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市民共同発電所の普及策に関する研究
山田
【研究概要】

通裕（特定非営利活動法人創エネ神戸）

同発電所への出資に肯定的であり、上記①〜③を

地球温暖化を防止して、次世代に豊かな地球環
境を残すために、再生可能エネルギーの普及が重

解決する方法として市民共同発電所が有望である
ことを示唆しており、その普及策を検討した。

要である。その身近な取組みとして市民共同発電
所があり、2012年７月に始まった固定価格買取制

２．FIT依存型の市民共同発電所の困難性

度（FIT）が追い風となってその普及が進んだ。し

⑴

市民共同発電所の動向
2012年７月に始まった固定価格買取制度（以下

かし、買取価格の急激な低下とともにFIT依存型
の市民共同発電所の建設が困難になりつつある。

FIT）は、図２に示すように市民共同発電所の普及

その対応策として、地産地消型の市民共同発電所

に追い風となり、全国の導入数は2014年度には600

への展開を検討し、NPO法人と認可地縁団体や社

基に伸長した1）。しかし、その後の太陽光発電の固

会福祉法人とが連携するスキームを提案する。

定価格買取価格（以下買取価格）は急激に低下し
ており、表１に示すように、兵庫県の「地域主導
型再生可能エネルギー導入促進事業」2）
（貸付）の

１．はじめに
筆者らは、神戸市シルバーカレッジ（以下カレッ

採択件数は、買取価格の低下と共に減ってきてい

ジ）に在学中（2011年４月〜2014年３月）に再生

る。これは市民共同発電所の収益性の低下が一因

可能エネルギーについて学んだ。その中で市民が

と考えられる。

資金を出し合い、市民が運営母体となって太陽光
などによる発電所を建設する市民共同発電所の存
在を知った。そして、グループ学習のテーマとし
て「再生可能エネルギーの事業化と普及」を選び、
カレッジの学生を対象にアンケート調査を行った
（1,112人対象、内465人から回答）。自宅に太陽光発
電設備を設置することに88％は否定的であり、そ
の理由として、アンケートの対象者のほとんどが
60歳以上という条件もあるが、①設置費用が高い、
②自宅にいつまで住み続けるか分からない、③設
置場所がないことを挙げている。それにもかかわ

図２

らず、図１に示すように、回答者の45％が市民共

市民共同発電所の導入実績

表１ 固
 定価格買取価格（10kW以上の太陽光）と兵
庫県の貸付の採択件数

⑵

収益性検証のモデル
図３に、市民共同発電所の収益性を検証するた

図１

アンケートの結果

めのモデルを示す。市民共同発電所の運営母体は
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NPO法人とし、土地または屋根を賃借し、発電し

なる。なお、回収期間を見積もるため、途中での

た電力をFITを使って100％電力会社に売電する。

擬似私募債の返済は無いと仮定した。

資金は市民から擬似私募債で集め、利息１％/年

20年間の収入は、1,891万円（売電1,279万円、擬

（単利）を支払う。計算に使用した主なパラメータ

似私募債等612万円）、20年間の支出は、1,234万円

は、①発電出力=23.52kW（年率0.5％で劣化）②１

となる。（収入−支出）の657万円から、擬似私募

kW当たりの年間発電量=1,100kWh③土地、屋根の

債の返済（588万円）を行うと残高は69万円となり、

賃借料=年100円/m2（設置面積254m2）④設備維持

収益的には厳しい。

管理費=2万円/年⑤保険料=4万円/年である。太陽

図５に、20年間の支出合計1,234万円の内訳を示

光システム単価（1kW当たりの設備費と工事費の

す。建設費の割合が48％と高いのは当然だが、法

合計）35.5万円/kW、30万円/kW、25万円/kWの３

人住民税（均等割）、法人税（所得等依存分）、固

通りに対して、買取価格

回収期間の収支シ

定資産税、事業税の４種の税金が19％（総額=237

ミュレーション を行った。回収期間は、収入（売

万円）の割合を占めている。NPO法人が売電とい

電、擬似私募債等）から支出（建設費、経費、税金）

う収益事業を行う場合、税金が収益性を圧迫する

を差し引いた金額を累積していき、累積金額が建

可能性がある。特に、法人住民税（均等割）は、

設費と等しくなるまでの期間と定義する。よって、

利益が出ていなくても徴収されるので、発電出力

対

2）

回収期間は擬似私募債の返済時期に対応する。

が小さい太陽光発電しか行っていないNPO法人に
とっては厳しい（NPO法人の立ち上げ時、多くは
こういう状態になる）。市民共同発電所に取組む
NPO法人に対して、この減免があれば、市民共同
発電所の普及を助けることになろう。また、図５
の内訳は利息の見直し、保険料の見直しが必要で
あることを示唆している。

図３

⑶

収益性検証のモデル

収支シミュレーションの例
図４に、買取価格=24円/kWh、太陽光システム

単価=25万円/kWの場合の収支シミュレーションを
示す。収入から支出を差し引いた金額の累積が建
設費=588万円と等しくなる17.0年が、回収期間と

図５

⑷

20年間の支出合計1,234万円の内訳

買取価格と回収期間
表２および図６に、太陽光システム単価=35.5万

円/kW、30万円/kW、25万円/kWの３通りに対して、
買取価格

対

回収期間の収支シミュレーション

を行った結果を示す。結果のまとめを次に記す。
①買取価格が40円〜36円/kWhと高い時には、太陽
光システム単価が35.5〜30万円/kWでも回収期間
図4

収支シミュレーションの例

（買取価格=24円/kWh、太陽光システム単価=25万円/kW）
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は、10.8年〜14.6年に収まっている。
② し か し、2016年 度 の 買 取 価 格24円/kWhま で 下

がってくると、太陽光システム単価が25万円/

所にふさわしい候補が多くある。特に自治会館を

kWでも（図４参照）回収期間は17.0年となり、

保有する自治会（認可地縁団体）や幼稚園、保育

太陽光システムの償却期間17年と等しくなる。

園を経営する社会福祉法人が運営母体になって、

③さらに、2017年度以降、買取価格が低下するの

保有する施設で発電した電力を消費する（自家消

で、簿価がゼロになっても擬似私募債の返済

費）、地産地消型の市民共同発電所を普及させるこ

ができない状態になる。つまり、NPO法人が、

とを提案する。

FIT依存型の市民共同発電所の運営母体になる
⑵

ことが困難になりつつある。

収益性検証のモデル

以上の状況のなか、市民共同発電所の普及を図

図８に、地産地消型の市民共同発電所の収益性

る対応策を次に検討する。それには、再生可能エ

を検証するためのモデルを示す。市民共同発電所

ネルギーの原点である①太陽光というどこにでも

の運営母体は、認可地縁団体や社会福祉法人と

あるものを活用し、②地域で発電をし、③地域で

し、保有する土地または屋根を活用して発電した

使って潤うしくみを基本にする必要がある。

電力を自家消費する。但し、電力会社と高圧契約
（6,000V）ではなく低圧契約（100V/200V）を結ん

表２

固定価格買取価格

対

回収期間（年）

でいる施設を対象とする。資金は市民から擬似私
募債で集め、利息１％/年（単利）を支払う。こ
こに、市民の参画がある点が重要である。計算に
使用した主なパラメータは、土地、屋根の賃借料
= ０である点を除き、図３の検証モデルと同一で
ある。

図８
図６

固定価格買取価格

対

回収期間（年）

⑶

収益性検証のモデル

収支シミュレーション
関西電力と低圧契約の一つである従量電灯Ｂの

３．地産地消型の市民共同発電所への展開

契約を結んでいる場合、その電気料金は、20.47

⑴

円/kWh（120kWhま で ）、24.75円/kWh（120kWh

市民共同発電所の候補
図７に示すように、神戸市内には市民共同発電

超 過〜300kWhま で ）、28.33円/kWh（300kWh超
過分）の３段階に分かれている。自治会館、幼稚
園、保育園の毎月の電気使用量は数1,000kWhであ
るので、節約できる電気料金は、発電量に28.33円
/kWhを乗じた金額となる。これを見かけの収入と
して、収支シミュレーションを行った。
図９に、太陽光システム単価=25万円/kWの場合
の収支シミュレーションを示す。収入から支出を
差し引いた金額の累積が建設費の588万円と等しく

図７

神戸市内にある市民共同発電所の候補

なる11.0年が、回収期間となる。図６に、比較のた
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め丸印で表わしており、この値はFITの買取価格

屋根の賃借料が不要のためである。また、収入面

とは関係しない。なお、回収期間を見積もるため、

で、節約できる電気料金が28.33円/kWhとFITの買

途中での擬似私募債の返済は無いと仮定した。

取価格より高いためである。施設が、電力会社と

20年間の収入は2,010万円（節約分1,398万円、擬

高圧契約（6,000V）を結んでいる場合、高圧契約

似私募債等612万円）、20年間の支出は946万円とな

の電気料金は16円〜17円/kWh と低圧契約に比べ

る。
（収入−支出）の1,064万円から、擬似私募債

て安いので、この収支シミュレーションには当て

の返済（588万円）を行うと残高は476万円となり、

はまらない。

収益的には図４と比較して大幅に改善されている

図９は、発電した電力を100％自家消費できる場
合を示しているが、自治会館、幼稚園、保育園な

ことが分かる。

どの施設では日曜が休みの場合が多く、100％自家

 

消費できない場合の収支シミュレーションを行っ
た。 図11に、 １ 週 間 の 内 ６ 日 間 は 自 家 消 費 を 行
い、１週間の内１日間だけFITにより買取価格24



円/kWhで売電する場合を示す。回収期間は11.3年
と0.3年だけ伸びる。20年間の収入は1,980万円（節
約分1,199万円、売電169万円、擬似私募債等612万
円）、20年間の支出は948万円となる。（収入−支出）
の1,032万円から、擬似私募債の返済（588万円）を
行うと残高は444万円となり、収益的には図９と比
較して７％減と大きな差異はない。

図９

収支シミュレーション

 

（太陽光システム単価=25万円/kW）

図10に、20年間の支出合計946万円の内訳を示す。
FIT依存型の市民共同発電所の回収期間である17.0



年に比べて、11.0年に回収期間が短縮された理由を
挙げる。支出面で、①認可地縁団体や社会福祉法
人においては、法人住民税（均等割）と固定資産
税の減免がある場合が多いこと、②自家消費なの
で法人税（所得等依存分）と事業税が不要、③土地、
図11

収支シミュレーション
（太陽光システム単価=25万円/kW、発電量の
6/7を自家消費1/7を24円/kWhで売電）



図12に、１週間の内６日間は自家消費を行い、
１週間の内１日間は発電した電力を利用しない場
合を示す。回収期間は13.4年と2.4年伸びる。





20年間の収入は1,811万円（節約分1,199万円、擬
似私募債等612万円）、20年間の支出は946万円とな
る。（収入−支出）の865万円から、擬似私募債の
返済（588万円）を行うと残高は277万円となり、

図10

20年間の支出合計946万円の内訳
（図５との差異=1,234万円−946万円=288万
円、税金237万円と賃借料51万円が起因）
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収益的には図９と比較して42％減となる。

 

設備を所有せずに、図13で示した認可地縁団体や
社会福祉法人と連携するスキームも、市民共同発
電所を作るノウハウを活かす方法である。FITによ
る買取価格の低下がさらに進んでも、地産地消型



の市民共同発電所の収益性には影響をほとんど与
えないので、本論文で提案するスキームが、今後
重要となってくる。

図12

収支シミュレーション
（太陽光システム単価=25万円/kW、発電量の
6/7を自家消費1/7は未利用）

⑷

課題と解決策
認可地縁団体や社会福祉法人は税制上有利な立

図13

地産地消型の市民共同発電所のスキーム

場であっても、市民共同発電所を作るノウハウを
持っていないとの理由で、ほとんどその取組み

４．地産地消型の市民共同発電所の例

がなされていないのが現状である。一つの解決策

図14は、 神 戸 市 西 区 の あ さ ひ 保 育 園（ 神 戸 市

として、市民共同発電所を作るノウハウを有する

の 社 会 福 祉 法 人 の 傘 下 ） の 屋 根 に2016年12月 に

NPO法人が支援し、認可地縁団体や社会福祉法人

設置した、地産地消型の市民共同発電所の例であ

と連携するスキームにより、地産地消型の市民共

る。社会福祉法人が太陽光発電設備を所有するが、

同発電所の普及を図ることを提案する。

NPO法人創エネ神戸が設備の導入に関する全般の

図13に提案するスキームを示す。運営母体は、
認可地縁団体や社会福祉法人であり、太陽光発電
設備の所有者である。そして、NPO法人は次のい
くつかの役割を担っている。
①太陽光発電設備の導入に関する全般の支援
②市民からの出資を支援
③太陽光発電設備を導入後、維持管理の支援
④太陽光発電設備を活用して、環境教育・環境学
習を実施
⑤地産地消型の市民共同発電所の普及活動
①と②は設備導入時の支援であり必須であるが、
③〜⑤はNPO法人と認可地縁団体や社会福祉法人
が連携して行う長期的な活動であり、こうした連
携に進むことが望まれる。そして、市民からの出

図14

地産地消型の市民共同発電所の例
（神戸市西区：あさひ保育園）

表３

太陽光発電の概要

資は、認可地縁団体や社会福祉法人にとって資金
面での支援になるだけでなく、市民にとっても地
球温暖化防止への参画意識を生むきっかけとなる。
今まで、NPO法人が、太陽光発電設備を所有し、
市民共同発電所の運営母体になるスキームが実績
として多くあり主流であった。このスキームは今
後とも重要であるが、NPO法人自身は太陽光発電
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支援を行い、図15に示すスキームで建設した。太

＜参考文献＞

陽光発電の概要を表３に示す。

１）NPO法 人 気 候 ネ ッ ト ワ ー ク の ホ ー ム ペ ー ジ

資金調達は、①兵庫県の「地域主導型再生可能
2）

http://www.kikonet.org/

エネルギー導入促進事業」（貸付） 、②市民から

http://midori-eneren.com/doc/20141116gakus

の擬似私募債、③あさひ保育園の拠出、④寄付で

yuu-2.pdf/
２）兵庫県のホームページ「地域主導型再生可能

行った。

エネルギー導入促進事業」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk24/h28tiikishu
dou_boshuu.html
＜その他の研究メンババー＞
特定非営利活動法人創エネ神戸の会員、福田進、
水上義彦、岡本紘一、山口昭則

図15

あさひ保育園とNPO法人創エネ神戸との連携

５．まとめ
再生可能エネルギーの普及に貢献する身近な取
組みとして市民共同発電所があり、2012年７月に
始まった固定価格買取制度（FIT）が追い風となっ
てその普及が進んだ。しかし、買取価格の急激
な低下とともにFIT依存型の市民共同発電所の建
設が困難になりつつあることを、収支シミュレー
ションにより定量的に示した。その対応策として、
地産地消型の市民共同発電所への展開を定量的に
検討し、さらにNPO法人と認可地縁団体や社会福
祉法人とが連携するスキームを提案した。
表４に、神戸市内の、私立保育園、私立幼稚園、
自治会館、児童館、地域福祉センターの施設数を
示す。この内、認可地縁団体や社会福祉法人の１
割が、地産地消型の市民共同発電所に取組めば、
メガソーラーに匹敵する発電量を賄うことができ
る。神戸市内にはそれだけの潜在力がある。また、
本論文が、神戸市所有の児童館、地域福祉セン
ターなどの公共の場所をさらに活用するきっかけ
になることを期待している。
表４
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【優秀発表者論文】

神戸、世界をリードする国際都市へ
― 神戸の国際都市としての再生・発展に向けての提言 ―
長濱

速雄（神戸市シルバーカレッジ国際交流・協力コース20期生 フロンティア神戸 代表）

【研究概要】

高齢化に伴い今後大きく伸び、2020年には医療機

神戸は震災後、復興に努め、再生しつつあるが
かつての輝きを取り戻すには至っていない。
さらには、神戸は2012年以降人口が減少しつつ

器40兆円、医薬品100兆円、トータル140兆円の巨
大産業となると予測されている。これはIT産業の
120兆円を大きく上回るものである。
神戸市は2014年国家戦略特区の指定を受けた。

ある。神戸市策定の「平成28年度国家予算に対す
る提案・要望」において、少子・超高齢化社会の

このマーケットをターゲットにして、神戸医療産

進展に伴う人口減少を、市の抱える最大の課題と

業都市をアジアNo.1のクラスターへと成長させる

している。神戸市は、安定的な成長力を維持し発

ことで経済・雇用の拡大を成し遂げることができ

展していくための方策を早急に策定し、実行して

ると考える。また若者にとって魅力溢れる国際性

いく必要がある。筆者らは、若者が神戸に定着し

豊かな神戸の活力を取り戻すため、アジアのみな

安心して生活を営めるための雇用の場の確保が最

らず世界の医療分野で貢献していけるよう次の３

優先すべき方策と考える。

項目を提言する。

そのためには、新しい産業の育成が必要である。
幸い神戸は、「先端技術」「美しい自然と食」「もの

⑴

国際先端医療大学院大学の設立

づくり力」という強みを有している。新しい産業

神戸医療クラスターは2016年に兵庫県立こども

として、これらの強みを生かせ、且つ、今後市場

病院が開設され病床数1,400を超える一大病院群と

規模の拡大が期待でき、次図に示す様に相乗効果

なっている。

の大きい「医療産業」「観光産業」「次世代ものづ

これら医療関連クラスターの中核機能は基礎研

くり」をこれからの神戸を支える3本柱と考え、以

究の成果を実際の病気の治療につなげている「橋

下の施策を提案する。

渡し研究」、企業の医療分野への参入やベンチャー
立ち上げを支援する「企業支援機能」、医療関連の
「人材育成機能」であり、最先端の医療システムを
作り上げることを目指している。
最先端の医療技術を安全かつ迅速に実用化し、
いち早く市民に提供するためには、高度専門医
療機関と優秀な臨床医（歯科医師含む）及びComedical staﬀ（看護師、歯科衛生士等医療専門職員）
は不可欠な存在である。さらに、国際貢献推進に
は、iPS細胞を用いた再生医療等高度専門医療に関
わる知識・技術を習得し、グローバルに活躍でき
る人材の育成が必要である。また、メディカルク
ラスターを活用した国際医療交流を展開し、アジ
アをはじめとしたグローバルな医療人材の育成と

１．医療産業都市

―未来都市への進化―

神戸医療産業都市は、着手から16年を超え、進
出企業・団体が2016年末で330社/団体となり、日
本最大級の医療関連クラスターとなっている。
医療産業は、世界人口の増加、先進国における

医療技術の国際展開及び上質な医療サービスの提
供を図るべきである。
神戸市は、メディカルクラスターに集積する各
病院の「日本国際病院」への指定を国に要請して
いる。この指定とも連動させ、前述の人材育成を
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実現するために先端医療都市内に「国際先端医療

民間有識者、市民代表を交えて医師会との話し合

大学院大学」の設立を提言する。

いを主導し、理解を得て積極的に医療ツーリズム

本大学院は、国内のみならず広く海外からの研

に取り組むべきと考える。最先端の医療機器を備

究者、臨床医及び看護師等Co-medical Staﬀ を受け

えた世界のトップクラスの先端医療施設に加え医

入れ、先端医療でグローバルに貢献できる総合的

療機器の信頼性、医療技術のレベルの高い神戸医

な人材育成を図るものとする。
また、国際先端医療大学院を核にして、アジア

療産業都市を世界に向けて強く発信する必要があ
ると考える。

をリードしていく先端医療の研究・開発拠点とす
ることにより、国際会議が多く開催され、研究者

⑶

国際学会招致プロジェクトチーム設立

や医療関係者で賑わう活力ある街となり、経済波

MICE(Meeting, Incentive travel, Convention,

及効果も大いに期待できる。本大学院で学んだ研

Event/Exhibition) 推進は経済効果、雇用増大、都

究者・臨床医は、帰国後神戸で開発された医療機

市競争力向上に大きな期待ができ、主要都市が

器や新薬を使用し、広める可能性が大きく、その

競って力を入れ取り組んでいる。そしてMICEの中

輸出戦略上重要な役割を果たしてくれることも期

核となるのが国際会議開催である。

待できる。
⑵

医療ツーリズムの推進
医療ツーリズムは安倍政権の新成長戦略に位置

づけられており、政府は外国人患者の受け入れに
積極的で能力が備わった施設を「日本国際病院」
として海外にアピールしている。
神 戸医療産業都市には、iPS細胞を使って世界初
の移植手術が行なわれた先端医療センターなど高
度な医療を提供する病院が集まっている。病院関
係者らによると、すでに中国、インドネシアなど
国際会議

アジア諸国から先端医療を求める患者が訪れてお

風景

り、潜在需要は大きいと推測できる。
神戸市は1981年ポートピア博以降に日本初のコ

観光庁によると、
世界の医療ツーリズ

ンベンション都市として取り組みを始め、30数年

ムの市場規模は2012

の間に4,600件の実績を持つことができた。年間開

年 に 約1,000億 ド ル

催件数がトップクラスの時期もあった。神戸市で

（ 約12.4兆 円 ） と6年

は、これまでの実績・経験に基づき必要なサービ

間で約1.7倍に増えて

スをパッケージで提供する国際会議誘致プロモー

いる。米国、ドイツ

ション「Meet in KOBE21」を実施するなど、ソフ

など医療先進国だけ

ト・ハードの両面からコンベンション誘致を推進

でなく、新興国でも

し、日本のコンベンション都市の先駆けとしての

欧米で高度な技術を

出典：日本政策投資銀行

学んだ医師が母国で治療を始めるなど医療水準が
上がってきたことが後押ししている。図はアジア

国際都市神戸を発信してきた。しかしながらこの5
年は６〜９位と低迷している。
再びトップクラスの座を取り戻すために「国際

主要国の医療ツーリスト受入れ数の推移である。

学会招致プロジェクトチーム」を設立し、神戸市

この図には入っていないが、日本は韓国より少な

の強みを活かした活動を推進することを提言する。

く最下位である。
神戸市は医師会などからの批判が強いため、当

推進に際しては、神戸の強みを活かした医療分
野に加え、「健康分野」、「計算科学分野」、「航空・

面「海外で救えない命を救う人道上の受け入れに

宇宙産業」そして「観光分野」にも広げていくべ

限る」との方針のようである。しかし筆者らは神

きである。

戸市が国際貢献と神戸経済の活性化のため、大学・
40
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この活動からの事業展開により、受入れ環境（交

通、ホテル、レストラン等）の整備が進み、ポー

ランティア組織を育成するべきである。

トアイランドのインフラ向上が進む。さらに知の

② 欧米系観光客の誘致

拠点となるポートアイランドのさらなる発展を進

訪日観光客はアジアに偏っている。今後は誘客

め、研究・開発・技術の進歩へ貢献できると確信

プロモーション拠点を欧米諸国に設け、欧米系観

する。

光客の誘致に重点を置いた戦略を立てる。
③ 外国人観光客増大の施策
Wi-Fiの設置場所の拡充、神戸の文化や歴史・地

２．神戸を国際観光都市へ
2016年 の 訪 日 観 光 客 数（ 表 １） は2,404万 人 で

理に詳しいプロのガイドの育成、多言語自動翻訳

2015年 の1,974万 人 を21.8 ％ 上 回 っ て お り、 ま た、

機の早期導入、コベリン（シェアサイクル・こう

消費額も2015年の7.8％増の3兆7,476億円となって

べリンクルの通称）の拡充と自転車専用道路の大

いる。

幅拡充、ホテルの誘致、民泊の活用も考える。
更に、神戸では夜7時になれば店を閉じ始め、他
表１ 「訪日外国人客数」と「消費額」
訪日観光客数

消費額

2015 年

1,974万人

3兆4,771億円

2016 年

2,404万人

3兆7,476億円

出典：日本政府観光局、観光庁

神戸に来る外国人観光客は、図1に示すように
年々増加傾向を示しており、2015年は108万人に達
している。また、ホテルの稼働率も80％とほぼ満
室状態に達している。
神戸市においては、国際観光客数が順調に伸び
つつあるが、神戸市の有する観光資源や国際都市
としての魅力に磨きをかけ、活かしていけば大幅
に国際観光客数を増やせると考える。

の都市と比較してあまりにも早い。せめて夜10時
頃までは、賑わいのある街であることを望む。
④ 食・体験・近隣地域との連携
美しい観光スポットに加え、美味しい食事（パ
ン、スイ―ツ、酒、神戸ビーフ等）や体験型観光
（ 六甲山ハイキング、温泉入浴等 ）も大切である。
また、姫路市、淡路島など近隣地域と連携して観
光客の回遊を図ることも大切である。
⑵

新観光スポットの整備
神戸には素晴らしい観光スポットが数多くある

が更に磨きをかけ整備を進めることが望まれる。
① ウォーターフロントの整備
ウォーターフロントは、いかにも神戸らしい景
観を有しており、神戸市も将来構想を描き、再開
発を進めている。しかし三宮に近いにも拘らず、
アクセスが悪い。著者らは、一定距離を置いて2号
線をまたぐ「新しいタイプの南北連絡通り」を数
カ所つくり、観光客や市民の便を改善することや
三宮からの市バスの増便、将来的には、LTRタイ
プの市電を走らせ、ウォーターフロント全体の活
性化を図るべきだと考える。
また、神戸税関付近には、レトロな旧神戸生糸

図１

神戸市の外国人観光客数推移（単位万人）
出典：神戸市

検査所や多くの倉庫群がある。このあたり一帯を
再開発し、外観は明治、大正時代にタイムスリッ
プ した赤レンガの建物とし、テーマパークを作っ

⑴

インバウンド観光戦略の策定
神戸市、市民、産業界が一体となって観光戦略

を推進する。
① 埋もれた宝の掘り起こし

て、観光客を呼び込んでいくべきと考える。
② 六甲山を健康中心のリゾートへ
神戸のまちは、海から車でわずか30分移動すれ
ば背後にそびえる海抜931ｍの六甲山の山頂に達す

神戸には、古い歴史を有する神社仏閣等小さな

ることが出来る。このように海と山が迫っている

宝がたくさん埋もれている。この埋もれた宝を掘

大都市は世界的にも珍しい。六甲の夜景も素敵で

り起こし、観光資源として活用すべきである。ま

ある。この絶好のロケーションを活かして六甲山

た、各地域の実情に合った市民、産業界参加のボ

をハイキングやスポーツのメッカにすると共に夏
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も冬も楽しめるオールシーズン型の観光地を目指

時と制限されていることが大きな原因で旅客数が

すべきである。

伸び悩んでいる。筆者らは 早期に規制緩和をし、

六甲山にある企業等の保養所、ホテルの閉鎖が

発着枠の拡大を強く要望する。

著しい。これらの遊休施設を転活用し、新たな所

神戸市は、神戸空港を関西3空港一体運用に向け

有者に受け継がれていく仕組み作りが大切である。

たコンセッション（運営権売却）の準備を進めて
いるが、筆者らもこの動きを歓迎し、関西3空港一

⑶ 神戸港を活性化・大型クルーズ船誘致と対応・

体運営に向けて前進することを強く期待する。
② 神戸空港を国際線空港へ

港の整備
神戸市は港を中心に発展し、ハイカラ神戸と呼

神戸の潜在能力を生かし国際都市にするために、

ばれるようになった。2017年1月1日に開港150年を

神戸空港を国際線発着空港にすることを要望する。

迎えた。

③ 新幹線・新神戸―都心・三宮―ポートアイラン
ド―神戸空港－関西空港を地下鉄で結ぶ

近年、アジアのクルーズ人口が急増し、我が国

現在のポートライナーの輸送力には限界があり、

でも2016年には訪日クルーズ客が199万人に達し
た。また、クルーズマーケットの成長により、ク

輸送力の大きい地下鉄を神戸空港まで延伸・整備

ルーズ船の大型化が急速に進んでいる。

し、将来、関西空港まで延伸することを提言する。

① クルーズ客船大型化対応・港の整備・新客船ター
ミナルの建設

３．次世代ものづくり
150万人神戸市民の生活基盤を支える上で、雇用

神戸港でも22万トン級の客船誘致や、複数隻の
寄港に向けて、例えば、岸壁の延長、大型駐車場

規模の大きい

完備などのインフラ整備、
CIQ（税関、出入国管理、

戸の重厚長大産業は、世界最先端レベルの製造技

検疫）体制の充実と強化、Wi-Fi環境の整備、観光

術を有しており、長年に亘り日本経済を主導して

案内所、多言語自動翻訳機設置を含めた客船ター

きた。また、神戸の中小企業は、これら日本を代

ミナルの充実が必要である。但し、クルーズ船超

表する企業との取引を通じて、高度で精巧なもの

大型化に備えるためには神戸ポートターミナルで

づくりの技術を磨き、伝統の技と最新の技術を併

は限界があるので、ポートアイランドの西岸に、

せ持った独自の特長と強みを有している。

ものづくり

は不可欠である。神

最新設備の新ターミナルを建設し、大型客船対応

神戸市は、これら大企業から中小企業に至る神

の埠頭やターミナルビルを新設することを提言す

戸の企業のものづくり力を活用できる「水素」及

る。

び「航空・宇宙」の次世代産業分野を、戦略産業

②「瀬戸内クルーズ」を神戸港から発着

とし注力している。この2分野における神戸の企業

「 瀬 戸 内 ク ル ー ズ 」 と し て 瀬 戸 内 海 の7県（44

の発展を期待して以下の提言をする。

港）が協議を重ねて取り組んでいる。瀬戸内海の
ような美しい、多島海は世界にも少なく、世界の
クルーズの中でも人気のコースになる。神戸と「瀬
戸内クルーズ」の魅力を海外に発信し、神戸港発

⑴

水素社会に向けてのものづくり
日本は「水素社会」の先駆者的な位置にある。

水素社会を築き上げて行くためには、従来にない

着の「瀬戸内クルーズ」を推進してもらいたい。

極めて高度なエンジニアリング技術と製造技術が

③ 日本人クルーズの人口を増やす

必要である。これらの高度な技術を有する企業の

クルーズセミナーやクルーズ客船の「乗船見学

多くは神戸に立地しており神戸市は世界初の水素

会」を開き、クルーズライフの魅力を多くの人に

社会の実現に向けてのフロンティアとなる可能性

発信し、知ってもらう必要がある。

を秘めている。
① 水素ステーションと燃料電池車の普及促進

⑷

神戸空港活用
神戸の都心に近接した海上空港であり、立地条

東京都は温室ガス削減の一環として、燃料電池
車（FCV）の都市バスを積極的に導入していく計

件は極めて良好である。神戸経済を発展させる上

画である。東京オリンピック開催の2020年には、

で空港の活用は計り知れないほど重要である。

FCV6,000台の普及を目指している。

① 神戸空港の規制緩和を早急に
発着回数は1日30便が上限、運用時間は7時〜22
42
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環境貢献都市を目指す神戸においては、先端医
療センターや「京」などの先端的な技術が集約さ

れているポートアイランド地区を「水素社会」を

戸の中小企業にも事業機会は十分にある。

先取りしたモデル地区にすべきである。

① 大学統合による専門技術者育成機関の設置
雇用創出をはじめとする経済効果を期待して、
航空機・宇宙産業関連企業の誘致をめぐり各自治
体間の競争が始まっている。このような状況の中、
専門技術者の育成は急務である。神戸市は、神戸
大学を中心に兵庫県立大学連携の下に、専門技術
者の養成機関を設置すべきと考える。航空機メー
カーの協力も得たい。
航空機メーカーは、より強靭・軽量・耐久性を
備えた材料開発や高度な加工技術、効率的な組み
立て技術を求めている。神戸の伝統あるものづく
り技術と大学が培ってきた材料・加工・開発等の

岩谷産業（株）提供

研究との連携は、技術開発のみならず人材育成に
大きな効果が期待できる。新しい企業の誘致先と

このため、同地区はガソリン車の乗り入れを制
限し、クルマはFCVを主体とする。公用車は全て

して、また若者の就職先として、神戸は魅力ある
まちとなる。

FCVとする。燃料電池車は1台で小学校1校分の電
力を賄えるので、南海トラフ地震への非常時電源
としての備えにもなる。
② 水素の地産地消、大学との連携による用途開発
水素製造においても、その製造過程でCO2を排
出しない自然エネルギー、具体的にはポートアイ
ランド地区の空き地や建物の屋根を活かした太陽
光発電所を設置し、その電力で水を電気分解し神
戸独自の水素を製造・供給するシステムを構築す
る。これにより、水素の地産地消化、並びに水素
の安定的な供給も図れる。

初飛行のMRJ（2015年11月11日）

福岡市においては水素の安定供給を図るため、
九州大学との連携で市内の下水処理場で発生する
メタンガスを分解し水素を製造するシステムを開
発中である。
神戸市としても大学等の研究機関との連携の下、

三菱航空機（株）提供

② 次世代産業のメッカを目指せ
専門技術者育成機関はポートアイランドにその
本拠を置く。これにより、ここは医療産業・水素
産業・航空宇宙産業等の次世代産業の世界的な「知」

神戸独自のシステムの開発を早急に進めていく必

の拠点となり、相乗効果も期待でき、これら産業

要がある。2019年のラグビーワールドカップまで

への進出を促し助成も拡大すべきと考える。

にこのシステムを実用化することにより、世界中
に先端的な環境貢献都市神戸をアピールできると

４．神戸市への提言実績

考える。さらには、この水素製造・供給システム

筆者らは、本研究結果の具現化に向け神戸市に

の開発・設計・建設等により神戸の製造業の育成

下記提言を行った。提言のうちの幾つかのものに

にも繋がるものと考える。

関し、検討対象とする事やビジョンに織り込むと
の回答を公開文書で得た。

⑵

航空機・宇宙産業分野の中小企業の育成
世界の民間航空機市場は、今後20年間で500〜

600兆円の巨大規模になると予測されており、順調

『１』神戸の都心の「未来の姿」（将来ビジョン）
素案に対する提言
『２』
「神戸2020ビジョン」素案に対する提言

に進めれば神戸市の主幹産業になる。
航空機はその部品の点数が3百万点にも達し、神
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５．今後の展開
また、筆者らは、研究の成果を活かすべく、下
記の実践活動をスタートした。
⑴

神戸の歴史の魅力発信

「神戸発見倶楽部」を結成し、神戸の歴史ある神
社・仏閣・史跡を紹介するボランティアガイド。
⑵

水素社会の研究

「地産地消」研究チームを発足させ、自然再生エ
ネルギーを活用した水素の地産・地消システムの
研究。

６．おわりに
神戸は「医療・観光・ものづくり」の分野で、
大きな潜在能力を持つ。これからも官民一体と
なって「市民の神戸の変化に対する関心の向上、
産官学の連携、民間人材の活用、規制緩和への取
り組みさらに政策に関わる縦割り行政の非効率排
除など」を進めたい。
また長期ビジョンを持つ行政トップの強いリー
ダ―シップも期待したい。
私たちの研究の成果が次の神戸を担う若者達の
「夢のある街づくり」に少しでも役立てば望外のよ
ろこびである
＜参考文献＞
１．神戸市編（2011）
『神戸づくりの指針』
（神戸市）
２．神戸市（2015）
『こうべ主要プロジェクト』
（神
戸新聞総合出版センター）
３．公益財団法人神戸都市問題研究所（2015）『都
市政策』第160号「特集神戸医療産業都市の新
たな展開」（みるめ書房出版）
４．泉谷渉（2014）『世界が驚くニッポンの医療産
業力』（東洋経済新報社）
５．デービッド・アトキンソン（2015）『新・観光
立国論』（東洋経済社）
６．杉山勝彦（2015）『日本のものづくりはMRJで
よみがえる！』（SB出版）
＜共同執筆者＞
石田東策、石田里美、榎村實枝、大山隆三、
仁木淑子、平井優、藤嶋輝美、前川宏睦、山
嵜修一郎
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【優秀発表者論文】

兵庫県における「農商工連携」のさらなる発展のための課題
関西学院大学経済学部前田ゼミ地域活性化グループ
薄木菜那美・高木紗耶・福田康介・南紗貴・吉田浩幸

【研究概要】

得、②企業認知度・信用力の向上、③生産能力の

地域経済の衰退が進むなか、平成20年に農林水

拡大・生産技術の 向上、④従業員の取組み意欲の

産省と経済産業省は地域経済を担う農林漁業・中

醸成、⑤国内の調達先・国内販路の新規開拓、⑥

小企業の活性化を図るべく、「中小企業者と農林漁

事業拡大、⑦新事業展開を担う人材の育成、など

業者との促進に関する法律」
（平成20年法律第38号）

の効果が農林漁業者、連携先の商工業者に生じて

（以下、農商工等連携促進法と記す）を施行した。

いる1）。また、６次産業化（農林水産業が食品加工・

以降全国的に取り組みが広がっており、兵庫県で

流通販売へ業務展開する経営形態）との対比でい

も積極的に取り組まれている。本稿では兵庫県の

うと、農林漁業者にとっては設備投資費用がかか

農商工連携の現状を見た後に全国の事例集や当事

らず、現存の産品から新しい商品が作れるという

者への調査から見えた課題の解決策を提案する。

点で、取り組みやすいといえる。

１．はじめに

㎰ၟᕤ➼㐃ᦠᴗ᥇ᢥࡢ᥎⛣ ௳ᩘ

近年の地域経済は都市一極集中、少子高齢化の

174 183

影響を受け、著しく疲弊している。それに伴い地
域の基幹産業である農林水産業、商工業の衰退も
進んでいる。農林水産業者は所得の減少、高齢化、

58

55

58

69

22

23

24

25

46

新しい担い手の不足など、極めて厳しい経営環境
に直面している。他方、商工業者（中小企業）は

H20

その多くが独自のノウハウや技術等を蓄積してい
るが、近年の経済構造の変化により、低迷状態に
あるといえる。そこで経済産業省と農林水産省は

図１

21

26

31
27



農商工等連携事業採択の推移（H20～H27年）
出所；Jネット21「農商工連携パーク」データ

農業と商工業の連携により付加価値と生産・販売
高を高め、地域活性化へとつなげるべく、農商工

しかし、図１に示すように、農商工等連携促進

等連携促進法を施行した。そのねらいは、①異業

法による農商工連携事業が始まった平成20年度と

種の経営資源の融合、②消費者ニーズの高い新し

翌21年度は採択事業件数がそれぞれ200件近くあっ

い商品の開発、③若年の就業など新たな雇用形態

たが、平成22年度には58件へと落ち込み、採択件

の開拓、④プロの農業経営法人の育成などにより、

数は伸び悩みの状況にある。兵庫県においても採

事業の成長と雇用創出につなげ、成長産業への転

択数は同様にさほど多くない状態が続いているが、

換と地域活性化を実現することにある。

兵庫県は豊富な農林水産資源を持ち、神戸、大阪

農商工連携とは農林漁業者と商工業者が互いの

の大都市圏のマーケットにも近く、農商工連携の

ノウハウを用いて有機的に連携し、新商品の開発

潜在的可能性は大きく、その拡充への取り組みが

を行い、双方に利益をもたらす新たな枠組み・手

なされるべきである。

段である。三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
株式会社が農商工等連携促進法に基づき農商工等
連携事業計画の認定を受けた認定農商工等連携事
業者等を対象に平成25年度に行なった調査によれ
ば、①商品開発・新規事業展開に係るノウハウ獲

２．兵庫県の農商工連携の取組
兵庫県における農商工連携の取組の現状を調べ
1）1三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（2014）、
p.34.
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るために、以下のような調査を行った。

まず、応募数については年によって増減があるが、

①市役所、町役場、商工会議所、商工会のホーム

概ね毎年度20件前後である。一方、応募数に対す

ページに取組の記載があるかどうかを確認し、

る 採 択 数 は 平 成25年 ま で は 比 較 的 少 な く、 採 択

記載があればその市町で取組が行われているも

率が55%に満たない状態であった。しかし、平成

のとした。

26年度以降は採択数が増え、採択率は少なくとも

②ホームパージに記載がない市町についても上記機

64％と増加している。

関・団体に電話による調査を行い、取組みの有無

次に、兵庫県内の９地域における採択件数ラン

を確認した。その結果、現在、県下の41市町のう

キングは表１に示す通りである。ここでは、ひょ

ち25市町で、すなわち全体の６割の市町で農商工

うご農商工連携ファンド採択一覧から農林漁業

連携が取り組まれていることがわかった。

者側と中小企業者側に分けて、ランキング付けを

次に、兵庫県には農商工連携に対する支援のス

行っている。

キームとして「ひょうご農商工連携ファンド」が
ある。このひょうご農商工連携ファンドによる支

表１

援は、兵庫県内の中小企業者等と農林漁業者の連

県内地域別採択数ランキング
農林漁業者側

中小企業者側

携体で、既に新商品や新サービスの開発に取り組

１位

但馬（18件）

但馬（16件）

んでいる事業者又は、その年度中に取り組む予定

２位

淡路（12件）

神戸（12件）

３位

丹波（８件）

中播磨（10件）

４位

中播磨（７件）

阪神（10件）

５位

神戸（６件）

淡路（９件）

６位

北播磨（５件）

北播磨（４件）

６位

西播磨（５件）

西播磨（４件）

６位

阪神（５件）

丹波（４件）

９位

東播磨（３件）

東播磨（３件）

の事業者を対象とする。支援内容は、新商品や新
サービスの開発のために取り組む事業に対して、
研究開発費（原材料費・委託費）、販路開拓費（試
作品等のための広告宣伝費・展示会の出展料など）
の経費に対して補助金の交付を行うというもので
ある。助成期間は２年度（助成開始年４月から２
年間）以内となっている。また、助成率は助成対

出所；図２に同じ。

象経費の３分の２以内で、助成額は50万〜500万
円である。ファンドの出資団体は、兵庫県、中小

各市町では農商工連携に対する様々な取り組み

企業基盤整備機構、地域金融機関、公益財団法人

が行われている。表１で採択件数の多い神戸地域

ひょうご産業活性化センターの４団体である。

と但馬地域を対象に、神戸市と養父市を具体的な

なお、地域金融機関は但馬信用金庫、神戸信用金
庫、姫路信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、

例として取り上げる。
まず、神戸市では、「こうべ農漁業ネクストス

尼崎信用金庫、日新信用金庫、淡路信用金庫、中兵

テージチャレンジ事業」により農商工連携に対す

庫信用金庫、兵庫県信用組合の10金融機関である。

る支援を補助金の交付というかたちで行っている。

ひょうご農商工連携ファンドの採択の推移（平

この事業は、農産物の加工による新たな商品化や

成23〜28年度）について示したものが図２である。

これまで生産されていなかった品目の導入など意
欲のある農林漁業者が取り組む新たなチャレンジ
に対して支援を行うものである。例えば、地域の

40

農漁業をリードす ることが期待される「新たな特
産品づくり」、「特徴的な生産に必要な先駆的な新

20
0

技術導入」、
「農水産物を活用した新たな商品やサー
ビスの開発」などが対象事業となっている。補助
H23

24

25

ᛂເᩘ

図２

26

27

28

᥇ᢥᩘ

ひょうご農商工連携ファンド応募・採択件数の
推移（単位；件）
出所；ひょうご産業活性化センター「ひょうご農商
工連携の逸品」より作成。
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金に関しては、事業に要する経費の２分の１に相
当する額（1事業あたり上限50万円）とし、審査に
より減額する場合もあるとされている。また、事
業対象者に関する条件として、神戸市内で農漁業
者又は農漁業者と連携して事業を行う団体で会計
処理が適正に行われていると判断できるものとさ
れる。このように、神戸市における支援は資金面

での支援が中心となっている。
養父市は資金面での援助に加えて、経営者が学

本稿でこの事例を選んだのは山田錦ビールが「神
戸市で、「神戸セレクション」という神戸経済の活

ぶことができる支援制度も整えられている。外部

性化と新たな神戸ブランドの創出を目指す事業」

から講師を招いて行う第二創業塾の「農商工連携

で入賞し、また「兵庫県で、「五つ星ひょうご」と

講習会」がそれで、農商工連携事業の取り組みや

いうひょうご五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡

事例など農商工連携自体に関する知識や販路開拓、

路）の豊かな資源を生かした優れた特産品を選び、

顧客へのアプローチ方法などの指導がなされる。

全国に発信する事業」で選定されたことを受けて、

対象は創業を目指す人や創業から間もない人、事

他の農商工連携事業も参考にすべき点があるから

業承継を考えている人、第二創業に関心がある人

である。

で、無料で受けられる上に以下の４つの特典もあ

連携のきっかけとなったのは山田錦を生産して

る。

いる和田氏の発案によるものだった。山田錦は主

①特定創業支援事業に該当する事業のための創業

に日本酒を作るための酒米として有名なのである

者に対する措置が受けられる。（減税、保障の特

が、年々消費量が減少している現状を受けて、和

例）

田氏は何か新しいものへ山田錦を利用できないか

②市が創設した「創業・事業承継支援事業」の助
成制度を活用できる。
③講義終了後も養父市、商工会の連携による伴走
型支援が受けられる。
④国の「創業・第二創業促進補助金」の申請要件

模索していた。日本酒として用いることができる
規格を満たしたものは日本酒造りに使用し、規格
から外れた山田錦を有効活用してビールを作りた
いと考えていたという。日本酒好きの方の間で有
名な山田錦を日本酒好き以外の他の層にも知って

を満たすことができる。

もらいたいと考えていたフジタ精米人がその思い

このように養父市の場合は補助金だけではなく、

に共感した。その後、複数のビール醸造会社に依

外部から講師を雇って 講義を提供することによっ

頼し、明石ブルワリーと連携体を構築するという

て、経営者が農商工連携について学ぶことができ

流れになった。

る環境も整えられている。

山田錦ビールはヒット商品となったが、その成
功したポイントは三つある。第一に、山田錦が

３．兵庫県での農商工連携事業の一事例

元々日本酒好きの方の間では有名でブランド力が

ここで、兵庫県産山田錦を活用した地ビールの

あったということ、そしてそのブランド名が簡潔

開発事業（以下「山田錦ビール開発事業」と呼ぶ。）

に伝わりやすいデザインであったことがあげられ

の連携体へ実地調査を行った結果について述べて

る。

おきたい。この事例を選んだ理由、連携体構築の

第二に、ひょうご農商工連携ファ ンドに採択さ

きっかけ、成功したポイント、連携において事業

れたことを受けてメディアが取り上げたことがあ

者が苦労した点等は以下の通りである。

げられる。メディアを通じたPRで卸売・小売業者
に、そして消費者に情報が広まることを狙いとし、

表２
開発商品
商工業者
農林漁業者

山田錦ビール開発事業の連携体
山田錦ビール
（株）明石ブルワリー（ビール醸造業者）
和田裕行（山田錦生産者）
フジタ精米人（米の加工・販売業者）

それは山田錦のブランド力によって達成された。
第三が最も重要なポイントで、生産者は生産に
徹し、加工業者は加工に徹するというお互いにプ
ロとして専門のノウハウを生かした役割分担を行
ない、その上で生産者の意見や思いを聞き、理想
のビールを追及するためにコミュニケーションを
重ねたことである。

この連携事業は、農業者の和田裕行氏が山田錦

事業者が連携において苦労したことは、ひょう

の生産を担当し、その山田錦を請け負った株式会

ご農商工連携ファンドの申請に手間がかかったこ

社フジタ精米人が酒造りに適するように加工を行

とであった。ちなみに再び農商工連携の新商品を

ない、連携参加者の株式会社明石ブルワリーが加

開発するとなった際に、ひょうご農商工連携ファ

工された山田錦を用いてビールを醸造し、山田錦

ンドを活用したいかどうかを尋ねてみたところ「あ

ビールが製造されるという構造である。

まり活用したくない」と答えた。「商品開発にかか
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る費用は自己負担でも賄えるため、申請の手間を

いることや、農業従事者の高齢化が顕著になって

考えると利用したくないから」というのがその理

いること等が農家の現状としてあげられる。一方

由である。

で、県内での農業者の危機感の違いも目立ち、神
戸などの市街地で農業を営む人々は傍近で農作物

４．農商工連携の課題

の需要があるため危機感はないが、その他市街地

以上、農商工連携の取組の現状と事例について
述べてきたが、次に農商工連携の課題について調

から離れた地域の人々は農業経営の将来に不安を
抱いている農家が多いという。

査した結果を述べておきたい。まず、全国の事例

以下では、我々が農商工連携や農業者に関わり

からみえた連携体としての課題をみたあとに、商

のある団体へのヒアリング調査を通じて明らかと

工業者側からみた課題を探るため、ひょうご農商

なった農商工連携の課題について述べておきたい。

工連携ファンドの主な支援団体であり、中小企業

① ひょうご産業活性化センターへの調査の結果

者とかかわりの深い、ひょうご産業活性化セン

ひょうご産業活性化セ ンターは、中小企業の経

ターにヒアリング調査を行なった。そして反対に

営や創業の促進、また地域経済の活性化に関する

農林漁業者側からみた課題を探るため、農業者と

事業を行い、兵庫県の産業経済の発展を図ること

関わりの深い神戸農業改良普及センターへのヒア

を目的とした公益財団法人である。そして、前述

リング調査と、それに加えて兵庫県内の農業者へ

のひょうご農商工連携ファンドの主な出資団体の

のアンケート調査を実施した。そしてそれらの結

一つでもある。

果を踏まえ農商工連携の課題をまとめていく。
⑴

全国の事例から見た課題
平成20〜24年の全国の農商工連携100事例（農林

水産省・経済産業省「地域を活性化する農商工連
携のポイント〜農 商工連携ベストプラクティス30
を参考に〜」と、Jネット21「農商工連携パーク」
の中から100事例抽出）の中から、各事例がどのよ
うな課題を持っているのか調べた結果は表３に示
す通りである。
表３

連携においての課題（100事例より）
図３

連携においての課題
販路拡大

２６件

消費者ニーズの把握

２２件

連携体、信頼関係の強化

１３件

生産物の安定供給

１３件

PR力

１３件

コストの削減
不明

ひょうご産業活性化センター入口

担当者へのヒアリング結果によれば、課題とし
ては、まず、連携の主体性が挙げられる。農商工
連携に至るきっかけとして、コンサルタントが中
小企業者と農林漁業者を引き合わせ、ひょうご産
業活性化センターまで足を運んでくることもある。

２件

しかし、両者のことをよく熟知していないコンサ

１１件

ルタントが中心となるとうまくいかないケースが
多いという事実指摘もあり、中小企業者と農林漁

この結果から販路拡大や消費者ニーズの把握、
PR力という農商工連携によって作られた商品をど
こにどう売るかということに課題を持っていると
ころが多いことがわかる。

業者の両者ともに主体的に進めていく必要がある。
次に、連携の実情である。ひょうご農商工連携
ファンドから補助金を受けるための申請には、申
請者及び連携体の概要について記載したものが提
出資料の一つに要求される。しかしその紙面上農

⑵

兵庫県における課題

兵庫県でも農家の中での所得格差が広がってきて
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業者側の連携体としての働きを提示していても、
実際は通常の取引関係のように原料調達のみを農

林漁業者は行い、互いのノウハウをうまくいかせ

連携にリスクを感じているということも考えられ

ていないケースも多いという。

る。

② 農業改良普及センターへの調査の結果

表４

農業改良普及センターは農家の技術・経営・生

農商工連携に取り組まない理由
（兵庫県内農業者アンケートより）

活のサポートや、新規就農者の支援活動等を行っ

農商工連携に取り組まない理由

ている組織である。兵庫県は小規模農家が多いた

安定供給できる生産力がない

６件

JA（農協）が間を取り持ってくれる

５件

全量買取してくれるか不安がある

２件

題としては、まず、企業視点がない農業者は企業

流通に制約がある

２件

に任せきりになり、ひょうご産業活性化センター

現状の経営に問題がない

２件

への調査でも課題点に挙げられていたように、原

時間がない

２件

料調達だけを考えるようになってしまう場合が多

高齢になり続けることが不安

１件

め、このセンターの数が県内で13か所と、他の都
道府県と比べて多くなっている。
農業改良普及センターへの調査からわかった課

いということである。農業者の中には、農商工連
携はブランド化にも役立つ制度であるため、連携

④ 課題のまとめ

によって作られたものが売れなくても、それによ

これらの調査の結果より、兵庫県の農商工連携

り農作物に価値が見出され、自己の作物の需要が

における課題を三点あげたい。第一に、全国の事

拡大されればいいと考える人もいる。そのため、

例集の課題で多くの割合を占めた販路の拡大・消

そのような農業者と企業者の考え方の間に根本的

費者ニーズの把握・PR方法、すなわち、農商工連

な違いが生じることも課題の一つである。

携によって作られた商品の売り方に、兵庫県でも

さらに、両者の連携に至るにあたってコンサル

課題があることである。
第二に、ひょうご産業活性化センターへの調査

タントや第三者が仲介人として関わることもある
が、間に人が入るほど関係が複雑化し、連携がう

から明らかとなったように、互いの農業者、商工

まく機能しないケースもあるため、やはり農業者

業者の間で、コミュニケーションが取れた主体的

と企業とが主体となり両者の間に強い信頼関係が

な取り組みがなされていないことである。

構築されることが今後の課題となる。また、前述

第三に、農業改良普及センターへの調査と農業

のように、兵庫県では小規模農家が多いため農家

者の方々へのアンケート調査から明らかとなった、

一軒当たりの生産量が少ないことから、農商工連

生産物の安定供給ができていないことである。

携に取り組むとなると、安定的な生産物供給を行
うことが難しいと考えられる。

５．解決策の提案
上述の三点の課題に対し、それぞれの解決策を

③ 農業者へのアンケート調査
神戸農業改良普及センターの協力を得て、県内

考えてみたい。なお、課題のまとめの三点目で取

の他の農業改良普及センターへ送ってもらい、農

り上げた生産物の安定供給ができないことに関

業者の方々へアンケートを行なった。実施期間は

しては、アンケート調査からもわかる通り、現状

平 成29年1月23日〜2月3日 で あ る。 回 答 者 数 は27

の経営に問題がないなど、農業者の方にとっては

で、その内訳は神戸市5人、姫路市5人、新温泉町7

様々な事情があり一概に生産量を増やすための取

人、豊岡市2人、上郡町1人、南あわじ市4人、加古

り組みは行うべきではないと考え、この生産物の

川市3人である。まず、農商工連携を知っているか

安定供給ができないことに対する解決策について

という質問に対し、知ってい るし興味があると答

は、ここでは今後の研究課題としておきたい。

えた13人に対し、なぜ興味があるにもかかわらず
農商工連携に取り組まないのかという質問に対す
る回答（複数回答可）を取り上げる。

⑴

ひょうご農商工連携ファンドの支援の拡大
まず、課題のまとめの一つ目であげた、販路の

表４の結果より安定供給できる生産力がないと

拡大・消費者ニーズの把握・PR方法の改善の解決

いう意見が多く、前述の農業改良普及センターで

策としてひょうご農商工連携ファンドの支援の拡

の調査と同じ課題が挙げられた。また他の結果か

大について述べておきたい。

らもわかる通り、農業者の方々にとっては農商工

現状のこのファンドの支援としては農商工連携
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事業に対する金銭的な支援のみとなっている。こ

示したが、農商工連携をより良くしていくには制

の金銭的支援の内容に関しては山田錦ビール開発

度や政策など当事者を取り巻く様々な課題が残っ

事業の調査でもあった通り、申請手続きの手間を

ている。ただそれだけに農業には潜在的な力が

考えると自分で出費しよう、と思う事業者もいる。

眠っているとも考えられる。近年は農業の担い手

これをもっと有用なものにするため、金銭支援に

不足や地域経済の衰退が叫ばれているが、この「農

加え、物産展の開催など他府県へのPRイベントを

商工連携」という事業が地域全体の取り組みとな

行うことや、また専門家や小売業、メディアを巻

り、農業及び地域の活性化への手がかりとなるこ

き込んだ意見交換会を行うことも考えられるべき

とを期待したい。

である。この２つの場の提供を行うことで販路の
拡大の機会が増え、様々な意見から消費者ニーズ
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