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日本一のど ぶろ くを
事業主体

所在地

して ～
創業・設立

1 ㈱上代

伯耆町

平成21年5月

2 千代むすび酒造㈱

境港市

慶応元年

3 皆生温泉旅館組合

米子市

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

10

8 どぶろく製造

1次 2次 3次
産業 産業 産業
○

清酒製造

◎

○

○
○

4
１．事業内容・背景など
(1) 平成17年 伯耆町福岡地区の住民と地区出身者などが地域の生活や食文化を
もう一度楽しもうと「源流上代プロジェクト」を立ち上げた。
生活排水の一切入らない源流を使った生活を体感することをコンセプトに、
酒米づくりから酒の仕込みまで手がけて「にごり酒上代」を完成させた。
(2) 平成20年 米子市皆生の温泉旅館の若手経営者がプロジェクトに共感して、
皆生温泉オリジナル酒「皆生温泉 海に降る雪 上代」を企画した。
田植えから稲刈り、酒の仕込みまで若旦那、若女将が自ら体験して完成した
お酒を自らの体験を共に皆生温泉を訪れる観光客に提供した。
(3) 平成21年 酒の製造を任せていた酒蔵の廃業を契機にどぶろく製造をめざした。
伯耆町役場が「どぶろく特区」の申請を行い、総務省より認定を受けた。
一方、地元の有志が中心となり、伯耆町上代地区のまちづくり会社として
株式会社上代を平成21年5月に資本金8百万円で立ち上げた。
どぶろく製造免許取得のために、【農業】役員の田んぼを借りた酒米づくり
【製造】廃業する酒造会社から設備を買い受け、【販売】地元の集会場にて地元に
婦人が運営する「かあちゃんそば」にてどぶろくを提供する仕組みを作りあげた。
(4) 平成22年に初めて製造した「どぶろく」は、720mlで約2800本であったが
5月頃には、多くの注文を残して品切れとなった。また、昨年まで生産していた
清酒「皆生温泉 海に降る雪 上代」は、千代むすび酒造が生産を引き継ぎ、
皆生温泉の各旅館及び鳥取県西部地区の酒屋・観光施設で販売を続けている。

(5) 株式会社上代が「上代」の商標権を取得して、千代むすび酒造にライセンスを与えている。また、加工食品や
お菓子などの新製品開発にも着手している。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 平成20年度資源活用緊急支援対策補助金
(2) 平成22年度鳥取県チャレンジ資金
(3) 平成22年度食のみやこ鳥取県推進事業 とっとりオリジナルメニューづくり支援事業
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Ƃᝤ٥ƃႏဃภඡŴ؏עƷᣒࡃ

ႏဃภඡ ෙƴᨀǔᩌ ɥˊ
䚷䠑䠊ᡂຌ䛾䝫䜲䞁䝖
㻔㻝㻕㻌ᖹᡂ㻝㻣ᖺ䛛䜙⥆䛟䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢ᘬ䛝⥅䛞䚸ᴗ♫䛜❧䛱ୖ䛜䛳䛯䚹
㻔㻞㻕㻌㏻ᖖ䛾㻟⢭⡿䜢㉸䛘䜛㻡⢭⡿䛾ရ㉁ඃᛶ䛻ຍ䛘䚸䛂ᆅᇦ㉳䛣䛧䛰䛡䛷䛿䛶䛺䛔䛃䛸䛔䛖⇕ព䛜䛒䛳䛯䚹
㻔㻟㻕㻌⾜ᨻᶵ㛵ཬ䜃බⓗᣦᑟᶵ㛵䛾✚ᴟⓗ䛺㛵䚸ᆅᇦ䛾㓇㐀♫䜔ⓙ⏕

Ἠ᪑㤋䛺䛹ᆅᇦᴗ䛾༠ຊ䛜䛒䛳䛯䚹

㻔㻠㻕㻌⪆⏫⚟ᒸᆅ༊䛾㨩ຊ䛜䛒䛳䛯䠄Ṕྐ䞉ᩥ䚸⮬↛⎔ቃ䚸⡿Ꮚᕷෆ䛛䜙䛾⨨㛵ಀ䠅䚹
㻔㻡㻕㻌䜅䜛䛥䛸䛾ᬽ䜙䛧䜢ឡ䛩䜛ከ䛟䛾ே䚻䛾ᛮ䛔䛜୍䛴䛻䛺䛳䛯
䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
㻔㻝㻕ᆅᇦ䛾୰ᚰ䛻䛒䜛⚟ᒸศᰯ㊧ᆅ䜢⏝䛧䛯㎰ᐙ䝺䝇䝖䝷䞁䛂ศᰯ㣗ᇽ䛃䛾䜸䞊䝥䞁䜢ᖹᡂ㻞㻟ᖺ䛻ணᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
㻌㻌ᆅᇦάᛶ䛾䝷䞁䝗䝬䞊䜽䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛾㣗䚸ᩥ䚸Ṕྐ䚸⮬↛䛺䛹䜢యឤ䛧䛶䜒䜙䛘䜛タ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹
㻔㻞㻕㻌ⓙ⏕

Ἠ䜔ቃ

䛺䛹䛸䛾㐃ᦠ䜢䛥䜙䛻ᙉ䛧䛶య㦂ᆺほග䝯䝙䝳䞊䛾ᩚഛ䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹ᆅᇦ䛾ே䚻䛜ỌᖺᏲ䜚

㻌㻌⥆䛡䛶䛝䛯⎔ቃ䜢㒔ᕷ⏕ά⪅䜈య㦂䛧䛶䜒䜙䛘䜛⤌䜏స䜚䜢⾜䛖䚹
㻔㻟㻕㻌⌧ᅾ䚸䜎䛱䛵䛟䜚♫䛾㛵ಀ⪅䛜䝪䝷䞁䝔䜱䜰䛻㏆䛔≧ែ䛷㐠Ⴀ䛻䛒䛯䛳䛶䛚䜚䚸䝡䝆䝛䝇䛸䛧䛶䛾⮬❧䛜ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹
䚷䠓䠊୰ᑠᴗデ᩿ኈ䛾どⅬ
㻔㻝㻕㻌Ọᖺ䛻Ώ䜛᭷ᚿ䛾άື䜢ᇶ┙䛸䛧䛯䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛷䛒䜛䚹ᆅᇦఫẸ䛜య䛸䛺䜚䚸⾜ᨻᶵ㛵䚸බⓗᣦᑟᶵ㛵䛜୍య
㻌㻌䛸䛺䛳䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜚ホ౯䛷䛝䜛䚹
㻔㻞㻕㻌䛣䛾䛷䛿䚸ಶู䛾ၟရ䝤䝷䞁䝗䛷䛿䛺䛟䚸ᆅᇦ䝤䝷䞁䝗䛂ୖ௦䛃䜢⫱ᡂ䛧䛶⏘ᴗ䛾᥀䜚㉳䛣䛧䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䛥䜎
㻌㻌䛦䜎䛺ᆅᇦ䛷ၟရ㛤Ⓨ䛻䜘䜛ᆅᇦάᛶ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛜䚸༢ရ䛾ၟရ㛤Ⓨ䛻䛸䛹䜎䜙䛪䚸ᆅᇦ䛾⏘ᴗ
䚷య䜢ᗏୖ䛢䛩䜛䜘䛖䛺䝤䝷䞁䝗㛤Ⓨ䛾ྲྀ䜚⤌䜐䛜ᮃ䜎䜜䜛䚹
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日南町トマ

に よる収益向上とブランド化

事業主体

所在地

創業・設立
平成18年6月

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

12

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

1 日南トマト加工㈱

日南町

2 トマト生産者

日南町

トマトジュース等製造
トマト生産

◎

3 人参生産者

米子市

人参生産

◎

4
１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
日南町では、準高地（標高350～600m）の気象条件と、中国山地の雪解け
水との多くの有機物を含んだ良質な土壌を活かし、昭和62年「桃太郎トマト」
の栽培に取組んだ。山陽・関西方面での認知度はあるものの、生産者の所得
向上には至っておらず、この問題解決と日南トマトのブランド力向上、日南
トマトをより多くの消費者に食してもらいたいという想いから、平成18年6月
（法人化H19.7月）に町内トマト生産者6人により加工品開発に着手した。
(2) 事業参入の苦労と課題解決
当初は、加工品開発を事業としていくためのノウハウと加工施設確保の問題に直面したが、加工施設については町
から閉所した施設を借入れるこができ、また、商品開発・製造ノウハウについては、鳥取県（農業改良普及員と食品開
発研究所等）の支援を受けることができた。
さらに、販路開拓と商品化にあたっては、日南トマトの取引先であった松江市の百貨店のバイヤーからアドバイスを受
けることができ、また、事業の継続・拡大に向けての法人化に当たっては、地元商工会の支援を受け、平成19年7月に
株式会社となった。
現在、ブランド化の確立に向けたブラッシュアップや販路開拓に向けて、商工会産業支援センターの支援や同じ事業展
開を行っている町内外の事業者と連携強化に取り組んでいる。

(3) 事業内容と今後の方向性
事業開始から2年前までは、トマトに拘った加工品開発を行い、「素っぴん完熟トマトジュース」とモーツアルトの音楽を
聴かせて育てた「音楽熟成トマトジュース」、トマトケチャップ、トマトソース、焼肉のたれを商品化し、開発・製造・製造・
販売の一貫体制を確立。地元百貨店、地元スーパーを中心に販売し、多くの固定ファンに支持されている。
しかし、トマト栽培の端境期である冬場に仕事がないという課題対策に向けて、米子市内の人参エコファーマーとのコ
ラボにより、平成20年12月から人参ジュースを販売。 今後、トマト以外の農産物の加工品開発や県内外農業生産者の
要望（規格外農産物処分やブランド化）に応えていきたいと、OEM生産も検討中である。
また、老朽化する加工施設への対策として、町内複数の事業者との共同加工施設建設も検討中である。
２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
ふるさと認証商品パッケージ等改良支援事業（平成18年度・平成21年度活用）
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᪥༡䝖䝬䝖
⏕⏘⪅
᪥༡䝖䝬䝖ຍᕤ䞞
䠄⏕⏘⪅ඹྠฟ㈨䠅

つ᱁እ➼⣡ධ

⡿Ꮚᕷேཧ
⏕⏘⪅

⮬♫䝤䝷䞁䝗

ᆅඖⓒ㈌ᗑ
䠦䠝䜰䝇䝟䝹
ᆅඖ䠯䠩

ᑗ᮶᳨ウ

䕔ከရ✀㎰⏘≀ຍᕤရ㛤Ⓨ
䕔䠫䠡䠩⏕⏘యไᩚഛ

䚷䠑䠊ᡂຌ䛾䝫䜲䞁䝖
㻔㻝㻕㻌┤㠃䛩䜛⎔ቃ䜢༑ศᢕᥱ䛧䛯ୖ䛷䛾ྲྀ⤌䜏䚹
㻔㻞㻕㻌ᆅᇦάᛶ䜈䛾ᛮ䛔䠄ฟ㈨⪅䛜䝖䝬䝖⏕⏘⪅䛷䛒䜚䚸⏕⏘⪅䛾ᡤᚓྥୖ䛸ᚋ⥅⪅ᑐ⟇䜈䛾㈉⊩䠅䚹
㻔㻟㻕㻌ᴗ╔ᡭ䛾๓䞉ᚋ䛻䛚䛡䜛ᨭᶵ㛵䠄㫽ྲྀ┴䚸ၟᕤ䚸ၟᕤ⏘ᴗᨭ䝉䞁䝍䞊䚸⏘ᴗ⯆ᶵᵓ➼䠅䛾᭷ຠά⏝䚹
㻔㻠㻕㻌ฟ᮶䜛䛰䛡⿵ຓ㔠䞉ຓᡂ㔠䛻㢗䜙䛺䛔⤒Ⴀ䠄䛯䛰䚸ᚋ䛿᭷ຠ䛺⟇䛿᳨ウ䠅䚹
䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
㻔㻝㻕㻌⏕⏘䞉౪⤥యไ䛾ᩚഛ
䚷䋻㈤㈚≀௳䠄ᕤሙ䚸タഛ䠅䛾⪁ᮙᑐᛂ䠄௦᭰≀௳䛾☜ಖྵ䜐䠅
䚷䋻ປാຊ䛾☜ಖ䚸ཎᮦᩱ䛾☜ಖ
䚷䋻ᚋ䛾㈨㔠㟂せ䜈䛾ᑐᛂ
㻔㻞㻕㻌㈍᪉ἲ䛾ከゅ
㻔㻟㻕㻌ᚋ⥅⪅ᑐ⟇
䚷䠓䠊୰ᑠᴗデ᩿ኈ䛾どⅬ
㻔㻝㻕㻌㎰ၟᕤ㐃ᦠ䞉㻢ḟ⏘ᴗ䜈䛾ྲྀ⤌䜏䛜ᆅᇦ䛾άᛶ䛻⤖䜃䛔䛶䛔䛟䜿䞊䝇䛜ぢ䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䚹
㻌䛸䛟䛻䚸ᆅᇦ䛾㎰ᴗ⏕⏘⪅䛜ඹྠฟ㈨䛧䛶ᴗᒎ㛤䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛿䚸ᡤᚓྥୖ䛾䜏䛺䜙䛪ᚋ⥅⪅ᑐ⟇䛻䜒䛴䛺䛜䛳䛶
㻌䛔䛟䚹
㻔㻞㻕㻌ᚋ䚸デ᩿ኈ䛾ᙺ䜢㧗䜑䛶䛔䛟䛯䜑䛻䛿䚸ᆅᇦ䛾ၟᕤᅋయ䜔⾜ᨻ䛸䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾᭷ຠά⏝䛜᭷ຠ䛷䛒䜚䚸ᅜ䠄⤒
㻌⏘┬䞉㎰Ỉ┬➼䠅䛾䜏䛺䜙䛪┴䛾⟇䜢⇍▱䛧䛯䝜䜴䝝䜴⩦ᚓ䛜デ᩿ኈ䛻ྍḞ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
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鳥取発「義民・勘右衛門の世直し餃子」発信事業
事業主体

所在地

創業・設立

従業
員数

1 ㈲大平フードシステム

倉吉市

165

2 勘右衛門土手ニラ保存会

八頭町

21

年商
(百万円)

事業内容

1次 2次 3次
産業 産業 産業
○
○

◎
◎

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 連携の経緯
① 元禄から享保にかけて、八東川は十数回もの大洪水となり、田畑を流
した。義民：松田勘右衛門（別名・東村勘右衛門） は藩に願い出、私財を
投げうって堤防工事を完成させた。
② 勘右衛門は、石組みの土手を築き、飢饉に備えてニラを植えさせた。
③ その後、人望を集めた勘右衛門は、元文一揆に担がれるが、事、成就
せず、打ち首にされる。
④ 280年生え続けてきた「勘右衛門土手ニラ」を村おこし、産業興しに活か
したいと保存会が結成される。
⑤ 加工食品分野への進出を模索していた（有）大平フードシステム社長は
勘右衛門と天神川とかかわりのあることも知り、「勘右衛門土手ニラ」保存
会との連携に合意。
(2) 市場ニーズ
① 餃子は、国民的メニ ューの一つである
＊冷凍餃子は、冷凍食品でベスト５に入っている。餃子シュウマイの
チルド(冷蔵)販売高は、2009 年の年間規模で５００億円
② ウィークエンド・ベジタブル（週末野菜）
＊ニラやニンニクはウィークエンド・ベジタブル（週末野菜）の代表で木・金
によく売れる。
③ Ｂ級グルメが、燎原の火のごとく広がっている
＊各地の食材等を活用してＢ級グルメが人気を博し、地域おこしの起爆剤となっている。餃子も宇都宮、浜松、香川など
全国各地で取り組まれ、餃子でまち起こしの動きや食材の差別化など、その動きは全国各地に拡大している。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
平成22年11月 鳥取県農商工連携事業審査会提案
鳥取県農商工連携促進ﾌｧﾝﾄﾞ事業補助金（販路開拓 平成22年度）
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ிѥӫᘓᧉỉឱួ
ᾁᾇ࠰ဃẨዓẬềẨẺẐἝἻẑửẦẲẺẟ
䕔ほග䛸㎰ᴗ䛸䜲䝧䞁䝖䜢⤖䜃
䛴䛡䛯䠒ḟ⏘ᴗ䛻䜘䜛ᆅᇦ
άᛶ
䕔຺ྑ⾨㛛䛾㈨⏘䜢䛂Ᏺ䜛䛃
䛂⫱䛶䜛䛃䛂ά䛛䛩䛃䛸䛔䛖どⅬ䛷䚸
Ṕྐ䛸䝙䝷䜢ఏ䛘䚸䜲䝧䞁䝖䜒
ᐇ䛥䛫䚸ᆅᇦᩥ䛸⏘ᴗάᛶ
䞉 ほග䛵䛟䜚䜢┠ᣦ䛩䚹
䕔㎰ၟᕤ㐃ᦠ➼䚸⏘ᏛᐁẸ䛾
༠ຊ䛻䜘䜛䠒ḟ⏘ᴗ䛵䛟䜚

䕔Ᏺ䜚⥆䛡䛯ཎ✀䛻䜘䜛ᕪู
䕔㑇カ䜢ά䛛䛧䛯≀ㄒ䛷ᕪู
䕔ᆅᇦάᛶ䜢≺䛳䛯ᆅᇦ≉ᛶ䜢ά䛛䛧
䛯㣗ရ䛵䛟䜚䛻䜘䜛ᕪู
䕔ᡂศ䞉〇ἲ䜢ά䛛䛧䛯㣗ရ䛵䛟䜚䛻䜘䜛
ᕪู
䕔㣗䛩䜛㛫䛻ᑐᛂ䛧䛯⏕⏘䞉㓄㏦యไ
䛻䜘䜛ᕪู

䕔ᒚṔ䛾䜟䛛䜛㣗ᮦ䛷䚸Ᏻᚰ䞉Ᏻ䞉ᗣ䜢ồ䜑䜛
㣯Ꮚዲ䛝䛾⏨ᛶ
䕔䝩䞊䝮䝟䞊䝔䜲䜢ᴦ䛧䜐⏨ᛶ䜾䝹䞊䝥
䕔ᙜᗑ䛜ᇵ䛳䛶䛝䛯䠐ேᙉ䛾㢳ᐈ

ᙜᗑ䛷㣗䛩䜛
ᙜᗑ
䝔䜲䜽䜰䜴䝖

ᾗᾟ
Ἴ ἝἷὊỴἽ

ᅵ⏘ရᗑ➼
㏻㈍䜲䝧䞁䝖

䚷䠑䠊ᡂຌ䛾䝫䜲䞁䝖
㻔㻝㻕㻌䝔䞊䝬䜔ㄢ㢟䜢ᣢ䛴ே䛻䛿ฟ䛔䛜䛒䜛䚹ฟ䛔䜢䝏䝱䞁䝇䛻⨨䛝䛘䜛ุ᩿ຊ䛜䛒䜛䚹ᡂຌ䜈䛾䝫䜲䞁䝖䛷㻌䛒䜛䚹
㻔㻞㻕㻌䝕䝣䝺䛾୰䛷ప౯᱁㊰⥺䛜ᐃ╔䛩䜛୰䛷䚸ၟရ䛻ព䜢ᣢ䛯䛫䜛䚸䝅䞊䞁䜔≀ㄒ䚸ᡂศ䜢ῧ䛘䜛䛣䛸䛿ẚ㍑ඃ䛻❧
㻌䛴᮲௳䛸ゝ䛘䜛䚹ᮏ㐃ᦠᴗ䛿䚸䛭䛾ᆺ䛸ゝ䛘䜛䚹

䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
㻔㻝㻕㻌ಖᏑ䛿䚸㎰ᴗ䛸ほග䜢⤖䜃䛡䛯䠒ḟ⏘ᴗ䜢䜘䜚☜䛛䛺䜒䛾䛻䛧䛶ᆅᇦάᛶ䚸㧗㱋㎰ᴗ䚸㫽ྲྀ┴䛾䝙䝷⏘ᆅ䛸䛧䛶
䚷䚷䛾άື䜢᭩䛟ᐇ䛻ᐇ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䚹
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大山

のこ だ わ

事業主体

所在地

と 加工食品の販
創業・設立

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

1 ㈲新興

米子市

ホテル経営、農産品販売

2 前田牧場

伯耆町

黒毛和牛牧場

3 食品製造業２社

米子市

食品製造販売

4 陣構製茶組合

大山町

５ 香取農業協同組合

大山町

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎
◎
◎

茶栽培・茶製造

◎

◎

牧場・乳製品製造・販売

◎

◎

◎

１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
当社は、平成6年からアジェンダブランドとしてホテル経営を行っており、
1号店を米子市富士見町に、米子駅前の2号店は22年9月より女性専用
ホテルとしてオープンさせるなど、「こだわり」の経営を行っている。
平成16年から大山スキー場再建に携わることになり、その過程で地
元農家と親しく接触する機会が増え、農家の衰退を目の当たりにした。
地域の衰退する農畜産業者の所得向上と地域農畜産物のブランド化
を後押しすることを目的に、「こだわりの農畜産物」とそれを素材とした
加工商品を企画・開発・販売する事業を開始した。

(2) 事業参入の苦労と課題解決
安心・安全な地元産品を全国に販売し、地元生産農家や地域を元気にすることを目的に事業を開始したが、農畜産物の
ブランド化・流通化（認知度）までには3～5年かかる。事業推進の上で、契約農家を抱えるということは、その間のリスクを
当社が抱えることになる。また、事業推進に欠かせない優秀な人材確保も課題となっている。
商品開発に当たっては、県の補助金の活用や商工会産業支援センター等の支援を受け課題解決に当たっているが、事
業を継続していくためには、出来るだけ補助事業に頼らない経営体質の確立が必要と考えた事業展開を行っている。

(3) 事業内容と今後の方向性
当社は、事業目的を遂行するために、契約農家の農畜産物を自社が全国に販売すると同時に、こだわり農畜産物を素材
とした加工食品の企画・開発・販売を事業として行っている。企画・開発した加工食品については、香取農協のほか地元食
品製造業と連携して商品化を行っている。
ホテル経営は、全国有数のホテル激戦区である米子市においはキャパに限りがあるので、今後は、こだわり農畜産物を
生産する経営農家を増やしていき、農畜産物と加工食品を自社ホームページや宅配業者と連携して、大都市圏中心に固定
ファンづくりを行っていく方針である。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
県次世代・地域資源産業育成事業（商品開発 H20年度）
３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 県次世代・地域資源産業育成事業助成金（大国主の蘇開発 H20年度）
(2) 地域資源∞全国展開プロジェクト事業商品開発補助金（大山黒毛和牛コロッケ開発 H21年度）
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鳥取

ハト ムギ

事業主体

用した「は
所在地

創業・設立

従業
年商
員数 (百万円)

事業内容

1 農事組合法人やまのうえ

八頭町

平成18年

37

19 米、ハト麦、白ネギ等の栽培

2 ㈱ゼンヤクノー

鳥取市

昭和48年

29

358 健康茶中心食料品製造業

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎
◎

◎

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 事業導入の経緯
「食の安全」が叫ばれ、国産品へのシフトが進む中、国内では転作用
のハト麦の栽培が開始され、生産性技術の向上が進んだ。
従来から、ハト麦は中国では「ヨクイニン」と呼ばれ、漢方薬にも処方さ
れる生薬であり、穀類の中ではタンパク質が多く栄養価の高い穀物で、
中国では滋養強壮で食されている。
このたび、㈱ゼンヤクノーでは設備改良によりハト麦外殻脱皮の生産
技術を確立。前述のとおり、中国では健康食としてお粥を食べる文化があることから、日本でも提案し、高齢化の進展によ
る粥や雑炊の需要など、新たなニーズの掘り起こしが期待できると考え、商品化に踏み切った。
(2) 標的市場
高齢者や健康・美容などへの意識が高い消費者をターゲットとする。高齢化の進展による見込む。
(3) 具体的な事業内容
鳥取県産のハト麦を使い、開発した外皮破砕精白機に加工した精白粒をコメなどとブレンドし、粥としてレトルト食品に加
工して仕上げた「ハト麦粥」を商品化する。
(4) 市場開拓に向けた戦略、事業組織など内部体制
①商品当初は2アイテムとして反応を見て今後広げる。朝粥と夕粥価格上代300円見当、安易な価格競争は避ける。
②販促・事業組織などについては、当社既存ルートを最大限活用するとともに、ドラッグストアーや健康食品取扱小売業な
ど、さらには各種見 本市・展示会・商談会等を通じて積極的に販路拡大する。
③また、社長が理事長兼ねる鳥取県こだわり物産協同組合の販路も活用する。
(5) 事業者の工夫・苦労
①やまのうえ ：より良い品質、単位当たりの収穫量での生産性で価格において米の栽培に勝ること。
②ゼンヤクノー：ハト麦外殻の脱皮技術における設備条件の確立。美味しいハロ麦粥レトルト食品の開発。
２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
22年9月30日付で農商工連携促進法に基づき事業計画が認定された。
３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 鳥取市農商工マッチング事業：食品加工事業育成補助事業（平成22年度）
(2) 鳥取県ものつくり事業化応援補助金（事業化実現支援型）（平成20年度）
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多品

ルーベリーを 使用した 加工品

事業主 体

所在地

の新分

創業・ 従業 年商
設立 員数 (百万円)

出）

事業内容

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

◎

1 ㈱か わばた （奥 大山 ﾌﾞﾙｰ ﾍﾞﾘｰﾌｧｰﾑ）

江府町

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ栽培、観光農園

2 タカ 食品工 業㈱

福岡県

ジャム・マーガリン等製造

◎

3 上野 村加 工センター

群馬県

特産品開発

◎

4 長田 茶店

米子市

茶製造・販売

◎

１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
㈱かわばた(土木建設業)は、公共事業が減少する中、公共工事への依存体質を
脱却し、従業員の雇用を確保するとともに、町内耕作放棄地の解消と活性化への
貢献のため、農業分野進出を決断。第１農場は平成16年6月に特区認定を受け、
第２農場は平成18年4月に特定法人貸付の協定締結を受け、事業を開始。

(2) 事業参入の苦労と課題解決
農地については、当時農地法の規制があったが、国の構造改革特区認定を受け、
農地借入できた。栽培技術については、失敗を繰り返しながら県普及所の指導を
受け、ノウハウを確立。加工品開発に当たっては、商工会の支援と連携先との研究
開発を重ねることにより、商品化・販売に至った。また、摘み取り効率を図るための
工夫を島根大学および鳥取県産業振興機構の支援を受けながら行っている。
今後は、事業投資が研究費・規模拡大など想像以上に膨らんでいるため、収益
基盤整備が課題となっている。

(3) 事業内容と今後の方向性
10ｈａの農地に、ハイブッシュ系を中心に40品種16,000本のブルーベリーを栽培し、
平成20年に観光農園を開園。出荷構成は、観光農園６割、生果２割、加工用原料
２割となっており、販売先としては観光農園来園客のほか、生果物は関西方面の
スーパー、加工品は直販（直販所、直営カフェアペゼ）と地元百貨店などで販売して
いる。加工品は、現在ジャム・ドレッシング（OEM）を加工・販売、またカフェ・アペゼ
にてブルーベリー茶や焼きドーナツなどを販売している。
今後は、日本最大の栽培面積と豊富な品種を活かし、入園者の増加を図るとと
もに、自社の加工施設を設置し、ジャム・ドレッシングのほかオリジナルブランド商品の開発・製造・販売に取り組んでいく
計画である。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 県 チャレンジ プラン支 援事 業（ス プリンクラー等 平成２０年 度）
(2) 県 経営 革新計 画承 認（果 実摘 み取 り省力 化 平成21年）
(3) 県 農商 工連携 促進 ファンド事業 （健 康茶開 発 販路 開拓 平成 22年 度）

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 電 源立 地交付 金（商品開 発・販路開 拓 平成 18年度 ）
(2) 商 工会 全国展 開プロジェ クト補助 金（商 品開 発

平成 19年度 ）

(3) 県 ものづくり 事業化 応援 補助 金（収 穫省 力化 平成 20年 ）
(4) 県 農商 工連携 促進 ファンド事業 補助 金（健 康茶 開発 販路 開拓 平 成22年 度）
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山野

草ブレンド茶の加工

事業主体
1 ㈲シュペール

所在地
鳥取市

創業・設立
平成元年10月

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

10

建設業（管・設備工事）

1次 2次 3次
産業 産業 産業
○

◎

◎

2
3
4
１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
当社は、公共工事、民間工事ともに受注量が大幅に減少する中で、新事業を模索してきた。そうした中、経営者の親戚筋
に生産改良に熱心な農業実務者が存在することに着目し、さらに昨今の健康ニーズの高まりからお茶の加工品開発に取り
組むに至った。
茶葉生産分野（調達・加工）は、責任者となる湯梨浜町の農業経験者との研究により加工品目を確保、幅広い年齢層を
ターゲットに鳥取県産のこだわり茶葉を使用した飲みやすい野草茶に決定した。
野草や薬草を「食」として、日常生活に大衆食品として取り入れ、シルバー・シニア世代を中心とした健康維持活動と病気予
防に便益効果を図ることにより、豊かな生活実現に貢献することを理念に掲げている。
(2) 鳥取県産業技術センターとの共同研究開発
平成20年度より「鳥取県建設業新分野進出補助金」を活用し、市場調査・先進事例視察による研究・試作開発に取り組ん
できた。開発に当たっては、鳥取県産業技術センター食品開発研究所の支援を受け、素材加工や応用技術を研究、現在、
製造方法で同センターと共同で特許を申請中である。
(3) 「野草茶」の量産化へ向けて
二十世紀梨とびわの葉を添加した野草茶の量産と販売を計画し、今年度、試験販売を通じて事業化を行う。原材料の保
存、裁断、圧搾汁、果汁・果肉添加、焙煎および粉砕において工程の効率化と改善を図り、自社栽培を含め、年間および月
間の販売量を達成できる原材料供給システムを構築する予定。
ＪＡ系列の農産物販売所や、㈱鳥取県食を通じて関西地区へ向け産地の特産品として通信販売、また県内観光地や道の
駅での物産として販売を想定。県内ではたくさんの人の目に触れる機会をつくり、商品の特徴を訴えていく。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 「経営革新計画」鳥取県知事承認 Ｈ２１．３．１９
(2) 「製造方法」で鳥取県産業技術センターと特許共同出願中（Ｈ２２．６ 特願２０１０－１２９５７４）

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 鳥取県建設業新分野進出事業補助金（進出検討型事業） H２０年度
(2) 鳥取県建設業新分野進出事業補助金（事業化実現型事業） Ｈ２１年度
(3) 鳥取市食品加工産業育成事業補助金 Ｈ２２年度
(4) 鳥取県建設業新分野進出事業補助金（事業化実現型事業） Ｈ２２年度、追加申請
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ル（連携・支

の図示

から加工・
鳥取県産二十世紀梨とびわの葉を加え、まろやかな香りと潤いを与えてくれる野草茶 『梨香潤』

当社
自社栽培

原料供給

当社栽培地(湯梨浜町)

工
町）

（

協力農家

販売先

販売協力

（県東中部の農家）

ＪＡ系列販売所
県内観光地
道の駅

㈱鳥取県食
（大阪方面の米穀小
売業ほか）

市）

開発支援

仕入先：
自社栽培からスタート、需要量
が見込め次第、県中部および八
頭郡の農家へと拡張する。

県産業技術センター
食品開発研究所

・梨果汁と乾燥果肉残渣を野草茶
に添付することで茶の風味、色合い、
甘みなどの嗜好性要素を強調した
・果肉の全量を使用できることは果
肉に傷があり、生食販売には適さ
ない規格外品の新たな利用法とし
ても期待できる

５．成功のポイント
(1) 機械装置・設備の導入により加工時間短縮と生産性を高め、品質（食味）を安定させること。
(2) 販売計画に伴った原材料の生産と安定した供給体制を構築すること。
(3) 収益性を高めるため、加工コストを抑制すること。
６．今後の課題
農産物、特に食品は、生産者が付加価値をつけて販売しても市場がその価格を受け入れできない競争原理とデフレ経済
下にある。
購入しやすい価格でないとなかなか売れず、市場に埋もれた商品もたくさんあるが、あくまで原材料は地元原産のものに
こだわった上で、自社でも栽培し、利用することで原価コストを下げ、収益性を高めることが課題である。
７．中小企業診断士の視点
野草は、薬事法で効能性を表現しないでお茶として製造と販売が認められている。高齢化社会を向かえ、病気予防など
の健康意識も高く、食の安全・安心の意識も高まっている。
二十世紀梨を野草に添加した二十世紀梨野草茶を、原料由来の成分の効能性で他社にない差別化商品として市場へ訴
求していくことが必要である。
これまでの開発段階では製造は全てが手作業であり、量産化が困難でコストもかかってしまっていた。今後、販売量の
拡大を想定し、設備機械や作業道具等を取り入れた上で、工程の効率化を図ることがポイントである。
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日本唯一の原
事業主 体

進出）
所在地

創業・ 従業 年商
設立 員数 (百万円)

事業内容

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

◎

1 ㈲大柄組（自然薯屋おおえ）

日南町

建設業、自然薯栽培

2 ㈱哲多すずらん食品加工

岡山県新見市

食品加工製造

◎

○

3 ㈲長田製麺所

米子市

製麺

◎

○

4
１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
㈲大柄組(土木建設業)は、公共工事削減の中、公共工事依存体質から
の脱却を図るため、また、「自然薯と言えば日南町」と言われるよう町の活
性化にも貢献したいとの思いから、農業分野（自然薯栽培）に新規進出。
進出に当たっては、①幼少時から親しんできた自然薯が日南町の寒暖
差の大きな気候風土と良質な土壌が生育に適していること、②町内に自
生する自然薯が高値で取引されていることに着目し、平成16年4月、山口
県から技術導入（パイプ栽培）し、休耕田22ａで種芋1,500本の栽培を開
始した。栽培開始時は、社長個人が農地を借入れていたが、平成19年3
月に特定法人貸付の協定を締結し、㈲大柄組が農業部門として事業を展開。
(2) 事業参入の苦労と課題解決
当初は思うような品質を確保出来る自然薯栽培が出来なかったが、県農業改良普及所
の支援を受け技術習得に努めた結果、高品質で市場性の高い自然薯栽培が実現できた。
しかし、歳暮用として地元百貨店等での取扱が実現できたが、新たな収益基盤としては
規模が小さいため、高付加価値型加工品開発に着手。
当初は、すりおろした自然薯を加工品として開発・販売することを試みたが、思うような
開発が出来ないことから、商工会・県の支援や交流のある飲食店等からのアイデアをもらいながら、他の素材との融合
など多様な商品開発や販売チャネルを求めた事業展開に取組むことが出来た。
(3) 事業内容と今後の方向性
自然薯を地元百貨店や自社ホームページなどにより歳暮用を中心に販売すると同時に、各種自然薯の麺（じねん
めん商標登録済：米子市内製麺所にOEM）を国民休暇村などの宿泊施設や飲食店との取引を行っている。
また、地元百貨店にてギフト商品として「自然薯とじねんめん」のセット販売の継続取引、さらに「むかご」を使ったリゾッ
トの商品化（新見市食品加工業者にOEM)などが決まり、今後は自社又は町内業者との共同加工施設の建設も視野に
入れ、自然薯や地元野菜を使った多種多様な加工品開発に取り組んでいく計画である。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 県経営革新計画承認（商品開発 平成19年度）
(2) 県特産品付加価値向上事業（平成17年度）
(3) 県地産地消推進事業（平成17年度 平成18年度）
(4) 県資源活用緊急支援対策事業（平成19年度）

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 建設業新分野進出事業補助金（調査・ＨＰ作成 平成16年度 平成18年度）
(2) 上記(2)補助金（パッケージ 平成17年度）および上記(3)補助金（試食会出店等 平成17年度 平成18年度）
(3) 上記(4)補助金（特産品開発 平成19年度）
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白豚

黒豚」へ ～ドング
ドング

事業者

所在地

創業・設立

用した『トトリココ ロッ ケ』
従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

1 金平牧場

大山町

昭和35年

3人

―

2 ㈱めぐみ

米子市

平成18年12月

3人 27百万円 コロッケ・精肉等の製造

黒豚の飼育

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎
◎

○

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 新商品開発までの経緯
①「豚にドングリを食べさせれば、高級豚肉ができるのでは？」―平成14年、県内
豚肉の品質向上を目指す鳥取県中小家畜試験場が、世界的な最高級食材の
スペイン産「イベリコ豚」がドングリを飼料としている点にヒントを得て、㈱めぐみ
の濱田社長が当時所属していた自然保護団体と連携し、飼料のドングリを地元
で収集し、黒豚の試験飼育を開始。
②一方、この黒豚の試験飼育業務を受託した金平牧場の代表・金平文雄氏は、
県畜産共進会「肉畜の部」でグランドチャンピオン受賞の養豚スペシャリスト。
しかし、これまで白豚、牛などを養育してきたが、近年は海外からの低価格品
の輸入、飼料の高騰、食品品質検査の厳格化など、経営環境は年々激化し、
経営の変革を迫られていた。
③粉末ドングリを餌に混ぜて黒豚に与えたところ、不飽和脂肪酸(オレイン酸)や
ビタミンＥ等を多く含み、しかも肉の風味を損なうリノール酸が減少した豚肉の
生産に成功。
④平成18年12月、試験飼育を経て、「トトリコ豚」の出荷・販売開始。合同会社めぐみ設立。ちなみに、「トトリコ豚」とは、
「トトリ(韓国語)＝どんぐり」と「リコ(スペイン語)＝美味しい」を合わせた造語で、平成20年12月商標登録。
⑤平成19年、農林水産省「食料産業クラスター事業」に採択。管理栄養士と連携・協力し、加工食品のコロッケ、豚まん
等を販売。同年10月、米子市内に直営店舗「夢添加工房めぐみ」オープン。
⑥平成21年8月、㈱めぐみに組織変更。金平牧場の「トトリコ豚(黒豚)」は、年間84頭にまで生産拡大。

(2) 事業者(一次産業)のメリット
①トトリコ豚(黒豚)は、「性格がデリケートで、飼育に時間と手間が大変」(金平氏)だが、金平牧場では「変革のチャンス」
と果敢に挑戦。一頭ずつ給餌をきめ細かく制限・管理する独自工夫の「制限給餌手法」により、現在の飼育数は約
100頭に拡大。
②出荷も従来の全農100％から、全農50％、㈱めぐみ33％、県外食品会社17％と拡大かつ多様化。金平牧場は、現在、
山陰地区では唯一の黒豚飼育業者で、1頭あたりの引取単価は従来の白豚の2～3倍。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 平成19年度農林水産省「食料産業クラスター事業」採択
(2) 平成20年12月 「トトリコ豚」商標登録
(3) 平成21年度鳥取県「次世代・地域資源産業育成事業」採択

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 上記(1)の支援により、黒豚飼育、新商品開発など
(2) 上記(3)の補助金により、販路開拓など
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た「さくらたま ごマヨネーズ
事業主体

所在地

1 ㈲小川養鶏場

大山町

2 泉の里くん製工房

三朝町

創業・設立
昭和37年4月

従業
員数

鶏スモー

年商

事業内容

(百万円)

13人

160 鶏卵生産、関連加工品製造

売
1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

肉類燻製

◎

○

◎

○

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 事業参入の経緯・ねらい
㈲小川養鶏場は、純国産鶏「後藤さくら」の鶏卵「さくらたまご」を主に県内で販売し、
多数の消費者から支持を得ている。そのような中、「さくらたまご」のブランドイメージ
を高め、より多くの県内外の消費者に認知して頂くために加工品開発に着手。
また、純国産鶏である後藤さくらの良質な肉も消費者に食して頂こうと商品開発に
着手し、現在完成商品を県内を中心に販売しているところである。
(2) 事業参入の苦労と課題解決
「さくらたまごのマヨネーズ」の商品化に当たり、試行錯誤する中で、商工会産業
支援センターと専門家の支援を得ることが出来、自社オリジナルブランド商品が完成。また、
親鶏のスモークの商品化に当たっては、県主催の商談会で三朝町の泉の里くん製工房と
出会い、商工会産業支援センターの支援を受け、農商工連携により商品化に成功した。
事業を進めていく中で、支援施策の活用は効果的であり、商品開発・販路開拓を中心
に補助金・助成金を活用し課題解決を図った。

(3) 事業内容と今後の方向性
「さくらたまごdeマヨネーズ」と「親鶏スモーク」をＪＡの直売所や道の駅、地元スーパー等で販売。元々多くの消費者の
支持を得ていた「さくらたまご」を素材とした「さくらたまごdeマヨネーズ」は順調に売上を確保している状況である。
今後、販路の拡大と「さくらたまご」「親鶏の肉」を使った商品開発を進め、多様な商品構成により、より多くの県内外の
消費者に食して頂き、「認知されたブランド」確立を図っていくために、直売所併設の自社加工施設の設置を行
う予定である。現在、平成23年4月からのオープンを目指して準備中である。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 県農商工連携促進ファンド事業（燻製商品開発 平成21年度）
(2) 県経営革新計画承認（さくらたまごブランド価値向上と商品開発 平成21年度）
(3) 県飼料米拡大事業（平成21年度）
(4) 農水省農業主導型6次産業化整備事業（加工施設整備 平成22年度）

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 県農商工連携促進ファンド事業助成金（燻製商品開発 平成21年度）
(2) 県経営革新支援補助金（販路開拓 平成22年度）
(3) 県飼料米拡大事業補助金（平成22年度）
(4) 農水省農業主導型6次産業化整備事業補助金（加工施設整備 平成22年度）
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屋上に小さ
事業主体
1 ㈱フジタ

をつく ろう！夢
所在地

岩美町

創業・設立

ジェクト
従業
員数

平成4年

年商
(百万円)

8

50 植物卸

事業内容

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

◎

◎

2
3
4
１．事業内容・背景など

(1) 事業の背景
1974年の工場立地法施行により、工場設置時に一定の緑地が必要とさ
れたが、同法は04年に緩和され、屋上緑化、壁面緑化も「緑地」として認
められるようになり、屋上緑化への関心が高まった。
また、地球温暖化対策として、ＣＯ２ 削減効果のある緑化事業は、環境
対策面からも注目された。

(2) 事業内容
緑化用の従来商品としては芝生があるが、価格や施工費用面に問題
があった。一方、当社が開発した常緑キリンソウは、寒冷地や夏の高温、
少雨にも耐える植物として品種登録されたもので、同種の中では唯一生き残る植物として認知され、施工が多かったセダ
ムに取って代る製品として期待されている。
(3) 本製品の優位性
これまで、どの緑化植物にしても雑草問題が大きな課題であった。そこで、本製品は防草シートにくるんで座布団型とし、
ファスナーをあけ常緑キリンソウを植え込む方法により、敷地面に置くだけで緑化が完了するという独自の手法を開発した
（このファスナー付きの座布団方式は特許申請中）。
この独自工法による効果としては、以下の点が挙げられる。
①四季を通じて緑化が保たれる、
②維持管理がしやすい（注：防草シートは透水性で天然雨水で賄え、芝生のように夏場の潅水は必要ない。また、狭隘地
のような管理にしにくい場所に適しており、風による土の飛散はなく、大雨での土砂の流出もない）、
③潅水管理設備等が不要のため、トータルコストが安い、
④雑草が生えない（注：緑化事業の最大の敵は雑草である。雑草が緑化用植物を駆逐するのをいかに防止するかが、従
来の最大テーマであった。本製品の防草シートを使った独自工法の大きな目的は、これらの雑草を遮断することにあり、こ
のシートは透水性で植物の育成効果と合わせ、両方の課題が解決できたことになる）

(4) ターゲット市場
工場立地法による対象企業、公共の建設物、都市部などにおける高層建築物。
２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

(1) 21年度鳥取県地域資源産業育成事業採択（21年1月）
(2) 21年度鳥取県発明工夫展・発明協会長 奨励賞

３．補助金・助成金・ファンド等の活用

上述事業ファンド交付金承認
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12

医農
～レ

事業主体

～
所在地

1 さとに医食同源

鳥取市里仁

2 中嶋米穀㈱
3 米澤農園

創業・設立

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

5

医療給食、配食、宅配

鳥取市千代水

9

精米、ＬＧＣソフト米調達

鳥取市里仁

1

低タンパク米「春陽」生産

平成19年

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

◎
◎

4
１．事業内容・背景など
(1) 経緯
さとに田園クリニックの医師・太田匡彦氏は、「化学的治療法
だけでは、腎臓疾患患者の健康維持は難しい。腎臓疾患者の
ＱＯＬ（人生や生活の品質）向上のためにも安心して、楽しく、
美味しくいただける食事の提供を考えていきたい」との考えか
ら、父と計画し、さとに医食同源(個人経営)を創業。
平成21年、医師と管理栄養士との連携により、腎臓病・糖尿
病メタボ対策に効果のある低タンパク米を導入。それを地域で
支え、地域活性化につなげようと、集落で農業を営む米澤氏、
精米販売を営む中嶋米穀㈱に働きかけ、取り組みが決定。
平成22年秋、25アールに低タンパク米「春陽」を収穫。検査
分析を経て、さとに田園クリニックが開発したレシピをもとに、
弁当を試作。

(2) 優位性
①個に対応した医療給食、弁当、低タンパク米の提供
②医・農・商・地・連携による医療給食・弁当の提供
③腎臓疾患者等へ食事指導の機会と場の提供
④データ付き個々に合った食事の提供
⑤カロリー・栄養素等を心配しないで、家族とともに食事を楽しく美味しくいただく食事の提供
⑥購入者に即したレシピ付きの「低タンパク米」をリーズナブルな価格で提供
(3) 医療機関、行政研究機関との連携、役割分担
①さとに田園クリニック…食事による患者の病状を分析、疾患者に合わせたレシピの開発提供
②中嶋米穀…低タンパク米情報、低タンパク米分析機関へ分析依頼、「春陽」と「ＬＧＣソフト」をブレンド精米
③鳥取県農林総合研究所…低タンパク米「春陽」の栽培技術の支援

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
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ュ！
、ストレス社会の

う『リ ワー

所在地

創業・設立

従業
員数

(百万円)

1 農家、果樹園など

鳥取市郊外

―

―

―

2 ㈱ＬＡＳＳＩＣ

鳥取市

事業者

平成18年12月

年商

サー ビス

事業内容
農業、果樹園経営

～

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

27人 180百万円 ＩＴソリューション

◎

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 新サービス開発までの経緯
① 「副社長、これって新しいビジネスとして成り立つ
かもしれませんね」―農村研修生の一言が、新事
業スタートのキッカケになった。
② ㈱ＬＡＳＳＩＣは、鳥取出身のＩＴ経営者が東京勤務
から地元にＵターンし、起業したベンチャー企業で
ある。
③ 現代のストレス社会においては、うつ病など「心の
病」で休職・離職する労働者は、年間20万人を超え
る。このうち、ＩＴ業界は1万6千人で、その業務性格
上、全産業平均に比べ約5倍の発生率と言われて
いる。
④ 当社の西尾副社長(36歳)は、かつて「心の病」に悩む都会のＩＴ社員を鳥取の農村へ一定期間招き、リフレッシュした
うえで元の職場に復職させた成功体験から、当初はそうした傾向が見られる自社スタッフ数名に農業体験研修をさせた
ところ、やはり予想以上の改善効果が見られた。
⑤ 当社では、新事業開発にあたり、受け入れ農家との交渉、研修内容(ＩＴ業務と非ＩＴ業務のバランス、期間など）の検討、
専門医療機関との提携、有資格者によるスーパーバイザー（業務管理と日常生活指導を担う専任スタッフ）の認定、効
果測定プログラムの開発(特許出願中)などに取り組む一方、行政機関、大学等との連携を図り、平成22年4月には知事
公邸にて鳥取県、県教育委員会、鳥取市、鳥取環境大学、 当社の5者による連携協定に調印した。
⑥現在、東京の大手ＩＴ企業数社から研修契約を受託、平成22年10月には単月黒字化を達成した。

(2) 事業者(一次産業)のメリット
①農村研修においては、作物栽培のほか、耕作放棄地の草刈り、堆肥散布などを行う。若い人手が少ない集落におい
ては、労働力確保につながる。また、収穫した作物の一部は、研修期間中の食事用として買い上げ、全員で調理する。
②研修生は、もともとは高学歴で真面目なタイプがほとんど。地元大学でのＩＴ講座講師のほか、集落でのパソコン教室
開催など、豊かな自然環境の中で地元住民とのコミュニケーションを図っている。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 平成21年12月 鳥取県「経営革新計画」承認
(2) 平成22年2月 「リワーク支援システム」特許出願

３．補助金・助成金・ファンド等の資金活用
上記(1)の補助金により、新サービス開発、営業活動など
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14

強

活 か して

事業主体

所在地

拡大 ～ガ ス業界のソリューション ビ ジネス ～
創業・設立

従業
員数

年商
(百万円)

1次 2次 3次
産業 産業 産業
○

1 ㈱ヘイセイ

琴浦町

2 赤碕町漁協

琴浦町

○

3 ＪＡ鳥取中央

倉吉市

○

昭和37年4月

25

事業内容

200 建設業、食品販売

4 全国のガス会社

○

○

１．事業内容・背景など
(1) 経緯
① ㈱ヘイセイは、琴浦町の中堅建設業者として営業しており、関連
会社にガス会社、運送会社などを保有する。代表者の種子晋司氏
（48歳）は、公共工事の減少に備え、異業種参入に取り組んだ。
② 当初、石を加工した健康器具の販売を手がけたが、リピートが無
い商品である上に、商品が重く、営業し難いため取扱いを断念した。
③ その経験を活かし、リピートがあり、軽い商材で、しかも地元の食
材にもこだわり、赤碕漁港で取れる飛び魚（あご）入りのだしを独自
に開発、「あごいり鰹ふりだし」を製造・販売するに至った。
④ 現在は、赤碕漁港で水揚げされた「あご」を漁協の加工場で一次
加工し、専門業者に一部工程を外部委託後、自社工場で製品化している。

(2) 標的市場
① 開発した製品のメインの販売先は、全国のガス会社である。ガス会社の業界は、オール電化の流れに押され、厳し
い状況が続いている。打開策を模索しているガス会社の販売ツールとして、この商品を提案している。
② 「電気調理器よりも、ガスコンロの方が良いだしが出る」「リピートのある商品であり、希薄になりがちな営業担当者
とお客様のコミュニケーションが取れる」などのメリットをアピールして、販売量を伸ばしている。
③ また、全国で開催されるガス会社の展示会に無料で出かけて、その会社の販売員に代わり販売を行う活動を年間
数百回行っており、現在全国300社以上のガス会社との取引を実現している。さらに、地元での知名度を上げるため
にＣＭなど販売促進にも力を入れており、スーパーなど一般の販売網も整備されている。

(3) 新たな商品開発
① 地元商品にこだわった商品開発として、琴浦町特産のブロッコリーを使ったブイヨンを新発売した。
② このほか、地元の給食で有名となった「スタミナ納豆ふりかけ」や「あご入り鰹ふりかけ」など、関連商品のラインア
ップを揃え、充実化を図っている。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 平成22年度 次世代地域資源活用プログラム
(2) 平成22年度 緊急雇用対策
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脱却へ ～紅ズワイ ガニ 水
～
事業者

所在地

量全国N

創業・設立

従業
員数

(百万円)

―

―

1 漁業者、ＪＦ鳥取

境港市

―

2 ㈲前田水産

米子市

昭和35年創業

におこわ』・『カニ オイル』の

年商

事業内容
カニ漁獲

3人 80百万円 カニ加工食品製造・販売

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎
◎

3
4
１．事業内容・背景など
(1) 新商品開発までの経緯
① 「何とか、下請けから脱却したい」―前田社長（39歳）には、熱い思いがあった。㈲前田水産は、創業以来、地元水産
業者の下請けとして、主に紅ズワイガニの一次加工(脱甲ボイル加工)事業を続けてきたが、厳しい環境下、経営状況は
次第に悪化。
② もともと紅ズワイガニは、山陰沖など能登半島以西
の日本海側に主に生息・分布するが、鳥取・境港は
水揚げ量全国No.１を誇る。しかし、平成14～15年頃
から漁獲量は次第に減少、それに伴う漁獲規制、ロ
シアなど安価な海外産の輸入など、水産業者を取り
巻く環境は年々激化。
③ 亡父の後を継いだ前田社長は、何とか新事業分野
への進出を考え、地元の温泉旅館など新規販路開拓
に注力する一方、ＪＦ鳥取などと連携し、新商品開発
に着手。
④ 平成21年、蟹の甲羅の器に、むき身をふんだんに盛りつけた新製品「かにおこわ」が完成。同製品は、「鳥取らしさ」が
関係各方面から大いに評価され、平成22年度「食のみやこ鳥取県 最優秀賞」を受賞。現在、県内外の各種イベントの
ほか、Yahoo!など大手ショッピングサイト等にて、全国に向けて販売展開している。
⑤ さらに、当社では鳥取県産業技術センター・食品加工研究所の支援を受け、平成20年度より蟹のエキスを使っ た蟹オ
イル調味料（商品名：「グランキオイル」）、オイルにカニ身の具を入れた「食べる蟹ラー油」などを次々と商品開発、高級
レストラン、飲食店向けに業務用として販売している。
(2) 事業者（一次産業）のメリット
① 紅ズワイガニは、1籠（約30kg）あたり3,500～8,000円と、漁獲年によってかなり価格変動が激しい。この主な原因は、
天候など自然条件のほか、大都市向け販売における大手水産卸業者との力関係による部分がかなり大きく、せっかく
境港で水揚げされたカニが地元の温泉旅館や飲食店にはほとんど供給されないという奇妙な現象が、半ば恒常化し
ている。
② 漁業者（ＪＦ含む）にとって、顔馴染みの地元水産業者との取引は、地産地消、相対取引による利幅確保、商品 の共
同開発・販売における地域活性化、全国に向けた産地ＰＲ活動など、多くの連携メリットがある。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) かにおこわ：平成22年度「食のみやこ鳥取県 最優秀賞」受賞
(2) 平成22年9月 鳥取県「経営革新計画」承認

３．補助金・助成金・ファンド等の資金活用
上記(2)の補助金により、新商品開発、販路開拓など
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㻔㻞㻕㻌ⱝ䛔⤒Ⴀ⪅䛸ᆅඖỈ⏘㛵ಀ⪅䛻䜘䜛ᆅ㐨䛺㐃ᦠ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䚷䐟㻌⌧ᅾ䚸䠦䠢㫽ྲྀ䛜ົᒁ䛸䛺䜚䚸⯪㻔⁺ᴗ⪅㻕䚸Ⲵཷᴗ⪅㻔䠦䠢ྵ䜐㻕䚸௰㈙ᴗ⪅䚸ᆅඖỈ⏘ᴗ⪅䛺䛹䛜ᐃᮇⓗ䛻㞟䜎䜚䚸
䚷䚷άᛶ⟇䛺䛹ᵝ䚻䛺ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䜢䜟䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䐠㻌Ỉ⏘ᴗ⏺䛿䚸㎰ᴗ䛺䛹䛻ẚ䜉ᑓᴗ⪅䛜ከ䛟䚸䛣䛖䛧䛯ᐖ㛵ಀ⪅㛫䛾㐃ᦠ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛜㐜䜜䛶䛔䜛䛸ゝ䜟䜜䜛䛜䚸
䚷䚷ᮏ䛿ᆅඖ㛵ಀ⪅䛾ᆅ㐨䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛾୰䛛䜙䛂㐃ᦠ䛾䝠䞁䝖䛃䛜⏕䜎䜜䛯䜿䞊䝇䛷䛒䜛䚹
䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
㻔㻝㻕㻌⁺ᴗ⪅䠄䠦䠢ྵ䜐䠅
䚷䐟㻌⯪䜢୰ᚰ䛻ಖᏲⓗ䛺య㉁䛜౫↛䛸䛧䛶ṧ䛳䛶䛚䜚䚸⎔ቃኚ䛻ᶵືⓗ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛⤒Ⴀឤぬ䛜ᚲせ䚹
䚷䐠㻌௰㈙ᴗ⪅䚸Ỉ⏘ᴗ⪅䛺䛹䚸ᐖ┦䛩䜛㛵ಀ⪅䛸ᩛᑐ䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸ヰ䛧ྜ䛖ᶵ䜢ከ䛟ᣢ䛴䛣䛸䛜䛂㐃ᦠ䛃䛾䛝䛳
䚷䚷䛛䛡䛻Ⓨᒎ䛩䜛䜿䞊䝇䜒䛒䜚䚸䠦䠢䛺䛹䛾䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖ຊ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
㻔㻞㻕㻌ၟᕤᴗ⪅
䚷䚷ᑠつᶍᴗ⪅䛜ከ䛟䚸㈍㊰㛤ᣅ䝜䜴䝝䜴䚸┴እᡭᴗ⪅➼䛸䛾䝡䝆䝛䝇΅ຊ䚸බⓗᨭไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾⌮ゎ㻌ຊ䛺
䚷䛹䛿䚸౫↛䛸䛧䛶ᙅ䛔䚹ᮏ䛾䜘䛖䛻䚸ⱝ䛟䚸䝡䝆䝛䝇ឤぬ䛻ඃ䜜䛯⤒Ⴀ⪅䛿ᑡᩘὴ䚹
䚷䠓䠊୰ᑠᴗデ᩿ኈ䛾どⅬ
㻔㻝㻕㻌㫽ྲྀ┴䛷䛿䚸䛂㎰ၟᕤ㐃ᦠ䛃䛻ẚ䜉䚸䛂Ỉ䠄⁺䠅ၟᕤ㐃ᦠ䛃䛾ᡂຌ䛜ᑡ䛺䛔䚹䛭䛾ཎᅉ䛾୍䛴䛻䚸㛵ಀ⪅㛫䛾䝁䝭䝳
䚷䝙䜿䞊䝅䝵䞁㊊䛜ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹デ᩿ኈ䛸䛧䛶䛾ᨭ䛚䜘䜃ᆅᇦ㈉⊩ศ㔝䛿ᖜᗈ䛔䚹
㻔㻞㻕㻌ቃ
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地元

材を全国へ届ける ～ながいもかまぼこ、あごカ ツ～

事業主体

所在地

創業・設立

従業
員数

年商
(百万円)

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

1 ㈲あぶい蒲鉾

琴浦町

2 ＪＡ鳥取中央

倉吉市

農業協同組合

○

3 赤碕町漁協

琴浦町

漁業協同組合

○

4 NPO法人琴浦グルメストリート

〃

明治23年2月

9

事業内容

100 かまぼこ製造

平成22年8月

共同販売促進事業

○

○

１．事業内容・背景など
(1) 経緯
① 鳥取県琴浦町は、古くから港町として栄え、そこで水揚げされる魚を使ったかまぼこの生産が盛んであり、多くのかま
ぼこ製造業者がある。
② ㈲あぶい蒲鉾は、同町八橋地区に店舗を構え、明治時代から創業する老舗の一つである。専務を務める油井弘行氏
（50歳）は、地域の食材を活かした商品開発に以前から取り組んでいた。
③ 昭和60年 鳥取県産のながいもをかまぼこの芯にした「ながいもかまぼこ」の開発に取り組む。ＪＡ鳥取中央の協力を
得て、琴浦町商工会や鳥取県産業振興機構など公的支援機関との連携により、「ながいもかまぼこ」の商品化に至った。
この商品は、地域の特産品を組み合わせたもので、土産物としてロングセラーを誇っている。
④ 一方、琴浦町にある赤碕漁港は、飛び魚の水揚げでは日本有数の港である。
地元では、「あご」という飛び魚を使ったあごカツの商品化に取り組んできた。
しかし、平成23年3月には琴浦町の幹線道路である国道9号線のバイパスとして
高規格道路が開通する予定となっており、国道9号線沿線で営業する小売店や
飲食店にとっては交通量減少による大きな打撃が予想されることから、連携して
特産品を開発することで、打開策を探る動きとなった。

(2) 新商品開発
① 当社が取り組んだのは、赤碕漁港で取れた「あご」のすり身を100%使ったあご
カツの開発であった。今までの商品は、見た目やコスト面を考慮し、他の地域か
ら仕入れた材料を使った商品が多かったが、今回は地元産の材料による商品
開発にこだわった。
② さらに、この「あごカツ」を使った「あごカツカレー」を地元のレストラン数店舗で販売したところ、Ｂ級グルメとして人気を
博し、地域活性化の起爆剤となっている。
③ また、地元関係者が「まちづくりNPO法人琴浦グルメストリートプロジェクト」を立ち上げ、国道９号線琴浦地域の特産品
や味覚など情報発信にも取り組んでいる。
２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
平成22年度食のみやこ鳥取県推進事業 とっとりオリジナルメニューづくり支援事業
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䚷䠑䠊ᡂຌ䛾䝫䜲䞁䝖
㻔㻝㻕㻌ᆅඖ䛾㣗ᮦ䛻䛣䛰䜟䛳䛯ၟရ㛤Ⓨ䜢⾜䛳䛯䛣䛸䚹
㻔㻞㻕㻌ᆅඖ䛾≉⏘ရ䜢ほගᐈ䛜㉎ධ䛧䜔䛩䛔䜘䛖䛺ᙧ䛷ᥦ౪䛷䛝䛯䛣䛸䚹
㻔㻟㻕㻌ᆅᇦ䛾ᴗ䛜㐃ᦠ䛧䛶ၟရ㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛣䛸䚹
㻔㻠㻕㻌⾜ᨻᶵ㛵ཬ䜃බⓗᣦᑟᶵ㛵䛾✚ᴟⓗ䛺㛵䛜䛒䛳䛯䛣䛸䚹
䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
㻔㻝㻕㻌⌧ᅾ䚸䠦䠝㫽ྲྀ୰ኸ䛜᪂䛯䛺≉⏘ရ䛸䛧䛶䜚ฟ䛧䛶䛔䜛䛂䛽䜀䜚䛳䛣䛃䜢䛳䛯ၟရ㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䚹䛂䛺䛜䛔䜒
䚷䛛䜎䜌䛣䛃䛿ேẼၟရ䛸䛧䛶ᐃ╔䛧䛶䛔䜛䛜䚸㢮ఝၟရ䛻䜘䜛➇த䛜⃭䛧䛶䛚䜚䚸᪂〇ရ㛤Ⓨ䛜ᛴົ䛷䛒䜛䚹
㻔㻞㻕㻌㧗つ᱁㐨㊰䛾㛤㏻䛻䜘䜚䚸ᙜᗑ䛜ᗑ⯒䜢ᵓ䛘䜛ᅜ㐨䠕ྕ⥺䛾㏻㔞䛾ῶᑡ䛜ண䛥䜜䜛䚹ᆅඖ㣗ᮦ䛻䛣䛰䜟䛳䛯ၟရ
㻌㻌㛤Ⓨ䜢⥆䛡䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸⎔ቃ䛾ኚ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛣䛸䛜ㄢ㢟䛷䛒䜛䚹
䚷䠓䠊୰ᑠᴗデ᩿ኈ䛾どⅬ
㻔㻝㻕㻌ぢ䛯┠䜔䝁䝇䝖㠃䜢Ẽ䛻䛩䜛䛒䜎䜚䚸䛹䛣䛻䛷䜒䛒䜛䜘䛖䛺ၟရ䛜ᕷሙ䛻ฟᅇ䛳䛶䛔䜛䛾䛜⌧≧䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸ᾘ㈝⪅
䚷䛾ᮃ䜐ၟရ䛸䛿䚸స䜚ᡭ䛾ᛮ䛔䛜ឤ䛨䜙䜜䜛䚸≉Ⰽ䛾䛒䜛ၟရ䛷䛒䜛䚹
㻔㻞㻕㻌ᙜ♫䛜㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛰䛂䛺䛜䛔䜒䛛䜎䜌䛣䛃䛸䛂䛒䛤䜹䝒䛃䛿䚸䛔䛪䜜䜒䛻䛿䛺䛔㣗ᮦ䜢⊂⮬䛾〇ἲ䛻䜘䜚〇ရ䛧
䚷䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸⌧௦䛾ᾘ㈝⪅䛜ồ䜑䜛ၟရ䛸䛺䛳䛯䚹ᘬ䛝⥆䛝䚸ᆅඖ㣗ᮦ䛻䛣䛰䜟䛳䛯ၟရ㛤Ⓨ䜢⥆䛡䜛䛸䛸䜒䛻䚸䜒䛾
䚷䛵䛟䜚䛾䝁䞁䝉䝥䝖䜢ά䛛䛧䛯䝁䞊䝫䝺䞊䝖䝤䝷䞁䝗㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹
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鳥取県の地

事業主体

した本格
所在地

創業・設立

従業
員数

年商

事業内容

(百万円)

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

1 ㈱シャルビー

鳥取市

2 ㈲カンダ技工

米子市

○

3 甲陽ケミカル㈱

境港市

○

4 ㈱白山命水

倉吉市

平成17年12月

11

品のブランド開発

化粧品の企画・製造・販売

△

◎

○

１．事業内容・背景など
(1) 経緯
① ㈱シャルビーは、20年余りの化粧品代理店での経験とノウハウを活かし、平成18年に化粧品メーカーへ移行。自社ブラン
ド『シャルビー』の開発・販売を手がけ、自社サロン３店と卸先サロン十数社を中心に、ケア販売を主体とした事業を展開して
きた。
② 販売代理店時代から、商品構成の見直し（絞り込み）や在庫負担の解消、新たな販売チャネルの開拓が直面の課題であ
り、新商品による新市場開拓が求められていた。こうした環境下、新商品・オールインワン美容保湿クリーム『りとっとのたか
らもの ほほうるる』を企画・開発・販売に至った。
(2) 商品の特性、販売状況など
① この商品は、甲陽ケミカル㈱（境港市）のＮ-アセチルグルコサミン、㈲カンダ技工（米子市）のフィッシュコラーゲン、天然
還元水の㈱白水命水（倉吉市）の鳥取県産の天然成分を配合した、これひとつで５つの役割（化粧水・乳液・美容液・クリー
ム・化粧下地）をする、オールインワンのジェルクリームである。
なお、Ｎ-アセチルグルコサミンは、鳥取大学農学部と、実証検証では同大医学部と連携し、製品化した。
② 製品化後、鳥取県及び関係機関の支援のもと、セールスレップの専門家を紹介いただき、関西方面への流通チャネルを
確立しつつ、自社サロンほか県内施設において、発売以来販売個数を伸ばしている。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など
(1) 「経営革新計画」鳥取県知事承認（平成21年1月8日）
(2) 「成分効果」で鳥取大学と特許共同出願中

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
(1) 鳥取県産業振興機構「20年度次世代・地域資源産業育成事業」採択 平成21年2月 （⇒研究開発・試作）
(2) 平成22年度鳥取県提案型企業へのステップアップ支援補助金 平成21年4月
(3) 平成22年度鳥取県美容・健康食品創出支援事業補助金 平成22年10月
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（⇒商品改良・市場調査）
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䚷䠑䠊ᡂຌ䛾䝫䜲䞁䝖
䚷䐟䛩䜉䛶㫽ྲྀ┴⏘䛾ኳ↛ᡂศ䛷䛒䜚䚸Ꮫ➼䛷䛾◊✲ᡂᯝ䛻䛡䜙䜜䛯ᡂศ䜢㓄ྜ䛧䛯䛣䛸䚹
䚷䐠⨾ᐜຠᯝ䛾㧗䛔䝁䝷䞊䝀䞁䚸䜾䝹䝁䝃䝭䞁䛺䛹ὀ┠ᗘ䛾㧗䛔ᡂศ䛷䛒䜛䛣䛸䚹
䚷䐡⏘ᆅ䛜᫂☜䛻䜟䛛䜚䚸〇ရ䛻⏘ᆅ䝇䝖䞊䝸䞊䜢㎸䜑䜙䜜䛯䛣䛸䚹
䚷䐢㫽ྲྀᏛ䜢䛿䛨䜑䚸㫽ྲྀ┴䚸⏘ᴗ⯆ᶵᵓ䚸㫽ྲྀၟᕤ㆟ᡤ䛺䛹䚸ከ᪉㠃䛛䜙䛾ᨭ䜢ཷ䛡䜙䜜䛯䛣䛸䚹
䚷䠒䠊ᚋ䛾ㄢ㢟
䚷䐟ၟရ䛾Ⰻ䛥䛜༑ศ㢳ᐈ䜈ఏ䜟䜚䛻䛟䛔䛣䛸䛛䜙䚸ᐇ㝿䛻ヨ䛧䛶䜒䜙䛳䛶Ⰻ䛥䜢⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛖ᕤኵ䛜ᚲせ䛺䛣䛸䚹
䚷䐠ၟရ䛸䛧䛶䛿㻝㻜㻜䡃䚸㻟㻘㻥㻤㻜䛷䛿㧗䛟䚸㻡㻜䡃䛾䝖䝷䜲䜰䝹䝃䜲䝈䜢䛴䛟䜛䠄䝃䝻䞁⏝䛸ᕷ㈍⏝䛾䠎✀㢮䜢⏝ព䠅䛣䛸䚹
䚷䐡༢ရ䛷䛿ᕷሙ㛤ᣅຊ㊊䛷䛒䜚䚸ၟရ䝷䜲䞁䜰䝑䝥䜢ᣑ䛧䚸䠯䠯䠫䠧䠄ဨไ≉⣙ᗑ䠅䜈䛾ᐃ␒ཧᡓ䛺䛹┴እ㈍䜢
䚷䚷ᣑ䛩䜛䛣䛸䚹
䚷䐢ᚋ䚸䝅䝸䞊䝈䛻క䛖㫽ྲྀᏛ䛸䛾᪂䛯䛺ඹྠ◊✲㛤Ⓨ䛾䛯䜑䛾㈨㔠䜢ㄪ㐩䛩䜛䛣䛸䚹
䚷䠓䠊୰ᑠᴗデ᩿ኈ䛾どⅬ
㻔㻝㻕㻌㫽ྲྀ┴䛾ᆅᇦ㈨※䛻䛿䚸㎰⏘≀䚸ᾏ⏘≀䚸ほග㈨※䚸ྡỈ䛸䚸䛹䜜䜢䛸䛳䛶䜒⨾ᐜ䞉ᗣ䛻㧗䛔ຠᯝ䛜䛒䜛䜒䛾䛜ከ䛟䚸
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18

独自

～漁

事業主体
1 赤碕町漁業協同組合

所在地
琴浦町

創業・設立

ブランド化を目指す～
従業
員数
13

昭和24年8月

年商
(百万円)

事業内容

500 漁業協同組合

1次 2次 3次
産業 産業 産業
◎

○

○

2
3
4
１．事業内容・背景など
(1) 経緯
① 鳥取県内においては、漁協協同組合の統廃合が進んでいるが、
その中にあって、赤碕町漁業協同組合は独立して運営を行う、数少
ない漁協の一つである。
② また、全国有数の水揚げ高を誇る「あご」（飛び魚）や品質の良い
ウニなど、独特な海産物の水揚げのある港である。
③ 平成6年、国道9号線赤碕地内に道の駅「ポート赤碕」がオープン
し、核テナントとして鮮魚の直売センターを開設した。同センターは、
赤碕漁港からほど近い立地であり、新鮮な魚が安く買えるイメージ
があり、県外の観光客、9号線を通行する県内顧客、近隣町村の住
民などでにぎわいを見せている。
(2) 高付加価値化へ向けた取り組み
① 赤碕町漁協では、赤碕港で水揚げされた魚を売るだけでなく、付加価値を付けて販売するために、平成7年に水産物
加工所を新設し、周辺市町村（琴浦町、大山町、大栄町、倉吉市など）の学校給食の食材加工を手がけた。
当初は、海産物のみの加工を行っていたが、現在は学校からの要望に応じる形で、農産物を組み合わせた食材の加工
も手がけるようになっている。なお、各町村の学校給食に対応できる配送の仕組みも整備している。
② また、近年は、水産物加工品の販売にも力を入れている。水産物加工所で製造した天ぷらや蒲鉾などを道の駅の直売
所で販売したり、地域イベントなどに積極的に参加して販売している。
③ さらに、鮮魚販売においては、大阪のイオンの店舗と提携し、市場が休みの土曜日に赤碕漁港で取れた鮮魚を直送す
る取り組みを行っている。
④ 今後は、赤碕漁港産の海産物のさらなる高付加価値化に向けて、ブランドの開発に取り組む計画である。赤碕漁港は、
県内の他の漁港に比べ珍しい魚種の水揚げがあり、個性的なブランド開発が期待される。
⑤ なお、平成23年3月に山陰道中山－東伯間が開通すると、道の駅の前面道路(国道9号線)の交通量減少が予想される。
同漁協では、交通網の整備をビジネスチャンスと捉え、さらなる情報発信を目指しており、琴浦パーキングエリアへの出店
を予定している。

２．公的事業採択・経営革新計画承認・表彰など

３．補助金・助成金・ファンド等の活用
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第３章 調査結果のまとめ
１．６次産業化および農商工連携のスタイルと課題
（１）主たる企業のコア事業と農商工連携の関連性
今回、調査を実施した１８件の事例において、主たる企業のコア事業を１次産業（農畜産・水産業）
、２次
産業（製造業）
、３次産業（商業）及び建設業農業参入に分類し、各々がどのような連携スタイルによりビジ
ネス展開を模索しているかを検証した。

① ６次産業化への取り組み
１）１次産業から６次産業化の取り組み
１次産業をコア事業とする連携が６次産業化を目指すケースが多い。日南町のトマト生産者が加工会社を設
立して加工製品の製造・販売まで手掛けるケース（事例 No.2）や養鶏場がこだわりのある卵を使ったマヨネ
ーズや親鶏の薫製などをつくるケース（事例 No.10）などがある。
これらは、原料生産者が消費者に向かって川下である加工製品の製造・販売まで手掛けるものであるが、素
材を知り尽くした生産者ならではのこだわりと生産から販売までの一貫した取り組み（ものがたり）を消費者
ヘアピールできることもあり、堅実な取り組みとなっているケースが多い。
●図表 3-1 主たる企業のコア事業と農商工連携の関連性
母体事業

主たる企業

６次

中心企業が取り組む事業
取り組んでいる農商工連携の形態
３次＋２次
２次＋１次
３次

２次

１次＋３次

のコア事業

②日南トマト
１次 農畜産
水産業

③ニラ保存会

⑩小川養鶏場
⑱赤碕漁港

①上代 どぶろく

⑤ゼンヤクノー ハトムギ
⑨めぐみ トトリコ豚

２次 製造業
⑮前田水産 カニおこわ
⑯あぶい蒲鉾 あごカツ
⑪フジタ 屋上緑地 ⑫さとに 低タンパク米

④新興 大山山麓品

⑭ヘイセイ あごだし
３次 販売業
商業

⑰シャルビー 化粧品

⑥かわばた
建設 建設業

⑬LASSIC 農村研修

⑧大柄組 自然薯

ブルーベリー

異業種参入 ⑦シュぺール
野草ブレンド茶
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① 成
比較的

ープの特徴としては、既存事業の営業基盤が整
基
基盤が整
っており、コア事業に近い分野で

の取り組みが多い。また、取り組みを始めてから試行
試行錯
試行
行錯誤
錯誤を繰り返し、永年かけてビジネスモデルをブラッシ
ュアップしているケースも多く、農商工連携の難しさがうかがえる。
●図表 3-2 主たる企業のコア事業とビジネスモデルの成熟度
ビジネスモデルの成熟度

主たる企業
のコア事業

Ⅰステージ

Ⅱステージ

Ⅲステージ

Ⅳステージ

Ⅴステージ

③ニラ保存会 H22

成熟
熟度が高いグループ

②日南トマト H18

１次 農畜産

⑩小川養鶏場 H21

水産業

⑱赤碕漁港 H6
⑮前田水産 カニおこわ H22
⑨めぐみ トト
トトリコ豚 H19

⑯あぶい蒲鉾 あごカツ H22

２次 製造業
⑤ゼンヤクノー
ー ハトムギ H22
①上
上代 どぶろく H17
⑪フジタ 屋上緑地 H21

④新
新興 大山山麓品 H20

ブランド化に取り
り組むグ
むグループ

⑫さとに
に 低タンパク米 H22
３次

商業

⑬LASSIC 農村研修
修 H21

⑭ヘイセイ あごだし H20

⑰シャルビー 化粧品 H18
⑦シュペール

野草ブ
ブレンド茶
茶 H21

建設 建設業
⑧大柄組 自然
然薯 H16
異業種参入
⑥かわばた
＜ビジネスモデルの成熟度＞

②

Ⅲステージ

販路確保段階

ブル
ルーベリー H16

Ⅰステージ

製品開発段階

Ⅳステージ

販路拡大段階

Ⅱステージ

販路模索段階

Ｖステージ

ビジネス化段階（新たな展開）

プ

販売力を持つ企業が主となるケースでは、製造などをアウトソーシングするケースがある。大山山麓を切り
口にした製品開発を行う㈲新興は、販売に特化
特 して製造に関しては連携企業からのＯＥＭで対応
特化
対 し、自社が経
対応
営するホテルやＷ
や ＥＢなどでの販売を行っている（事例 No.4）
やＷ
。
どぶろくの製造を自社で手掛ける上代は、皆生温泉
温 との連携で生まれた清酒の製造権
温泉
造 を地元酒造会
造権
造 社にライ
造会
センス供与し、ロイヤリティを受け取るビジネスモデルを構築している事例 No.1）
。

（３）６次産業化および農商工連携スタイルによる３つの流れ
６次産業化および農
び 商工連携
び農
連 を、そのスタイルによって分類
連携
分 すると、大きく３つの流れがある。
分類
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●図表 3-3 ６次産業化および農商工連携に取り組んだ目的（件数割合）
農商工連携事業に取り組んだ目的 （件数割合）
0 .0 %

1 0 .0 %

2 0 .0 %

3 0 .0 %

地域産品を活用した地域の活性化

2 5 .0 %

建設業からの転入

2 5 .0 %

農林水産業（ １次産業） から加工品
開発（ ２次産業） へ進出

4 0 .0 %

2 0 .0 %

健康・高齢化・ｽﾄﾚｽ社会に必要な医
療・ 環境関連事業進出

1 5 .0 %

事業の拡大（ 新商品開発、下請け脱
却、販売代理店から製造ﾒｰｶへ）

1 0 .0 %

農商工支援関連機関（ JA、商工会）
から勧められた

5 .0 %

（２）事業成功のポイント
事業に取り組んでいる関係企業等が、成功するためのポイントとして挙げている項目を見ると、最も多かっ
たのは、当然ながら行政施策の活用で、全体の 36.3％となっている。具体的には、
①支援機関を有効に活用できたこと（県試験場、県農林総合研究所、食品加工研究所、商工会議所、商工会、
商工会産業支援センター、産業振興機構等、ＪＡ、鳥取大学、鳥取環境大学など）
、
②農林・商工施策の補助金・助成金・ファンド活用が出来たこと（経営革新、ふるさと認証商品、ものづく
り事業化、農商工連携、構造改革特区認定、新事業展開塾、食料産業クラスター、地域資源産業育成など）
などが挙げられる。
●図表 3-3 事業成功のポイント（件数割合）
事業成功のポイント （件数割合）
0.0%

10 .0% 2 0.0 % 3 0.0% 40.0% 50.0%

施策の活用 (支援機関、試験場、食品
研究所、補助金）

36.3%

商品の特徴 （地元農水産物の素材の
良さ、健康・高齢者むけ商品、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化）

28.6%

地域の協力 （ 地域活性化への思い、地
域の企業や専門家、関係者の協力）

17 .6%

経営方針 （事業者の能力、明確な事業
方針・目標、経営者自らが率先垂範）

13.2%

販路開拓 （独自の販路と販売ﾉｳﾊｳを
確立、社長の圧倒的な 営業活動）

4.4%
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また、２番目に多かったのは、特徴ある商品が開発できたことで 28.6％、これは、
①地元農水産物の素材の良さを活用した商品を開発したこと(源流水とどぶろく、良質な土壌とトマト、黒
ラッキョウ、野草茶、こだわりの土作りで自然薯生産、美容効果高い天然成分、カニおこわ、など)
②健康・美容などへの意識が高い消費者や高齢者をターゲットにした商品（はとむぎ茶、野草茶、トトリコ
黒豚、など）
、
③商品の優位性・ブランド化に成功したこと（ニラ産地物語、黒豚ブランドなど、他地域の事業者にまね
されない商品、ブランドまで育てる忍耐力、家庭で手軽に調理可能な製品、など）
が挙げられる。
３番目に多かったのは、地域の協力が得られたことで 17.6％、これは、
①地域の企業や専門家、関係者の協力を生かした取組みができたこと（加工施設は町から借用、製造ノウハ
ウは農業改良普及員、販路開拓は取引先百貨店、酒造会社や皆生温泉の旅館、産官学連携、ＪＡ、ＪＦ、
ＮＰＯと連携した商品開発、など）
、
②地域活性化への思いを共有（グループ栽培、若い経営者と地元水産関係者による地道な連携の取り組み、
農業者の共同出資会社、ふるさとを愛し、生産者の所得向上と後継者対策への貢献、など）
が挙げられる。

（３）今後の課題
事業者が今後取り組むべき課題として挙げている項目を見ると、最も多かったのは、事業経営（ビジネスと
しての体制確立）で 38.1％、これは、
①組織・生産体制の確立や事業計画の作成、資金調達、マーケティング調査、自社商品アピール方法、
ＪＡと一体となった経営計画、
②人材の雇用・育成、技術向上（後継者対策、事業拡大に伴う従業員の確保など）
③収益基盤の整備（お米並の採算性、新しい生産技術導入、加工ｺｽﾄ低減）
など、ビジネスとしての基盤整備が不十分な事業が多いことが挙げられる。
●図表 3-4 事業の今後の課題（件数割合）
事業の今後の課題 （件数割合）
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

事業経営 （経営体制の確立、人材の雇用・
育成、事業計画の作成、加工ｺｽﾄ低減）

38.1%

販売・流通 （販売戦略、販路の多角化・安定
化、ﾀｰｹﾞｯﾄ顧客、観光との連携）

27.0%

生産・供給 （原材料の安定供給、自社で栽
培、機械・設備の導入、品質・生産性向上）
地域協力 （地域関係者のﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟ・ｺｰﾃﾞｲ
ﾈｰﾄ力、地域全体のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化）
商品開発 （新製品開発､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品化、健
康食品として 付加価値アップ）
ﾉｳﾊｳの蓄積 （健康・医療関連の商品やﾋﾞｼﾞ
ﾈｽについて のデータ蓄積ﾉｳﾊｳの構築）
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40.0%

20.6%

6.3%

4.8%

3.2%

50.0%

また、２番目に多か
かった課題は、販売・流通方
方法、販路開
開拓で 27.0％、これは、
①販売
売戦略とプロモ
モーション（タ
ターゲット顧客
客、認知度向上
上、包装ﾃﾞｻﾞｲﾝ、県外大手
手業者等とのビ
ビジネス交
渉支
支援、全国のｶﾞﾞｽ販売会社へ
へ、試供品で実
実感させる、商
商品ﾗｲﾝ拡大）
、
②販売
売方法の多角化
化・安定化（通
通販部門の立ち
ち上げ、ホームページ、宅
宅配、新しい販
販路開拓、道の
の駅、鳥取
の食
食を関東・関西
西へ）
③農業
業と観光の連携
携（皆生温泉、境港水木ﾛｰﾄﾄﾞ、地域活性
性化、観光農園
園、高齢農業、ニラ産地の歴
歴史）
など販売
売戦略や販路開
開拓の課題が挙
挙げられている
る。
に、３番目に多
多かった課題は
は、生産・供給
給体制の整備
備で 20.6％、こ
これは、
さらに
①原材
材料の安定供給
給（自社栽培、契約栽培の実
実施）
②生産
産・供給体制の
の整備（委託加
加工から直営加
加工へ、工場・設備の老朽
朽化対策、労働
働力の確保、資
資金、機械
装置
置・設備の導入
入による品質・生産性の向上
上、
などであ
ある。

３．地域
域への波及
及効果づくり
り
鳥取県
県の基幹産業は
は農林水産業で
であり、この農
農林水産業の衰
衰退が地域経
経済を低迷させ
せ、大都市部と
との格差を
拡大させ
せている。この
のため、農林水
水産業の活性化
化が地域経済
済の活性化に大
大きな影響を及
及ぼすと考えられ、
「６
次産業化
化」および「農
農商工連携」の
の促進が国や県
県の重要施策
策となっている
る。
また、人口増加によ
よる世界的な食
食糧不足、安心
心・安全志向に
による国内農
農産物への期待
待、健康志向に
による農産
物への関
関心増加、低い
い食糧自給率に
に対する危機感
感に加え、企業
業参入による耕作放棄地の
の再生利用など
ど、ますま
す農業へ
への関心が高ま
まっている。
農林水
水産業全体の付
付加価値は、わが国経済全体
わ
体のわずか１％に過ぎない
いが、食品製造
造業や食品卸・
・小売業、
飲食業等
等の関連産業を
を加え農商工連
連携関連業種全
全体でみた場
場合、わが国経
経済全体の約 10％に相当す
すると言わ
れているように、地域
域の農林水産業
業と食関連業種
種が連携し新たな商品・サ
サービスを生み
み出し、大きな
な付加価値
を生むことは雇用の創
創出など、地域
域社会への波及
及効果に繋が
がることが期待
待される。
●図表
表 3-5 鳥取県
県の農業分野参
参入件数 （単位：件）

（１）鳥
鳥取県にお
おける農業参
参入
ここ近
近年、鳥取県に
においては、企
企業の農業分野
野
参入が活
活発化（平成 20
2 年度 33 社）している。業
業
種別にみ
みると建設業（22％）
、食品製
製造業（12.1％
％）
、
卸小売業
業（12.1％）と
と多岐にわたっ
っており、事業
業
拡大のみ
みならず、地域
域雇用において
ても地域への貢
貢
献が大い
いに期待できる
るものとなって
てきている。
また、出荷形態を見
見ると、加工品
品開発・販売な
な
ど高付加
加価値型の事業
業展開を行っ
っている事業者
者
の割合が
が多く、６次産
産業化のみなら
らず食品関連製
製

（資料
料）鳥取県のホー
ームページ。
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㐀ᴗ➼ࡢ␗ᴗ✀㐃ᦠ㸦㎰ၟᕤ㐃ᦠ㸧ࡶ✚ᴟⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀఛ࠼ࡿࠋ

ەᅗ⾲  㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ᴗศ㔝ࡢฟⲴᙧែ 










㸦㈨ᩱ㸧㫽ྲྀ┴ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠋ



㸦㸰㸧ᆅᇦࡢἼཬຠᯝࡢᮇᚅ

ᮏㄪᰝ㸯㸶ࢆࡣࡌࡵࠊ㫽ྲྀ┴ෆ࠾࠸࡚ࡶࠊᵝࠎ࡞ᴗ✀࣭⤌⧊ᙧែ࡛ࡢ㸴ḟ⏘ᴗࡸ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡼࡿ
ᴗᒎ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ࠺ࡀ࠼ࠊࡇࡢࡇࡣࠊ
ࠕ㸴ḟ⏘ᴗࠖࡸࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠖࡣࠊࡢᴗ✀ࡢᴗ⪅
࡛ࡶྲྀ⤌ࡴࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡼࡿᆅᇦࡢἼཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅᇦࡢ㈨※ࢆࡗ࡚ࠊ㣗ရࡢࡳ࡞ࡽࡎ㣗ရ௨እࡢࡶࡢࡶᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ࡛ࡁࠊ㣗ရᴗ⪅ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ㹇㹒ࡸほග⏘ᴗ࡞ࡢྲྀ⤌ࡳࡶྍ⬟࡛ࠊ
ᵝࠎ࡞␗ᴗ✀ࡢ㐃ᦠࡣࠊ
ࡑࡢἼཬຠᯝࡶࡁ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


ᅇࡢ㸯㸶௳ࡢࡔࡅ࡛ࡶࠊࡢ㸲㸳௨ୖࡢᴗ⪅ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡞ࡾࠊࡑࡢᐇែࡣከᒱ࣭ከᵝ
ரࡿ␗ᴗ✀ࡢ㐃ᦠࡼࡾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࡀศࡿࠋࡉࡽࡣࠊ㸴ḟ⏘ᴗࡼࡿ㎰ᅬࡸ┤ᡤࡢほග
ᐈࡢධࡾ㎸ࡳࡼࡿᆅᇦάᛶࡢ㈉⊩ࠊ┴እᴗ⪅ࡢᗈᇦⓗ㐃ᦠ࡞ࠊከࡃࡢἼཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ


㸦㸱㸧㎰Ỉ⏘ᴗ⪅ࡼࡿ୍ḟຍᕤᴗࡢ㐍ฟ

ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ௨እࠊᚋᆅᇦάᛶ㸦≉㎰ᴗ㸧ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋ࡚ࠊ㎰Ỉ⏘ᴗ⪅ࡼࡿつ᱁እ㎰
⏘≀ࡢ᭷ຠά⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ୍ḟຍᕤᴗࡢ㐍ฟࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋつ᱁እ㎰⏘≀ࢆࣃ࢘ࢲ࣮ࡸ࣮࣌ࢫࢺຍᕤࡍࡿ
ࡇࡼࡾࠊࡑࡢ⏝㏵ࡣከᒱࢃࡓࡾࠊ㈍㊰ࡋ࡚ࡢ㣧㣗ᗑࠊࢫ࣮ࢶᗑࠊ〇ࣃ࣭ࣥ〇㯝ᴗ⪅࡞㐃ᦠࡋࡓ
ᒎ㛤㸦㎰ၟᕤ㐃ᦠ㸧ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍ḟຍᕤᴗࢆ⾜࠺ሙྜࠊ༢⊂ࡢࡳ࡞ࡽࡎᇦෆ㎰ᴗ⏕⏘⪅ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࠺
ࡇࡀࡼࡾᆅᇦ㎰ᴗࡢάᛶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺ࠊࡢᴗ✀どⅬࢆ⨨࠸࡚㐃ᦠయࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡼࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢἼཬຠᯝࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ㸴ḟ⏘ᴗࡸ㎰ၟᕤ㐃ᦠ➼ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊᆅᇦ㞠⏝ࠊ᪂ࡓ࡞ᴗฟࠊⱝᡭᚋ⥅
⪅ᑐ⟇ࠊᆅᇦேཱྀࡢ⥔ᣢ࣭ቑࡘ࡞ࡀࡾࠊᆅᇦࡢάᛶࡗ࡚࠸ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㛵ಀᶵ㛵
ࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ㐃ᦠࡼࡿᴗ⪅ᨭࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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㸲㸬ᡂ㛗ẁ㝵ᑐᛂࡋࡓㄢ㢟

㸦㸯㸧ၟရࡢࣛࣇࢧࢡࣝ
     
ே㛫ᑑࡀ࠶ࡿࡢྠᵝࠊ୍⯡ၟရࡶᑟධᮇࠊᡂ㛗ᮇࠊᡂ⇍ᮇࠊ⾶㏥ᮇゝࢃࢀࡿࣛࣇࢧࢡࣝ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᡂ㛗ᮇࡣࠊࡑࡢ౯್ࡸຠ⏝ࡀ㢳ᐈㄆ▱ࡉࢀ࡚ࡃࡿẁ㝵࡛ࠊࡲࡔ➇ྜᴗࡸၟရࡀᑡ࡞ࡃࠊ
➇த௨ୖᕷሙᣑຠᯝࡀ࠶ࡿ࠸ࢃࢀࠊ
ၟရࡀᕷሙᾐ㏱ࡋࠊ
㢳ᐈᒙࡀቑຍࡍࡿࡢྠ᪂つཧධࡀቑ࠼ࠊ
⃭ࡋ࠸➇த࡞ࡿࠋ౯᱁ࡣపୗࡋጞࡵࡿࡀࠊୖ㧗ࡢቑຍ࡛┈ࡀฟࡿࠋ
ࡲࡓࠊᡂ⇍ᮇࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺࡍࡿ㢳ᐈၟရࡀ⾜ࡁΏࡾࠊ㈙࠸᭰࠼㟂せࢆ≺ࡗ࡚౯᱁㠃ࡸ㈍ಁ࡛ࡢ➇தࡀ⃭
ࡋࡃ࡞ࡾࠊ┈⋡ࡀపୗࡍࡿࠋࡇࡢᮇࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࡣࠊ᪂ࡋ࠸⏝㏵ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡾࠊ᪂ᕷሙࡢ㛤ᣅࡸၟရࡢࣜ
ࢽ࣮ࣗࣝࡀᚲせ࡞ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ⾶㏥ᮇࡣࠊᕷሙࡀ࡞㣬≧ែ࡞ࡾࡔࢇࡔࢇ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࠊ⾶㏥ࡋࡓᚋࡲࡓ
ୖ᪼ࡍࡿ࠸࠺ࡇࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠋ


㸦㸰㸧ၟရࣛࣇࢧࢡࣝࡢኚ

㏆ᖺࠊᾘ㈝ᵓ㐀ࡀኚࡋ࡚ࡁࡓ࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊၟရࣛࣇࢧࢡࣝࡀ▷⦰ࡍࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
 㐣ཤࢀ࡚࠸ࡓࡀ⌧ᅾࡣࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓၟရ㸦ࣄࢵࢺၟရ㸧ࡘ࠸࡚ࣄࢵࢺᮇ㛫ࢆࡳࡿࠊ ᖺ௦ࠊ
 ᖺ௦㏆࡞ࡿࡘࢀ࡚▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ەᅗ⾲  ၟရࡢࣛࣇࢧࢡࣝࡢ▷⦰
















ࡲࡓࠊᖺ௦ࡈࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࢆࡳࡿࠊ
ࠕ㢳ᐈᚿྥࡢኚࠊࣛࣇࢫࢱࣝࡢኚ➼ࡼࡾࢽ࣮ࢬࡑ
ࡢࡶࡢࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖ
ࠕྠ✀ࡢၟရ࡛ࠊࡼࡾప౯᱁ရࡀ⌧ࢀࡓࠖ௦᭰ရࡀ⌧ࢀࡓࠖ࠸࠺⌮⏤ࡀ㒊ศࢆ༨ࡵ
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ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣࠕྠ✀ࡢၟရ࡛ప౯᱁ࡀ⌧ࢀࡓࠖࡢྜࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ

ەᅗ⾲  ࣄࢵࢺၟရࡀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཎᅉ










㸦㸰㸧ࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪẖࡢㄢ㢟ᑐᛂ



ᅇࡢㄪᰝ࠾ࡅࡿ㸴ḟ⏘ᴗࡸ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡢၟရ㛤Ⓨࡉࢀࡓၟရࡶୖ㏙ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋၟရࡼࡗ࡚ࡣࡁ
ࢃࡵ࡚▷࠸ࢧࢡ࡛ࣝ⾶㏥ᮇࢆ㏄࠼ࡿࡶࡢࡸᡂ⇍ᮇࢆ㛗ࡃ㐣ࡈࡍࣟࣥࢢࢭ࣮ࣛ➼ࡶ࠶ࡿࠋ
ᚋࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡣࠊ㛤Ⓨࡉࢀࡓၟရࡀࡇࡢࣛࣇࢧࢡࣝࡢࡢẁ㝵࠶ࡿࡢࡢㄆ㆑ࢆࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗࡣࠊ
ձᑟධᮇ࡛ࡣࠊࢩ࢚ᣑᑗ᮶ࡢ➇ྜᑐ⟇ࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃࡇࠋ⤯ᑐⓗ࡞ඃᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢὶ㏻ࢳ
ࣕࢿࣝࡢᵓ⠏ࡸࠊᾘ㈝⪅ࡗ࡚ࡢⅬ࣭≉ᚩࡀ༠ㄪ࡛ࡁࡿࡼ࠺㈍ಁࡢᩚഛࡸၟရᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡃࡇ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ղᡂ㛗ᮇ࡛ࡣࠊ⏕⏘ຠ⋡࣭㈍ຠ⋡ࡢྥୖࢆᅗࡾࠊ⤒Ⴀ㈨※ࡢຠ⋡ࢆᅗࡿࠋ㏻ᖖᡂ㛗ᮇࡢ౯᱁➇தᑐࡋ
࡚ࡣ㠀౯᱁➇த࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊၟရࡢ౯್ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ճᡂ⇍ᮇ࡛ࡣࠊୖ㧗ࢆቑࡸࡍࡓࡵ♫ࣈࣛࣥࢻࡢᕷሙࢩ࢚ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࣥࢻ㛫ࡢᢏ⾡ⓗ
࡞ᕪࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ᕪูࡀᚲせ࡞ࡿࠋ㈍ಁ࡛ࡣ࣓࣮ࢪᗈ࿌ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋ
մ⾶㏥ᮇ࡛ࡣࠊࣈࣛࣥࢻࡢࣔࢹࣝࢳ࢙ࣥࢪࢆ⾜࠺ࠊ᧔㏥ࡍࡁࡀពᛮỴᐃࡉࢀࡿࡇ࡞ࡿࠋࣛࣇ
ࢧࢡࣝࡢᘏ⟇ࡋ࡚ࡣ⏝㔞ࠊ⏝㢖ᗘࡢࢵࣉࠊ᪂⏝㏵ࡢ㛤ⓎࠊၟရࡢᨵⰋࠊ᪂ᕷሙࡢ㛤ᣅࡀ࠶
ࡆࡽࢀࡿࠋ
 
 ᅇࡢ㸯㸶࡛⤂ࡉࢀࡓၟရࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶୖ㏙ࡢࢀࡢࢫࢸ࣮ࢪ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶ୍⯡ⓗࡣ
ࣛࣇࢧࢡ࡛ࣝࡣ▷ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࣅࢪࢿࢫࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡘࡼ࠺ࡍࡿࡣྛẁ㝵࠾࠸࡚ࡢㄢ㢟ࢆඞ
᭹ࡍࡿࡇࡀ⫢せ࠸࠼ࡿࠋ
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㸳㸬⿵ຓ㔠࣭ᨭไᗘࡢຠᯝ

㸦㸯㸧බⓗᨭไᗘࡢ⏝≧ἣ

 ᅜⓗࡣࠊཝࡋ࠸⤒῭⎔ቃୗ࡛ࡶ⿵ຓ㔠➼බⓗᨭࢆά⏝ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿᴗࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ᭱㏆
࡛ࡣ㫽ྲྀ┴ෆ࠾࠸࡚ࡶࠊᨭ⟇࣭⿵ຓ㔠➼ࢆ᭷ຠά⏝ࡋࠊᴗࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿ୰ᑠᴗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ୗグࠊ㸯㸶ࡢබⓗᴗ᥇ᢥ࣭ᢎㄆࠊ⿵ຓ㔠➼ࡢά⏝≧ἣࢆࡲࡵ࡚ࡳࡓࠋ

ەᅗ⾲  ㄪᰝࡀ⏝ࡋࡓྛ✀ᨭ⟇࣭⿵ຓ㔠➼
ᡤ⟶

ᨭ⟇ྡ㸦⿵ຓ㔠➼㸧

⏝ᴗᩘ

ᅜ

㎰ၟᕤ➼㐃ᦠಁ㐍ἲࡼࡿࠕ㎰ၟᕤ➼㐃ᦠᴗィ⏬ࠖㄆᐃ

㸯

ᅜ

㎰ᯘỈ⏘┬ࠕ㣗ᩱ⏘ᴗࢡࣛࢫࢱ࣮ᒎ㛤ᴗࠖ᥇ᢥ

㸯

ᅜ

㎰ᯘỈ⏘┬㎰ᴗᑟᆺ㸴ḟ⏘ᴗᩚഛᴗ⿵ຓ㔠

㸯

ᅜ

ᆅᇦ㈨※҄ᅜᒎ㛤ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᴗၟရ㛤Ⓨ⿵ຓ㔠

㸰

㫽ྲྀ┴

୰ᑠᴗ᪂ᴗάືಁ㐍ἲࡼࡿࠕ⤒Ⴀ㠉᪂ィ⏬ࠖᢎㄆ

㸶

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ࢳࣕࣞࣥࢪࣉࣛࣥᨭᴗㄆᐃ

㸯

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴⤒Ⴀ㠉᪂ᨭ⿵ຓ㔠

㸲

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ḟୡ௦࣭ᆅᇦ㈨※⏘ᴗ⫱ᡂᴗ⿵ຓ㔠

㸴

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴㎰ၟᕤ㐃ᦠಁ㐍ࣇࣥࢻᴗ⿵ຓ㔠

㸴

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ࡶࡢ࡙ࡃࡾᴗᛂ⿵ຓ㔠

㸱

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ᘓタᴗ᪂ศ㔝㐍ฟᴗ⿵ຓ㔠

㸰

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴≉⏘ရຍ౯್ྥୖᴗ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ࡩࡿࡉㄆドၟရࣃࢵࢣ࣮ࢪ➼ᨵⰋᨭᴗ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ᥦᆺᴗࡢࢫࢸࢵࣉࢵࣉᨭ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀ┴

㣗ࡢࡳࡸࡇ㫽ྲྀ┴᥎㐍ᴗ

㸰

ࡗࡾ࢜ࣜࢪࢼ࣓ࣝࢽ࣮࡙ࣗࡃࡾᨭᴗ⿵ຓ㔠
㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴⨾ᐜ࣭ᗣ㣗ရฟᨭᴗ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴㈨※ά⏝⥭ᛴᨭᑐ⟇ᴗ⿵ຓ㔠

㸰

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴ᆅ⏘ᆅᾘ᥎㐍ᴗ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀ┴

㫽ྲྀ┴㣫ᩱ⡿ᣑᴗ⿵ຓ㔠

㸯

㫽ྲྀᕷ

㫽ྲྀᕷ㣗ရຍᕤ⏘ᴗ⫱ᡂᴗ⿵ຓ㔠

㸰

 
ᡤ⟶ู࡛ぢࡿࠊᅜࡢᨭࡀ㸲௳ࠊᘏ㸳♫ࠊ㫽ྲྀ┴ࡢᨭࡀ㸯㸳௳ࠊᘏ㸲㸮♫࡛࠶ࡿࠋ୰ࡣࠊၟᕤປ
ാ⣔㝈ࡽࡎࠊ㎰ᯘỈ⏘㛵ಀࡢ⟇ࢆά⏝ࡋࠊ㎰ᴗศ㔝㐍ฟྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡿᴗࡶ࠶ࡿࠋ⏝
ࡢከ࠸ࡢࡣࠊ
ࠕ⤒Ⴀ㠉᪂ィ⏬ࡢ▱ᢎㄆࠖ
ࠊࡑࡢᢎㄆᚋࡢࠕ⤒Ⴀ㠉᪂ᨭ⿵ຓ㔠ࠖ
ࠊ ㈈ 㫽ྲྀ┴⏘ᴗ⯆ᶵᵓࡀ
⾜࠺ࠕḟୡ௦࣭ᆅᇦ㈨※⏘ᴗ⫱ᡂᴗ⿵ຓ㔠ࠖࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠಁ㐍ࣇࣥࢻᴗ⿵ຓ㔠ࠖࡣࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠊᆅ
ᇦ㈨※ά⏝ศ㔝࡛ࡢ㫽ྲྀ┴ᨭ⟇ࡢᙺ࠸࠼ࡿࠋ
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࡞࠾ࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ィ⏬ࡢᢎㄆࡣࠊᴗࡢ᪂つᛶࡸ㠉᪂ᛶࢆᑂᰝࡋࠊᑗ᮶ࡢᴗᣑࢆᮇᚅࡍࡿࡇࡽࠊ⏦ㄳ
ᴗࡗ࡚ࡣබⓗ࡞࠾ቚࡁࢆᚓࡿࡇ࡞ࡿࠋ㸯㸶ࡢ࠺ࡕࠊ㸶௳ࡀࡇࡢᢎㄆࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ᴗ
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾࠊၟᕤ㆟ᡤ࣭ၟᕤ➼ࡼࡿᨭࡢࡶࠊᴗࡢᑗ᮶ീࡸ⤒Ⴀᡓ␎ᵓ⠏ࢆ๓ᥦࡋ࡚⤒Ⴀ⪅
༑ศ࡞ࡍࡾྜࢃࡏࢆ⾜࠸ィ⏬ᢎㄆ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢᢎㄆࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢᨭᥐ⨨ࢆά⏝࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡀࠊఱࡼࡾࡶィ⏬ࡢసᡂ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⮬♫ࡢ
⌧≧ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡶࠊᑗ᮶ఱࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛ࠊ୰㛗ᮇࡢᴗᒎ㛤ࡸᡓ␎
ࡢぢ┤ࡋ࠸ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂ᴗᣮᡓࡍࡿᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ィ⏬ࢆ❧ࡋࠊィ⏬ᢎㄆࢆᚓࡓ࠺
࠼࡛ࠊᴗࢆᐇࡍࡿࡓࡵࡢ⿵ຓไᗘࢆά⏝ࡍࡿࡢࡣ᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
ḟࠊ㫽ྲྀ┴⏘ᴗ⯆ᶵᵓࡀྲྀࡾᢅ࠺ࠊḟୡ௦࣭ᆅᇦ㈨※⏘ᴗ⫱ᡂ࠾ࡼࡧ㎰ၟᕤ㐃ᦠಁ㐍ࣇࣥࢻᴗࡣࠊ
ᘏ㸯㸰ࡀ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪂ၟရ࣭ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࢆ⿵ຓࡍࡿࡶࠊ㈍㊰㛤ᣅࡸேᮦ⫱ᡂࡘ࠸࡚ࡶ⿵ຓ
ࡢᑐ㇟࡞ࡿ⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿࠋၟရ㛤Ⓨࠊࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾࠊ㈍㊰㛤ᣅࢫࢸ࣮ࢪࢵࣉ࠾࠸࡚⿵ຓ㔠ࡀ⏝ពࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠࣇࣥࢻᴗࡣẁ㝵ࢆ㋃ࢇ࡛ࡢ⏝ࡀྍ⬟࡛ࠊၟရ㛤Ⓨࡽᐇ㝿㈍ࡍࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ
࡚⿵ຓᨭࡀཷࡅࡽࢀࡿࡇࡣᴗࡗ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ
 
୍⯡ⓗࡣࠊᕷ⏫ᮧࠊ┴ࠊᅜ㐍ࡴࡘࢀ࡚ࠊ⿵ຓ㝈ᗘ㢠ࡶࡁࡃ࡞ࡾࠊ᥇ᢥ࣭ᢎㄆᑂᰝࡶཝࡋࡃ࡞ࡿࠋ
㏆ᖺࡣᕷ⏫ᮧࡢ୰ᑠᴗᨭࡶᐇࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗࡢつᶍࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡢෆᐜࡼࡗ࡚ࠊᴗࡣ㑅ᢥࡢᖜࡀᗈࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ


㸦㸰㸧⿵ຓᨭ⟇ࡢຠᯝ

ձ ຠᯝࡑࡢ㸯 ㄪᰝ◊✲㹼ၟရ㛤Ⓨ㹼㈍㊰㛤ᣅࢫࢸ࣮ࢪࢵࣉࢆ⿵ຓᨭ
 
 1R ࡢऔࢩ࣮ࣗ࣌ࣝࡣᖹᡂ㸰㸮ᖺࡽ㸰㸰ᖺࡅ࡚㐃⥆ࡋ࡚ࠕᘓタᴗ᪂ศ㔝㐍ฟᴗ⿵ຓ㔠ࠖࢆά
⏝ࡋࠊ␗ศ㔝ࡢ㐍ฟ᳨ウࠊㄪᰝ◊✲ࠊヨసရ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⤒Ⴀ㈨※ࡸ᪂ศ㔝ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀᮍ⇍࡞ᴗ
ึᮇ࠾࠸࡚ࡣࠊ⿵ຓᴗ࡛ᕷሙㄪᰝ࣭ඛ㐍ࡢ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊධᛕ࡞‽ഛࢆࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⿵ຓ
ᴗࡼࡗ࡚ẁ㝵ⓗᴗࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢫࢸ࣮ࢪࢆᨭࡍࡿࡇࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ

 ࡲࡓࠊ 1R ࡢओࢩࣕࣝࣅ࣮ࡢሙྜࡣࠊ⤒Ⴀ㠉᪂ィ⏬ᢎㄆᚋࠊ◊✲㛤Ⓨ࣭ၟရヨసࢆࠕḟୡ௦࣭ᆅᇦ㈨
※⏘ᴗ⫱ᡂᴗ⿵ຓ㔠ࠖࢆά⏝ࠊࡉࡽࠊၟရᨵⰋ࣭ᕷሙၟရᢞධᚋࡢㄪᰝࢆࠕᥦᆺᴗࡢࢫࢸࢵࣉ
ࢵࣉᨭ⿵ຓ㔠ࠖࡢ┴⿵ຓ㔠࡛ᴗࢆ㌶㐨ࡏࡓࠋࡇࡢࡼ࠺⿵ຓᴗࢆࣇࣝά⏝ࡋࠊᴗࡢࢫࢸ࣮ࢪ
ࡈㄢ㢟ᑐࡋ࡚⿵ຓ㔠ࢆᢞධࡋ୍࡚Ṍ୍Ṍ㐍ࡳ☜࡞ࡶࡢࡋࡓࠋ


ղ ຠᯝࡑࡢ㸰 ᴗ࡛ࡢ㈨㔠㊊ࢆ⿵ຓ㔠࡛ゎᾘ

ၟရ㛤Ⓨࡸ᪂ศ㔝ࢆ㛤ᣅࡍࡿ࠾࠸࡚ࠊᴗ⤒Ⴀ࡛ࡣࣜࢫࢡࡀక࠺ࠋࡇࡢࣜࢫࢡࢆබⓗ࡞ᨭ࠾࠸࡚⦆
ࡍࡿࡇࡶ⿵ຓ㔠ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊᴗࡢ᪂ࡓ࡞ศ㔝ࢆษࡾ㛤ࡃ࠺࠼࡛ࡢ㈨㔠ㄪ㐩࠸ຠᯝࡀ࠶ࡿࠋ
1R ࡢओ㹊㸿㹑㹑㹇㹁ࡣࠊᴗ㛫ࡶ࡞࠸ᮇ⼥㈨ຍ࠼⿵ຓ㔠ࢆ࠺ࡲࡃά⏝ࡋࠊᴗᮇࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࡢㄢ㢟
ࢆඞ᭹ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊὀពࡍࡁࡇࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛⿵ຓ㔠ࡣ⿵ຓᴗᚋࡢ⢭⟬ᡶ࠸࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㛫ࡢ㈨
㔠⧞ࡾࢆ⪃៖ࡋࠊࡘ࡞ࡂࡢᴗ㈨㔠ࡢࡵࢆ❧࡚࡚࠾ࡃࡇࡶᚲせ࡞ࡿࠋ
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ᴗࢆᡂຌࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⿵ຓ㔠ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇࡣ᭷ព࡛࠶ࡾࠊ⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳࡣࠊࡑࡢ㐣⛬
࠾࠸࡚ᐇ⌧ᛶࡢ㧗࠸⥥ᐦ࡞ィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇࡶ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡢᙺࡣࠊ⿵ຓ㔠ࡢ⏦ㄳ࠾
࠸࡚ࠊィ⏬ࡢࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࢆ⾜࠸ࠊᐈほⓗ࡞ᴗィ⏬࡞ࡿࡼ࠺ຓゝ࣭ᣦᑟࡍࡿࡇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


㸴㸬㎰ၟᕤ㐃ᦠ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡢᙺ


㸦㸯㸧ఱࢆࡍࡁࠊఱࡀ࡛ࡁࡿ

 ༢୍ḟ⏘ᴗ⪅ࡀ⏘ရࢆၟᕤᴗ⪅㈙ྲྀᘬࡍࡿ̿̿ ࡑࢀࡣࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠖࡣࡤ࡞࠸ࠋ
ࠕ㸴ḟ⏘ᴗࠖ
ࠊ
ࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠖࡢព⩏ࡣఱࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡋ࡚ఱࢆࡍࡁࠊࡲࡓఱࡀ࡛ࡁࡿࡢࠋᮏሗ࿌᭩グ㍕ࡋ
ࡓ㸯㸶ࡍ࡚ࠊࡑࡢ⟅࠼ࡀ࠶ࡿࠋ


ձ ࡑࢀࡣࠊ
ࠕゐ፹ຠᯝ࡛ࠖ࠶ࡿ

 ୍ḟࠊḟࠊ୕ḟ⏘ᴗࡣࠊ⏘ᴗศ㢮ୖࡶᡤ㎄ᐁᗇࡶᚑ⪅ࡢ౯್ほࡶࡑࢀࡒࢀ
␗࡞ࡾࠊᚑ᮶ࡣᐖᑐ❧ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡉ࠼࠶ࡗࡓࠋ㸴ḟ⏘ᴗࡸ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡣࠊ

ゐ፹

ࡇ࠺ࡋࡓ␗㉁࡞ࡶࡢࢆ᭷ᶵⓗ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ
ࠕ᪂ࡓ࡞♫ⓗ౯್ࠖࢆฟࡍࡿࡇ
ࢆ≺࠸ࡍࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡣྛࠎࡢ⏘ᴗ≉ᛶ࣭ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢᏛᛂࢫ
ࣆ࣮ࢻࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࠕゐ፹ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪂〇ရ㛤Ⓨࠊ⏕⏘⟶⌮ࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࢢᡓ␎ࠊෆ㒊⤫ไࠊྛ✀ᨭไᗘࡢ⏝
࡞ࠊࡦࡘࡢࢆ⥲ྜⓗ࡞どⅬ࡛ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࡋࠊಁ㐍ࡉࡏࡿࠕゐ፹ຠᯝࠖ
ࡇࡑࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈ࡞ᑓ㛛ᐙࡢᙺ࡛࠶ࡿࠋ


ղ ࠕ㣗ࠖࠕ㣗௨እࠖࡢ┠ࡁࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸽

  1R㸦ࡉ་㣗ྠ※㸧ࡣࠊ་ᖌࡀ⭈⮚ᝈ⪅ࡢ⒪ࡽపࢱࣥࣃࢡ⡿ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
 1R㸦ओ㹊㸿㹑㹑㹇㹁㸧ࡣࠊఱࡽ୍ḟ⏘ရࢆ⏘ฟࡏࡎࠊ
ࠕᚰࡢࠖࢆࣜࣇࣞࢵࢩࣗࡍࡿࠕ࣮ࣜ࣡ࢡᨭ
ࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㸰ࡘࡢඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠊ➨୍ḟ⏘ᴗࡀᮏ᮶ࡢᴗ┠ⓗ௨እ་⒪࣭⚟♴ࠊ⎔ቃࠊほගࠊᆅᇦάᛶ
࡞ᵝࠎ࡞⤒῭ⓗἼཬຠᯝࢆేࡏᣢࡘࡇࢆドᕥࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊ
ᘓタᴗࡽࡢ㎰ᴗཧධ
㸦1R
㹼㸧࡛ࡣࠊබඹᕤ๐ῶ࠸࠺⎔ቃୗࠊᆅᇦᴗࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡢ㓄ศ࠸࠺ຠᯝࡶ࠶ࡿࠋ
 
୰ᑠᴗデ᩿ኈࡋ࡚ࡣࠊࡦࡘࡢᑐࡋࠊ
ࠕ㣗ࠖ࠸࠺㎰ၟᕤ㐃ᦠࡢ௦⾲ⓗ࡞ഃ㠃ࡢࠕ┠ࡁࠖ
ࡶࠊᆅᇦ⤒῭࣭♫ࡢḟⓗຠᯝ࡞ࠕ㣗௨እࠖࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ຠᯝࢆࡶྜࢃࡏࠊ⥲ྜⓗぢᆅࡽ㫽▔ࡋࡓ
ሗⓎಙࢆᚰࡅࡓ࠸ࠋ


ճ ⾜ືࣞ࣋ࣝࡢࠕࣁࣥࢬ࢜ࣥᆺᨭࠖ
3 ゐ፹ຠᯝ㸸⮬ࡽࡣኚࡏࡎࠊࡢ≀㉁ࡢᏛᛂࢆቑ㐍࣭ಁ㐍ࡉࡏࡿຠᯝࠋ
4 ࣁࣥࢬ࢜ࣥᆺᨭ㸸┤ヂࡣࠊ
ࠕKDQGVRQ㸦ᡭࢆゐࢀࡿ㸧
ࠖࡢពࠋࣅࢪࢿࢫࠊᩍ⫱ࠊࢫ࣏࣮ࢶࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊᢞ㈨㔠⼥࡞
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 ᆅ᪉ࡢ୰ᑠᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢ୰ࡣࠊ♫ෆ࡛ࡣඃ⚽࡞࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕእࡢ⯙ྎ࡛ࠖᮏ᮶ࡢ
ຊࢆ༑ศⓎ࡛ࡁ࡞࠸ே≀ࡶከ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡇࡑࠊᵝࠎ࡞⤒㦂ே⬦ࢆᣢࡘデ᩿ኈࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࡀά
ࡉࢀࡿࠋ
࠼ࡤࠊձ㒔ᕷᅪฟྥࡁࠊᡭᴗࡢࣅࢪࢿࢫ΅⌧ሙࡢྠ⾜ゼၥࠊղ⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠ࡢᑂᰝࣉࣞ
ࢮࣥࡢྠᖍㄝ᫂ࠊճ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⼥㈨❆ཱྀࡢྠ⾜࡞ࠊᮘୖࡢᨭ࡞㏻ᖖࢥࣥࢧࣝάື௨እ࡛
ࡢ⾜ືࣞ࣋ࣝࡢࠕࣁࣥࢬ࢜ࣥᆺᨭࠖࡣࠊデ᩿ኈࡢษ࡞ᙺゝ࠼ࡿࠋ


㸦㸰㸧୰ᑠᴗデ᩿ኈࡋ࡚ᚰࡅࡓ࠸ࡇ

デ᩿ኈࡣࠊࡑࡢ⫋ᴗ≉ᛶୖࠊ⤒Ⴀ⪅୍⥴ờࢆࡃࠋࡲࡓࠊデ᩿ኈࡶே㛫࡛࠶ࡿ௨ୖࠊឤࡀ࠶ࡿࠋỴࡋ
࡚ࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠖࡸࠕ㸴ḟ⏘ᴗࠖࡢࡳ㝈ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࣉࣟࡢ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡋ࡚ࠊᖖ
௨ୗࡢⅬᚰࡅࡓ࠸ࠋ
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ەᅗ⾲  ㎰ᴗཧධᴗࣥࢣ࣮ࢺࠕᚋࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࠖ




㈍㊰ᣑ

41.2%

⏕⏘ᛶྥୖ

41.2%

50.0%





23.5%

ၟရ䛾㧗ຍ౯್




ရ㉁ྥୖ

17.6%

ᢏ⾡ຊྥୖ

17.6%






㸦㈨ᩱ㸧㫽ྲྀ┴㎰ᯘỈ⏘㒊ࠕ$672 ᴗཧධ ࠖ 㡫ࠋ



ձ ࠕ⨾ㄯࠖࡣࠊ
ࠕୖࠖ㈉⊩ࡏࡎ
 
㸴ḟ⏘ᴗࡏࡼࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡏࡼࠊ࠾ࡼࡑⰋዲࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࣞ࣋ࣝࡢࡣࠊᚲࡎゝ
ࡗ࡚ࡼ࠸ࠕ⨾ㄯࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢᾦࡄࡲࡋ࠸ኻᩋດຊࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ㛵ಀ⪅ࡢ
ᐖࢆ㉸࠼ࡓ⊩㌟ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋデ᩿ኈࡶே㛫࡛࠶ࡿ௨ୖࠊᙜ↛࡞ࡀࡽࡑࢀࢆ┠
ࡢᙜࡓࡾࡋࠊឤືࡍࡿࠋ
 ᮏ✏グ㍕ࡋࡓ㸯㸶ࡶࠊࡑࡢࡍ࡚ࠕ⨾ㄯࠖࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ⨾ࡋ࠸ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ࠶ࡿ
ࡽゝࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀᚲࡎࡋࡶࠕୖྥୖࠖࡣ┤⤖ࡋ࡞࠸ࠋᴟ➃࡞ሙྜࠊࡑࡢࠕ⨾ㄯࠖࡀࡴࡋࢁ㑧㨱࡞ࡿ
ࢣ࣮ࢫࡉ࠼Ꮡᅾࡍࡿࠋデ᩿ኈࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ⨾ㄯࠖࡼࡿࣁ࣮ࣟຠᯝࡀ࡞࠸ࠊᖖࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿጼໃࡀษ
࠾࠸࡚ࠊᮘୖᨭࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿⾜ືࡋࠊయ㦂࣭యឤࡋࠊࡑࡢ㐍⾜῝ࡃ㛵ࢃࡿᨭࢆពࡍࡿࠋ
5 ࣁ࣮ࣟຠᯝ㸸✺ฟࡋࡓࡦࡘࡢ㛗ᡤࡤࡾ┠ࢆዣࢃࢀࠊࡑࢀࡀࡍ࡚ࡢホ౯ཬࡪ㘒ㄗࡍࡿࡇࠋ
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ゝ࠼ࡿࠋ


ղ ࠕ෭㓞࡞➨୕⪅ࠖࢆಖ࡚ࡲࡍ㸽

 ࠕ⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢࡣࠊ
ࠗᏊ⫱࡚࠘ྠࡌࠖࡼࡃゝࢃࢀࡿࠋデ᩿ኈࡋ࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ᑐࡋࠊࡢ
ᡂ㛗ࢫࢸ࣮ࢪྜࢃࡏࠊᵝࠎ࡞ᨭࠊຓゝࠊྏ㈐㸦ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㸧࡞ࡀᚲせ࡞ࡿࠋ ࡃࠊᮏ┴ࡢࡼ
࠺࡞ᆅ᪉㒔ᕷ࠾࠸࡚ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣㄔᐇ࡛┿ᦸ࡞ᛶ᱁ࡢே≀ࡀከࡃࠊデ᩿ኈࡋ࡚ࡣࡑࡢࢽ࣮ࢬᛂ࠼ࠊఱ
⤒Ⴀㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊ㢳ᐈ‶㊊ᗘࢆྥୖࡉࡏࡓ࠸࠸࠺࠸ࡣᙉ࠸ࠋ
デ᩿ኈࡗ࡚ࠊ
ࠕᛮ࠸ධࢀࠖࡸࠕࡇࡔࢃࡾࠖࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᴗࡢࠕ⮴യࠖࢆᮍ↛㜵ࡂࠊ⤒
Ⴀ⪅ᑐࡋ෭㟼࣭෭㓞ࠕ1Rࠖࢆゝ࠼ࡿࠕ➨୕⪅ࡢ║ࠖࢆᖖᚰࡅࡓ࠸ࠋ


ճ ⱝ࠸ᢸ࠸ᡭࡢேᮦ⫱ᡂ

 㫽ྲྀ┴࡛ࡣࠊྜྷ㎰ᴗ㧗ᰯၟᴗ⣔ࡢ⡿Ꮚ༡㧗ᰯࡢ㧗ᰯ⏕ࡀ㐃ᦠࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓၟရࢆᮾிࡢࣥࢸࢼࢩࣙࢵ
ࣉ࡛㈍ࡍࡿ࠸࠺ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┴ᩍ⫱ጤဨ
࡛ࡣࠊ㎰ᴗ㒊ၟᴗ㒊ࡀྜྠ࡛㧗ᰯ⏕ᑐࡍ
ࡿᐇ㊶ⓗᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ༠㆟୰࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㧗
ᰯᩍ⫱⌧ሙ࠾࠸࡚ࡶ᪤ࠕ㎰ၟᕤ㐃ᦠࠖࡀࢫࢱ࣮
ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
┴ෆ㧗ᰯ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊ♫ேᑓ㛛ᐙ࡞እ㒊ㅮᖌ
ࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋࠊデ᩿ኈ⮬㌟ࡀᩍ
ቭ❧ࡕࠊḟୡ௦ࡢⱝ⪅ᑐࡋࠊᵝࠎ࡞ᐇ㊶ᩍ⫱ࢆ
⾜࠺ሙ㠃ࡶቑ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡸ㸴ḟ⏘ᴗ
ᦠࢃࡿᵝࠎ࡞㛵ಀ⪅ᑐࡍࡿேᮦ⫱ᡂࡣࡶࡕࢁࢇࠊḟୡ௦ࢆᨭ࠼ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࡀᣢ⥆Ᏻᐃⓗ࡞⏘ᴗᇶ┙ࡢ☜
❧ࡣྍḞゝ࠼ࡿࠋ
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➨㸲❶ ᥦゝ
㸦㸯㸧㸴ḟ⏘ᴗ࠾ࡼࡧ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡢᥦゝ
ձ ࣜࣂࣂࣝ㸴ḟ⏘ᴗࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠ㸫ࡔࡽࡇࡑ
㸴ḟ⏘ᴗࡶ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡶࠊఱ༑ᖺࡶ๓ၐ࠼ࡽࢀࠊᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁࡓ6ࠋఱࡶ᪂ࡋ࠸ືࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡎࡗ௨๓ࡽࠊవ㎰ᯘỈ⏘㒊ฎ⌮ࡸࡶ࠺ᑡࡋຍ౯್ࡀୖࡀࡽ࡞࠸㸫
࠸ࡘࡓどⅬࡽࠊྛᆅ࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᑠᕝࡢᗉࡢ͆࠾ࡸࡁ͇ࠖࠕ㤿㊰ᮧࡢ͆ࣘࢬ͇ࠖࠕୖ
⏫ࡢ͆ࡘࡲࡶࡢ͇ࠖࠕ᫂ᐆࣞࢹࢫࡢ͆ࢺ࣐ࢺࢣࢳࣕࣉ͇ࠖ࡞ࡣࡑࡢ௦⾲࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࠊࡑࢀࡽࡀୗᆅ࡞ࡗ࡚ࠊ⑂ᘢࡍࡿᆅᇦ⤒῭ࡢ㉳⇿ࡋ࡚ᆅᇦ㛫ࡢࠕ➇ࠖࡀ

⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࠊ⇤ཎࡢⅆࡢࡈࡃᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊබඹᕤࡢῶᑡࢆࡣࡌࡵࠊ
ෆ㟂ప㏞࡞ࡀࡑࢀࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࡣࠊᅜࡸ┴ࠊᕷ⏫ᮧࡶᮏ᱁ⓗ㎰ၟᕤ
㐃ᦠࡸ㸴ḟ⏘ᴗࡢᨭࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ㎰ᮧᆅᇦࡣࡶࡕࢁࢇࠊேཱྀῶᑡࡋࠊᆅᇦ㎰ᴗࡢᢸ࠸ᡭࡢ㧗㱋࡞ࠊ㎰ᴗࡢ⾶㏥ࡸᆅᇦ
⤒῭ࡀప㏞ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦ࡔࡽࡇࡑࠊᆅᇦࡢ㎰ᯘỈ⏘≀ࢆ᭷ຠ࡞ᕪูၟရࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ࡽࢆ㉳⇿ᆅᇦάᛶࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
᪉࡛ࠊୡ⏺ேཱྀࡣቑຍࡋࠊᡂ㛗⯙ྎࡶࢪࢆࡣࡌࡵࡋࡓ㹀㹐㹇㹁㹑ࡀྎ㢌ࡋࠊ㣗ᩱ
⏕⏘ࡢ㣗≀㐃㙐ࡶ㉳ࡇࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢳࣕࣥࢫ࡛࠶ࡿࠋ
㸴ḟ⏘ᴗ࡞ࡼࡿᆅᇦᾋୖᡓ␎ࡣࠊᆅᇦ╔┠ࡋࠊࡑࡢ㈨※ຍ౯್ࢆ㧗ࡵࠊᗈ
ࡃᅜෆࡸୡ⏺ᡴࡗ࡚ฟࡿࢳࣕࣥࢫࡀ฿᮶ࡋࡓࡶゝ࠼ࡿࠋ

ղ ᡂ㛗ࡢࢩࢢࢼࣝࡣ⏝㏵ᒎ㛤ຊࠊ
⤒Ⴀ⪅ࡢࠗᩥຊ࠘ࡑࢀࢆၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ⨨ࡁ࠼ࡿࢫࣆ࣮ࢻࡀ㈇
 ᪤Ꮡࡢᅜෆ࣐࣮ࢣࢵࢺࡢ⦰ᑠࢆᡴ◚ࡍࡿຊࡣࠊ㉳ᴗᐙ࣭⤒Ⴀ⪅ࡢᩥຊ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᡂ⇍௦ࡣᩥࡀⓒⰼ⧏ࡍࡿ௦࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ㏣࠸ࡘࡁࠊ㏣࠸㉺ࡏࠖࡀ㐣ཤࡢ㑇≀࡞ࡗࡓ⌧ᅾࡣࠊṔྐᏛࡪࡼ࠺ࠊ⊃ࡃࡣ⮬ᕫ
⾲⌧ࡀᶓ⾜ࡋࠊ᪂ᩥࡀⰼ㛤ࡃࠋᆅᇦ࡛ࠊ㹀⣭ࢢ࣓ࣝࡀࣈ࣮࣒࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑࡢ

⾲ࢀࡢࡦࡘゝ࠼ࡿࠋ

6

ࠕ㸴ḟ⏘ᴗࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮾிᏛྡᩍᤵࡢᮧዉⰋ⮧Ặࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓࡍ
ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࡑࡢࡶࡢࡣࠊྂࡃࡽ㛵ಀ⪅ࡢ㛫࡛ࡣྉࡤࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
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㸴ḟ⏘ᴗࡶࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠࡶࠊᇶᮏࡣᆅᇦ㈨※ࠊᆅᇦࡢ㎰ᯘỈ⏘≀ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࡇ

ࡔࢃࡾࡸ≀ㄒࢆᥥࡁࠊ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ㸯ḟࠊ㸰ḟࠊ㸱ḟࡢࠕ㊊ࡋࡇࡳࠖࡸࠕࡅྜࢃࡏࠖ
࡛ࠊᕪู࣭᪂つᛶࠊ⊂⮬ᛶࢆⓎࡋࡓ᪂ၟရࠊ㧗ຍ౯್ၟရࠊ᪂ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ฟࡋ࡚࠸ࡇ࠺࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡣࠊࠗࡢゎᾘ࠘ࠗ㹉ࡢษࡾཱྀ࠘㸦ᗣ࣭ほග࣭㧗㱋࣭ㆤ࣭ᩍ⫱࣭
࢝ࣝࢳ࣮࣭ࣕ⎔ቃ࡞㸧ࠊࠗ♫ၥ㢟ࡢゎỴ࠘ࠗࣔ࠘㸦ࡶࡗࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢࠊࡶ
ࡗࡓࡵ࡞ࡿࡶࡢ㸧࡞ࡀ᪂ၟရࡸ᪂ࣅࢪࢿࢫࡢษࡾཱྀ࡞ࡿࠋࠗఏ⤫ᛶ⌧௦
ᛶ࠘࠸ࡗࡓษࡾཱྀࡶ᭷ຠ࡞࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
ࡉࡽࡣࠊ⏝㏵㛤Ⓨࡣࠊࠕ௦ࡢ⪃࠼᪉ࠖࠕ௦ࡢ㐨ලࠖࠕ௦ࡢࡸࡾ᪉ࠖࡶ
Ḟࡏ࡞࠸ࠋ

ճ ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸦༠ാ㸧࡛ࠊရ㉁࣭ࢫࣆ࣮ࢻ࣭ࢥࢫࢺࠊࡑࡋ࡚㈍ຊࢆ
ࡘࡅࡿ
⇤ཎࡢⅆࡢࡈࡃᗈࡀࡾࠊ⟇࣭ไᗘࠊ⿵ຓᴗຍࢃࢀࡤࠊ␒ᡭᩥⅆࢆὀࡄࠋ
ရ㉁࣭ࢫࣆ࣮ࢻ࣭ࢥࢫࢺࠊࡑࡋ࡚ࠕ㈍ຊࠖࡀ㈇࡞ࡿࠋࡓ࠼㸴ḟ⏘ᴗࡼࡿ⮬ᕫ
⤖ࢆ᪨ࡋ࡚ࡶࠊᡂᗘࢫࣆ࣮ࢻࠊ㈍㊰ࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ␒ᡭࠊ୕␒ᡭࡶᢲࡋᐤࡏ࡚
ࡃࡿࠋ
㐃ᦠ࣭༠ാࡣྂࡃࡽヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ⾜ື࡛࠶ࡿࠋኻᩋ࣭㡻ࡶከࡃࠊᡂຌࡣከࡃࡣ࡞
ࡗࡓࠋࡋࡋࠊ⌧ᅾࡣྠⓎಙ௦࡛࠶ࡾࠊᡂᗘࢫࣆ࣮ࢻࠊ㈍㊰ࡀ࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
ࠕㄡ⤌ࡴࡢࠖࠕ࠺࠸࠺᮲௳࡛⤌ࡴࡢࠖࠕຊ㛵ಀࡣࠖࠕ㓄ศࡣࠖࠕࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡽࠖ࡞ࠊၥ㢟ࡣࡘࡁ࡞࠸ࡀࠊᡂᗘࡢࢫࣆ࣮ࢻ㈍㊰ࡀ㈇ࡔࡽࡇࡑࠊࡇ࠺ࡋࡓᡓ␎
ᥦᦠࡀྍḞ࡞ࡿࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸤ࢪࣙࣥࢺຊࡀ㈇ࡢศỈᕊ࡞ࡿࠋ

մ ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊࣅࢪࢿࢫࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮㸤ࢹࣞࢡࢱ࣮ࠊ
࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮
ࣅࢪࢿࢫࡸၟရ㛤Ⓨࠊ㈍㊰ࡢ࣏ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࠊ㇏ᐩ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ࠊ⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ
㔠⏦ㄳά⏝࡛ࡁࡿ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊㄢ㢟ࢆ㏣࠺ᴗࡸேࡗ࡚ᙉຊ࡞ࠕຓࡗேࠖ
࡞ࡿࠋࣅࢪࢿࢫࡸၟရࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢࣛࣇࢫࢸ࣮ࢪࢆ☜ㄆࡋࠊࡑࢀᛂࡌࡓᑐ⟇ࢆᨭࡍ
ࡿࡇࢆᴗࡋ࡚࠸ࡿࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊ㏞࠺⤒Ⴀ⪅ࠊྍ⬟ᛶࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ♧၀ࢆ࠼ࠊࢧ࣏
࣮ࢺࡍࡿࡇࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊࣅࢪࢿࢫࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮࠸࠺㯮
58

Ꮚᙺ࡛࠶ࡿࠋࣅࢪࢿࢫࢆ㉳ࡇࡑ࠺ࡍࡿேࡸᴗࡣࠕ㣰ࡣ㣰ᒇࠖ࠸࠺ㅗ࠶ࡿࡼ࠺ࠊ
⤒Ⴀ⪅ࡀ┠ᣦࡍᩥࢆࢫࣆ࣮ࢻୖࡆ࡚⦅㞟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࠗኈ࠘ࡸ࢚࢟ࢫࣃ
࣮ࢺࢆ࠸ษࡿࡇࡀᡂຌࡢ࣏ࣥࢺ࡞ࡿࠋ
ᆅᇦᩥࡢฟࡢࡓࡵࠊྛᆅᇦ࣭⏘ᴗ࣭ᴗࡣ⇚Ⅿࡉࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᨻᶵ㛵ࡣࠊၟ
ရ㛤Ⓨࠊࢩࢫࢸ࣒࡙ࡃࡾࠊ㈍㊰㛤ᣅ࠸ࡗࡓࢫࢸ࣮ࢪࢵࣉ࠾࠸࡚ࠊ⿵ຓ㔠࣭ຓᡂ㔠ࢆ
ࣛࣥࢵࣉࡋࠊᨭࡋ࡚࠸ࡿࠋẁ㝵ࢆ㋃ࢇࡔ⿵ຓ࣭ຓᡂᴗࡢࣛࣥࢵࣉࢆࡼࡾ⏝
ࡀྍ⬟࡞ࡶࡢࡍࡿࡓࡵࠊ⏦ㄳᨭࡸࣉࣞࢮࣥࡢ⿵㊊ㄝ᫂࡞ࠊ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣᴗ
⾜ᨻࢆ⤖ࡪࠕᶫΏࡋࠖ࠸࠺ᙺࡶㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

յ 㔜せࡉࢆቑࡍබⓗᶵ㛵ࡢᙺࡣ㸽
᪂つᴗ㐍ฟᴗࡗ࡚ࠊࣅࢪࢿࢫ㐍ฟࡢ㞀ቨࡢ୍ࡘࠊ⮬♫↓࠸᪂ࡓ࡞⏕⏘タഛ
᳨ᰝタഛ࡞ࡢ〇㐀タഛࡀㄢ㢟࡞ࡿࠋ
 ㎰ᯘỈ⏘≀ࡢຍ౯್ྥୖ⟇ࡢᇶᮏࡋ࡚ࠊ
ࠕࣆ࣮ࣗࣞࡍࡿࠖ
ࠕ⢊ࡍࡿࠖ
ࠕ෭ࡍࡿࠖ
࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ࠶ࡿࡀࠊ࣐ࢼࢫ㸲㸮ᗘ௨ୗᛴ㏿෭ࡍࡿᶵჾ࣭タഛࠊၟရࢆࣃࢵ
ࢣ࣮ࢪࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡸᶵჾࠊྛ✀᳨ᰝ࣭ᡂศศᯒᶵჾ࡞ࠊၟရ㛤Ⓨ⪅ࡗ࡚ࠊ༙➃࡞
ᢞ㈨࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
⿵ຓᴗࡶࠕᴗ⮬㌟࡛⏝ពࡍࡿࡇ୍ࠖ㋾ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶᴗࡢࢳࣕࣥࢫࢆᨭᣢ
ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࠼ࡤࠊ⏘ᴗᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊヨసရ〇㐀ᕤሙ㸦௦⾜ᴗົྵࡴ㸧ᴗົࢆຍ
࠼ࡿࠊ⿵ຓ࣭ຓᡂᴗࡶᙎຊⓗ࡞タഛຓᡂࡢ⤌ࡳࢆࡘࡃࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
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࠾ࢃࡾ

ᩘ༑ᖺࡪࡾ࠸࠺ᖺᮎࡢ㞷ࡼࡾࠊࣁ࢘ࢫ㎰ᴗタࡢᦆቯࠊ⁺⯪ࡢ㌿そࠊ⏕ά㐨㊰ࡢᑍ᩿ࠊ
୰ᒣ㛫ᆅ࡛㎰ᴗࢆႠࡴ㧗㱋⪅ࡢᏙ❧࡞ࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡀࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
୍᪉࡛ࡣࠊ㞷ࡼࡿࢫࣜࢵࣉᨾ࡛ືࡅࡎࠊᅜ㐨࡛Ꮩ❧ࡋࡓࢻࣛࣂ࣮ࡢࡓࡵࠊ㣗ࡸࢺ
ࣞ࡞ࢆᥦ౪ࡋ࡚ບࡲࡋࡓ㏆ᡤࡢఫẸࡢࡶ࡚࡞ࡋࡣࠊ㫽ྲྀ┴Ẹࡢ⣧ᮔࡉࡸᬮ࠸ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࢆ
ᅜఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ᅇࢃࢀࢃࢀ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠ࣭㸴ḟ⏘ᴗ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࢆࡾ࠶ࡆࠊࡑࡢᐇែ
ࢆㄪᰝࡍࡿࡇࡋࡲࡋࡓࠋ
㫽ྲྀ┴ࡣ㎰ᯘỈ⏘ᴗࡢẚ⋡ࡀẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠ࣭㸴ḟ⏘ᴗࡼࡿຍ౯್ࡢ㧗࠸⏘ᴗ
ࡢ㐀ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㎰ᯘỈ⏘ᴗࢆ⏕ࡋࠊᆅᇦࡢάᛶࢆࡣࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡢᛮ࠸ࡽ࡛
ࡍࠋࡲࡓ┴⾜ᨻࡼࡿ㣗ࡢࡳࡸࡇ᥎㐍࡞ࡢ⯆⟇ࠊ㹆㸰㸰ࡢᒣ㝜ᾏᓊࢪ࢜ࣃ࣮ࢡⓏ㘓ࠊ㹆㸰㸱
ᖺ㸯㸮᭶ᅜ㇏࡞ᾏ࡙ࡃࡾ࡞ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㫽ྲྀ┴ࡢ㇏࡞㎰ᯘỈ⏘ရࢆᅜ
ࣆ࣮ࣝࡍࡿືࡁࡢ࡞࡛ࠊᐅࢆᚓࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿᛮࡗࡓࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᅇࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡣࠊ㫽ྲྀ┴ࡢ㎰ၟᕤ㐃ᦠᴗࡢ࡚ࢆ⥙⨶ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊㄪᰝ
ࢆ㏻ࡌ࡚ឤࡌࡓࡇࡣࠊከࡃࡢᴗ⪅ࡀࠊ㎰ၟᕤ㐃ᦠ࣭㸴ḟ⏘ᴗࡀᡂຌࡍࡿࡓࡵࡢせᅉࡋ࡚ࠊ
⮬ศࡓࡕࡢఫࡴᆅᇦᑐࡍࡿᛮ࠸ࠊ㛵ಀࡍࡿఫẸࡢ༠ຊࠊ࠶ࡓࡓ࠸ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࢆ➨୍ᣲ
ࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚㇏࡞⮬↛ᜨࡲࢀࡓ᪂㩭࡛Ⰻ㉁࡞㎰⏘≀ࡸỈ⏘≀ࡢ⣲ᮦࡢⰋࡉࢆࠊࡶࡗ
ᅜࡢே▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࠸࠺ᛮ࠸࡛ࡋࡓࠋ
ࡋࡋ୍᪉࡛ࡣ⤌⧊యไࠊ┈ᛶࠊ㈍⤒㊰ࠊᢏ⾡ࣀ࢘ࣁ࢘✚࡞ࠊᴗࡋ࡚ࡢᇶ┙ࡀᙅ
ࡃࠊࣅࢪࢿࢫឤぬࡢஈࡋ࠸ᴗ⪅ࡶぢཷࡅࡽࢀࠊᚋࡶၟᕤ㛵ಀ⪅ࡸ㎰ᴗ㛵ಀ⪅ࠊ⾜ᨻࡢᨭ
ࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀ୰ᑠᴗデ᩿ኈࡣࠊᴗ⪅ၟᕤ㛵ಀ⪅࣭⾜ᨻࡢ㛫ࢆࠊᴗࡢࢫࢸࢵ
ࣉᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢺࢆࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡢᛮ࠸ࢆᙉࡃࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢሗ࿌᭩ࡀ㎰ၟᕤ㐃ᦠ㛵ಀࡍࡿⓙᵝࡢࠊᴗ᥎㐍ࡢཧ⪃࡞ࢀࡤࡤᖾ࠸ᛮࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ  
᭱ᚋ࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᅇࡢᐇែㄪᰝᛌࡃ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᴗ⪅࠾ࡼࡧ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ῝ࡃ
࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ


㸺㎰ၟᕤ㐃ᦠㄪᰝ◊✲࣓ࣥࣂ࣮㸼
㟷ᮌ༤அ   㸦୰ᑠᴗデ᩿ኈ㸧
✝⏣ㄔ୍㑻  㸦ࣅࢪࢿࢫࢹࢨࣥ◊✲ᡤ㸧
㐲⸨ᙲ    㸦㹁㹭㹟㹡㹦㸧
⏣ఫྜྷ  㸦㫽ྲྀᏛ㸧
⏣ཎ᫂ኵ  㸦୰ᑠᴗデ᩿ኈ㸧
Ọᓥဴኵ  㸦Ọᓥ୰ᑠᴗデ᩿ኈົᡤ㸧
                ᰗཎᾈ   㸦ᰗཎ୰ᑠᴗデ᩿ኈົᡤ㸧
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