ɀǾᒲᡵȟȬɞጽ᮷ȾӏțǾȽɞʘɰʙɰ
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ɥૄțȲյሗʡʳʍʒʟɳ˂ʪȾȝȗȹ

యȻȗșȦȻȺȬǿ

Ⅳ 今後のストーリー展開（戦略提案）

ǽȦɁɛșȾᐎțɞȻǾɽ˂ʑɭʗ˂ʉ˂Ȼɂ
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ɁગᐦᐐȺɂȕɝɑȮɦǿ
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ȾߦȪǾ߳ɗ૬ಘɥᚐșȈɬʓʚɮʀ˂ȉȻ

əȢȦȻȟȦɟȞɜɁᇻႎᅇȾȝȤɞఊᛵᝥ

ȗșȦȻȾȽɝɑȬǿ

ᭉȻȽɝɑȬǿ

ǽஒȾᅇюȾɂյሗɁጸɥȻȝȪȹ۹ȢɁɬ
ʓʚɮʀ˂ɂސ٣ȪɑȬȟǾʡʶ˂ʮ˂ȻȻɕ

ǽ̷యɁᄉˁᑎɂǾյʅɹʉ˂ȾȝȤɞ̷

Ⱦ෴ɥํȪǾᝥᭉᜓขȬɞȲɔɁ̷యȟߵȽȗ

యᆅεȾȝȗȹɽ˂ʑɭʗ˂ʒɁȲɔɁյਖ਼ศ

ɁȟးȺȬǿȪȞȪǾஒސɁ̜ഈɗഈөǾȦ

ɥޙɉȦȻȾӏțǾյሗɁ̜ഈɁઆछᐐȻȪȹ

ɟȞɜɁʡʳʽኄɥɟɃǾȦɟɜȟᑎȶȹə

ᣵଆɁȲɔɁᝩɗᝥᭉᜓขȾȷȗȹᵌᵇᵑ

Ȣጨ٥ɂ۾ȗȾȕɞȻȗțɑȬǿ

ᴥOn the Job TrainingᴦȾɛɝጽ᮷ɥሥɦȺə
ȢȲɔɁʁʃʐʪȟ॒ᛵȺȬǿ

戦略提案 ： 秋田県における総合コーディネート・モデルのイメージと役割
名

称

プレーヤー
ファシリテート・
セクション

該当するセクター

役

割

○地域の活動に従事する生産者、食品関連事業者、その他関連事業者
行政の該当する施策に対す
る中心的な部局
①ファシリテーター
②総括コーディネーター
（①が兼ねることもあり）
③ネットワーク連携中核担
当者

◇ファシリテーター
地域の基幹戦略の遂行や各種関連事業（国・県その他）等
の情報集約拠点、県全体の総括戦略理解と差配
◇総括コーディネーター
各プラットフォームのコーディネーターや事務担当者、さ
らにはプレヤーとの連携を有し、ファシリテーターの指示
のもと、各プラットフォームの活動を支援
◇ネットワーク連携中核担当者
総括コーディネターを事務的にフォローし、ネットワーク
全体の関係調整を図る事務機能

ネットワーク

○ファシリテート・セクション、行政等の関連部局、各プラットフォームおよびプレーヤー
とつなぐ、人的連携、情報連携の状態
○ファシリテート・セクションが総括管理

プラットフォーム

業種、業態別、地域別、テー ◇コーディネーター
プラットフォームの活動推進や課題解決に向けた調整を図
マ別に関係者が参集された
る。ファシリテーション・セクションが掲げる戦略やプラッ
議論、情報交流、意見交換、
トフォームが目指す方向性の理解、プレーヤーとともに汗
課題解決の場
をかく業務遂行が必要。
①コーディネーター
②プラットフォーム・メン 〔秋田県、振興局、市町村、関連団体、中核支援拠点、研究
機関等の連携窓口主担当者や連携による業務経験等を有す
バー
る地域の生産者や食品関連事業者〕
③プラットフォーム事務局
◇プラットフォーム・メンバー
特定の業種、業態別、地域別、テーマ別に参集された関係
者
〔秋田県、振興局、市町村、関連団体、中核支援拠点、研究
機関等の担当者や地域の生産者や食品関連事業者、商業、
観光、輸送、金融、デザイン、ＩＴなどの関連事業者など〕
◇プラットフォーム事務局
特定の業種、業態別、地域別、テーマ別に参集された枠組
において、業務を推進する窓口
〔秋田県、振興局、市町村、関連団体、中核支援拠点、研究
機関等の事務担当者など〕

コーディネーター

アドバイザー

○秋田県における食農連携等の活動の推進において、各プラットフォームのコーディネー
ターが克服できない課題の解決や、ファシリテート・セクションのファシリテーターや総
括コーディネーターが取組を遂行する際の参考意見等を聞く
〔秋田県内外の自然科学系・社会科学系学識経験者や研究者、製品開発・マーケティング・
販路確保・ブランド化・メディア・デザイン、その他関連する領域の有識者や実務者など〕

農山漁村 6 次産業化対策事業
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地域の農林水産業と食品産業等との連携のサポート窓口
ǽఊऻȾǾటంɥͽȪȲᇻႎᅇ٥ڒᣵଆႩഫంኍްʹ˂ɷʽɺˁ
ʫʽʚ˂Ɂᣵፅаɥ˩ᜤȾᜤȪɑȪȲǿȦɜȞɜɁᣁ෩ႇഈȻ᭥ֿႇഈ
ኄȻɁᣵଆȾȝȤɞȧᄾᝬȽȼǾȧȩȗɑȪȲɜȝᢌȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
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齋藤 了（さいとう さとる）

尾張 かおる（おわり かおる）

秋田県農林水産部 農林政策課

秋田県総合食品研究センター

TEL 018-860-1723
E-Mail：saitou-satoru@pref.akita.lg.jp

TEL 018-888-2000
Kaoru-Orientalbeauty@pref.akita.lg.jp

農業法人や直売組織等が主体となり、
生産だけでなく、加工や販売などを
取り込んだ新たなビジネスへの挑戦
を関係者と一緒に応援します。

食品に関わる技術や、試験研究に関
する様々な人や情報の提供を通じて、
秋田県の美味しい食品の製造販売の
お役に立ちたいと思います。

金子 潤（かねこ じゅん）

高橋 仁（たかはし ひとし）

秋田県農林水産部 流通販売課

秋田県総合食品研究センター

TEL 018-860-1761
E-Mail：junk@pref.akita.lg.jp

TEL 018-888-2000
E-Mail：hitoshi@arif.pref.akita.jp

農林水産物やそれらを使ったもので、
売りたいもの・買いたいものがあり
ましたら、遠慮なくご相談ください。

酒処秋田に蓄えられたたくさんの
シーズを活用して研修、技術相談へ
の対応などを行います。どうぞご利
用下さい。

杉本 勇人（すぎもと はやと）

熊谷 昌則（くまがい まさのり）

秋田県産業労働部 食品産業課

秋田県総合食品研究センター

TEL 018-860-2258
Sugimoto-Hayato@pref.akita.lg.jp

TEL 018-888-2000
E-Mail：kumagai@arif.pref.akita.jp

食品産業の振興に向け、種々の活動、
情報提供等行います。お気軽にご相
談ください。

各種技術相談、研修会等を通じて皆
様に地域農産物を利活用した食品加
工技術を提供しますのでどうぞご利
用ください。

佐藤 良知（さとう よしとも）

畠山 頼仁（はたけやま よりひと）

財団法人あきた企業活性化センター

秋田県中小企業団体中央会

TEL 018-860-5622
E-Mail：yoshitomo@bic-akita.or.jp

TEL 018-863-8701
E-Mail：yori3464@chuokai-akita.jp

様々な支援メニューの活用や各機関
との連携により新商品開発や販路開
拓をお手伝いします。お気軽にご相
談ください。

新たな連携先をお探しの方は、ご遠
慮なくご相談下さい。

河村 守信（かわむら もりのぶ）

長谷川 潤一（はせがわ じゅんいち）

㈱都市環境計画研究所 秋田事務所

社団法人食品需給研究センター

TEL 018-825-2602
E-Mail：morinobu@vmail.plala.or.jp

TEL 03-5567-1991
E-Mail：hase@fmric.or.jp

地域の自由なサポーターとして、地
域戦略練り、事業プランニング、推
進 サ ポ ー ト な ど を 行 い ま す。 是 非、
ご相談を。

地域連携の戦略構築、連携に関する
施策、全国の事例について、たくさ
んの情報をお伝えします。ご気軽に
ご相談を！

木曽 英紀（きそ ひでき）

後藤 祥子（ごとう さちこ）

㈱都市環境計画研究所 秋田事務所

社団法人食品需給研究センター

TEL 018-825-2602
E-Mail：hideki@msd.biglobe.ne.jp

TEL 03-5567-1991
E-Mail：goto@fmric.or.jp

地域の自由なサポーターとして、地
域戦略練り、事業プランニング、推
進 サ ポ ー ト な ど を 行 い ま す。 是 非、
ご相談を。

食品加工等の技術を利用した、技術
開発等の補助事業申請のお手伝い等
をさせていただきます。

秋田県地域連携推進戦略構想書策定ワーキング
齋藤

了

秋田県農林水産部 農林政策課 副主幹

金子

潤

秋田県農林水産部 流通販売課 主査

杉本

勇人

秋田県産業労働部 食品産業課 主任

尾張かおる

秋田県総合食品研究センター 上席研究員

高橋

仁

秋田県総合食品研究センター 上席研究員

熊谷

昌則

秋田県総合食品研究センター 主任研究員

佐藤

良知

財団法人あきた企業活性化センター 主幹

畠山

頼仁

秋田県中小企業団体中央会 工業振興課長

長谷川潤一

社団法人食品需給研究センター 主任研究員

後藤

祥子

社団法人食品需給研究センター 研究員

河村

守信

社団法人食品需給研究センター 客員研究員（秋田県）
（株式会社 都市環境計画研究所 秋田事務所 計画室長）

木曽

英紀

株式会社 都市環境計画研究所 秋田事務所 研究員

( オブザーバー )
奈良

博

秋田県農林水産部 農林政策課 課長

照井

義宣

秋田県農林水産部 流通販売課 課長

菅原

仁司

秋田県農林水産技術センター 所長

佐々木定男

秋田県産業労働部 産業政策課 課長

熊谷

譲

秋田県産業労働部 食品産業課 課長

高野

靖

秋田県総合食品研究センター 所長

佐々木浩二

財団法人あきた企業活性化センター 技術支援グループリーダー

加藤

貢

秋田県中小企業団体中央会 事業振興部 部長

丸岡

修一

農林水産省 東北農政局 生産経営流通部 食品課 流通指導官

武田

温美

農林水産省 東北農政局 生産経営流通部 食品課 調整係長

農林水産省補助事業 平成 22 年度農山漁村 6 次産業化対策事業 技術促進対策事業

地域連携による食品産業の推進に向けて〜商品開発・技術開発等の戦略〜（秋田県編）
本書は広く、地域の食料産業に関わるみなさまにご利用いただくことを目的としていることから、転載、複写・複製、電子媒体
等への転用については、下記に記しました実施主体へのご連絡を頂き、利活用の方法等を明示された後にご利用いただけます。
なお、技術開発・商品開発等のご相談については、本書に記された研究機関や支援機関宛てに直接ご連絡ください。
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