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本研究では、秋田の特産品をより売るための方法を見出すことを目的とした。秋田の製造過程を検証した

結果、特産品製造における問題点は工場が不足していることと農家の高齢化にあるということがわかった。

それによって秋田の特産品は付加価値が不足しており、他の地域よりも利益効率が良くない。それに対し

て秋田県は六次産業を提唱しているが、それは農家にとって様々な負担が大きいためあまり有効な手段で

はないと考えた。また、廃校を再利用するという新しいプロジェクトにも着目し、「農商工連携」、「工場

の増設」という２つの観点から秋田の特産品をより売ることができないか考察した。 
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Ⅰ 問題の所在 

私たちは秋田に生まれ、秋田に育ち、秋田を誇り

に思ってきた。私たちは秋田の特徴は身近に感じら

れる「豊かな食文化」であると考えた。しかし「豊

かな食文化」の象徴である特産品の売り上げが低い

という現状がある。図１から分かるように秋田の農

産物加工販売額は東北の他県に比べて高いとは言

えない。秋田の農産物加工販売額は 670億円であり、

最も高い福島県は秋田の 13 倍の農産物加工販売額

である。秋田の特産品を再活性化させ販売額を増や

し特産品の質を上げ、グローバル化の傾向や秋田の

伝統的な食文化を守りつつ、発展させていく必要が

あると考えた。 

 

（秋田県６次産業化推進戦略平成 27年 12月秋田県農林水産部農業経済課） 

図１ 平成 25年度農産物加工販売額 

Ⅱ 問題の背景 

さて、この問題を解決するために何をすればよい

のだろうか。 

まず私たちは特産品で大きな利益を上げている

フランスやイタリアなどの世界の国々に着目した。

フランスやイタリアは様々な種類のチーズやワイ

ンを生産しており、世界的に見ても有名なのは言う

までもない。秋田とフランスやイタリアなどの国々

を比較した結果、特産品生産における秋田との大き

な違いはその生産過程にあるということがわかっ

た。フランスやイタリアには原材料を加工するため

の工場が多くあるため、酪農によって生産した乳製

品や、地中海式農業などで生産したブドウなどを工

場で加工して、付加価値をつけ、さらに多くの特産

品を生産することが容易にできる。つまり利益効率

がいいのだ。また海外の例として 2009 年の日本と

アメリカとＥＵの貿易のデータを調べた。その中で

もアメリカとＥＵの輸出額についてみると、アメリ

カは国土の面積が 980万㎢で輸出額が約１兆 560億

ドルであるのに対して、ＥＵは国土の面積は 424 万

㎢にもかかわらず輸出額はアメリカより多く、約１

兆 500億ドルも売り上げている。アメリカが穀物や

トウモロコシなどの農産物を中心に輸出している

のに対して、ＥＵは加工食品を多く輸出していた。

このことから、いくら土地が広大で農作物を大量に



 

作れたとしても、加工しなければ効率的に利益を得

ることはできないということが分かった。この事例

のアメリカと同じように、秋田の特産品はコメから

作られたものが多く、加工せずに原料のまま売って

いる特産品が多い。なぜこのようにコメに頼った特

産品の生産体系になるのかについて歴史的、統計的

背景を調べた。秋田は兼業農業の割合が 89％と全

国平均と比べて一割程度上回っている。また生産品

目に占めるコメの割合は 67％と全国平均を 20パー

セント程上回っている。つまりは秋田の農業は「兼

業農家による稲作」という特徴があることが分かる。

また当然のことながら秋田の風土と気候が稲作に

適しているということも挙げられる。さらに、「あ

きたこまち」というブランドもあり、高値で取引さ

れているのでそれに頼ってしまっているというこ

とも挙げられる。 

上記の事例のように加工によって付加価値をつ

けることは、特産品の販売額を上げるために、重要

である。しかし秋田には加工するための工場が少な

い。食品の加工にかかわる事業所の数が 706社と東

北でも一番少ない。したがって、農作物などの生産

力は高いのにも関わらず、工場で加工して付加価値

のついた特産品を生産することが難しい。よって多

くの利益を生み出すことができない。この問題に対

して秋田県は「秋田県六次産業化推進戦略」で六次

産業化を農家に提唱している。六次産業とは、農家

が生産、加工、販売のすべてを行うことである。六

次産業を行うことによって、工場数が少なくても、

加工を行い、付加価値を付けることができる。これ

は理想的な特産品の生産体制のように思える。だが

しかし、事態はそう簡単ではない。次のグラフを見

てほしい。 

 

（H27総務省統計局） 

図２ 全国と秋田県の高齢化率の推移 

秋田は現在高齢化の真只中であり、昭和期では秋

田の高齢化率は全国と比べてあまり違いはなかっ

たが、平成から徐々に高齢化率が上昇し、現在では、

全国平均に比べて大きく下回っている。そして将来

も増加し続ける予想だ。このことから秋田の高齢化

はこの先も深刻化し、秋田の未来の課題になると予

測される。また六次産業化人口に対する高齢者の割

合が全国平均は 26.7%であるのに対して、秋田県の

人口に対する高齢化率は 33.5%と全国で第一位とな

るほど深刻な状態である。農業を行っているのは高

齢者が多く、若者が少ない。このように、ただでさ

え農業を行うだけでも大変な状況にある農家に対

して加工や販売も行えと言うのは、県の政策が現在

の農家の現状と一致していないことが分かる。さら

に農家は農業に対しての知識や技術を持っている

が、加工や商売に関する知識や技術は持ち合わせて

いない。そのような中で大手企業などの工場で作っ

ている特産品などに、農家が加工した特産品が太刀

打ちできるとはとても考えられない。また秋田で行

われている六次産業は、農家が補助金をもらって行

っている。加工施設や機械設備購入および設置調節

等における補助の上限は 200 万円、商品開発・改良

のための試作商品・パッケージ等製作費における補

助の上限は 50 万円、農業者が自宅等の一部を改築

することや、開業するための施設設備等における補

助の上限は、100万円である。このように国から補

助金をもらって行っているため、失敗しても農家へ

のリスクが少ない。そのため農家は向上心を持たず

に継続して生産できないという側面もある。このよ

うに断続的な生産では安定して特産品を生産でき

ないため、将来の秋田への不安が募る。 

 

Ⅲ 研究仮説 

 このような問題背景から私たちは秋田の特産品

には次の二つのことが必要だと考えた。 

 一つ目は、「農商工連携で特産品を製造すること

により農家の負担を減らしつつ、生産量をあげるこ

とができるのではないか」という仮説である。農商

工連携とは、生産、加工、販売を農家、企業、店が

それぞれ連携して行うという仕組みだ。私たちはこ

の仕組みが「六次産業化」よりも秋田の現状に適し

ていると考えた。また「農商工連携」と「六次産業」



 

を並列して利用することでさらに負担が軽減でき

ると考えられる。また私たちは特産品のニーズは時

代、地域によって異なると考えた。昔からの製法で

特産品を生産し、変わらぬ秋田の食文化を守ってい

くことも大切だが、変化する地域や人々の好みに合

わせて、特産品を製造し、新たな食文化も創造して

いく必要があると私たちは考えた。また秋田の食文

化の活性化のために特産品の生産形態にのみ注目

するのではなく、作った特産品をより多くの人に伝

わるように宣伝面でも考えていかなければならな

いと考えた。 

二つ目は、「廃校や農業放棄地を再利用して工場

を増やすことができるのではないか」という仮説だ。                 

秋田には工場数が少ないため農作物に付加価値を

つけることができない。そのため、廃校や農業放棄

地を再利用して工場数を増やすべきだと考えた。ま

た廃校や農業放棄地といった用途のない持て余し

た土地を使うことにより地域貢献ができるとも考

えた。 

 私たちは米から作られている加工品である日本

酒に注目して上記の二つのことを利用し次のよう

な仮説を立てた。それは、農商工連携と廃校の再利

用で日本酒を作ることによって、日本酒の新たな楽

しみ方を拡大する方法だ。具体的にいうと、農家が

酒米を生産し、酒蔵で日本酒を生産する。そこに一

見日本酒とは関係ないような温泉と研究所が連携

することで、日本酒を飲みながら温泉を楽しめる施

設を作ることや、日本酒の美容成分を研究し、それ

を利用した温泉を開発するということだ。また、こ

のように私たちが日本酒を楽しむということは、日

本酒の需要が高まることを意味する。需要の高まり

に対して生産量を増やす必要性があると考えられ

る。しかし秋田には加工する工場が少なく、付加価

値をつけることが難しい。フィールドワークで秋田

醸造株式会社に訪問した時に、日本酒は国内や海外

から多くの需要があるが、生産量が需要量に追いつ

いておらず、売ることができていないケースもある

とおっしゃっていた。 

 

Ⅳ 調査結果 

１ 農商工連携 

私たちはまず農商工連携によって秋田で日本酒

を造ることができるかについて考えた。農商工連携

とは六次産業のように農家が生産・加工・販売をす

べて行うのでなく、農家は生産に専念し、企業、工

場が加工を行い、卸売店、小売店が販売を行う。そ

してこの３つの機関だけではなくさらに大学や研

究機関による分析や開発、地域団体による宣伝など

を行いながら製品を生み出すというものである。農

商工連携は商品開発において責任や資本を分担で

きるため、各機関に対する経済的負担を減らすこと

ができる。さらにそれぞれの機関の得意分野で製品

の製造に関わることができるため、これは高齢化が

深刻な秋田県において特産品を作っていくには必

要不可欠だと考えた。 

これらの点について、フィールドワークで秋田物

産振興会と、秋田県仙北市にある夏イチゴ農園（株）

ストロベリーファームを訪問し、インタビューを行

った。秋田物産振興会の方は秋田の特産品の発展の

ために農商工連携は必要であるとおっしゃってい

た。さらにストロベリーファームの方は各機関が各

得意分野で力を最大限に発揮することで、よりよい

製品を生むことができるとおっしゃっていた。以下

に農商工連携の成功例を示す。 

ハスカップを用いた化粧品の開発・製造・販売が

北海道札幌市で行われた。連携関係は株式会社

esaki が化粧品に適したハスカップの研究・栽培を

行った。次に洗濯・美容業を行っている株式会社ア

メージングアンクがエステ経営の知見を活かして

ハスカップを利用した化粧品を開発し、美容院やケ

アサービスを行う店に販売した。さらに北海道中小

企業家同友会札幌支部や広告業を行っている有限

会社トライアドや化学工業を行っている株式会社

ベルクール研究所なども化粧品開発の助言を行う

とともに、商品のブランディング、販売促進をサポ

ートし連携した。農家側はハスカップを食用として

販売するとブームなどに左右され安定した利益が

得られていなかった。しかしこの農商工連携によっ

て販売先を多角化するとともにハスカップの知名

度も上げることができた。またアメージングアンク

側も高価なハーブを用いた美容品よりも安価なハ

スカップ美容品を用いることで、顧客層の拡大、販

路拡大へとつなげることが出来た。農業者側は５年

間で約 186万円の売り上げ増加、中小企業側は５年



 

間で約 4061 万円の売り上げ増加という結果になっ

た（平成 29 年度北海道経済産業局）。 

また、宮城県仙台市ではわさび栽培に建設業者が

連携し、成功を収めた例もある。わさび栽培は水管

理などの栽培技術が難しい。そこに大学が関わり栽

培管理技術を農家に提供した。さらに建設業者が自

身のノウハウを生かし、効率的なわさび栽培装置を

農家に導入した。また地元農家にもノウハウを提供

してもらいながら、生産を行った。さらに老舗蒲鉾

店と連携し、販売路線も確保し、1,200 万円もの利

益を生んだ。 

秋田でも畜産面での農商工連携の成功例がある。

小坂市で養豚業者、農家、廃棄物処理業者が農商工

連携を行い、廃棄物処理業者がよい土壌作りの技術

を提供し、平成 18 年に 25，7 億円の売り上げをあ

げた。（参考文献参照）これらの成功例を受けて以

降の考察をする。 

秋田には県立試験研究機関という研究所がある。

総合食品研究センター、農業試験場、果樹試験場、

畜産試験場、水産振興センター、産業技術センター

などに分かれていて様々な研究が行われている。総

合食品研究センターでは、 

・県産素材を利用した食品、商品の開発支援 

・県産素材の高度加工技術の研究および製品開発 

・清酒の品質向上のための新しい酵母・麹菌や酒 

米の開発 

・アルコール飲料の新しい開発 

などを行っている。 

農業試験場では作物の品種改良や新しい農業技術

の開発などを行っている。果樹試験場、畜産試験場、

水産振興センターなども同様の活動を行っている。

産業技術センターでは、売れるものつくり研究開発

や世界に通用する戦略的技術開発を行っている。こ

のような施設に連携を依頼することで、温泉の美容

成分の分析、新しい酒の開発、そして安定的した生

産ができると考えた。さらに多角的に商品を開発・

生産できるとも考えた。 

２ 廃校の再利用 

私たちはまず秋田の廃校数が多いことに目を付

けた。秋田には実際 155 校もの廃校がある。廃校を

再利用することで、 

・工場の建設費用の節約が期待できること 

・地域密着型の事業を展開する際に地域の理解が得

られやすいこと 

・「学校施設の再利用」という地域貢献ができるこ

と 

・地域雇用の創出につながること 

などのメリットがある。 

現在、文部科学省では、廃校の再利用のため「み

んなの廃校プロジェクト」を実施している。この事

業は民間企業などの活用希望者が地方公共団体を

仲介して、文部科学省へ廃校の情報を提供し文部科

学省のホームページに掲載してもらうことにより

活用希望者へ廃校の情報を紹介するものだ。 

実際秋田県の大館市で旧山田小学校がこの事業

で白川フーズ（株）生ハム工場へとなった。市と年

間約 80 万円の賃貸借契約を結び、約 5,000 万円を

投じて設備を整えた。冷涼な山田地域の環境と、旧

山田小学校の校舎の日当たりのよさ、そして、校舎

の前を遮るものが何もないという風通しのよさが

生ハム作りに適している。また、日本に生ハム文化

を定着させるために、仕込みの時期にあたる冬期間

に広く一般の方々を対象に月１回のペースで「生ハ

ム塾」を開催している。これは多くの人に本物の生

ハムを「生ハムづくり」から楽しんでいただきたい

という活動だ。同社の工場には、地区住民の方が季

節雇用で 10 人働いている。このように、廃校を再

利用することによって地域の雇用創出にもつなが

る。 

 

図３ 「みんなの廃校プロジェクト」 

～廃校の情報と活用ニーズのマッチング～ 

（文部科学省） 

 

Ⅴ 考察 

農商工連携について調べ、二つのことを考察した。



 

一つ目は秋田には農商工連携が適しているという

ことだ。秋田では先にも述べたように、少子高齢化

に乗じて、農家の年齢が上昇している。この現状に

対して農商工連携を行うことで高齢の農家の負担

を減らすことができる。さらに企業や卸売店とも連

携することで高品質な製品をより楽に生産できる。

そして二つ目に農商工連携を行うことで生み出す

製品に独創性が生まれるということだ。なぜなら農

商工連携では例にも挙げたように建設業者や大学、

公設試験所、さらに、様々な機関、団体が連携する

ことができるからだ。これによって研究結果の例の

ように従来生産が不可能といわれていた場所で農

作物を生産出来たり、大学などが関わることで品質

や安全性が向上したりする。極めつけは上記の理由

により、様々な視点からのアイディアが製品に加わ

るため、他の製品との差別化にも繋がるのではない

かということだ。また持続的に製品を製作すること

にもつながる。これらのことから農商工連携で特産

品を製造することは、農家の負担を減らし、さらに

独創的な特産品を作ることにつながるため、これを

秋田に導入することはとても有効であると考察し

た。 

そっして、廃校を再利用して工場数を増やすとい

う方法だ。秋田の工場数を増やし、加工力を高める

ことで、特産品の販売額を上げることが出来ると考

えた。さらに秋田の高品質な酒を今より多く生産す

ることで、国内外からのさまざまな需要に答えるこ

とが出来ると考えた。秋田市産業企画課の方に伺っ

たところ、廃校は立地条件が悪く、アクセスもよく

ないというデメリットがあり、廃校を再利用するこ

とは難しいのではないかという指摘をいただいた。

しかし、白神フーズのように、山地などの立地条件

が悪い場所のほうが生産性がよくなるという例も

あり、デメリットだけではないと考えた。 

 

Ⅵ 結論 

より一層特産品を売るために日本酒を例にして

調査したことで二つのことを提案したい。 

一つ目は農商工連携によって日本酒を生産する

ということだ。農商工連携を導入することで、農家

の負担を軽減し、高品質で多角的な商品を作ること

が出来る。 

二つ目は廃校などを再利用して工場を増やすこ

とだ。廃校を再利用することで不足している食品加

工工場数を増やし加工力と生産量を上げることが

出来るそのうえ、地域雇用創出にも繋がる。 

これらの２つの点は日本酒だけに言えることでは

なく、他の特産品にも当てはまる。 

秋田にも良い食品や特産品は存在している。しか

し、それは全国的に見て大きな利益を得られていな

いことが秋田の現状だ。この問題に対し調査結果を

踏まえた対策をとることで未来の秋田の特産品をよ

り売っていくことが可能になるだろう。このことを

実践することは多額の費用が必要となり、その他に

もまだまだ多くの問題点があるので、これからも研

究を続け、秋田の特徴である「豊かな食文化」つま

り特産品を守り、発展させていきたい。 
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