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はじめに

　2008年７月に「農商工連携促進法」が施行され、農林漁業者と商工

業者がその経営資源を有機的に連携させることで付加価値や競争力を高

め、地域経済の活性化を図ろうとする取組みが進められています。さらに

2011年3月には「地域資源を活用した農林漁業者による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」（六次産業化法）が

全面施行され、農業生産と加工・流通・販売が連携することの必要性が

声高に叫ばれています。

　6次産業化は、今後の食料・農業・農村政策の大きな戦略であり、農

業の新しい役割として農林漁業者が川中・川下への統合化によって付加

価値づくりや雇用の創出をし、所得の拡大を図ることが期待されています。

また、農林漁業者と食品・関連企業との提携によって相互に競争力を強

めることも地域の再生につながってきます。

　これまで6次産業の担い手は、農業生産法人となりやすいようでしたが、

ＪＡ、集落営農、女性起業、家族経営、直売所も担い手であり、6次産

業化は産業政策ばかりでなく、農村の社会政策的視点からの理解も必要

です。しかし6次産業化を進めるにあたって、農林漁業者が川中・川下に

ビジネスを拡大することは、投資額とリスクの増加をもたらすことになり、高い

経営者能力が必要になってきます。

　さらに、6次産業化は担い手の活動を「点から面へ」広げ、地域資源

をさらに活用し、所得の拡大を図るには、ＪＡ等が6次産業化に本格的に取

組むための戦略を構築することです。ＪＡ等の直売所はすでに大型化して6
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次産業化を指向し、地域の経済・社会の拠点としての役割を担いつつあ

ります。さらに地域ブランドは個別経営よりも地域全体の中で地域資源を活

用しやすいＪＡ等が担い手にふさわしいと思われます。

　しかし、ＪＡでは実需者・消費者までの効率的なサプライチェーンの形成が

遅れ、また価値を提案して付加価値を実現するバリューチェーンの構築がで

きていませんでした。今後、2つのチェーンを融合させることによってＪＡ等の

販売戦略、製品開発、戦略的提携、ブランド管理手法の高度化がさらに

進展することが期待されています。

　本書の第1章では、6次産業化を進める前段階として課題を体系的に整

理しています。第1章では戦略構築に効果的な手法を解説し、ＪＡ等が採

用しやすいような説明を加えています。第3章ではＪＡ等が主役となって実

践的に地域を引っ張っているケースを取り上げています。できるだけＪＡサイド

のリーダーに執筆していただくことにしました。

　最後になりましたが、本書は6次産業化やＪＡのあり方をめぐって研究上

の知見をもつ専門家、またＪＡ等のリーダーとして常日頃、地域における実

践に尽力している方々にご執筆いただきました。この場を借りて、深謝申し

上げます。
  

2011年11月

                            ㈱ 経済法令研究会
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｜第 1章｜　6次産業化の課題は何か

2

　地域経済において、食品・関連企業の販

売額や雇用が果たす役割は大きく、さらに

原料・食材についても国内農業との関連性

が高くなっている。したがって食品・関連

産業と農業が連携することは、自給率向上

や地域資源を活用することにつながるだけ

でなく、食料の安定供給や品質管理の水準

の向上やコストの節約になることから、食

品関連産業と農業相互に競争力を向上させ

ることになる。我が国の農業と食品・関連

産業が食料産業として地域的で相互の連携

を強化し、イノベーションを誘発させてい

くためには、試験研究機関の役割を再評価

し、実需者ニーズ（食品関連産業等）に対

応できる技術開発や支援が必要になってき

ている。

　農業サイドでも農業生産法人は、川中・

川下、さらに資材を統合した「アグリビジ

ネス経営体」としての成長がみられ、また

食品・関連産業サイドでも農業への参入が

拡大してきた。特に地域の流通業者などは

流通から参入して生産資材も供給するよう

な契約生産に入って、さらに、直営農場を

設立することで、生産点に立った情報・品

質管理の水準を向上させ、消費者への信頼

性を高めている。食品・関連産業と農業の

連携は農業生産法人がその担い手であった

が、農協や連合会も出資法人の育成に参入

し、実需者との販売チャネル管理が進展す

るようになった。食品・関連企業の参入も

規制緩和されて、食品企業から建設・資

材・地元流通業者にまで拡大した。農業と

食品・関連産業が統合化と、他方では相互

の経営資源を活用して、投資額を節約し経

6 次産業と食料産業クラスター

1

1 これまでの連携の経緯

斎藤　修
千葉大学大学院教授
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戦略５　女性起業と６次産業化

73

女性起業と６次産業化
安倍澄子

日本農村生活学会会長
社団法人　農山漁村女性・生活活動支援協会　調査研究課長

はじめに1

戦略 5

　農商工連携をめぐり、2008 年 7 月に「農

商工等連携促進法」が施行され、さらに本

年、3月 1日に全面施行された「地域資源

を活用した農林漁業者等による新事業の創

出等及び地域の農林水産物の利用促進に関

する法律」（六次産業化法）によって、６

次産業化への具体的支援施策が推進される

こととなった。

　我が国の農業就業人口の５割（平成 22

年度 49.9％）を占める女性農業者が取り組

んでいる「女性起業」は、有形無形の豊富

な地域資源を活用して加工や販売などに進

出し、経営の多角化・複合化を促し、農商

工連携による 1.5 次産業、６次産業化へと

連動している。

　これらをふまえ、本稿では、女性起業の

現状と、６次産業化に向けての課題につい

ての検討を行い、戦略を探る。

女性起業のもつ特性、支援施策の背景2
　「女性起業」とは、農山漁村在住の女性

が中心となって行う農林漁業に関して起業

しているものであり、使用素材が主に地域

産物であること、女性が主たる経営を担っ

ていること、そして、女性の収入につなが

る経済活動であるといわれている。それは

また、女性の感性や主体性を生かした経済

活動、すなわち、女性が自分の能力や意志
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82

｜第 3章｜　JA等の成功事例から学ぶ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

JA 全農いばらきの
取組み

担い手対応と新たな販売戦略
による連合会機能の発揮

全農茨城県本部　生産資材部　部長　関　良男

1 背景

　近年、中小規模の農家が減少する一方で、

大規模農家が台頭し、また、JAとあまり

関係を持たない新規就農者や企業の参入が

本格化してきている。特に、食品関連企業

は、地域の大規模経営体との結びつきを強

め、組織化を本格化させている。こうした

事から、これまでは主たるプレーヤーであ

った JAグループがこれからもその地位を

維持できるかどうか、危惧すべき状況に置

かれつつある。

（1）茨城県におけるJA経営の状況

　本県 JAグループの購買事業は減少傾向

を辿っている。また販売事業も、平成19

年度の耕種部門（米穀と園芸作物の合計）

における販売事業の JAシェアは27.7％

と、依然として低位にあり、購買事業の大

幅な落ち込みと、JAへの販売・購買事業

の結集力の弱体化が浮き彫りになってい

る。

（2） 生産サイドの動向

　①農業者の減少

　日本農業はこれまで中・小規模の家

族経営を中心とする集団の力で支えら

れてきたが、経営難・後継者難・高齢

化等によって、かつては地域農業の強

力な担い手であった組織・集団が衰退

していった。

　それに伴って経営規模の縮小や離農

が進み、その結果、耕作放棄地が拡大

し、生産量は年々減少の一途を辿って

いる。

　②大規模経営体の台頭

　農林業センサスのデータによって

2000年と2005年を比較すると、わ

ずか5年間で5ha以上の規模を持つ

農家数は1,335経営体から2,279経
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