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農商工連携による地域経済活性化事業への

政策的支援方策

A Political Support for the Activation Business of the Regional Economy 
by the Corporation of Agriculture， Commerce and Industry 

1 .農高工連携の政策的意義

(1)背景

井 誠 *
Makoto SHIRAI 

構造改革そ進める中で顕在化した地域謂の格差問題に対し，政府は. 2007年 11月，人口減少時

代においても持続可能な地域社会を創り出すためには，地方の実情に応じて，生活の維持や魅力あるま

ちづくり，産業の活性化に道筋をつける必要があるとの認識の下，地方再生を総合的かつ効果的に推進

するため「地方再生戦略J(地域活性化統合本部会合了承)を取りまとめた。この戦略の中で，農林水産業，

商業，工業が連携し，新商品開発や販路拡大等について人材や知恵などの経営資源を結集する農商工連

携が，地域経済の基盤となる地域産業の再生を図るための重要施策として位置づけられた。

農林水産業は，担い手の高齢化や耕作放棄地の拡大等，取り巻く環境は厳しい状況にあるが，長い歴

史の中で培ってきた地域資源を見つめ直し，他分野の事業者との連携を深めることは，新たな市場の開

拓や経営の改善が期待され農林水産業の体質強化や農山漁村の活性化を実現する上で大きな力になるJ

また，商工業は，農林水産業の経営資源、を地域の強みとして活用することで，新たな事業機会の獲得

に繋がる。

農商工連携は， l農林漁業者と中小企業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り，新商品・新

サービスの開発等に取り組むことにより，農林漁業者と中小企業者が“W 1 N-W 1 N"の関係を築き，

共に経営の改善を図ろうとするもので，これらの取組によって，地域経済に雇用と所得をもたらすこと

が期待されている。

(2)農商工連携の促進に向けた法的枠組

「地方再生戦略Jに基づく具体的な取組として. 2 0 0 7年 11月，農林水産省と経済産業省は. r農
林水産業と荷業・工業等の産業践での連携(rI菱商工連携J)促進等による地域経済活性化のための取組

について」という政策パッケージを公表した。農商工連携に取り組む事業者を，両省が有機的に連携し

ながら横断的に支援することで，地域産業の再生に向けた取組を強力に推進しようとするものである。

この基本的枠組に基づき，農商工連携を促進するための法的枠組として. 2008年S月. r仁川、企
業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に諾する法律(農商工等連携促進法)Jが成立し，同

年 7月に施行された。

i農高工等連携促進法では 農林漁業者と中小企業者が共同で作成した事業計画について国の認定を受

*佐賀県農林水産商工本部副本部長

iく巴YWords:地域産業の再生，食農連携，地域力連携拠点，事業者のマッチング支援，さが農溜工連携応援ブア
ンド
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けた場合に，事業化の段階に応じて，新商品の開発・試作等の質問に対する補助，信用保証の特訓，設

備投資減税，政府系金融機関による事業資金の抵利融資などの支援が受けられることになっている。

農商工連携事業として毘の認定を受けるためには，

①農林漁業者と中小企業者が有機的に連携し，それぞれの経営資源そ有効に活用すること(有機的連

携とは，通常のビジネス上の取引関係を超えて協力することであり，単なる原材料の売買，業務の

受委託や資産の賃貸借などは対象外〉

②事業により，新商品若しくは新役務の開発，生産又は需要の開拓が実現すること(売れる見込みが

あることが重要で，商品の復位性が明確でない計画は対象外)

。計調実施期間は原良IJ5年以内とすること

④農林漁業者の経営の改善かつ中小企業の経営の向上が実現すること(定量的な認定基準として，計

画期間が 5年の場合， 5年間で売上高と付加価値額の 5%以上の増加が必要)

が主な要件となっている。

法律認定を目指す事業者に対しては，独立行政法人中小企業基盤整備機構の各支部に設霞された地域

活性化支援事務局(全国 10か所)や 全留の商工団体・産業支護機関等に設鐙された地域カ連携拠点

(2009年度は327か所)，各都道府県に設置された食料産業クラスター協議会において，農林漁業

と中小企業者とのマッチング支援や事業計画作成のアドバイス，専門家派遣など，事業の構想段階か

ら法律認定後の事業化に張るまで，事業化の段階に応じてきめ細かな支提を受けることができる。

't也域力量霊携拠点

iiii工会，橋工会綴所， ~築中央会， ~義中小会主義、 3各地主主ブロック10箇所に支援体需iJ'をき産事請し，毒事門家によるきめ縮かな支援を災害詰

支援センターなど，会図約 300箆i'lTの地域

i逮機器差点が，緩l!t相談や毒事門家派遂を行う

経
営
の
改
善

;食料産業クラスター協議会
会問47ヵPlTの地域の食料E霊祭クラスター協議会において，地域の食品

dメーカ一等の中小企繁華雪と燦林漁繁華雪との走塁擦を図るための出会いの主器、

、の設定や，地域の慾林水援物を活用した新総品の開発・ll&路拡大を支援。

(※)慈雲量化の段階に応じた多様な予算措霞の伊j

長室林水産議・食品産議 ITを活用した生産ス 試作品関発・展示会出儀へ ~きi者綴活用や特産品販予告
の発援等を/tiJるための¥タイ1同葬祭など，異議 代の支援や，品震管E車体制作 ぇサイトの立ち上げ，大会議

融遂携による実用可種のノウハウを活用し議りの強化，生郡日ヱネツトi議06等によるマーケティング
技術路事著者E競争的資金…吋た農林漁繁華まの経営の ヂワークの繕築など， ~主体 グに隠するアドバイス，輪出

により支援 効率化毒事を支援 的な塁審議化段階での支援 促進など，妓路掬おそ支援

儀務保誌
小綬綴企繁華苦言事綬綴主事入資金，

E塁塁塁改良3窓会等(祭利子資金)

連携して
新翠紫展憶に取り緩む
中小食業者と農林漁業者

低利激策

器用保証の対象
議商工連携に対し指
導・劫雷等の支援を行
うNPO，公益法人

農高工等連携促進法による支援の流れ図1

資料:独立行政法人中小企業基務整係機織ホームページ (http://j-net21.smrj.goJp/expand/noshoko!)より
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JM!商工連携による地域経済活性化事業への政策的支援方策(白井)

(3)農商工連携関連予算

農林水産省と経済産業省は， 2008年度，それぞれ約 100億円計200億円以上の農商工連携

関連予算を確保し，農商工連携の基盤となる技術開発，人材育成，マッチング支援等への支援を充実さ

せた。具体的には，農林水産省では，国産原材料の安定的なサプライチェーン構築に向けた産地・食品

流通・製造業者等による一体的な取組への支援や，量販商等で地場産品そ販売するインショッブの取組

など地産地消の新たなモデル構築への支護を，経済産業省では，地域資源を活用して行う新商品等の開

発・市場化への支援等をそれぞれ実施した。

また， 2009年産は，新商品・新サーピスの開発や国内外の市場への販賂罷拓等の支援を強化する

ため，関連予算を大幅に増額し，両省合わせて約 334億円の予算そ確保している。

さらに， 2009年度第一次補正予算では，光・温湿度・地養液等の環境条件な人工的に制御し，季

節・天候に左右されず自動的に連続生産を行う植物工場の普及に向けた支援策を両省で立ち上げたほか，

農林水産省で、は，新商品等の本格的な事業化のための施設整備に対する支援等の予算を，経済産業省で

は，間内外の市場への販路開拓支援等の予算をそれぞ、れ追加している。

(4 )農業振興策としての農商工連携

農林水産省においては， 2005年度から，地域の食品産業，農林水産業，鵠連産業，大学・試験研

究機関等が連携した食料産業クラスターの形成を推進するため，食料産業クラスター展開事業により，

国産農林水産物そ活用した新商品開発，販路拡大等の取組を支援してきた。また，こうした地域の「食J

と「農」に関係する異業種が一堂に集まり，地域の資源，人材，技術の活用方法等について話し合い，

交流する場として食料産業クラスター協議会が各都道府県に設立されている。

このような中で， 2008年に農商工等連挺{足進法が制定されたのを受け，食料産業クラスター展開

事業については 2009年度から食農連携促進事業に名称を変更し，農商工等連携促進法に基づき認定

された新商品開発・仮路拡大の取組や，食品産業，農林水産業，その他開通産業等を結び付けるコーディ

ネ…ターの活動への支譲が強化されている。

農林水産省で、は，食農連携促進事業 (2008年度は食料産業クラスター展開事業)の予算が農商工

連携関連の予算枠として活用されており，また 食料産業クラスター協議会が農商工連携の相談窓日に

位置づけられていることからも，農業振興策としての農商工連携は，これまでの食農連携や食料産業ク

ラスターの取組をベースとしたもので，連携の促進により国産農産物の需要拡大をoることが政策目的

の根幹に据えられているといえる。

(5)中小企業振興策としての農商工連携

中小企業振興策では，これまでも「異分野連携」が中小企業活性化の切り札として注目されてきた。

2005年度から始まった「新連携対策支援事業」は，分野の異なる中小企業者向土が手を組み，革

新性の高い新事業を創出することを毘的とし， 2007年度から始まった「地域資源活用プログラムjは，

農林水産物や観光資源などの地域資源を活用して新事業主E創出することが目的とされている。

今国の農商工連携は， I異分野連携j という点、ではこれらの施策と重なる部分も多いが，農林漁業者

と連携体そ形成するという点が施策の特色であり，実際のビジネス展開では，日ごろあまり接点がなく

経営主環境やビジネス慣習も大きく異なる農林漁業者との信頼関係をいかに構築するかということが重要

になってくる。
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2.佐賀県内の取組状況

(1)地境力連携拠点による事業者への支援

県内事業者が農商工連携にチャレンジする場合，イ左貿商工会議所，佐賀県商工会連合会，基IlllUJ商工

会，佐賀県中小企業間体中央会，財団法人佐賀祭地域産業支譲センターの 5か所に設霞された地域力連

携拠点や佐賀祭食料産業クラスター協議会(事務局は佐賀県中小企業団体中央会内〉が相談諜口となる

が，農商工連携では，中小企業者が連携体のイニシアティブをとることが多いため，中小企業者が臼ご

ろから経営指導等のアドバイスそ受けている地域力連携拠点に具体的な相談が寄せられるケースが庄倒

的に多い。

この地域カ連携拠点事業は， 2008年度から中小企業庁がスタートしたもので，中小企業支援に精

通した経営コンサルタントや中小企業診断士などの応鐸コーディネーターを配援した中小企業支援機爵

等を地域力連携拠点として選定し，企業が夜濁する課題にきめ細かく，ワンストップで支援そ行うもの

である。県内の各拠点は，経営力の向上や新事業展開等の様々な課題に応じて，窓口相談や巡回相談を

実施するだけではなく，自らが指定したパートナー機関(金融機関，大学等〕とも連携しつつ，専門家

の派遣，ピジネスマッチンク¥閏や地方自治体の施策の活用等を行うことで，課題を克服して成長しよ

うとする中小企業者に対し支援が行われている。

祭内の地域力連携拠点における相談状況をみると，農商工連携を重点、支護課題として位置づけている

かどうかや，団体の会員数の違いなどにより，拠点ごとの農商工連携の相談件数には開ぎがあるが，全

体では， 2008年度に 124件(延べ件数)の相談が寄せられているところであり，事業者の関心の

高さが鏡われる。

これらの相談の内容は様々で，農商工連携とはどういったものかといった制度解説にとどまるものも

含まれているが，連携相手となる農林漁業者との具体的なマッチング支援を希望するなど，実践的な相

談も多く寄せられている。

しかしながら，農林漁業者と中小企業者が通常の事業活動の範間内において交流の機会が少ないのと

向様に，地域カ連携拠点である商工団体もまた，農林水産団体や農家との接点が少ないという課題を抱

えているため，連携の{足進を図るためには，事業者を支譲する関係機関相互の有機的なネットワークを

構築することが重要となる。

(2)農商工連携の促進に向けた推進体制の構築

上記のとおり，県内卒業者による農商工連携の取組を促進させるためには，関係機関が相互に連携し

ながら事業者を支援する体制そ構築することが重要であるため，県では， 2009年2月に蔵工間体，

農林水産fまl体，公設試験研究機関及び県農林水産商工本部の関係諜で構成する「佐賀県農商工連携推進

連絡会議jを設覆したところであり，連絡会議では，農商工連携に関する施策及び事制等の情報の共有

や交換，支援案件の発掘に向けた必要なサポート等を行っている。

事業者に対する行政の支援においては，事業者に必要な支援が効率的に受けられるよう，農林水産業

の担当部署と商工業の担当部署が情報交換を緊密に行うことが必要である。県では，それまで農林，水

商工と担当部局が別れていたものな，それぞ、れの産業分野が持っている技術，情報，人材，経営ノ

ウハウ等を総合的な力として結集することで，康業の一体的な娠興を国るため， 2004年4月に「農

林水産商工本部Jを新たに設霞した。このような組織体制をとっていることにより，農商工連携を推進

するよで，事業者のニーズの把握やマッチング、の支援の閣で、庁内の連携体制が整っているというメリッ

トそ有しており，こうしたことを最大限に活かしながら，関係機関と一体となって施策の普及 .PRや
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農商工連携による地域経済活性化事業への政策的支援方策(白井)

事業者に対する支媛に取り組んでいるところである。

園2 県内における農商工連携推進体制のスキーム国

表 1 佐賀県農商工連携推進連絡会議構成機関
度分 団体等名

街工盟休
佐賀県商工会議所連合会，佐賀県商工会連合会，基山町商工会，佐賀県中

小企業匝休中央会，財団法人佐賀県地域産業支譲センター

イ左翼県農業協同組合中央会，佐賀県農業協同組合，佐賀県農業法人協会，

農林水産国イ本 佐賀県玄海漁業協同結合連合会，佐賀県有明海漁業協同組合，佐賀漂森林

組合連合会，佐賀県食料産業クラスター協議会

企悶・経営グループ，新産業課，新エネルギー産業振興課，流通課，商工課，

県(農林水産酪工本部) 観光課，生産者支援諜，農産設!，園芸諜，畜産課，水産課，林業課，工業

技術センター，農業試験研究センタ

(3)事業化の状況

農商工連携事業計画については. 2008年9月以降，これまでに全闘で 250件，九艇では 29件

(2009年7月 17日現在)が悶により認定されている(国では. 2008年からの 5年潤で 500

件の認定を白擦としている。〉。

県舟では，これまでに 3件の事業計画が認定されたほか，県内事業者Aが他県の事業者と共同申諾した

事業計闘が他県で3件認定されている。
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表2 県内で認定された事業計画

:tjj:~芸名 玄海予告のふぐのコラーゲン製造・販売

[地域:イ企賀県成津市] (平成20年9月 19臼認定)

中小金業者 (株)まんでん(食品製造販売， ~芸品会岡)

i謹告主体 後林漁業者 (株)蕊坊(漁業，食品製造販売)， (株)長崎綴蕗(漁業)

連携参加者 佐鐙県中小企業間体中央会(指導閏{本)

サポート機関等 f控室l見東京医療保健大学

〔連携の経線〕

近年，食品の安心安全が強く求められる中において， c株)蕗坊と〔事長)長約機苗は，数年前から大学との共問研究を

行い一致協力して，然違のトラフグのま皇綴研究を行った。ヒット商品「イカシュウマイJで埼ってきた食品製造技術に加

えて， トラフグの皮を主成分とするコラーゲンの抽出を行い，新しいセンスの日当たりと美味しいスイートデサートを関

発するに三さった。トラフグコラーゲンデザートという今までに無い新しい溺品開発に取り総み，事業展開を翻ることによ

り， :t士会食献と事業収益拡大~目指すものである。

Ij~桑名 IPJ'子イカ東京マーケット販路開拓搬送事業

[地域:佐賀県窓~i!j1J] (平成21年6月29日認定)

中小企業者 玄海活魚(株)ci百主主卸売業)

遠鏡体 農林漁業者 IPJ'子宮写漁業協同絡会

連携参加議 (株)キョーワ， (有)詰iiJIりjくifI[，佐賀県中小企業団体中央会，熔津市

サポート機関等 九州大学，佼資燦玄海水産綴輿センター，地域活性化支援事務局

〔連携の経総〕

平成 18 fF~ 20年にかけて底浮市，九州大学呼子町漁協，佐賀i県立海7}く滋疑終センター，佐賀県玄海漁業協同組合連

合会， 1出場企業の産学主主巡携による技術fj~j発~iをめ，東京までの綴送技術を磯立した。これな背設として，イカの泌さ量販

32を行う玄海活Y!i¥C株)と呼子町漁協との連携を核にして事業化することとなった。

事業名:地π産米と新鮮主主材を使用した冷淡おにぎりの商品開発と奴路開拓

D世域:1左まま予告小城市] (平成21年6Pl29EI認定)

中小五三祭器 佐賀冷淡食品(株)(食料品製造業)

}堅持!M;本 農林漁業者 (有)七島WWi.C際業)

i亙筏参加者 i!会滋f:2箆1，しもやま滋弘三潟村地主易ifI[品振興会{也6農業者

サポート機関等 佐佼商工会議所，地域活悦化交媛事務長司

〔連携の経総〕

佐~冷凍食品(株)が，安心・安全の提供等，業界が抱える課題の解決を目指し， (有)七島農産主主はじめ特徴的な生

ílÌi.~行う農業者と巡携し，冷淡技術と安心・安全，かつ新鮮な農産物を融合させ，採れたて作りたて冷凍おにぎ、りを開発

し，販路のr，flj;出こま:手した。

資料:独立行政法人中小企業主基盤慾備機機ホームページ (http://j-net21.smrj.go.jp/expand!noshokoOより
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表3 他県で認定された事業計画に県内事業者が参画したもの
事業名:悶JIj"iノj、粒大旦を原材料とした発:!f野菜(モヤシ)の生産加工並び人用途販路拡大

じ也J或・初|潟県福悶市] (平成21年2月201=1認定)

rl.1小企業者 (有)ベネフィット(卸売業)

連総体 E2林漁業者 U:¥iザ'j(株)(民業・製造業)，小松共問機械利用総合c!災業)

iili抗参加者 担E紹約"偏向段ι1.1/j、企業団体中央会

サポート機関等 偏向~仁1.1小企業回休中央会，地域活性化支援事務局

liili抗の経私立〕
tllllJJ (株)は，もやしの付加íllfi1f[~向上と市場拡大をlSlるため，自社で開発した「ピーナッツもやしJ に絞く新たな倒産

商品の1)貯若者E行っていた。国産大豆もやしは，安定供給，食I沫，コスト聞から i高品化に~らない状況が続いていたが，新

磁の小粒大立を入手し，~主情試験を行った給泉，生食でも食l沫の良い新たなもやしを作ることがで、ぎた。阪占bJÊ:爾と販路，

用途拡大，安定供給を行うため，以前より取引のあった(手nベネフィット，ノト松共同機妓利用総合と;忠告5事業主主行うこ

ととなった。

事業名 木材(間伐材， rlllがり材，総材)を朕料とする水粉セーファイーコーン等の安全規制材の製造販売事業

[地域:鹿児均成。鹿児向市】 (平成21年2月20rゴ認定)

中小企業者 鮎JlI建設(株)

連際{本 j没林漁業者 iì'~松林業Cinî fí.: 努)

連携参加者 松E主 秀点士大和森林組合

サポート機関等 佐賀然潟工会連合会， (財)かごしま藤栄支媛センター， f也i域活it!:化支援事務局

G忠弘の綴総〕

li!ti!11建設は土木工fjJ業を営む':1:1で，従来のプラスチックコーンは，石油を主原料とした合成樹!前材料からできており，

地球技量l暖化妨比三手環境への際1!J1の観点から，おれli出来製品に代わるエコii対誌が期待されているため，公共工事を主体とす

る建設工事業主ぎへのi必要を関与日できるとす;!'，nし，木材チッフ。を使ったセーフティーコーンの開発に成功した。

そこで，磁品化に向けて木材チップ汗Jの木材を安定的に供給してくれる泌地主d架空交していたところ， i左ZZlRのifi山林滋

協会の紛介で， t;f士大手11君主林組合員のifE松林業な紹介され，述}!~に至った。

'jr主主名・佐賀以脊振込'SJjj( i'fの牛乳によるフレッシュキヤフメ Jv等ifS付加{lllilí[m~乳製品の開発と II}L誌の開拓

[地域:j{;{1潟リ;HI~í附71}] ('r:成21年6PJ2913認定)

仁11小企業者 (株)ルネサンス・プロジ、ェクト(卸売業)

述抗体 J:ll林漁業者 (有)ヨコオ牧場(J:;}11J. 村側喜3/~ (J~~業)

i1!挑参加]後 (株)iJtj$'J;シティホテル， (有)榊経営研究所

サポート機関等 1L五f~~f~物産振興協会，地域活'~:l:íヒ支援事務局
〔迷W;の終絞〕

(械に)ルネサンス・プロジェクトは， r九州の飴民残業F寄生への災献J.r牛乳はサプりであるJ:{f:コンセブトに日出土易深tJU
に寄与できる事業として「牛乳ルネサンス事業Jを立ち!二げた。トレーサビリティの明確なこだわりの生乳生産者を筏し

ていたところ，依1PIW~の仲介により(有)ヨコオ牧t誌の紹介を受け，さらに子牛生産に定評のあるお;制限f;2を加えた 3 者

て、のiili挑;こ至った。

資料独立行政法人仁1.1小企業主L織笠節機織ホームペ…ジ Chttp://j悶net21.smrj.go.jp/expandJnoshokoj)より

3.佐賀県における農高工連携の支援方策

(1)事業者のマッチング支援

農林漁業者と中小企業者は通常の事業活動の範囲内において交流の機会が少ないことから，両者が連

係した新規事業の創出を加速するためには，両者の白発的な連携をf足すだけではなく，両者の連携の形

成が促進されるような場を提供することが重襲である。

例えば、，農林漁業者と中小企業者が集まる場で，モノづくり中小企業者が自社の技術や機械器具製品

を総介しこれらを用いた新規事業の創出について説明するとともに，農林漁業者が取扱産品の持徴と

生産・加工・販売における課題を提示し，課題解決に伴う新規事業の創出を説明するといった機会を提

供することは，連携のきっかけ作りとして効果が高いと考えており，このような事業者聞のダイレクト

なコミュニケーションの場を提供することで，互いのニーズとシーズが結びつき，課題解決型の連携が

促進されることが期待される。

そこで，本年度(平成 21年度)，こうした事業者のマッチングフェアを県内で開催(全国商工会連

合会が主催し佐賀県等が共催，約 150事業者が参加予定〉することにより，意欲のある事業者による，
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それぞれの課題そ踏まえた実接的な取組を促していくこととしており，来年度以降(平成22年度以韓)

も，今罰のフェアの成果を見極めながら，より効果的なマッチング支援策を検討していきたいと考えて

いる。

また，マッチング支援では，農林漁業者と中小企業者の繋ぎ、役となるコーディネーターが重要な役割

を張っており，地域力連扱拠点では，それぞれ応援コーディネーターを配寵されているところであるが，

事業者が抱える経営課題は多種多様であるため，これらの課題に応じた専門的なサポートが可能となる

よう，さらに多様な人材そ確保していくことも，今後検討すべき課題であると考えている。

(2)さが露萄工連携ft援ファンドの創設

農商工連携については，詔の制度としてスタートし，国により様々な支援措誼が議じられているが，

その前提となる法律認定を受けるためには，経営改善の数値目標として， 5年閣で売上高と付加価値額

の5%以上の増加が必要とされるなど，認定要件のハードルが高いといった声が県内事業者から寄せら

れている。

このため，県では， 2009年度から，閣による認定を嬰件としない県独自の助成制度を設けること

で，事業者の創意、工夫による多様な取組を支援することとしている。

具体的には， {;左翼県らしい農商工連携の推進そ関っていくため，独立行政法人中小企業基盤整備機構，

県，さらには地元金融機関との協働により，総額25億 2千万円の「さが農商工連携応掻ファンドj を

創設し，その運用益により劫成事業を実施することとしている。

ファンドの造成に当たっては，佐賀県信用農業協陪組合連合会をはじめ，佐資銀行，佐賀共栄銀行，

さらには県内全ての信用金庫及び信用組合から低利融資を受ける計画であり，地元の金融機関が全面的

に参加・協力するフアンドとなっている。

佐演累は葱まれた窓然環境を活かした多彩な農林水産動潔を有しており，察内藤業主E支える中小企業
者と農林漁業者が有機的に連携し，B.いの緩苦言潔滋を結びつけるととで大きな根索効果を生みながら
新たなビジネスを創造する取緩みを支援するととにより，地域の活性化を図る。

石石冨芸丈i( 翻支援 i (1散防措問問潔

塁塁林7.l<iiJ塁塁塁を活掬した脇工食品害事の関発
塁塁林状遊撃討の生E主役向上.i言力化の奪還綴・t宣絡害警の号話予言

[ファンド総額]25.2億円

[遼営管理者]

(財)佐麹泉地域震業支援

センター

i 還期益 ]37， 800千円/~年

[潔尽率]1.5%(懇定)

国3 さが農商工連携応援ファンドの概要
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この応援ファンドの運用については，財団法人佐費県地域産業支護センターが管理運営を行うことと

し公募と審査委員会による選定を経て，新商品開発や販路開拓に取り組む農林漁業者と中小企業者と

の連携体に対し助成を行うこととしている。

助成に当たっては， r豊かな農林水産資源を活用した消費者に信頼される安全・安心な加工食品など

の新商品開発J，r農林水産業の生産性向上や省力化を図るための機械，技術，生産・栽培システム等の

開発，環境負荷軽減につながる技術等の開発・高度化」の 2つを重点支援分野に位置付けており，この

助成事業により， 1 o:tj三諸にわたり年間 10件程度の取組を支援する計顕である。

(3)まとめ

本県は，恵まれた自然環境そ活かした多彩な農林水産物の地域資源を有しており，県内産業を支える

農林漁業者と中小企業者が有機的に連携し，互いの経営資源を結びつけることで大きな椙乗効果を生み

ながら新たなビジネスモデルそ創造していくことは，地域経済の活性化を図る上で重要な取組であるこ

とから，燥の産業振興施策の一つの柱として取り組んでいるところである。

県では，前述のとおり，農林水E産主油{休本や商工問{体本等の関係機関で

案件の発J掘紹等をf行子つているが，民体からは「農業協間組合は生産から加工，販売まで行っているので，

中小企業者と連携する具体的なメリットが見出しにくいJ，r食品製造において県内政の農林水産物を僚

料に利用したいが，県内でどのようなものがどれ位生産されているのか分からないJ，r農林漁業者の綬

営資源(技術，ノウハウ等)を特定することが難しい」といった声が寄せられているところであり，県

内においては，まだまだ事業者や関係団体における情報共有，施策への理解が十分ではないと受け止め

ている。農路工連携をビジネスとして麗関していくには克服すべき課題も多いと思われるが，情報交換

を積み重ねることで互いの信頼関係を構築し，アイデアを持ち寄りながら連携を創り上げるという姿勢

で取り組んでいただきたいと考えている。

また，農商工連携は，売れる商品づ、くり等を通じて事業者の経営改善をagることが目標とされている

が，最終的に地域内へ波及効果そもたらすためには，地域の事業者や関係機関を巻き込みながら成功体

験を地域で共有することにより，個々の事業者の取組を面的な活動に発展させることが重要である。そ

ういった意味では，連携事業に取り組む際に，地域が抱える課題や地域が目標とするテーマを取り込ん

だビジネスモデルそ構築するという視点も必要ではないかと考える。

県としてあ，県内の農林漁業者や中小企業者，それに農商工連携の支援に携わるそれぞ、れの方々が，

斬新な発惣と高い挑戦意欲を発揮して新しい事業にチャレンジされ，地域活性化の新たな芽が生まれて

くることを期待しており，今後とも，県内で I件でも多くの成功事例が生まれるよう，関係機関と連携

を鴎りながら農商工連携な推進してまいりたい。
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