
  第3章　6次産業化推進のための戦略・施策

●『「食産業王国やまがた」の実現』に向けた6次産業化の目指す姿

●戦略において重視する3つの視点

●戦略・施策の構成

　全国に誇る豊かな農林水産物と魅力ある地域資源（自然、食文化、伝統）を活
かした多様な事業主体による6次産業化の取組により、農林水産業を起点とした
新たな価値を創出し増幅させるとともに、県内全体へゆきわたらせることで、「農
林漁業者の所得の向上」と「働く場の創出」へつなげ、「農山漁村の活性化」を
実現する

『人材』　…　　6次産業化の担い手育成と確保、支援する側の人材育成と確保など、
基本となる“人”を重視

『経営』　…　　事業・経営計画作成から商品企画、開発、加工、流通・販売までビ
ジネスとして成り立つことを重視

『連携』　…　　農林漁業者間、農林漁業者と食品製造業者等、地域内の異業種間、
観光、支援機関相互など、食に関わるあらゆる関係者の連携を重視

農林水産物・地域資源

（重視する3つの視点） 人材人材 経営経営 連携連携

農産物等の付加価値向上

きめ細やかな支援の充実

農林漁業者自らの
6次産業化

農林漁業者自らの
6次産業化

1　農林漁業者による
　取組への支援

2　スモールビジネス
　創出への支援

交流・商品づくりの強化

1　農林漁業者と食品
　製造業者等との
　マッチング強化

2　商品開発力の強化

3　販路開拓・拡大

1　担い手となる人材育成 4　農林水産物の安定生産・安定供給体制の整備
2　6次産業化支援機関の機能強化 5　安全・安心な商品提供のための支援
3　試験研究機関の機能強化 6　事業資金確保への支援

多様な連携創出

地域の6次産業化地域の6次産業化

6次産業化の推進基盤の確立6次産業化の推進基盤の確立

1　元気な地域づくり
　への支援

2　市町村等を核とした
　地域内連携の推進

3　アグリランドの創出

地域資源の磨き上げ

「農」と「食」による
観光交流の拡大

「農」と「食」による
観光交流の拡大

1　農業を起点とした
　地域資源の活用

2　観光と連携した
　受入態勢の整備

3　交流拡大につながる
　商品開発の促進

農林水産物の利用拡大農林農 水産林水林林 物の物産産 利用利の利の 拡大拡用拡用 大大農農農林林林水水産産産産物物のののの利利用用用拡拡拡大大大
（農林漁業者の所得向上）（（農農農林漁農林農林漁漁業者漁業漁 者ののの所得の所の所得得向上得向得 上））））
農林水産物の利用拡大
（農林漁業者の所得向上）

食産業の振興産食産食 業の業産業産 振興振の振の 興興食食食産産産業業業ののの振振振興興興
（働く場の創出）（働（働くくく場く場く場のの創出の創の創出出）出）出
食産業の振興
（働く場の創出） 農山漁村の活性化農農農山漁山漁農山農 漁村の村の漁村漁 の活性活性の活性化性化性化性農山漁村の活性化 交流人口の拡大交交 人流人交流交 の口人口人 拡大拡の拡の 大大交交交流流流人人人口口口ののの拡拡拡大大大

（働く場の創出）（（働く（働（働くく場の場場の創の創創出創出創出））
交流人口の拡大
（働く場の創出）

農林漁業者と食品製造業者等
との連携による6次産業化
農林漁業者と食品製造業者等
との連携による6次産業化
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1　農林漁業者自らの6次産業化

　農林漁業者自らが６次産業化へ挑戦する際に大事なことは、土台であ

る農林水産業の生産基盤がしっかりした上で、意欲と覚悟を持って取り

組み、取組規模の大小に関わらずビジネスとして継続することです。

　そうした挑戦を後押しするため、起業の芽出しから商品・販売力の向

上、規模や対象に応じた６次産業化施設の導入まで、ソフト・ハード両

面から総合的に支援します。

　（1）農林漁業者による取組への支援

①起業化や事業展開に向けた助言・指導

　山形６次産業化サポートセンターをはじめとする６次産業化支援機

関が、生産、加工・製造、販売までの各段階における課題に対し、外

部専門家等を活用しつつ、事業・経営計画の充実に向けた的確な助言・

指導等により支援します。

　併せて、「６次産業化支援マニュアル」の活用や普及指導員による

普及活動、ＪＡ・生産者団体等による営農指導活動の充実等を通して

起業化に向けた支援を行い、新規作物の導入や生産・出荷段階での創

意工夫、農産加工・直売所の経営拡大など、農林水産物の付加価値向

上を図る取組を促進します。

②魅力ある商品開発及びサービス創出への支援

　農産加工品等の商品開発、農林漁家民宿・レストラン、観光農園や農業体験等の新たなサー

ビス事業の創出など、農林水産物や景観、食文化等をはじめとした地域資源の活用に向けた取

組を支援します。

　農林漁業者ならではのストーリー性のある商品づくりやマーケットインの視点に基づき、消

費者ニーズや商品コンセプト、顧客ターゲット等を重視した商品開発や既存商品のブラッシュ

アップの促進、規格外農林水産物の利用にとどまらない、加工適性の高い農林水産物の生産・

活用、地域の関係者と連携した一次加工や委託加工の取組拡大等を支援します。

③多様な販路開拓への支援

　農林水産物や加工品の生産量や商品特性に応じ、直売所、県内小売店、個別の実需者との契

約取引、さらには県外小売店等など、多様な流通チャネルへの販路開拓を支援します。また、

専門家派遣等による販売・宣伝手法への助言、加工品の顕彰事業等を通じた露出拡大、県内直

売所に関する情報提供手段の充実など、販路開拓・拡大に資する情報発信を支援します。

④施設整備等への支援

　県や関係機関の連携による、施設整備の準備段階から開業後の

事業展開まで、事業の段階に応じたきめ細かな計画づくりを支援

し、必要な施設整備や機械導入に対する幅広い支援を行います。
県内産地直売所

山形6次産業化サポート
センター　パンフレット

13



　（2）スモールビジネス創出への支援

①起業の促進

　６次産業化の新たな担い手となる、女性や若者グループ等による地域内起業に向けた芽出し

活動（商品の試作やテスト販売等）を支援するとともに、取組の内容に応じて、栽培・加工等

の技術指導や専門家による個別支援、優良事例の発信などを行い、新たな活動の芽出しによる

スモールビジネス※の創出を支援します。

②新たな経営モデルの創出支援

　ビジネスとして更に継続・発展させるため、スモールビジネ

スに挑戦中の女性や若者等を対象にした研修会の開催や、先進

的な経営体の紹介、ビジネス相談会などにより、企業組合等の

新たな企業的経営モデルへの発展を支援します。

※「スモールビジネス」：この戦略では、少人数、小資本の小さなビジネスで、大きなリスクを避けつつ、農林水産業を取り
巻く情勢の変化に対応し継続していく取組を表す。自らができる範囲で、顔の見える顧客の拡大を求めるビジネスのこと。

■ 農林漁業者による6次産業化の発展段階イメージ

全　国
（大手小売店・卸売業）

県外・隣県
（小売店・通販・催事）

県　内
（小売店・物産館）

地　域
（直売所・市場）

●施設整備・機械導入
●加工
●販売・販路拡大
●人材確保
●情報発信
●連携先確保
　（加工・販売の分離含む）
●経営管理　　など

●施設整備・機械導入
●加工
●販売・販路確保
●情報発信
●経営管理　など

●相談・検討・情報収集
●事業・経営計画策定
　（ヒト・モノ・カネの
　確保、経営形態の決定）
●ターゲット・取扱品目
　決定
●試作
●許認可取得　など

大

小

海　外

他の
農林漁業者

事業化準備
取組前

6次産業化の取組

農林水産物の生産

事業拡大

事業化

事
業
規
模

販
　
　
路

農業生産の規模拡大

農業生産の
規模拡大

材料確保
（連携）

農業生産基盤の確立農業生産基盤の確立

取り組む
内容

ビジネス相談会
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2　農林漁業者と食品製造業者等との連携による6次産業化

　（1）農林漁業者と食品製造業者等とのマッチング強化

①マッチング支援の強化

　支援機関にコーディネーターを配置し、農林水産物の生産状況や、食品製造業者等が求める

原材料の規格・数量及び保有する設備・技術等に関する情報の収集と分析を行い、マッチング

に向けた産地・企業情報のデータベースを構築します。こうした情報に基づき、支援機関や試

験研究機関等と連携しながら、個別相談、商談会の開催等による産地と企業間の情報交換や交

流機会の創出を強化します。

②農林水産物の利用拡大

　農林漁業者と食品製造業者等の連携を強化し、両者の信頼関係に基づいた契約取引（栽培）や、

安全・安心で地域性・ストーリー性のある農林水産物への切り換えを促進するなど、加工品の

原材料としての利用拡大を図っていきます。

③米の利用拡大と需要に見合った生産促進

　本県の主要農産物である米を活用した商品開発を促進し、利用拡大へつなげていきます。酒

造用米については、山形県酒造組合が推進する県産清酒の地理的表示（ＧＩ）の活用戦略を踏

まえ、酒造会社や集荷団体等と連携しながら、大吟醸酒向け新

品種「雪女神」や「出羽燦々」「出羽の里」などの酒造好適米

の品質向上と原料米の安定供給を支援します。米粉・加工用米

等については、量販店や食品製造業者等の大口需要先へ県産米

粉の販路開拓を行うとともに、米ゲル等の新たな加工素材とし

ての可能性に注目し、加工事業者等へ米粉商品開発を働きかけ、

需要の拡大につなげていきます。

④業務向け一次加工品の利用拡大

　学校給食や飲食店、二次加工業者等向けのカット野菜やペーストなどの一次加工品の需要が

拡大していることから、農林漁業者自らあるいは食品製造業者と連携し、農林水産物を使用し

た一次加工品の開発や利用拡大を推進します。

新たな米加工素材の研修会

　農林水産物の付加価値向上と利用拡大を図るためには、農林漁業者と

農林水産物の主要な需要先である県内食品製造業者等との連携を強化し、

お互いの知恵と工夫、高い技術による消費者ニーズを捉えた商品開発や

全国への販路開拓が重要です。

　そのため、両者間のマッチング支援を強化するとともに、お互いが相

手の役割を認め、双方に十分な利益がもたらされるような関係を構築し、

農林水産物の魅力を活かした品質の高い加工品開発の促進や販路の拡大

を推進します。
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　（2）食品製造業者等の商品開発力の強化

①食品卸売業や食品製造業との連携等による商品開発力の向上

　マーケットインの視点に基づき、消費者ニーズや商品コンセプト、顧客ターゲット等を重視

した商品開発や既存商品のブラッシュアップを促進するほか、県内食品製造業者と県内外の食

品卸売業者や食品製造業者等との商品開発段階からのマッチングを促進し、研修会・商品求評

会の開催や商品の共同開発に向けた展示会への出展など「売れる」商品づくりを支援します。

②設備整備等への支援

　農林水産物の利用拡大に取り組む県内食品製造業者の商品開発力の向上や事業規模の拡大等

に必要な設備整備等を支援します。

③商品開発の機運醸成と情報発信

　農林水産物を使用した県内製造の加工食品を対象

としたコンテスト等を開催し、優良商品の顕彰を通

して更なる商品開発の機運醸成を図るとともに、県

内外に向け積極的に情報発信します。

④新たな需要に向けた商品開発等への支援

　インバウンド需要を取り込むため、農林水産物を使用した訪日外国人旅行者向け土産品や、

病院・福祉施設等向けのスマイルケア食（新しい介護食品）、健康の維持・増進効果を表示で

きる機能性表示食品等、今後新たな需要が見込まれる分野における商品開発を支援します。

　（3）6次産業化商品等の販路開拓・拡大

①ターゲットを見据えた戦略的な販路開拓

　流通や食品製造等の専門家を６次産業開拓推進員として配置し、県内食品業界団体や産業支

援機関等と連携しながら、ターゲットごとの戦略や活動方針を設定し、消費者ニーズを的確に

捉えた「売れる」商品づくりや多様な主体間のマッチングによる販路開拓への支援を集中的に

展開していきます。

②商談会等によるビジネスマッチングの促進

　金融機関や隣県等と連携した商談会による県内外の小売業や

卸売業等との取引成立・拡大や、全国的な販売力網を持つ大手

食品卸売業と連携した商談会等による首都圏の小売業等への販

路開拓など、段階に応じた支援を展開していきます。

　併せて、営業や商談において必要となる商品説明力などのレ

ベルアップを図る取組を支援します。
おいしい山形・食材王国みやぎ

ビジネス商談会

やまがたふるさと食品コンクール
入賞商品紹介パンフレット
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③地元での販路の確保・拡大　

　首都圏等での販路開拓の土台となる県内・隣県での成功例を生み出し、積み重ねていくため、

地元の小売店や食品卸売業と連携した商談会やフェアの開催、県内一般消費者の声を活かした

商品提案など、販売企画や商品づくりのためのマッチングを促進します。

　

④国内外への流通の展開

　農業県「山形」の産地イメージと一体となった「山形の食」

のＰＲを強化し、農林水産物等の評価向上・消費拡大を図ると

ともに、国内の主要都市など新たな市場への販路開拓を加速し、

山形ブランドの定着と需要拡大に結びつく戦略的な流通対策を

展開していきます。

　また、海外への販路開拓に向け、輸出先国の嗜好性等を踏ま

えた国別輸出アクションプランを策定し、輸出拡大に向けた取

組を戦略的に支援します。

ハワイでの「つや姫」ＰＲ
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3　地域の6次産業化

※「アグリランド」：この戦略では、地域の農と食に関わる者と地域資源（文化・観光、温泉、伝統料理など）をつなぐことにより、
地域が一体となって、食に関する付加価値を増幅させ、またその魅力を発信し交流人口を増やす“農を核としたエリア拠点”の
ことを表す。

　（1）元気な地域づくりへの支援

①地域課題の抽出と地域ビジョン策定支援

　中山間地域等の住民の地域の将来に対する危機感や、地域振興に対する意欲を踏まえ、県に

よる支援チームを編成し、市町村や関係者と連携しながら、地域課題の抽出や、農や食を活か

した地域づくり計画の策定等を支援します。

②小さな拠点づくりによるスモールビジネスへの支援

　地域づくり計画の実践に向け、廃校などの未利用施設等を活

用した地域内の６次産業化拠点施設の整備や、地域資源を活か

した事業展開への支援により、スモールビジネスの発展を支援

します。

　（2）市町村等を核とした地域内連携の推進

①市町村ネットワークの構築

　市町村を中心に、地域の農林漁業者や食品製造業等、流通小売業、観光業などの連携・協同

につながる６次産業化ネットワークの構築を促進します。

　また、国庫補助事業等を活用し、市町村の６次産業化戦略策定や商品開発、施設整備などを

ソフト・ハード両面から支援します。

②地域の多様な主体による連携の創出・推進

　農林漁業者や食品製造業等、流通小売業、観光業など地域の多様な主体が連携し、異業種相

互の強みやノウハウを融合することで商品開発や新たな販路開拓等による付加価値向上・拡大

につながるよう、交流の場の設定や専門家の派遣、各種補助事業等の活用を通し支援します。

③地域の6次産業化拠点施設の整備

　農林漁業者が農林水産物販売や加工品製造等の６次産業化への取組に挑戦する機会を増やし、

経営発展につなげるため、市町村やＪＡ等による地域の６次産業化拠点施設整備や機械導入等

に対してオーダーメイド型の支援を行います。

廃校を活用した農家レストラン
（最上町たらふく工房）

　６次産業化の個々の取組をつなぎ、地域全体で価値を創出し、増幅さ

せ、循環を図るためには、市町村等を核とした多様な主体が連携・協同

する体制づくりが必要です。

　そのため、多様な主体が交流する機会を創出・推進し、地域内で共同

利用できる産地直売所や農産加工所などの６次産業化拠点施設づくりへ

の支援を行うほか、アグリランド※の創出など地域連携型の６次産業化

を推進します。
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④地域のブランドづくりによる価値の創造

　特色ある農林水産物や加工品、食文化等を活用した地域全体でのブ

ランドづくりを促進するとともに、地理的表示（ＧＩ）保護制度や地

域団体商標制度※を活用し、地域のイメージアップや新たな価値の創

出、輸出促進などにもつながる取組を支援します。

※「地域団体商標制度」：地域ブランドをより適切に保護することにより、競争力の強化と
地域経済の活性化を支援するため、地域の名称と商品の名称等からなる商標（地域名入
商標）について登録を受けることができる制度。

　（3）アグリランドの創出

①アグリランド構想の策定支援

　有識者や支援チームを派遣し、農林水産業や食に関わる関連施設、市町村、６次産業関係者

が連携したアグリランド構想の策定を支援します。

②アグリランドの創出

　アグリランド構想を踏まえ、地域の６次産業化拠点施設や農林漁業者による６次産業化施設

の整備等への補助事業の活用等、計画的かつ集中的な支援を展開しながら、各地域でアグリラ

ンドの創出を支援します。

「アグリランド」イメージ（一例）

農家民宿

レストラン

食品関連

園芸団地
農業生産

農産加工所

産地直売所

温泉・宿泊施設
文化・観光施設

体験・観光農園

地元農林水産物を活用し、
観光客のニーズに対応し
た新たな加工品・サービ
スの開発

地元農林水産物を活用
した伝統料理の提供

オーナー制による
農業体験や自ら収
穫した食材を食す
る交流プログラム

低コスト型園芸ハウス
による通年型園芸農業

産直施設における
地域の特産品の販
売や、文化・観光
施設の紹介・案内
など、地域の魅力
を発信する拠点と
しての機能の強化

ＧＩマーク
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