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連携６次産業を用いた秋田県の農業について考察する 

 

 

東湖都，稲川拓実，大渕莉子，佐藤翔音，千田拓心，三浦崚 

秋田県立秋田南高等学校 ３年 ５班   

 

本論では「連携 6次産業」による秋田のリンゴ農家の経営拡大について考察する。「連携 6次産業」と

は、第 1 次産業(生産)、第 2 次産業(加工)、第 3 次産業(販売)が連携して商品を販売する取り組みであ

る。これには第 1 次産業従事者の収益の増加などのメリットがある。本論では、連携 6 次産業を適用す

る作物に、秋田の主要な果樹であるリンゴを選んだ。しかし、フィールドワークでの調査から、リンゴ

農家は既に連携 6 次産業を行っている所が多い事、その一方で資金不足と人手不足により経営拡大が困

難になっているという問題を抱えていることが分かった。そこで本論では、この問題を解決するために

リンゴ農家がスポンサーとなってくれる企業と契約を結ぶ事を提案する。そうすることで安定した資金

が得られ、リンゴの生産拡大が目指せるのではないかと考えた。本研究では、秋田のリンゴ農家と企業

が協力し、企業からの資金援助による農家の経営拡大の方法を考察する。 

 

キーワード：連携 6次産業、秋田県のリンゴ、スポンサー契約 

 

Ⅰ 問題の所在 

昨今の秋田には農作物の生産量の減少や耕作放

棄地の増加、農業就業人口の減少といった問題によ

り、農家の経営規模が縮小するという重大な問題が

ある。 

秋田の農家の経営規模が縮小傾向にある理由は 2

つある。1 つ目は秋田県の農家の高齢化が進行して

いること。2 つ目は若者の都市流入による働き手の

減少が加速していることだ（図 1） 

 

  図 1 秋田県における人口推移 

表 1 秋田県における就業者数の推移(人) 

 

Ⅱ 問題の調査 

1 資料調査 

ここまでに挙がった問題を解決するために、「リ

ンゴ農家」「連携 6 次産業」の 2つの項目に焦点を

当てた。 

 

(1) 秋田県のリンゴの状況 

  平成 27年の秋田県のリンゴの栽培面積は 1420ha

であり、秋田県の果樹栽培面積の約 50％を占める

秋田県の主要な果樹である（表 2） 

表 2 秋田県の樹種別栽培面積と構成割合（2015） 
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また、秋田県では現在「ふじ」「サンふじ」「王林」

「さんさ」など多くの品種のリンゴが生産されてい

る他、「秋田紅あかり」「秋田紅ほっぺ」などの秋田

県のオリジナル新品種も開発されている。 

このことから、秋田県の果樹栽培はリンゴが主要

項目であることが分かる。また、その販売額や出荷

数量も年々上昇している。実際に、2016年には販

売額が 13億円を超え、出荷数量が 5,000tを超えて

いる(表 3)。 

以上より、リンゴ農家は今後の発展が望まれると

いう考えに至った。 

 

表 3 過去 3 カ年の秋田県のリンゴの出荷数量 

   と販売額（2017年 3月現在） 

 出荷数量（t） 販売額 

（千円） 

2014 4,346 859,104 

2015 4,897 972,051 

2016 5,719 1,307,231 

 

(2) 連携 6次産業に焦点を当てた理由 

連携 6次産業とは、第 1次産業（生産）、第 2 次

産業（加工）、第 3 次産業（販売）が連携し、商品

を流通させる取り組みのことである。これには、生

産物の付加価値の上昇、地域経済の活性化などのメ

リットがある。 

(1)、(2)より、秋田県のリンゴ農家は、連携 6次

産業の推進を図ることにより、経営規模の拡大を行

うことができるのではないかという仮説を立てた。 

 

 

図 2 連携 6 次産業のモデル 

 

 

2 フィールドワーク調査 

秋田県の連携 6 次産業とリンゴ農家について詳

しい情報を得るため、私たちは秋田県立大学生物資

源科学部アグリビジネス学科助教林芙俊氏、横手市

でクッキングアップルの郷～秋田～という事業を

行っている藤井克徳さんにお話を伺った。また、林

先生にご紹介して頂き、秋田県農林水産部園芸振興

課、秋田農業協同組合、秋田市で最も規模が大きい

果樹園である種沢果樹組合も訪問した。調査の中で

大きく分けて 4 つの事が分かった。 

 

(1)秋田県の果樹農家の連携 6次産業化の進展 

 調査から、秋田の多くの果樹農家が連携 6次産

業の取り組みに成功していることが分かった（図 3）。 

 

 図 3 秋田県で販売されているリンゴジュー

スの例 

 

種沢果樹組合でも、リンゴの加工を業者に委託

し、自ら販売するという連携 6次産業の仕組みが

既に出来上がっていることを知った。このことか

ら、秋田県の果樹農家の連携 6次産業化は既に浸

透していることが分かった。 

 

(2)農家の人手不足  

表 3で示した通り、秋田県全体のリンゴの生産

量は増加傾向にあるが、種沢果樹組合のリンゴの

生産量は年々減少している。生産量の減少に伴っ

て種沢果樹組合の収入も、最も多い時と比べて

1,000 万円以上も減っていることが分かった。そ

の原因となっているのが、老木化と広大な農地を

利用しきれないという問題だ。これらの問題の根

本にあるのが、人手不足である。若者が農業に興

味を持たないこともこの問題を助長している。こ

の問題は農家の収入にも大きな影響を及ぼして

いる。 
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 (3)種沢果樹組合のリンゴジュースの生産量  

  種沢果樹組合のリンゴジュースは非常に人気 

があり、毎年完売している。海外での評判も良好

である。さらに 2015年にはジュースを例年の 2

倍の 1,000ケースから 2,000ケースへと生産量を

増やしたが、完売することができた。ジュースの

ほうが、生のリンゴより付加価値もあり、単価が

高いので収入の増加につながる。このままジュー

スの生産量を増やせば、種沢果樹組合の収入はも

っと増えるはずであるが、実行することができな

かった。彼らはそれを妨げる大きな問題を抱えて

いるのだ。 

  まず、種沢果樹組合の収入は、生のリンゴの売

り上げとジュースの売り上げの 2種類だ。ジュー

スの売り上げは生のリンゴを販売できない春夏

の農家の収入源となる。生のリンゴの収入が手に

入るのは 3月なので、お盆のお土産用などで販売

されるジュースに比べ、生のリンゴは農家に収入

が入ってくる時期が早い。よって、夏秋の間は冬

春の生のりんごの収入だけで農家を運営しなけ

ればならない。農家の運営費を差し引いた額から

ジュースを増産するための資金を出すのは、種沢

果樹組合にとってとても厳しいことである。この

問題があることによって、種沢果樹組合はジュー

スの生産拡大ができないのである。また、秋田の

多くの果樹農家も同じ問題を抱えている。 

 

Ⅲ 問題点と解決策 

１ 問題点 

フィールドワークの調査から私たちは、リンゴ

農家の連携 6次産業化は拡大していること、リン

ゴジュースの需要は高いこと、農家を目指す人を

増やすためには給料を上げるだけでなく、農業の

楽しさを伝えることが大切であることを学んだ。

そのため、私たちはこのままリンゴ農家が連携 6

次産業を継続することによって経営規模を拡大

できると考える。また、農業の楽しさを人々に伝

え、農業従事者を増やすことで仮説が成り立つの

ではないかと考えた。しかし、経営規模を拡大す

るためにリンゴジュースの生産量を増やすのに

は問題があった。前述した通り、リンゴジュース

の生産量を増やすと、それに伴い、リンゴジュー

スを売るまでの春から夏にかけての期間、従業員

の給料や農場の経営費が不足する。そのためリン

ゴジュースを増やすことができないので、新しく

従業員を雇うこともできず、経営規模が拡大しな

い。むしろ、このままでは、従業員の高齢化やリ

ンゴの老木化が進み、経営規模が縮小していくと

考える。この問題を解決するためには、リンゴジ

ュースの生産を増やす資金が必要だと考えた。 

 

２ 解決策 

(1)資金を得る方法  

私たちはスポンサー契約を提案する。理由は 2

つある。1つ目は資金を速く調達することができ、

融通がききやすいからだ。スポンサー契約は取引

の制限、制約が少なく、こちらが求める条件にこ

たえてくれる可能性が高い。これは資金を調達す

るまでに長い時間がかかり、そして設立に多額の

コストがかかる会社の株式化、銀行など金融機関

からの融資よりもプロセスに適している。 

2 つ目は、スポンサーの知名度を利用できるこ

とだ。スポンサーの会社名を商品に記載すること

で消費者に興味を持ってもらうきっかけになる。

また、リンゴ農家の商品が人気になった場合、ス

ポンサーの会社名も広まり、それはスポンサーの

メリットにもなると考える。 

 

図 4 スポンサーとの契約 

 

 

(2)スポンサー契約からリンゴ農家の経営規模 

の拡大までのプロセス  

次にスポンサー契約からリンゴ農家の経営規模の

拡大までのプロセスを、種沢果樹組合を例に説明す

る。 
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①  企業に訪問し、種沢果樹組合の形態やリン

ゴジュースを例年の 2倍生産したら完売した

実績を説明し、スポンサーとして種沢果樹組

合の経営を資金援助してくれる企業を見つ

ける。そしてスポンサーからの資金でリンゴ

ジュースの生産量を 2 倍に増やす。例年の種

沢果樹組合のリンゴジュースの生産量は

1,000 ケースなので、2,000 ケースに増やす

ことになる。それに伴いリンゴジュースでの

収入は 300万円から 600万円に増えることに

なる。また、ジュースの増産を続けるために

十分な経費を確保しておく必要があるので、

スポンサーとの契約は 3～4 年の長期的な契

約とする。そして、農家がリンゴジュースへ

の加工を委託し、商品をインターネットや直

接販売などで販売し、収益を増やし、スポン

サーに借りた資金を返済する。 

 

②（A) スポンサーからの資金によって収益を増

やすことができたことをアピールし、スポ

ンサーと 2度目の契約を結ぶ。今回のスポ

ンサーからの資金は未使用の農地に新し

くリンゴの木を植えるための経費として

利用する。まずリンゴジュースの生産量を

増やすのに並行して、スポンサーからの資

金を利用し、種沢果樹組合の未使用の農地

に段階的にリンゴの苗を植えていく。リン

ゴの苗が成長し、リンゴが収穫できるよう

になるまでに約 3～4年の月日がかかる。 

 

(B)  同時に、未使用農地の一部にイチジク

やラズベリーのような約 2年で収穫可能

な、寒さに強いサブフルーツも植える。

これはリンゴが収穫できない時に収入

が減少することを防ぐためだ。実際に、

種沢果樹組合では農地の一部でラズベ

リーを栽培していた。 

③ その 2年後から段階的に農地の老木を抜

いて新しいリンゴの苗を植える。新しい

苗は 3～4年間は収穫できない。そのため

リンゴの生産量が減るが、収益の減少は

未使用の農地に植えたリンゴやイチジク

やラズベリーの収益でカバーできると考

える。 

 

以上より、このプロセスを踏めば、およ

そ 10 年で、種沢果樹組合の全ての木でリン

ゴの生産が可能となり、今よりも生産量が

1.2～1.3 倍に増加すると見込まれる。 

そしてリンゴジュースとリンゴの生 産

量が増えているので、１年間の収益は例年

の 1,300万円から 1,700万円へと増加する

と見込まれる（図 5）。種沢果樹組合はスポ

ンサーの出資がなくても自立して経営がで

きるようになると考える。 

 

  (3) 農家の人口を増やすには  

フィールドワーク調査で、農業就業人口

を増やすためには農業の楽しさを伝える

ことも重要な取り組みだと学んだ。例えば、

クッキングアップルの郷という事業では、

加工を重視した酸味が強いリンゴの生産

に力を入れている。また、種沢果樹組合で

は雪中リンゴという、リンゴを雪の中に埋

めて糖度を高めたリンゴを生産している。

このようなリンゴに対する農家の取り組

みを SNS などで、一般の人々に伝えること

で、興味を持つ人が増えると考えた。また、

リンゴの収穫体験などを行い、実際の農家

の仕事を体験することによって、興味を抱

く人が増えると考える。 

 

図 5 スポンサー契約で予想される収入の推移

（単位 100万円） 
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Ⅳ 結論 

資金不足と人手不足は秋田県のリンゴ農家の深刻

な問題である。そして、ほとんどの秋田県の農家が、

経営規模拡大を考える時にこの問題を抱えると推測

できる。しかし、この提案は秋田県のリンゴ農家持

つ問題の解決に繋がるだけではない。グローバル化

によっておこる、地場食品衰退の流れを変える新し

い手段にもなりうると考える。 
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