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青毛堀川沿いの菜の花と桜（久喜市）

世帯数・人口

資料：埼玉県「推計人口」
(注）「推計人口」とは、平成27年10月1日現在の国勢調査人口を基に、住民基本台帳人口の変動を加減したもの

市町村名 前年比
（％）

さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

世帯数
(世帯）

565,213 

152,308 

79,212 

260,386 

31,664 

24,043 

151,861 

32,862 

43,095 

32,155 

39,444 

97,842 

64,179 

21,226 

46,872 

55,245 

95,158 

111,075 

144,483 

36,450 

63,187 

61,373 

0.8

0.2

▲ 0.5

0.7

▲ 0.8

▲ 1.3

0.1

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.5

0.1

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.5

0.0

0.2

0.6

0.9

0.6

▲ 0.2

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

前年比
（％）

世帯数
(世帯）

63,124 

32,542 

38,893 

70,258 

30,087 

61,702 

27,309 

40,447 

49,327 

59,516 

25,260 

44,540 

21,040 

29,914 

22,804 

27,639 

48,029 

20,265 

2,922,029 

17,497 

14,945 

15,513 

1.1

0.3

1.3

▲ 0.1

0.3

▲ 0.3

▲ 0.6

2.2

0.3

1.2

▲ 0.4

▲ 0.1

▲ 1.2

0.2

▲ 0.5

0.7

0.2

▲ 0.1

0.3

0.2

▲ 0.2

▲ 1.0

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

と き が わ 町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

前年比
（％）

世帯数
(世帯）

4,627 

7,476 

7,363 

12,020 

7,453 

6,942 

5,376 

4,195 

3,061 

3,663 

2,666 

4,210 

1,013 

3,788 

5,231 

11,734 

13,111 

14,447 

17,720 

10,992 

195,043 

3,117,072 

人口
(人）

1,297,835 

353,925 

195,717 

589,782 

79,783 

61,020 

341,399 

79,887 

111,150 

77,184 

92,257 

230,257 

150,180 

54,244 

117,582 

142,319 

225,680 

249,661 

344,289 

74,588 

140,997 

147,265 

人口
(人）

140,792 

75,060 

82,943 

163,787 

74,373 

151,580 

65,873 

91,637 

109,451 

140,920 

61,752 

101,574 

51,075 

70,274 

55,573 

71,742 

112,566 

52,154 

6,830,127 

44,915 

38,582 

36,076 

人口
(人）

11,221 

19,331 

18,149 

29,509 

19,993 

18,694 

13,774 

10,802 

8,149 

9,628 

6,940 

11,259 

2,662 

10,930 

13,397 

30,277 

32,875 

34,272 

44,446 

29,243 

495,124 

7,325,251 

▲ 1.5

2.0

0.3

▲ 1.7

▲ 1.2

▲ 1.3

▲ 1.3

▲ 2.3

▲ 1.2

▲ 1.5

▲ 1.9

▲ 2.4

▲ 3.2

▲ 0.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.1

0.2

▲ 0.7

▲ 1.1

▲ 0.7

0.2

彩論  公立大学法人埼玉県立大学 理事長　田中 滋 氏
 日本一の地域包括ケアシステム先進県へ

ズームアップ  中村電設工業株式会社
経営者セミナー 中小企業におけるIT活用について
  ＡＧＳ株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員　石井 進 氏
産業振興レポート  これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
アンケート調査①  埼玉県内企業の2019年経営見通し
アンケート調査②  埼玉県内企業の2018年冬のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  久喜市
 豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市
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ズ ー ムアップ

大型工事現場での電気設備や情報通信設備、防
災設備等の施工業務と、地域密着型サービスの二
つの事業を展開する中村電設工業株式会社。
メインの事業一つめの大型工事は主に埼玉県内を
商圏とし、非常用発電機設置や大型スタジアムの電
気工事、学校の太陽光発電設備工事、受変電設備改
修工事、高齢者施設や集合住宅の電気設備の施工
など、さまざまな電設工事をゼネコンから請け負ったり、
自ら元請けとなって行ってきた。そしてもう一つの事
業が、幸手市周辺の地域住民から、電気の困りごとを
一手に引き受けるサービス、「住まいのおたすけ隊」
のフランチャイズ事業だ。
「公共工事は設計図に基づいて積算、施工・施工管
理を行います。住まいのおたすけ隊の業務は多岐にわ
たります。今は個人のお客さま、法人のお客さまともに
ご依頼をいただくことが増えています」（中村康宏社長）
個人住宅の電気設備工事からスタートし、その後、
官庁工事や大型工事へ事業をシフト。さらには地域密
着型サービスの展開と、時代のニーズに対応しながら
地元の信頼を勝ち取ってきた同社。今、社員一丸と
なって目指すのは “埼玉ナンバーワンの設備会社”だ。

バンバン投資しています」
四つ目が社員のコミュニケーションを円滑にするた

め、会社が補助金を出して飲み会の開催を奨励して
いること。最後に、仲間への感謝や気遣いをカードに
込めて贈る「サンクスカード」の制度をつくったこと。
平均年齢43歳、20～70代という幅広い年齢が在

籍する同社。こうした取り組みによって、社員全員が
互いを思いやりながら、一丸となって経営目標に取り
組むことができている、と中村社長は語る。
もちろん、会社も社員を思いやる気持ちを忘れて
はいない。短時間勤務や育児休暇制度等を用意して
多様な働き方を支援するほか、社員の評価制度があ
り、上司・部下は毎月1回面談を実施して、上司が部
下の情報を引き出す仕組みがある。社員の平均勤続
年数は16年と長く、定着率は9割を誇る。
「経営理念では第一に社員とその家族、協力業者
とその家族を大切にしています。サービスを提供する
スタッフが満足していなければ、お客さまを満足させ
られないからです」

中小企業が今、最も頭を抱える採用戦略。同社は、
長年にわたって築いた地元の工業高校との太いパ
イプで、スムーズな採用ができているという。しかし
今後より一層深刻化する人材不足に向けて、ミャン
マーの学生の正規雇用への準備を進めている。
「ミャンマーの優秀な学生を採用することで、同年
代の社員にもいいプレッシャーや刺激になれば、と
思っています」
自分自身を「独創的なビジネスモデルを生み出す

よりも、既存のモデルを自社に最適化して事業を飛
躍させるほうが向いている」と語る中村社長。現在、
住まいのおたすけ隊事業は着実に売り上げを伸ばし、
同社の安定した経営を支えている。今後も地域に根
差したサービスで、社員全員で “埼玉ナンバーワンの
設備会社”に向けてまい進する。

過去10年分の決算書に目を通すと、黒字と赤字
を繰り返し、直近の期は最終損失を計上していた。
「当時は公共工事やゼネコンの仕事を手がけてい
たのですが、常に懇意にしているお客さまからの発注
で、お客さまの数が増えていなかった。リスクを避ける
ためにも、顧客数を増やさなければ、と思いました」

平成26（2014）年康宏氏は2代目社長に就任する。
「師匠と仰ぐ人に、どのようにして業績を安定させ
ればいいかを相談すると『あなたの事業は1回きりの
“高額な鉄砲”を売る商売。少額でも繰り返し購入し
てもらえる“弾”を売る商売を考えなさい』と言われ、
なるほどと。それで、弾となるものを探していました」
そんな時目に飛び込んできたのが、「住まいのおた
すけ隊」のダイレクトメール。地域の企業や一般家庭
の、電気に関する困りごと解決を請け負うフランチャ
イズ加盟の募集だった。中村社長はそれを見て「こ
れはまさに“弾”の商売だ」と直感し、早速、説明会へ。
そして、加盟の意志を固めて役員会で提案したとこ
ろ、反対意見があがった。それまでBtoBで公共事業
を中心に手がけてきた同社にとって、BtoC事業は全
く未知のビジネスだったからだ。
「説得を続け、ようやく『あなたがやると決めたの
なら』と納得してもらってスタートしました」
そして、創業以来なじみのある地・幸手市でサービ

スを開始する。顧客とのコミュニケーションの取り方
やサービスの仕方など、きめ細かな対応スキルが問
われるBtoCビジネス。最初こそ慣れない対応に社
員の間で戸惑いの声があがったが、フランチャイズ本
部の研修で徐々にスキルを身に着けていった。
住まいのおたすけ隊のサービスは、多岐にわたる。

企業向けで多いのは、工場など施設のLED化による
照明器具の交換や老朽化した受変電設備の更新等
だ。個人住宅の場合は新聞チラシや口コミで知った
顧客から換気扇交換、コンセント増設、カメラ付きイ

高い技術力と丁寧な対応で、顧客によりよいサービスを提供。
社員全員で“埼玉ナンバーワンの設備会社”を目指す
埼玉県内の大型建築の電気設備工事を中心に、事業を展開してきた中村電設工業。平成27年から開始した地域密着
型サービス「住まいのおたすけ隊」フランチャイズ事業は、スピード対応と好感度の高いサービスで幸手市周辺の企業
や住民から頼りにされている。将来は建物設備に関する総合的な地域のニーズを、さらに深掘りしていく青写真を描く。

中村電設工業株式会社

ンターホン取り替え等、さまざまな依頼を請け負う。
「電球1個の交換で伺っても交換時期が迫った火災
報知器を換えたり、追加でいろいろな仕事をいただけ
ます。高齢者宅が多いので家具の移動や電化製品の
修理の手配など、5分でできる無料サービスも行って
います。そこから別の依頼につながることもあります」
納期が短くて手離れもよく、利益率も高いこの事業。

平成27年にスタートした当時は1億円弱の売り上げ

だったのが、現在は2倍超に伸び、収益を支えている。
　

中村社長は、今後今まで以上におたすけ隊の事業
に力を注ぎ、太い柱へと育てていく考えを示す。
「困りごとの対応をした企業のお客さまを定期的に
訪問して地域のニーズを深く掘り、占有率を上げてい
く。つまり、戦う場所を絞ってナンバーワンになる“ラン
チェスター戦略”で事業を推し進めていきたい」
当初は社員に戸惑いがあった顧客とのコミュニ

ケーションスキルも、今では明るく丁寧な対応で顧客
からの評判は高い。「また頼みたい」「対応がとても

よかった」とリピーターも増加している。また、幸手支
店から20分圏内にサービスを限定しているので、駆
けつけるスピードの速さにも定評がある。
「いずれ、本店のある岩槻でも展開していきたいで
す。そして将来的には、電気設備と親和性の高い水
道等の工事も手がけていきたい。幸手市内の設備会
社と協業して、さらに事業を展開できればと思ってい
ます」

同社の経営の特徴は、五つある。まず社員全員が
経営方針や事業計画が書かれた手帳を持ち、同じ目
標に向かって仕事を進めていること。そして、毎朝20
分間、社内や倉庫内等職場の環境整備を行っている
こと。その際、社員同士で何気ない会話を交わしてコ
ミュニケーションを取るようにしているという。さらに、
社内外の研修で、社員の成長を後押ししていること。
「時代によってお客さまのニーズも変化していきま
すから、それに対応できる会社や社員でなければな
りません。そのために新しいことに取り組み、勉強も
しています。社員教育や設備投資など未来に向けて

●代 表 者 代表取締役　中村 康宏
●創　　業 昭和39年9月
●設　　立 昭和45年10月
●資 本 金 3,000万円
●従業員数 38名
●事業内容 各種電気設備工事設計施工
●所 在 地 〒339-0057　さいたま市岩槻区本町6-5-22
 TEL 048-758-5588　FAX 048-758-6200
●U R L http://www.nakamura-densetu.co.jp/

代表取締役　中村 康宏氏

「当社は昭和39（1964）年、電気関係の学校を卒
業後会社勤めをしていた父が独立して創業しました」
1964年の東京オリンピックに沸き、経済も住宅着
工戸数も右肩上がりで伸びていた当時の日本。幸手
市で創業し、個人住宅を中心に電気設備工事を行う
同社は、時代の波に乗り幸先のいいスタートを切っ
た。その後、公共工事やゼネコンから請け負う大型
工事へと事業を転換。確かな施工技術で、住宅都市
整備公団の優秀工事表彰を4度受賞した。
現社長の康宏氏は大学卒業後ゼネコンに就職し、
約10年間不動産事業を担当。その後、職場の先輩
が立ち上げた不動産会社に移り、二人三脚で忙しい
毎日を送っていた。同社を継ぐことを決意したのは、
父・章一氏の重病の知らせを受けてのことだった。
「それまでは、父から一度も『会社を継げ』と言わ
れたことがなかったのですが、その時初めて『そろそ
ろ、お前が帰ってこないとダメだろう』と言われて、決
意しました。そこで、しばらくは不動産会社と父の会
社を1日おきに行ったり来たりしていました」

公立大学法人埼玉県立大学
理事長
田中 滋氏

今年は埼玉県立大学にとって創立20周年を迎
える節目の年であり、次の20年へのスタートの年
でもあります。では次の20年、国全体また埼玉県
についてどのような人口予測がなされているで
しょうか。
団塊の世代がいよいよ3年後の2022年から75

歳に到達し始めます。さらにその3年後の2025年
には、直近の40年間にわたって加速度的に増加
してきた日本の75歳以上人口の伸びが一時的に
急停止します。一方で85歳以上人口は、2035年
に1,000万人に達するまで急速な増加を続けて
いくと予想されています。
埼玉県は、県内人口の年齢構成の特徴から、こ

うした変化の影響を日本で最も急激に経験してい
くことになります。このような将来を踏まえ、まずは
2025年までに生活圏域ごとに地域包括ケアシス
テムが着実に機能するよう、県内各地で積極的な
取り組みが展開されるようになりました。
地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで
きるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される仕組み作りから始まりました。
今ではその概念はもっと広がり、多世代共生を目
的として、多様な人々が地域で暮らしていくための
仕掛けも視野に含まれています。
地域包括ケアシステム構築にあたっては、次の

二つの点が重要です。一つ目は、住民参加型活動
等を通じてフレイル（健常から要介護になるまでの
中間的な状態）を予防するなど人々の健康寿命を
延伸し、たとえ多少虚弱になった高齢者に対して

も、回復もしくは悪化予防を図る不断の努力です。
二つ目は、要介護者（その多くは医療的ケアに

対するニーズも併せ持っておられます）の尊厳を
尊重するケアを目指した、医療・介護・福祉等の専
門職による協働体制の整備です。
さて、この協働体制を整備し効果を上げるため

には、介護など様々な分野が抱える課題を解決し
ていく必要があります。
例えば、ケアを受ける本人とその家族を含めた

関係者が参画したケアプランの作成、状態変化
予測の共有、サービスを供給する人材の確保や
着実な業務改善を通じた従事者1人当たりの生産
性の向上などです。
ただし、介護分野における業務改善には、その

上位に明白な至上命題、すなわち「サービスの質
向上」が存在します。直接の生産性指標の改善だ
けでなく、利用者の尊厳を守り、サービスの質向
上に結びつける努力を続ける必要があります。
加えて、介護サービスにおいて、全国7,600万

人の被保険者が拠出している保険料が財源の半
分を占めている社会保障制度の意義を認識する
ことも重要です。
創立20周年を契機として、本学は今後とも多

様な研究を推進し、それぞれの成果が地域社会
に還元されるよう努めます。特に地域包括ケアシ
ステムについては、県内各市町村で構築が進み、
多世代共生の住みやすい埼玉県となるよう支援
してまいります。
近い将来、埼玉県が日本一の地域包括ケアシ

ステム先進県になっていることが私の夢です。

父の跡を継いで2代目を承継

日本一の地域包括ケアシステム先進県へ
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大型工事現場での電気設備や情報通信設備、防
災設備等の施工業務と、地域密着型サービスの二
つの事業を展開する中村電設工業株式会社。
メインの事業一つめの大型工事は主に埼玉県内を
商圏とし、非常用発電機設置や大型スタジアムの電
気工事、学校の太陽光発電設備工事、受変電設備改
修工事、高齢者施設や集合住宅の電気設備の施工
など、さまざまな電設工事をゼネコンから請け負ったり、
自ら元請けとなって行ってきた。そしてもう一つの事
業が、幸手市周辺の地域住民から、電気の困りごとを
一手に引き受けるサービス、「住まいのおたすけ隊」
のフランチャイズ事業だ。
「公共工事は設計図に基づいて積算、施工・施工管
理を行います。住まいのおたすけ隊の業務は多岐にわ
たります。今は個人のお客さま、法人のお客さまともに
ご依頼をいただくことが増えています」（中村康宏社長）
個人住宅の電気設備工事からスタートし、その後、
官庁工事や大型工事へ事業をシフト。さらには地域密
着型サービスの展開と、時代のニーズに対応しながら
地元の信頼を勝ち取ってきた同社。今、社員一丸と
なって目指すのは “埼玉ナンバーワンの設備会社”だ。

バンバン投資しています」
四つ目が社員のコミュニケーションを円滑にするた

め、会社が補助金を出して飲み会の開催を奨励して
いること。最後に、仲間への感謝や気遣いをカードに
込めて贈る「サンクスカード」の制度をつくったこと。
平均年齢43歳、20～70代という幅広い年齢が在

籍する同社。こうした取り組みによって、社員全員が
互いを思いやりながら、一丸となって経営目標に取り
組むことができている、と中村社長は語る。
もちろん、会社も社員を思いやる気持ちを忘れて
はいない。短時間勤務や育児休暇制度等を用意して
多様な働き方を支援するほか、社員の評価制度があ
り、上司・部下は毎月1回面談を実施して、上司が部
下の情報を引き出す仕組みがある。社員の平均勤続
年数は16年と長く、定着率は9割を誇る。
「経営理念では第一に社員とその家族、協力業者
とその家族を大切にしています。サービスを提供する
スタッフが満足していなければ、お客さまを満足させ
られないからです」

中小企業が今、最も頭を抱える採用戦略。同社は、
長年にわたって築いた地元の工業高校との太いパ
イプで、スムーズな採用ができているという。しかし
今後より一層深刻化する人材不足に向けて、ミャン
マーの学生の正規雇用への準備を進めている。
「ミャンマーの優秀な学生を採用することで、同年
代の社員にもいいプレッシャーや刺激になれば、と
思っています」
自分自身を「独創的なビジネスモデルを生み出す

よりも、既存のモデルを自社に最適化して事業を飛
躍させるほうが向いている」と語る中村社長。現在、
住まいのおたすけ隊事業は着実に売り上げを伸ばし、
同社の安定した経営を支えている。今後も地域に根
差したサービスで、社員全員で “埼玉ナンバーワンの
設備会社”に向けてまい進する。

過去10年分の決算書に目を通すと、黒字と赤字
を繰り返し、直近の期は最終損失を計上していた。
「当時は公共工事やゼネコンの仕事を手がけてい
たのですが、常に懇意にしているお客さまからの発注
で、お客さまの数が増えていなかった。リスクを避ける
ためにも、顧客数を増やさなければ、と思いました」

平成26（2014）年康宏氏は2代目社長に就任する。
「師匠と仰ぐ人に、どのようにして業績を安定させ
ればいいかを相談すると『あなたの事業は1回きりの
“高額な鉄砲”を売る商売。少額でも繰り返し購入し
てもらえる“弾”を売る商売を考えなさい』と言われ、
なるほどと。それで、弾となるものを探していました」
そんな時目に飛び込んできたのが、「住まいのおた
すけ隊」のダイレクトメール。地域の企業や一般家庭
の、電気に関する困りごと解決を請け負うフランチャ
イズ加盟の募集だった。中村社長はそれを見て「こ
れはまさに“弾”の商売だ」と直感し、早速、説明会へ。
そして、加盟の意志を固めて役員会で提案したとこ
ろ、反対意見があがった。それまでBtoBで公共事業
を中心に手がけてきた同社にとって、BtoC事業は全
く未知のビジネスだったからだ。
「説得を続け、ようやく『あなたがやると決めたの
なら』と納得してもらってスタートしました」
そして、創業以来なじみのある地・幸手市でサービ

スを開始する。顧客とのコミュニケーションの取り方
やサービスの仕方など、きめ細かな対応スキルが問
われるBtoCビジネス。最初こそ慣れない対応に社
員の間で戸惑いの声があがったが、フランチャイズ本
部の研修で徐々にスキルを身に着けていった。
住まいのおたすけ隊のサービスは、多岐にわたる。

企業向けで多いのは、工場など施設のLED化による
照明器具の交換や老朽化した受変電設備の更新等
だ。個人住宅の場合は新聞チラシや口コミで知った
顧客から換気扇交換、コンセント増設、カメラ付きイ

高い技術力と丁寧な対応で、顧客によりよいサービスを提供。
社員全員で“埼玉ナンバーワンの設備会社”を目指す
埼玉県内の大型建築の電気設備工事を中心に、事業を展開してきた中村電設工業。平成27年から開始した地域密着
型サービス「住まいのおたすけ隊」フランチャイズ事業は、スピード対応と好感度の高いサービスで幸手市周辺の企業
や住民から頼りにされている。将来は建物設備に関する総合的な地域のニーズを、さらに深掘りしていく青写真を描く。

中村電設工業株式会社

ンターホン取り替え等、さまざまな依頼を請け負う。
「電球1個の交換で伺っても交換時期が迫った火災
報知器を換えたり、追加でいろいろな仕事をいただけ
ます。高齢者宅が多いので家具の移動や電化製品の
修理の手配など、5分でできる無料サービスも行って
います。そこから別の依頼につながることもあります」
納期が短くて手離れもよく、利益率も高いこの事業。

平成27年にスタートした当時は1億円弱の売り上げ

だったのが、現在は2倍超に伸び、収益を支えている。
　

中村社長は、今後今まで以上におたすけ隊の事業
に力を注ぎ、太い柱へと育てていく考えを示す。
「困りごとの対応をした企業のお客さまを定期的に
訪問して地域のニーズを深く掘り、占有率を上げてい
く。つまり、戦う場所を絞ってナンバーワンになる“ラン
チェスター戦略”で事業を推し進めていきたい」
当初は社員に戸惑いがあった顧客とのコミュニ

ケーションスキルも、今では明るく丁寧な対応で顧客
からの評判は高い。「また頼みたい」「対応がとても

よかった」とリピーターも増加している。また、幸手支
店から20分圏内にサービスを限定しているので、駆
けつけるスピードの速さにも定評がある。
「いずれ、本店のある岩槻でも展開していきたいで
す。そして将来的には、電気設備と親和性の高い水
道等の工事も手がけていきたい。幸手市内の設備会
社と協業して、さらに事業を展開できればと思ってい
ます」

同社の経営の特徴は、五つある。まず社員全員が
経営方針や事業計画が書かれた手帳を持ち、同じ目
標に向かって仕事を進めていること。そして、毎朝20
分間、社内や倉庫内等職場の環境整備を行っている
こと。その際、社員同士で何気ない会話を交わしてコ
ミュニケーションを取るようにしているという。さらに、
社内外の研修で、社員の成長を後押ししていること。
「時代によってお客さまのニーズも変化していきま
すから、それに対応できる会社や社員でなければな
りません。そのために新しいことに取り組み、勉強も
しています。社員教育や設備投資など未来に向けて

●代 表 者 代表取締役　中村 康宏
●創　　業 昭和39年9月
●設　　立 昭和45年10月
●資 本 金 3,000万円
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●所 在 地 〒339-0057　さいたま市岩槻区本町6-5-22
 TEL 048-758-5588　FAX 048-758-6200
●U R L http://www.nakamura-densetu.co.jp/

代表取締役　中村 康宏氏

「当社は昭和39（1964）年、電気関係の学校を卒
業後会社勤めをしていた父が独立して創業しました」
1964年の東京オリンピックに沸き、経済も住宅着
工戸数も右肩上がりで伸びていた当時の日本。幸手
市で創業し、個人住宅を中心に電気設備工事を行う
同社は、時代の波に乗り幸先のいいスタートを切っ
た。その後、公共工事やゼネコンから請け負う大型
工事へと事業を転換。確かな施工技術で、住宅都市
整備公団の優秀工事表彰を4度受賞した。
現社長の康宏氏は大学卒業後ゼネコンに就職し、
約10年間不動産事業を担当。その後、職場の先輩
が立ち上げた不動産会社に移り、二人三脚で忙しい
毎日を送っていた。同社を継ぐことを決意したのは、
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体的に提供される仕組み作りから始まりました。
今ではその概念はもっと広がり、多世代共生を目
的として、多様な人々が地域で暮らしていくための
仕掛けも視野に含まれています。
地域包括ケアシステム構築にあたっては、次の
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着実な業務改善を通じた従事者1人当たりの生産
性の向上などです。
ただし、介護分野における業務改善には、その

上位に明白な至上命題、すなわち「サービスの質
向上」が存在します。直接の生産性指標の改善だ
けでなく、利用者の尊厳を守り、サービスの質向
上に結びつける努力を続ける必要があります。
加えて、介護サービスにおいて、全国7,600万

人の被保険者が拠出している保険料が財源の半
分を占めている社会保障制度の意義を認識する
ことも重要です。
創立20周年を契機として、本学は今後とも多

様な研究を推進し、それぞれの成果が地域社会
に還元されるよう努めます。特に地域包括ケアシ
ステムについては、県内各市町村で構築が進み、
多世代共生の住みやすい埼玉県となるよう支援
してまいります。
近い将来、埼玉県が日本一の地域包括ケアシ

ステム先進県になっていることが私の夢です。
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大型工事現場での電気設備や情報通信設備、防
災設備等の施工業務と、地域密着型サービスの二
つの事業を展開する中村電設工業株式会社。
メインの事業一つめの大型工事は主に埼玉県内を
商圏とし、非常用発電機設置や大型スタジアムの電
気工事、学校の太陽光発電設備工事、受変電設備改
修工事、高齢者施設や集合住宅の電気設備の施工
など、さまざまな電設工事をゼネコンから請け負ったり、
自ら元請けとなって行ってきた。そしてもう一つの事
業が、幸手市周辺の地域住民から、電気の困りごとを
一手に引き受けるサービス、「住まいのおたすけ隊」
のフランチャイズ事業だ。
「公共工事は設計図に基づいて積算、施工・施工管
理を行います。住まいのおたすけ隊の業務は多岐にわ
たります。今は個人のお客さま、法人のお客さまともに
ご依頼をいただくことが増えています」（中村康宏社長）
個人住宅の電気設備工事からスタートし、その後、
官庁工事や大型工事へ事業をシフト。さらには地域密
着型サービスの展開と、時代のニーズに対応しながら
地元の信頼を勝ち取ってきた同社。今、社員一丸と
なって目指すのは “埼玉ナンバーワンの設備会社”だ。

バンバン投資しています」
四つ目が社員のコミュニケーションを円滑にするた

め、会社が補助金を出して飲み会の開催を奨励して
いること。最後に、仲間への感謝や気遣いをカードに
込めて贈る「サンクスカード」の制度をつくったこと。
平均年齢43歳、20～70代という幅広い年齢が在
籍する同社。こうした取り組みによって、社員全員が
互いを思いやりながら、一丸となって経営目標に取り
組むことができている、と中村社長は語る。
もちろん、会社も社員を思いやる気持ちを忘れて
はいない。短時間勤務や育児休暇制度等を用意して
多様な働き方を支援するほか、社員の評価制度があ
り、上司・部下は毎月1回面談を実施して、上司が部
下の情報を引き出す仕組みがある。社員の平均勤続
年数は16年と長く、定着率は9割を誇る。
「経営理念では第一に社員とその家族、協力業者
とその家族を大切にしています。サービスを提供する
スタッフが満足していなければ、お客さまを満足させ
られないからです」

中小企業が今、最も頭を抱える採用戦略。同社は、
長年にわたって築いた地元の工業高校との太いパ
イプで、スムーズな採用ができているという。しかし
今後より一層深刻化する人材不足に向けて、ミャン
マーの学生の正規雇用への準備を進めている。
「ミャンマーの優秀な学生を採用することで、同年
代の社員にもいいプレッシャーや刺激になれば、と
思っています」
自分自身を「独創的なビジネスモデルを生み出す

よりも、既存のモデルを自社に最適化して事業を飛
躍させるほうが向いている」と語る中村社長。現在、
住まいのおたすけ隊事業は着実に売り上げを伸ばし、
同社の安定した経営を支えている。今後も地域に根
差したサービスで、社員全員で “埼玉ナンバーワンの
設備会社”に向けてまい進する。

過去10年分の決算書に目を通すと、黒字と赤字
を繰り返し、直近の期は最終損失を計上していた。
「当時は公共工事やゼネコンの仕事を手がけてい
たのですが、常に懇意にしているお客さまからの発注
で、お客さまの数が増えていなかった。リスクを避ける
ためにも、顧客数を増やさなければ、と思いました」

平成26（2014）年康宏氏は2代目社長に就任する。
「師匠と仰ぐ人に、どのようにして業績を安定させ
ればいいかを相談すると『あなたの事業は1回きりの
“高額な鉄砲”を売る商売。少額でも繰り返し購入し
てもらえる“弾”を売る商売を考えなさい』と言われ、
なるほどと。それで、弾となるものを探していました」
そんな時目に飛び込んできたのが、「住まいのおた
すけ隊」のダイレクトメール。地域の企業や一般家庭
の、電気に関する困りごと解決を請け負うフランチャ
イズ加盟の募集だった。中村社長はそれを見て「こ
れはまさに“弾”の商売だ」と直感し、早速、説明会へ。
そして、加盟の意志を固めて役員会で提案したとこ
ろ、反対意見があがった。それまでBtoBで公共事業
を中心に手がけてきた同社にとって、BtoC事業は全
く未知のビジネスだったからだ。
「説得を続け、ようやく『あなたがやると決めたの
なら』と納得してもらってスタートしました」
そして、創業以来なじみのある地・幸手市でサービ

スを開始する。顧客とのコミュニケーションの取り方
やサービスの仕方など、きめ細かな対応スキルが問
われるBtoCビジネス。最初こそ慣れない対応に社
員の間で戸惑いの声があがったが、フランチャイズ本
部の研修で徐々にスキルを身に着けていった。
住まいのおたすけ隊のサービスは、多岐にわたる。

企業向けで多いのは、工場など施設のLED化による
照明器具の交換や老朽化した受変電設備の更新等
だ。個人住宅の場合は新聞チラシや口コミで知った
顧客から換気扇交換、コンセント増設、カメラ付きイ

外国人の正規雇用を本格化
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ンターホン取り替え等、さまざまな依頼を請け負う。
「電球1個の交換で伺っても交換時期が迫った火災
報知器を換えたり、追加でいろいろな仕事をいただけ
ます。高齢者宅が多いので家具の移動や電化製品の
修理の手配など、5分でできる無料サービスも行って
います。そこから別の依頼につながることもあります」
納期が短くて手離れもよく、利益率も高いこの事業。
平成27年にスタートした当時は1億円弱の売り上げ

だったのが、現在は2倍超に伸び、収益を支えている。
　

中村社長は、今後今まで以上におたすけ隊の事業
に力を注ぎ、太い柱へと育てていく考えを示す。
「困りごとの対応をした企業のお客さまを定期的に
訪問して地域のニーズを深く掘り、占有率を上げてい
く。つまり、戦う場所を絞ってナンバーワンになる“ラン
チェスター戦略”で事業を推し進めていきたい」
当初は社員に戸惑いがあった顧客とのコミュニ

ケーションスキルも、今では明るく丁寧な対応で顧客
からの評判は高い。「また頼みたい」「対応がとても

よかった」とリピーターも増加している。また、幸手支
店から20分圏内にサービスを限定しているので、駆
けつけるスピードの速さにも定評がある。
「いずれ、本店のある岩槻でも展開していきたいで
す。そして将来的には、電気設備と親和性の高い水
道等の工事も手がけていきたい。幸手市内の設備会
社と協業して、さらに事業を展開できればと思ってい
ます」

同社の経営の特徴は、五つある。まず社員全員が
経営方針や事業計画が書かれた手帳を持ち、同じ目
標に向かって仕事を進めていること。そして、毎朝20
分間、社内や倉庫内等職場の環境整備を行っている
こと。その際、社員同士で何気ない会話を交わしてコ
ミュニケーションを取るようにしているという。さらに、
社内外の研修で、社員の成長を後押ししていること。
「時代によってお客さまのニーズも変化していきま
すから、それに対応できる会社や社員でなければな
りません。そのために新しいことに取り組み、勉強も
しています。社員教育や設備投資など未来に向けて

「当社は昭和39（1964）年、電気関係の学校を卒
業後会社勤めをしていた父が独立して創業しました」
1964年の東京オリンピックに沸き、経済も住宅着
工戸数も右肩上がりで伸びていた当時の日本。幸手
市で創業し、個人住宅を中心に電気設備工事を行う
同社は、時代の波に乗り幸先のいいスタートを切っ
た。その後、公共工事やゼネコンから請け負う大型
工事へと事業を転換。確かな施工技術で、住宅都市
整備公団の優秀工事表彰を4度受賞した。
現社長の康宏氏は大学卒業後ゼネコンに就職し、
約10年間不動産事業を担当。その後、職場の先輩
が立ち上げた不動産会社に移り、二人三脚で忙しい
毎日を送っていた。同社を継ぐことを決意したのは、
父・章一氏の重病の知らせを受けてのことだった。
「それまでは、父から一度も『会社を継げ』と言わ
れたことがなかったのですが、その時初めて『そろそ
ろ、お前が帰ってこないとダメだろう』と言われて、決
意しました。そこで、しばらくは不動産会社と父の会
社を1日おきに行ったり来たりしていました」

BtoBからBtoCへと業容拡大

電気以外の関連設備への展開も視野に

全社員で同じ目標に向かう

大型施工現場実績（左右）

幸手支店外観 その場で見積が作成できる「サットくん」 住まいのおたすけ隊での施工の様子

社内の様子
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大型工事現場での電気設備や情報通信設備、防
災設備等の施工業務と、地域密着型サービスの二
つの事業を展開する中村電設工業株式会社。
メインの事業一つめの大型工事は主に埼玉県内を
商圏とし、非常用発電機設置や大型スタジアムの電
気工事、学校の太陽光発電設備工事、受変電設備改
修工事、高齢者施設や集合住宅の電気設備の施工
など、さまざまな電設工事をゼネコンから請け負ったり、
自ら元請けとなって行ってきた。そしてもう一つの事
業が、幸手市周辺の地域住民から、電気の困りごとを
一手に引き受けるサービス、「住まいのおたすけ隊」
のフランチャイズ事業だ。
「公共工事は設計図に基づいて積算、施工・施工管
理を行います。住まいのおたすけ隊の業務は多岐にわ
たります。今は個人のお客さま、法人のお客さまともに
ご依頼をいただくことが増えています」（中村康宏社長）
個人住宅の電気設備工事からスタートし、その後、
官庁工事や大型工事へ事業をシフト。さらには地域密
着型サービスの展開と、時代のニーズに対応しながら
地元の信頼を勝ち取ってきた同社。今、社員一丸と
なって目指すのは “埼玉ナンバーワンの設備会社”だ。

バンバン投資しています」
四つ目が社員のコミュニケーションを円滑にするた

め、会社が補助金を出して飲み会の開催を奨励して
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はいない。短時間勤務や育児休暇制度等を用意して
多様な働き方を支援するほか、社員の評価制度があ
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とその家族を大切にしています。サービスを提供する
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長年にわたって築いた地元の工業高校との太いパ
イプで、スムーズな採用ができているという。しかし
今後より一層深刻化する人材不足に向けて、ミャン
マーの学生の正規雇用への準備を進めている。
「ミャンマーの優秀な学生を採用することで、同年
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思っています」
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同社の安定した経営を支えている。今後も地域に根
差したサービスで、社員全員で “埼玉ナンバーワンの
設備会社”に向けてまい進する。

過去10年分の決算書に目を通すと、黒字と赤字
を繰り返し、直近の期は最終損失を計上していた。
「当時は公共工事やゼネコンの仕事を手がけてい
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てもらえる“弾”を売る商売を考えなさい』と言われ、
なるほどと。それで、弾となるものを探していました」
そんな時目に飛び込んできたのが、「住まいのおた
すけ隊」のダイレクトメール。地域の企業や一般家庭
の、電気に関する困りごと解決を請け負うフランチャ
イズ加盟の募集だった。中村社長はそれを見て「こ
れはまさに“弾”の商売だ」と直感し、早速、説明会へ。
そして、加盟の意志を固めて役員会で提案したとこ
ろ、反対意見があがった。それまでBtoBで公共事業
を中心に手がけてきた同社にとって、BtoC事業は全
く未知のビジネスだったからだ。
「説得を続け、ようやく『あなたがやると決めたの
なら』と納得してもらってスタートしました」
そして、創業以来なじみのある地・幸手市でサービ

スを開始する。顧客とのコミュニケーションの取り方
やサービスの仕方など、きめ細かな対応スキルが問
われるBtoCビジネス。最初こそ慣れない対応に社
員の間で戸惑いの声があがったが、フランチャイズ本
部の研修で徐々にスキルを身に着けていった。
住まいのおたすけ隊のサービスは、多岐にわたる。
企業向けで多いのは、工場など施設のLED化による
照明器具の交換や老朽化した受変電設備の更新等
だ。個人住宅の場合は新聞チラシや口コミで知った
顧客から換気扇交換、コンセント増設、カメラ付きイ
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ンターホン取り替え等、さまざまな依頼を請け負う。
「電球1個の交換で伺っても交換時期が迫った火災
報知器を換えたり、追加でいろいろな仕事をいただけ
ます。高齢者宅が多いので家具の移動や電化製品の
修理の手配など、5分でできる無料サービスも行って
います。そこから別の依頼につながることもあります」
納期が短くて手離れもよく、利益率も高いこの事業。
平成27年にスタートした当時は1億円弱の売り上げ

だったのが、現在は2倍超に伸び、収益を支えている。
　

中村社長は、今後今まで以上におたすけ隊の事業
に力を注ぎ、太い柱へと育てていく考えを示す。
「困りごとの対応をした企業のお客さまを定期的に
訪問して地域のニーズを深く掘り、占有率を上げてい
く。つまり、戦う場所を絞ってナンバーワンになる“ラン
チェスター戦略”で事業を推し進めていきたい」
当初は社員に戸惑いがあった顧客とのコミュニ

ケーションスキルも、今では明るく丁寧な対応で顧客
からの評判は高い。「また頼みたい」「対応がとても

よかった」とリピーターも増加している。また、幸手支
店から20分圏内にサービスを限定しているので、駆
けつけるスピードの速さにも定評がある。
「いずれ、本店のある岩槻でも展開していきたいで
す。そして将来的には、電気設備と親和性の高い水
道等の工事も手がけていきたい。幸手市内の設備会
社と協業して、さらに事業を展開できればと思ってい
ます」

同社の経営の特徴は、五つある。まず社員全員が
経営方針や事業計画が書かれた手帳を持ち、同じ目
標に向かって仕事を進めていること。そして、毎朝20
分間、社内や倉庫内等職場の環境整備を行っている
こと。その際、社員同士で何気ない会話を交わしてコ
ミュニケーションを取るようにしているという。さらに、
社内外の研修で、社員の成長を後押ししていること。
「時代によってお客さまのニーズも変化していきま
すから、それに対応できる会社や社員でなければな
りません。そのために新しいことに取り組み、勉強も
しています。社員教育や設備投資など未来に向けて

「当社は昭和39（1964）年、電気関係の学校を卒
業後会社勤めをしていた父が独立して創業しました」
1964年の東京オリンピックに沸き、経済も住宅着

工戸数も右肩上がりで伸びていた当時の日本。幸手
市で創業し、個人住宅を中心に電気設備工事を行う
同社は、時代の波に乗り幸先のいいスタートを切っ
た。その後、公共工事やゼネコンから請け負う大型
工事へと事業を転換。確かな施工技術で、住宅都市
整備公団の優秀工事表彰を4度受賞した。
現社長の康宏氏は大学卒業後ゼネコンに就職し、

約10年間不動産事業を担当。その後、職場の先輩
が立ち上げた不動産会社に移り、二人三脚で忙しい
毎日を送っていた。同社を継ぐことを決意したのは、
父・章一氏の重病の知らせを受けてのことだった。
「それまでは、父から一度も『会社を継げ』と言わ
れたことがなかったのですが、その時初めて『そろそ
ろ、お前が帰ってこないとダメだろう』と言われて、決
意しました。そこで、しばらくは不動産会社と父の会
社を1日おきに行ったり来たりしていました」

BtoBからBtoCへと業容拡大

電気以外の関連設備への展開も視野に

全社員で同じ目標に向かう
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

ＡＧＳ㈱の社長を務めております石井でございま
す。今日は「中小企業におけるIT活用について」と
いうことでお話しさせていただきます。私は銀行出身
であり、ＡＧＳでの経験もまだ9年と決してITのプロと
いうわけではございませんが、今までにお客様と接し
てきたり、社長として経営に携わる中で感じてきたこ
とをお話しすることができればと思っております。
元日の日経新聞に未来のITの姿が踏み込んで掲
載されており、将来的にはわれわれの生命の維持ま
でIT技術が制御する時代になっていくと論じており
ました。また、年初からトヨタ自動車は、「トヨタイズ
ム」なるビジョンを掲げまして「全ての人が自由に楽
しく移動できる社会に向けてモビリティカンパニーに
生まれ変わる」と宣言し、ITの進化の中で未来の自
動車のあり方を考えようとしているという強いメッ
セージを発信しています。これらの動きは、平成の終
りとともに、ITの進化がわれわれの様々な環境を大
きく変える「IT新時代元年」が始まるのではないか
と感じさせます。この様な環境のもとで中小企業の

経営戦略においてもIT活用の重要性がよりいっそう
増してくることは確実です。

少子高齢化社会の本格到来に伴い労働人口が
減少していきます。こうした実態は今後も厳しさを増
すことはあっても、改善されることはまずないであろ
うということは皆さんご認識のとおりです。
一方で、近年のIT産業は急速に発展しており、人
工知能（ＡＩ）あるいはＩｏＴの普及拡大により、現在人
の手で行っている業務の大多数が将来的にはITに
置き換わるだろうといわれておりまして、2030年には
50％の業務の自動化が可能になると予想されてい
ます。今後ITの進化により、単純作業のシステム化
はもちろん、医師や弁護士、あるいは公認会計士など
のいわゆる知的労働と言われる仕事についても人工
知能の活用によって、人間の手をほとんど経なくなる
という時代がやってくるとご理解いただけたらと思い
ます。その結果、ITは労働人口の減少を補うことに
なるわけですが、今日もっともお話ししたいのは、IT
は更なる付加価値を生み出す社会インフラになって
いくであろうということが予測されていることです。
環境はどんどん変わっていきます。それに対応す

る必要性に迫られています。一方で、その担い手に
なる人材が減少していくという矛盾が、近い将来ど

んどん大きくなっていくというリスクが潜んでいるの
で、皆様方の会社も変化への対応をお考えになって
いるのであれば、急がなければならない時代がまさ
に到来しつつあるのかなと思います。
人工知能はこの1年、毎日のようにマスコミに取り
上げられておりますが、まさしく社会が、IT化のエン
ジンである人工知能の活用に向けて動いていると感
じていただいてよろしいかと思います。
人工知能の歴史は意外と古く、数十年前から導入

チャレンジが過去3回ほどありました。当時は技術力
が未熟で普及までには至らなかったのですが、今回
は紛れもなく本物であり、進化は止まることはありま
せん。まさに指数関数的な速度で進化していると一
般的にいわれています。
人工知能とは、昔ＮＨＫで放映していた連想ゲーム

のようなものだとお考えいただければよいかと思いま
す。人工知能の活用によってある事象から、全く異な
る正しい答えを導き出すことが可能になるということ
です。皆さんお聞きになったことがあると思いますが
「ディープラーニング」という技術です。ある解答を人
工知能に考えてくださいと問いかけた時に、人工知
能は事前にインプットされている大量の情報の中から、
整合性をしっかりと識別してより正しいであろう答え
を導き出す機能を備えているとご理解いただけたらと
思います。これはコンピュータの高速化、あるいは大
容量化、それに加えて複雑なアルゴリズムを解析す
る能力が高まることにより可能になってきました。

現代社会においては、すでにスマートフォンの進化
によりあらゆるものがネットワーク上で連係しており、
ビジネスや日常生活においても、使い手である人間
とスマートフォンが一心同体になっているといっても
過言ではないと思います。
自動車は自動運転化により、単なる移動手段として
の道具ではなく、新しいライフステージを提供してくれ
る手段という概念に変わっていくのではないかと思い
ます。将来は社長室も車の中になるかもしれません。

IT業界ではこれをＭａａＳ（Mobility as a Service）と
呼んでいますが、トヨタ自動車がクルマをつくる会社か
ら「モビリティカンパニーに生まれ変わる」と表明して
いるのはこういったことを目指しているのだと思います。
消費者の購買行動も同じで、アマゾン、楽天に代
表されるように、リアルな店舗からインターネット上の
電子商取引、ＥＣビジネスが業界の壁を越えて急速
に拡大していることは皆さんご承知のとおりです。
一般的にＥＣを使うと1.2～1.3倍の購買意欲がわく
といわれています。今後さらに、超高速通信規格で
ある５Ｇの実装化により、沖縄と北海道、あるいは海
外をネットワークで結んだ場合も時間差が極限まで
縮小され、それこそ現実の社会と仮想社会の境界
線は消滅していくという時代なのかと思います。
さらにはわれわれの体にチップを埋め込むことに

よって人間自体をモバイル化する、あるいはＰＣ端末
化することも2030年には技術的に可能になるといわ
れています。こうした事例を踏まえるとITの活用は単
なる利便性の向上という側面だけではなく、行動、文
化といったものが根源から変化して、われわれ人間が
現在持っている様々な固定概念が変わってくるという
未来社会が、目の前に来ていることを念頭において
経営にあたる必要があるのではないかと思います。

中小企業にとって最大の課題は、事業承継と人材
の確保ではないかと思います。私が銀行員として支
店で勤務していた20年ほど前でさえ後継者が不在
であり、あるいは人材の確保が難しく、ご親族やベテ
ラン社員に依存した経営が営まれている企業が多
かったように記憶しています。加えて、サプライ
チェーンの変化、有事における事業継続への対応、
あるいは情報管理の徹底など、さらに新たな課題や
環境変化への対応が企業の経営上極めて重要に
なっていることは私が申し上げるまでもないことです。
「変化はチャンスである」とよくいわれます。こうし
た環境変化に迅速かつ柔軟に対応していくことが、
皆様の会社組織に、時代に即した革新性を植えつけ、
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はじめに

IT進化の現状と今後

平成31年1月29日（火）、石井進氏を講師にお迎えし、
「中小企業におけるIT活用について」と題して「経営者
セミナー2018」の第3講を開催した。以下、その概要を
紹介したい。　

それが競争力の高い企業への成長の礎になってい
くのではないかと思います。
今後の中小企業におけるIT活用の姿をイメージ致

しますと、5年後においては、相当の分野でIT活用が
進んでいくことが想定されます。オフィスにおいてはテ
レワークの定着化、RPA（Robotic Process Automation）
の普及拡大、生産性の可視化、デジタルマーケティン
グの活用などによって生産性は確実に向上し、働き方
の改革が進展していくといった状況になっていくと思
われます。生産の現場においてもデジタル化が進み、
ベテラン社員の技だけに依存することなく、高い品質
の製品が生産できる仕組みが徐々に浸透していくの
ではないかと予測しています。そしてIT技術の活用範
囲は現場における生産性の向上といった業務効率面
だけではなく、経営の領域まで拡大し、経営とITが融
合したハイブリッド型のトップマネジメントに進化して
いくのではないかと予測しています。
皆さまの会社、業界においてもその波が必ずやっ

てくると思います。IT技術の急速な進展を勘案しま
すと、決断をしなければならない時期はそう遠くない
将来なのかなと思っています。

それでは経営者の皆さまにどのように行動してい
ただきたいか、ITをどのように活用していただきたい
かをお話ししたいと思います。
あらためて皆さん「RPA」をご存知ですか。これは
ペッパー君のようなハード的なロボットではなくて、パ
ソコンやシステムを自動操作するソフトウェアロボッ
トです。導入にはそれほど多くの費用はかからず、ク
ラウドで稼働させることも可能ですし、時間もかかり
ません。先ずこのRPAに注目していただくことがよい
と思いご紹介いたします。
一昨年、あるメガバンクが業務の自動化により将
来的に数千人の人員を削減すると発表したニュース
をご覧になった方も多いと思いますが、そこで導入を
進めているのがRPAでして、定型的な業務を速く、
正確に処理する機能を備えています。現在弊社では

どとは絶対におっしゃらないでいただきたいと思いま
す。ITの技術は情報工学や統計学でありますが、IT
の活用は経営学であり、哲学であり、まさに経営者の
世界であると考えます。経営者の意識や行動が変わ
れば、組織は大きく変わります。今の若い社員たちは
生まれた時からインターネットやスマートフォンの世
界で育っており、われわれや上司が考えている以上
にITの素養はあります。それを理解して社内教育や
人材活用を進めていけばIT人材は必ず育ちますし
社内定着化にも時間を要しません。
IT活用の究極の狙いはRPAの機能のような業務

の効率化による生産性の向上にとどまらず、経営者
や社員の思考形態を変えていくことにあります。IT
は企業のDNAにまで浸透していく重要な役割を担
う存在であることをご理解いただき、IT戦略に自ら
踏み込んでいただきたいと思います。

ここまでIT活用の必然性や有効性など、いわゆる
光の部分をお話ししてきましたが、実は光には影があ
るように、人工知能の普及拡大にはわれわれ人間が
認識しておかねばならない重大なリスクも存在してい
ます。人工知能は世の中を便利にするだけでなく、人
間の可能性をも広げるために使えるはずです。しかし
驚異的な能力をもつ人工知能ですが、それ自体に倫
理観はありません。使い方次第で、天使にも悪魔にも
なります。人工知能の進化のスピードは人間の進化
をはるかに超えています。人工知能との関わりを間違
えますと、人工知能はわれわれ人間を制覇しかねな
い重大なリスクが潜んでいると思えてなりません。
悲観的なシナリオとしては、知的労働もＡＩ化し、や

がて人工知能が人間を制覇することが考えられます。
現在は実質的に人間の支配下にある人工知能が無
秩序に進化を遂げることになりますと、人間とイコー
ルパートナーとなり、その後人間固有の分野にまで
人工知能が進化していくという、いわゆる「シンギュ
ラリティ」という状態が訪れる。先日亡くなったス
ティーブン・ホーキング博士も「2045年には人間の

あらゆる知性を人工知能が超える」とおっしゃってお
られました。このＳＦ映画のような話が、あと30年も
経たないうちに現実化しようとしているということで
す。ご自身の経営されている企業の5年後、10年後
を考えるうえでも、こういったことを頭の中に置いて
ITの活用を検討していただくことも、一方では必要
なのではないかと思います。
それでは私たちはこのような現実と、そのリスクに
対してどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
私はこのように考えます。われわれ人間が高い倫理
観のもとで、政治経済・教育・法制度などのさまざま
な仕組みを整備して、人工知能の活用に秩序、ある
いは精神（心）などの人間らしい部分を共存させるこ
とに努めていく。そしてさらにそれを定着させていけ
れば、人間主導のもとで、人間らしさをふまえた「人
間と人工知能との共存化社会」の形成ができるの
ではないかと思っております。そしてこれが私の求め
る今後の発展シナリオであります。

最後に、経営者の皆さまにぜひともお伝えしたい
ことをお話しして、私の講演を終わらせていただきた
いと思います。
ITを小難しい、扱いにくい「精密機械」と考えるの

ではなく、経営者の皆さんの思いやお考えに寄り添い
ながら、時には厳しく、時には優しく導いてくれる
「パートナー」のような存在であると思って接していた
だきたいと思います。そうすれば、きっと経営者の皆
さまのお考えを深掘りし、一緒に考察し、それを実現
してくれる存在になっていくのではないかと考えます。
経営者は孤独であるとよくいわれます。その孤独

の中で一緒に考え、行動してくれるのが実はITであ
ります。ぜひそのパートナーを思う存分に活用してく
ださい。私の考える「中小企業のIT活用成功の秘
訣」は経営者の方々のそのような「心」にあるのでは
ないかと確信しているところでございます。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団 事務局）

人工知能を活用した近未来社会

中小企業の将来のIT活用

金融機関のお客様を中心にRPA導入のご支援を実
施しております。また弊社社内においても実際に
RPAによる業務処理の自動化を進めております。当
社ではRPAを社員に身近に感じてもらうために、ソ
フトウェアロボットに「ＨＡＲＵＫＡ」という名前をつけ
て仮想空間をつくっています。具体的には各社員の
翌日のスケジュールを夕方にはそれぞれメールで知
らせてくれるとか、メールで依頼しておけば、スケ
ジュールの履歴から1ヶ月分の交通費精算をしてく
れるとか、社員がロボット秘書の「ＨＡＲＵＫＡ」に仕
事を頼んでおくといったイメージでしょうか。現在は
まだ限られた事務においての活用ですが、今後社内
で普及を拡大させていき、2019年では年間1,000
時間の労働時間の削減を見込んでいます。この様に
RPAをトリガーにして全社的にIT活用の風土を組
織全体に醸成させていけるのではないかと思います。
皆さま方におかれても、先ずはRPAから始めること
をお勧めいたします。
中小企業におけるIT導入については、うまく進む

ケースと残念ながらうまく進まずに課題を残すケース
が存在します。その違いは何かと考えますと、経営者
の目線の置き方が違うのかなと思います。経営者が
目線を今現在だけに置くのか、その先の将来まで見
据えるのかということです。平時における先を見据え
たIT投資の判断は、よほどの必要性に迫られない限
り、効果を過小評価したり、導入をリスクと捉えがち
で決断することに躊躇されることが多いと思います。
しかし時代に即した革新的な変革を組織に植えつけ
ることが肝要だと思います。経営者の方が長年蓄積
し、つくり上げてきた良質な企業DNAを守り抜くこと
ももちろん重要ですが、環境変化に応じた新たな
DNAを構築していくことがさらに重要であると考え
ます。それは決して過去の否定ではなく、未来へ飛
躍するためのイノベーションです。その重要な役割を
担うのがITであると考えています。経営者が自ら勇
気と覚悟をもって企業革新を目指し、戦略的にITの
活用を行うことが企業の継続、発展の必要条件では
ないかと考えます。
経営者の方は「自分はITのことはわからない」な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

ＡＧＳ㈱の社長を務めております石井でございま
す。今日は「中小企業におけるIT活用について」と
いうことでお話しさせていただきます。私は銀行出身
であり、ＡＧＳでの経験もまだ9年と決してITのプロと
いうわけではございませんが、今までにお客様と接し
てきたり、社長として経営に携わる中で感じてきたこ
とをお話しすることができればと思っております。
元日の日経新聞に未来のITの姿が踏み込んで掲
載されており、将来的にはわれわれの生命の維持ま
でIT技術が制御する時代になっていくと論じており
ました。また、年初からトヨタ自動車は、「トヨタイズ
ム」なるビジョンを掲げまして「全ての人が自由に楽
しく移動できる社会に向けてモビリティカンパニーに
生まれ変わる」と宣言し、ITの進化の中で未来の自
動車のあり方を考えようとしているという強いメッ
セージを発信しています。これらの動きは、平成の終
りとともに、ITの進化がわれわれの様々な環境を大
きく変える「IT新時代元年」が始まるのではないか
と感じさせます。この様な環境のもとで中小企業の

経営戦略においてもIT活用の重要性がよりいっそう
増してくることは確実です。

少子高齢化社会の本格到来に伴い労働人口が
減少していきます。こうした実態は今後も厳しさを増
すことはあっても、改善されることはまずないであろ
うということは皆さんご認識のとおりです。
一方で、近年のIT産業は急速に発展しており、人
工知能（ＡＩ）あるいはＩｏＴの普及拡大により、現在人
の手で行っている業務の大多数が将来的にはITに
置き換わるだろうといわれておりまして、2030年には
50％の業務の自動化が可能になると予想されてい
ます。今後ITの進化により、単純作業のシステム化
はもちろん、医師や弁護士、あるいは公認会計士など
のいわゆる知的労働と言われる仕事についても人工
知能の活用によって、人間の手をほとんど経なくなる
という時代がやってくるとご理解いただけたらと思い
ます。その結果、ITは労働人口の減少を補うことに
なるわけですが、今日もっともお話ししたいのは、IT
は更なる付加価値を生み出す社会インフラになって
いくであろうということが予測されていることです。
環境はどんどん変わっていきます。それに対応す

る必要性に迫られています。一方で、その担い手に
なる人材が減少していくという矛盾が、近い将来ど

んどん大きくなっていくというリスクが潜んでいるの
で、皆様方の会社も変化への対応をお考えになって
いるのであれば、急がなければならない時代がまさ
に到来しつつあるのかなと思います。
人工知能はこの1年、毎日のようにマスコミに取り
上げられておりますが、まさしく社会が、IT化のエン
ジンである人工知能の活用に向けて動いていると感
じていただいてよろしいかと思います。
人工知能の歴史は意外と古く、数十年前から導入

チャレンジが過去3回ほどありました。当時は技術力
が未熟で普及までには至らなかったのですが、今回
は紛れもなく本物であり、進化は止まることはありま
せん。まさに指数関数的な速度で進化していると一
般的にいわれています。
人工知能とは、昔ＮＨＫで放映していた連想ゲーム

のようなものだとお考えいただければよいかと思いま
す。人工知能の活用によってある事象から、全く異な
る正しい答えを導き出すことが可能になるということ
です。皆さんお聞きになったことがあると思いますが
「ディープラーニング」という技術です。ある解答を人
工知能に考えてくださいと問いかけた時に、人工知
能は事前にインプットされている大量の情報の中から、
整合性をしっかりと識別してより正しいであろう答え
を導き出す機能を備えているとご理解いただけたらと
思います。これはコンピュータの高速化、あるいは大
容量化、それに加えて複雑なアルゴリズムを解析す
る能力が高まることにより可能になってきました。

現代社会においては、すでにスマートフォンの進化
によりあらゆるものがネットワーク上で連係しており、
ビジネスや日常生活においても、使い手である人間
とスマートフォンが一心同体になっているといっても
過言ではないと思います。
自動車は自動運転化により、単なる移動手段として
の道具ではなく、新しいライフステージを提供してくれ
る手段という概念に変わっていくのではないかと思い
ます。将来は社長室も車の中になるかもしれません。

IT業界ではこれをＭａａＳ（Mobility as a Service）と
呼んでいますが、トヨタ自動車がクルマをつくる会社か
ら「モビリティカンパニーに生まれ変わる」と表明して
いるのはこういったことを目指しているのだと思います。
消費者の購買行動も同じで、アマゾン、楽天に代
表されるように、リアルな店舗からインターネット上の
電子商取引、ＥＣビジネスが業界の壁を越えて急速
に拡大していることは皆さんご承知のとおりです。
一般的にＥＣを使うと1.2～1.3倍の購買意欲がわく
といわれています。今後さらに、超高速通信規格で
ある５Ｇの実装化により、沖縄と北海道、あるいは海
外をネットワークで結んだ場合も時間差が極限まで
縮小され、それこそ現実の社会と仮想社会の境界
線は消滅していくという時代なのかと思います。
さらにはわれわれの体にチップを埋め込むことに

よって人間自体をモバイル化する、あるいはＰＣ端末
化することも2030年には技術的に可能になるといわ
れています。こうした事例を踏まえるとITの活用は単
なる利便性の向上という側面だけではなく、行動、文
化といったものが根源から変化して、われわれ人間が
現在持っている様々な固定概念が変わってくるという
未来社会が、目の前に来ていることを念頭において
経営にあたる必要があるのではないかと思います。

中小企業にとって最大の課題は、事業承継と人材
の確保ではないかと思います。私が銀行員として支
店で勤務していた20年ほど前でさえ後継者が不在
であり、あるいは人材の確保が難しく、ご親族やベテ
ラン社員に依存した経営が営まれている企業が多
かったように記憶しています。加えて、サプライ
チェーンの変化、有事における事業継続への対応、
あるいは情報管理の徹底など、さらに新たな課題や
環境変化への対応が企業の経営上極めて重要に
なっていることは私が申し上げるまでもないことです。
「変化はチャンスである」とよくいわれます。こうし
た環境変化に迅速かつ柔軟に対応していくことが、
皆様の会社組織に、時代に即した革新性を植えつけ、
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はじめに

IT進化の現状と今後

平成31年1月29日（火）、石井進氏を講師にお迎えし、
「中小企業におけるIT活用について」と題して「経営者
セミナー2018」の第3講を開催した。以下、その概要を
紹介したい。　

それが競争力の高い企業への成長の礎になってい
くのではないかと思います。
今後の中小企業におけるIT活用の姿をイメージ致

しますと、5年後においては、相当の分野でIT活用が
進んでいくことが想定されます。オフィスにおいてはテ
レワークの定着化、RPA（Robotic Process Automation）
の普及拡大、生産性の可視化、デジタルマーケティン
グの活用などによって生産性は確実に向上し、働き方
の改革が進展していくといった状況になっていくと思
われます。生産の現場においてもデジタル化が進み、
ベテラン社員の技だけに依存することなく、高い品質
の製品が生産できる仕組みが徐々に浸透していくの
ではないかと予測しています。そしてIT技術の活用範
囲は現場における生産性の向上といった業務効率面
だけではなく、経営の領域まで拡大し、経営とITが融
合したハイブリッド型のトップマネジメントに進化して
いくのではないかと予測しています。
皆さまの会社、業界においてもその波が必ずやっ

てくると思います。IT技術の急速な進展を勘案しま
すと、決断をしなければならない時期はそう遠くない
将来なのかなと思っています。

それでは経営者の皆さまにどのように行動してい
ただきたいか、ITをどのように活用していただきたい
かをお話ししたいと思います。
あらためて皆さん「RPA」をご存知ですか。これは
ペッパー君のようなハード的なロボットではなくて、パ
ソコンやシステムを自動操作するソフトウェアロボッ
トです。導入にはそれほど多くの費用はかからず、ク
ラウドで稼働させることも可能ですし、時間もかかり
ません。先ずこのRPAに注目していただくことがよい
と思いご紹介いたします。
一昨年、あるメガバンクが業務の自動化により将
来的に数千人の人員を削減すると発表したニュース
をご覧になった方も多いと思いますが、そこで導入を
進めているのがRPAでして、定型的な業務を速く、
正確に処理する機能を備えています。現在弊社では

どとは絶対におっしゃらないでいただきたいと思いま
す。ITの技術は情報工学や統計学でありますが、IT
の活用は経営学であり、哲学であり、まさに経営者の
世界であると考えます。経営者の意識や行動が変わ
れば、組織は大きく変わります。今の若い社員たちは
生まれた時からインターネットやスマートフォンの世
界で育っており、われわれや上司が考えている以上
にITの素養はあります。それを理解して社内教育や
人材活用を進めていけばIT人材は必ず育ちますし
社内定着化にも時間を要しません。
IT活用の究極の狙いはRPAの機能のような業務

の効率化による生産性の向上にとどまらず、経営者
や社員の思考形態を変えていくことにあります。IT
は企業のDNAにまで浸透していく重要な役割を担
う存在であることをご理解いただき、IT戦略に自ら
踏み込んでいただきたいと思います。

ここまでIT活用の必然性や有効性など、いわゆる
光の部分をお話ししてきましたが、実は光には影があ
るように、人工知能の普及拡大にはわれわれ人間が
認識しておかねばならない重大なリスクも存在してい
ます。人工知能は世の中を便利にするだけでなく、人
間の可能性をも広げるために使えるはずです。しかし
驚異的な能力をもつ人工知能ですが、それ自体に倫
理観はありません。使い方次第で、天使にも悪魔にも
なります。人工知能の進化のスピードは人間の進化
をはるかに超えています。人工知能との関わりを間違
えますと、人工知能はわれわれ人間を制覇しかねな
い重大なリスクが潜んでいると思えてなりません。
悲観的なシナリオとしては、知的労働もＡＩ化し、や

がて人工知能が人間を制覇することが考えられます。
現在は実質的に人間の支配下にある人工知能が無
秩序に進化を遂げることになりますと、人間とイコー
ルパートナーとなり、その後人間固有の分野にまで
人工知能が進化していくという、いわゆる「シンギュ
ラリティ」という状態が訪れる。先日亡くなったス
ティーブン・ホーキング博士も「2045年には人間の

あらゆる知性を人工知能が超える」とおっしゃってお
られました。このＳＦ映画のような話が、あと30年も
経たないうちに現実化しようとしているということで
す。ご自身の経営されている企業の5年後、10年後
を考えるうえでも、こういったことを頭の中に置いて
ITの活用を検討していただくことも、一方では必要
なのではないかと思います。
それでは私たちはこのような現実と、そのリスクに
対してどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
私はこのように考えます。われわれ人間が高い倫理
観のもとで、政治経済・教育・法制度などのさまざま
な仕組みを整備して、人工知能の活用に秩序、ある
いは精神（心）などの人間らしい部分を共存させるこ
とに努めていく。そしてさらにそれを定着させていけ
れば、人間主導のもとで、人間らしさをふまえた「人
間と人工知能との共存化社会」の形成ができるの
ではないかと思っております。そしてこれが私の求め
る今後の発展シナリオであります。

最後に、経営者の皆さまにぜひともお伝えしたい
ことをお話しして、私の講演を終わらせていただきた
いと思います。
ITを小難しい、扱いにくい「精密機械」と考えるの

ではなく、経営者の皆さんの思いやお考えに寄り添い
ながら、時には厳しく、時には優しく導いてくれる
「パートナー」のような存在であると思って接していた
だきたいと思います。そうすれば、きっと経営者の皆
さまのお考えを深掘りし、一緒に考察し、それを実現
してくれる存在になっていくのではないかと考えます。
経営者は孤独であるとよくいわれます。その孤独

の中で一緒に考え、行動してくれるのが実はITであ
ります。ぜひそのパートナーを思う存分に活用してく
ださい。私の考える「中小企業のIT活用成功の秘
訣」は経営者の方々のそのような「心」にあるのでは
ないかと確信しているところでございます。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団 事務局）

人工知能を活用した近未来社会

中小企業の将来のIT活用

金融機関のお客様を中心にRPA導入のご支援を実
施しております。また弊社社内においても実際に
RPAによる業務処理の自動化を進めております。当
社ではRPAを社員に身近に感じてもらうために、ソ
フトウェアロボットに「ＨＡＲＵＫＡ」という名前をつけ
て仮想空間をつくっています。具体的には各社員の
翌日のスケジュールを夕方にはそれぞれメールで知
らせてくれるとか、メールで依頼しておけば、スケ
ジュールの履歴から1ヶ月分の交通費精算をしてく
れるとか、社員がロボット秘書の「ＨＡＲＵＫＡ」に仕
事を頼んでおくといったイメージでしょうか。現在は
まだ限られた事務においての活用ですが、今後社内
で普及を拡大させていき、2019年では年間1,000
時間の労働時間の削減を見込んでいます。この様に
RPAをトリガーにして全社的にIT活用の風土を組
織全体に醸成させていけるのではないかと思います。
皆さま方におかれても、先ずはRPAから始めること
をお勧めいたします。
中小企業におけるIT導入については、うまく進む

ケースと残念ながらうまく進まずに課題を残すケース
が存在します。その違いは何かと考えますと、経営者
の目線の置き方が違うのかなと思います。経営者が
目線を今現在だけに置くのか、その先の将来まで見
据えるのかということです。平時における先を見据え
たIT投資の判断は、よほどの必要性に迫られない限
り、効果を過小評価したり、導入をリスクと捉えがち
で決断することに躊躇されることが多いと思います。
しかし時代に即した革新的な変革を組織に植えつけ
ることが肝要だと思います。経営者の方が長年蓄積
し、つくり上げてきた良質な企業DNAを守り抜くこと
ももちろん重要ですが、環境変化に応じた新たな
DNAを構築していくことがさらに重要であると考え
ます。それは決して過去の否定ではなく、未来へ飛
躍するためのイノベーションです。その重要な役割を
担うのがITであると考えています。経営者が自ら勇
気と覚悟をもって企業革新を目指し、戦略的にITの
活用を行うことが企業の継続、発展の必要条件では
ないかと考えます。
経営者の方は「自分はITのことはわからない」な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

ＡＧＳ㈱の社長を務めております石井でございま
す。今日は「中小企業におけるIT活用について」と
いうことでお話しさせていただきます。私は銀行出身
であり、ＡＧＳでの経験もまだ9年と決してITのプロと
いうわけではございませんが、今までにお客様と接し
てきたり、社長として経営に携わる中で感じてきたこ
とをお話しすることができればと思っております。
元日の日経新聞に未来のITの姿が踏み込んで掲
載されており、将来的にはわれわれの生命の維持ま
でIT技術が制御する時代になっていくと論じており
ました。また、年初からトヨタ自動車は、「トヨタイズ
ム」なるビジョンを掲げまして「全ての人が自由に楽
しく移動できる社会に向けてモビリティカンパニーに
生まれ変わる」と宣言し、ITの進化の中で未来の自
動車のあり方を考えようとしているという強いメッ
セージを発信しています。これらの動きは、平成の終
りとともに、ITの進化がわれわれの様々な環境を大
きく変える「IT新時代元年」が始まるのではないか
と感じさせます。この様な環境のもとで中小企業の

経営戦略においてもIT活用の重要性がよりいっそう
増してくることは確実です。

少子高齢化社会の本格到来に伴い労働人口が
減少していきます。こうした実態は今後も厳しさを増
すことはあっても、改善されることはまずないであろ
うということは皆さんご認識のとおりです。
一方で、近年のIT産業は急速に発展しており、人
工知能（ＡＩ）あるいはＩｏＴの普及拡大により、現在人
の手で行っている業務の大多数が将来的にはITに
置き換わるだろうといわれておりまして、2030年には
50％の業務の自動化が可能になると予想されてい
ます。今後ITの進化により、単純作業のシステム化
はもちろん、医師や弁護士、あるいは公認会計士など
のいわゆる知的労働と言われる仕事についても人工
知能の活用によって、人間の手をほとんど経なくなる
という時代がやってくるとご理解いただけたらと思い
ます。その結果、ITは労働人口の減少を補うことに
なるわけですが、今日もっともお話ししたいのは、IT
は更なる付加価値を生み出す社会インフラになって
いくであろうということが予測されていることです。
環境はどんどん変わっていきます。それに対応す

る必要性に迫られています。一方で、その担い手に
なる人材が減少していくという矛盾が、近い将来ど

んどん大きくなっていくというリスクが潜んでいるの
で、皆様方の会社も変化への対応をお考えになって
いるのであれば、急がなければならない時代がまさ
に到来しつつあるのかなと思います。
人工知能はこの1年、毎日のようにマスコミに取り
上げられておりますが、まさしく社会が、IT化のエン
ジンである人工知能の活用に向けて動いていると感
じていただいてよろしいかと思います。
人工知能の歴史は意外と古く、数十年前から導入

チャレンジが過去3回ほどありました。当時は技術力
が未熟で普及までには至らなかったのですが、今回
は紛れもなく本物であり、進化は止まることはありま
せん。まさに指数関数的な速度で進化していると一
般的にいわれています。
人工知能とは、昔ＮＨＫで放映していた連想ゲーム

のようなものだとお考えいただければよいかと思いま
す。人工知能の活用によってある事象から、全く異な
る正しい答えを導き出すことが可能になるということ
です。皆さんお聞きになったことがあると思いますが
「ディープラーニング」という技術です。ある解答を人
工知能に考えてくださいと問いかけた時に、人工知
能は事前にインプットされている大量の情報の中から、
整合性をしっかりと識別してより正しいであろう答え
を導き出す機能を備えているとご理解いただけたらと
思います。これはコンピュータの高速化、あるいは大
容量化、それに加えて複雑なアルゴリズムを解析す
る能力が高まることにより可能になってきました。

現代社会においては、すでにスマートフォンの進化
によりあらゆるものがネットワーク上で連係しており、
ビジネスや日常生活においても、使い手である人間
とスマートフォンが一心同体になっているといっても
過言ではないと思います。
自動車は自動運転化により、単なる移動手段として
の道具ではなく、新しいライフステージを提供してくれ
る手段という概念に変わっていくのではないかと思い
ます。将来は社長室も車の中になるかもしれません。

IT業界ではこれをＭａａＳ（Mobility as a Service）と
呼んでいますが、トヨタ自動車がクルマをつくる会社か
ら「モビリティカンパニーに生まれ変わる」と表明して
いるのはこういったことを目指しているのだと思います。
消費者の購買行動も同じで、アマゾン、楽天に代
表されるように、リアルな店舗からインターネット上の
電子商取引、ＥＣビジネスが業界の壁を越えて急速
に拡大していることは皆さんご承知のとおりです。
一般的にＥＣを使うと1.2～1.3倍の購買意欲がわく
といわれています。今後さらに、超高速通信規格で
ある５Ｇの実装化により、沖縄と北海道、あるいは海
外をネットワークで結んだ場合も時間差が極限まで
縮小され、それこそ現実の社会と仮想社会の境界
線は消滅していくという時代なのかと思います。
さらにはわれわれの体にチップを埋め込むことに

よって人間自体をモバイル化する、あるいはＰＣ端末
化することも2030年には技術的に可能になるといわ
れています。こうした事例を踏まえるとITの活用は単
なる利便性の向上という側面だけではなく、行動、文
化といったものが根源から変化して、われわれ人間が
現在持っている様々な固定概念が変わってくるという
未来社会が、目の前に来ていることを念頭において
経営にあたる必要があるのではないかと思います。

中小企業にとって最大の課題は、事業承継と人材
の確保ではないかと思います。私が銀行員として支
店で勤務していた20年ほど前でさえ後継者が不在
であり、あるいは人材の確保が難しく、ご親族やベテ
ラン社員に依存した経営が営まれている企業が多
かったように記憶しています。加えて、サプライ
チェーンの変化、有事における事業継続への対応、
あるいは情報管理の徹底など、さらに新たな課題や
環境変化への対応が企業の経営上極めて重要に
なっていることは私が申し上げるまでもないことです。
「変化はチャンスである」とよくいわれます。こうし
た環境変化に迅速かつ柔軟に対応していくことが、
皆様の会社組織に、時代に即した革新性を植えつけ、

それが競争力の高い企業への成長の礎になってい
くのではないかと思います。
今後の中小企業におけるIT活用の姿をイメージ致

しますと、5年後においては、相当の分野でIT活用が
進んでいくことが想定されます。オフィスにおいてはテ
レワークの定着化、RPA（Robotic Process Automation）
の普及拡大、生産性の可視化、デジタルマーケティン
グの活用などによって生産性は確実に向上し、働き方
の改革が進展していくといった状況になっていくと思
われます。生産の現場においてもデジタル化が進み、
ベテラン社員の技だけに依存することなく、高い品質
の製品が生産できる仕組みが徐々に浸透していくの
ではないかと予測しています。そしてIT技術の活用範
囲は現場における生産性の向上といった業務効率面
だけではなく、経営の領域まで拡大し、経営とITが融
合したハイブリッド型のトップマネジメントに進化して
いくのではないかと予測しています。
皆さまの会社、業界においてもその波が必ずやっ

てくると思います。IT技術の急速な進展を勘案しま
すと、決断をしなければならない時期はそう遠くない
将来なのかなと思っています。

それでは経営者の皆さまにどのように行動してい
ただきたいか、ITをどのように活用していただきたい
かをお話ししたいと思います。
あらためて皆さん「RPA」をご存知ですか。これは
ペッパー君のようなハード的なロボットではなくて、パ
ソコンやシステムを自動操作するソフトウェアロボッ
トです。導入にはそれほど多くの費用はかからず、ク
ラウドで稼働させることも可能ですし、時間もかかり
ません。先ずこのRPAに注目していただくことがよい
と思いご紹介いたします。
一昨年、あるメガバンクが業務の自動化により将
来的に数千人の人員を削減すると発表したニュース
をご覧になった方も多いと思いますが、そこで導入を
進めているのがRPAでして、定型的な業務を速く、
正確に処理する機能を備えています。現在弊社では

どとは絶対におっしゃらないでいただきたいと思いま
す。ITの技術は情報工学や統計学でありますが、IT
の活用は経営学であり、哲学であり、まさに経営者の
世界であると考えます。経営者の意識や行動が変わ
れば、組織は大きく変わります。今の若い社員たちは
生まれた時からインターネットやスマートフォンの世
界で育っており、われわれや上司が考えている以上
にITの素養はあります。それを理解して社内教育や
人材活用を進めていけばIT人材は必ず育ちますし
社内定着化にも時間を要しません。
IT活用の究極の狙いはRPAの機能のような業務

の効率化による生産性の向上にとどまらず、経営者
や社員の思考形態を変えていくことにあります。IT
は企業のDNAにまで浸透していく重要な役割を担
う存在であることをご理解いただき、IT戦略に自ら
踏み込んでいただきたいと思います。

ここまでIT活用の必然性や有効性など、いわゆる
光の部分をお話ししてきましたが、実は光には影があ
るように、人工知能の普及拡大にはわれわれ人間が
認識しておかねばならない重大なリスクも存在してい
ます。人工知能は世の中を便利にするだけでなく、人
間の可能性をも広げるために使えるはずです。しかし
驚異的な能力をもつ人工知能ですが、それ自体に倫
理観はありません。使い方次第で、天使にも悪魔にも
なります。人工知能の進化のスピードは人間の進化
をはるかに超えています。人工知能との関わりを間違
えますと、人工知能はわれわれ人間を制覇しかねな
い重大なリスクが潜んでいると思えてなりません。
悲観的なシナリオとしては、知的労働もＡＩ化し、や

がて人工知能が人間を制覇することが考えられます。
現在は実質的に人間の支配下にある人工知能が無
秩序に進化を遂げることになりますと、人間とイコー
ルパートナーとなり、その後人間固有の分野にまで
人工知能が進化していくという、いわゆる「シンギュ
ラリティ」という状態が訪れる。先日亡くなったス
ティーブン・ホーキング博士も「2045年には人間の

あらゆる知性を人工知能が超える」とおっしゃってお
られました。このＳＦ映画のような話が、あと30年も
経たないうちに現実化しようとしているということで
す。ご自身の経営されている企業の5年後、10年後
を考えるうえでも、こういったことを頭の中に置いて
ITの活用を検討していただくことも、一方では必要
なのではないかと思います。
それでは私たちはこのような現実と、そのリスクに
対してどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
私はこのように考えます。われわれ人間が高い倫理
観のもとで、政治経済・教育・法制度などのさまざま
な仕組みを整備して、人工知能の活用に秩序、ある
いは精神（心）などの人間らしい部分を共存させるこ
とに努めていく。そしてさらにそれを定着させていけ
れば、人間主導のもとで、人間らしさをふまえた「人
間と人工知能との共存化社会」の形成ができるの
ではないかと思っております。そしてこれが私の求め
る今後の発展シナリオであります。

最後に、経営者の皆さまにぜひともお伝えしたい
ことをお話しして、私の講演を終わらせていただきた
いと思います。
ITを小難しい、扱いにくい「精密機械」と考えるの

ではなく、経営者の皆さんの思いやお考えに寄り添い
ながら、時には厳しく、時には優しく導いてくれる
「パートナー」のような存在であると思って接していた
だきたいと思います。そうすれば、きっと経営者の皆
さまのお考えを深掘りし、一緒に考察し、それを実現
してくれる存在になっていくのではないかと考えます。
経営者は孤独であるとよくいわれます。その孤独

の中で一緒に考え、行動してくれるのが実はITであ
ります。ぜひそのパートナーを思う存分に活用してく
ださい。私の考える「中小企業のIT活用成功の秘
訣」は経営者の方々のそのような「心」にあるのでは
ないかと確信しているところでございます。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団 事務局）

ITと人間の共存

おわりに

経営者の意識、経営者に期待すること

金融機関のお客様を中心にRPA導入のご支援を実
施しております。また弊社社内においても実際に
RPAによる業務処理の自動化を進めております。当
社ではRPAを社員に身近に感じてもらうために、ソ
フトウェアロボットに「ＨＡＲＵＫＡ」という名前をつけ
て仮想空間をつくっています。具体的には各社員の
翌日のスケジュールを夕方にはそれぞれメールで知
らせてくれるとか、メールで依頼しておけば、スケ
ジュールの履歴から1ヶ月分の交通費精算をしてく
れるとか、社員がロボット秘書の「ＨＡＲＵＫＡ」に仕
事を頼んでおくといったイメージでしょうか。現在は
まだ限られた事務においての活用ですが、今後社内
で普及を拡大させていき、2019年では年間1,000
時間の労働時間の削減を見込んでいます。この様に
RPAをトリガーにして全社的にIT活用の風土を組
織全体に醸成させていけるのではないかと思います。
皆さま方におかれても、先ずはRPAから始めること
をお勧めいたします。
中小企業におけるIT導入については、うまく進む

ケースと残念ながらうまく進まずに課題を残すケース
が存在します。その違いは何かと考えますと、経営者
の目線の置き方が違うのかなと思います。経営者が
目線を今現在だけに置くのか、その先の将来まで見
据えるのかということです。平時における先を見据え
たIT投資の判断は、よほどの必要性に迫られない限
り、効果を過小評価したり、導入をリスクと捉えがち
で決断することに躊躇されることが多いと思います。
しかし時代に即した革新的な変革を組織に植えつけ
ることが肝要だと思います。経営者の方が長年蓄積
し、つくり上げてきた良質な企業DNAを守り抜くこと
ももちろん重要ですが、環境変化に応じた新たな
DNAを構築していくことがさらに重要であると考え
ます。それは決して過去の否定ではなく、未来へ飛
躍するためのイノベーションです。その重要な役割を
担うのがITであると考えています。経営者が自ら勇
気と覚悟をもって企業革新を目指し、戦略的にITの
活用を行うことが企業の継続、発展の必要条件では
ないかと考えます。
経営者の方は「自分はITのことはわからない」な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

ＡＧＳ㈱の社長を務めております石井でございま
す。今日は「中小企業におけるIT活用について」と
いうことでお話しさせていただきます。私は銀行出身
であり、ＡＧＳでの経験もまだ9年と決してITのプロと
いうわけではございませんが、今までにお客様と接し
てきたり、社長として経営に携わる中で感じてきたこ
とをお話しすることができればと思っております。
元日の日経新聞に未来のITの姿が踏み込んで掲
載されており、将来的にはわれわれの生命の維持ま
でIT技術が制御する時代になっていくと論じており
ました。また、年初からトヨタ自動車は、「トヨタイズ
ム」なるビジョンを掲げまして「全ての人が自由に楽
しく移動できる社会に向けてモビリティカンパニーに
生まれ変わる」と宣言し、ITの進化の中で未来の自
動車のあり方を考えようとしているという強いメッ
セージを発信しています。これらの動きは、平成の終
りとともに、ITの進化がわれわれの様々な環境を大
きく変える「IT新時代元年」が始まるのではないか
と感じさせます。この様な環境のもとで中小企業の

経営戦略においてもIT活用の重要性がよりいっそう
増してくることは確実です。

少子高齢化社会の本格到来に伴い労働人口が
減少していきます。こうした実態は今後も厳しさを増
すことはあっても、改善されることはまずないであろ
うということは皆さんご認識のとおりです。
一方で、近年のIT産業は急速に発展しており、人
工知能（ＡＩ）あるいはＩｏＴの普及拡大により、現在人
の手で行っている業務の大多数が将来的にはITに
置き換わるだろうといわれておりまして、2030年には
50％の業務の自動化が可能になると予想されてい
ます。今後ITの進化により、単純作業のシステム化
はもちろん、医師や弁護士、あるいは公認会計士など
のいわゆる知的労働と言われる仕事についても人工
知能の活用によって、人間の手をほとんど経なくなる
という時代がやってくるとご理解いただけたらと思い
ます。その結果、ITは労働人口の減少を補うことに
なるわけですが、今日もっともお話ししたいのは、IT
は更なる付加価値を生み出す社会インフラになって
いくであろうということが予測されていることです。
環境はどんどん変わっていきます。それに対応す

る必要性に迫られています。一方で、その担い手に
なる人材が減少していくという矛盾が、近い将来ど

んどん大きくなっていくというリスクが潜んでいるの
で、皆様方の会社も変化への対応をお考えになって
いるのであれば、急がなければならない時代がまさ
に到来しつつあるのかなと思います。
人工知能はこの1年、毎日のようにマスコミに取り
上げられておりますが、まさしく社会が、IT化のエン
ジンである人工知能の活用に向けて動いていると感
じていただいてよろしいかと思います。
人工知能の歴史は意外と古く、数十年前から導入

チャレンジが過去3回ほどありました。当時は技術力
が未熟で普及までには至らなかったのですが、今回
は紛れもなく本物であり、進化は止まることはありま
せん。まさに指数関数的な速度で進化していると一
般的にいわれています。
人工知能とは、昔ＮＨＫで放映していた連想ゲーム

のようなものだとお考えいただければよいかと思いま
す。人工知能の活用によってある事象から、全く異な
る正しい答えを導き出すことが可能になるということ
です。皆さんお聞きになったことがあると思いますが
「ディープラーニング」という技術です。ある解答を人
工知能に考えてくださいと問いかけた時に、人工知
能は事前にインプットされている大量の情報の中から、
整合性をしっかりと識別してより正しいであろう答え
を導き出す機能を備えているとご理解いただけたらと
思います。これはコンピュータの高速化、あるいは大
容量化、それに加えて複雑なアルゴリズムを解析す
る能力が高まることにより可能になってきました。

現代社会においては、すでにスマートフォンの進化
によりあらゆるものがネットワーク上で連係しており、
ビジネスや日常生活においても、使い手である人間
とスマートフォンが一心同体になっているといっても
過言ではないと思います。
自動車は自動運転化により、単なる移動手段として
の道具ではなく、新しいライフステージを提供してくれ
る手段という概念に変わっていくのではないかと思い
ます。将来は社長室も車の中になるかもしれません。

IT業界ではこれをＭａａＳ（Mobility as a Service）と
呼んでいますが、トヨタ自動車がクルマをつくる会社か
ら「モビリティカンパニーに生まれ変わる」と表明して
いるのはこういったことを目指しているのだと思います。
消費者の購買行動も同じで、アマゾン、楽天に代
表されるように、リアルな店舗からインターネット上の
電子商取引、ＥＣビジネスが業界の壁を越えて急速
に拡大していることは皆さんご承知のとおりです。
一般的にＥＣを使うと1.2～1.3倍の購買意欲がわく
といわれています。今後さらに、超高速通信規格で
ある５Ｇの実装化により、沖縄と北海道、あるいは海
外をネットワークで結んだ場合も時間差が極限まで
縮小され、それこそ現実の社会と仮想社会の境界
線は消滅していくという時代なのかと思います。
さらにはわれわれの体にチップを埋め込むことに

よって人間自体をモバイル化する、あるいはＰＣ端末
化することも2030年には技術的に可能になるといわ
れています。こうした事例を踏まえるとITの活用は単
なる利便性の向上という側面だけではなく、行動、文
化といったものが根源から変化して、われわれ人間が
現在持っている様々な固定概念が変わってくるという
未来社会が、目の前に来ていることを念頭において
経営にあたる必要があるのではないかと思います。

中小企業にとって最大の課題は、事業承継と人材
の確保ではないかと思います。私が銀行員として支
店で勤務していた20年ほど前でさえ後継者が不在
であり、あるいは人材の確保が難しく、ご親族やベテ
ラン社員に依存した経営が営まれている企業が多
かったように記憶しています。加えて、サプライ
チェーンの変化、有事における事業継続への対応、
あるいは情報管理の徹底など、さらに新たな課題や
環境変化への対応が企業の経営上極めて重要に
なっていることは私が申し上げるまでもないことです。
「変化はチャンスである」とよくいわれます。こうし
た環境変化に迅速かつ柔軟に対応していくことが、
皆様の会社組織に、時代に即した革新性を植えつけ、

それが競争力の高い企業への成長の礎になってい
くのではないかと思います。
今後の中小企業におけるIT活用の姿をイメージ致

しますと、5年後においては、相当の分野でIT活用が
進んでいくことが想定されます。オフィスにおいてはテ
レワークの定着化、RPA（Robotic Process Automation）
の普及拡大、生産性の可視化、デジタルマーケティン
グの活用などによって生産性は確実に向上し、働き方
の改革が進展していくといった状況になっていくと思
われます。生産の現場においてもデジタル化が進み、
ベテラン社員の技だけに依存することなく、高い品質
の製品が生産できる仕組みが徐々に浸透していくの
ではないかと予測しています。そしてIT技術の活用範
囲は現場における生産性の向上といった業務効率面
だけではなく、経営の領域まで拡大し、経営とITが融
合したハイブリッド型のトップマネジメントに進化して
いくのではないかと予測しています。
皆さまの会社、業界においてもその波が必ずやっ

てくると思います。IT技術の急速な進展を勘案しま
すと、決断をしなければならない時期はそう遠くない
将来なのかなと思っています。

それでは経営者の皆さまにどのように行動してい
ただきたいか、ITをどのように活用していただきたい
かをお話ししたいと思います。
あらためて皆さん「RPA」をご存知ですか。これは
ペッパー君のようなハード的なロボットではなくて、パ
ソコンやシステムを自動操作するソフトウェアロボッ
トです。導入にはそれほど多くの費用はかからず、ク
ラウドで稼働させることも可能ですし、時間もかかり
ません。先ずこのRPAに注目していただくことがよい
と思いご紹介いたします。
一昨年、あるメガバンクが業務の自動化により将
来的に数千人の人員を削減すると発表したニュース
をご覧になった方も多いと思いますが、そこで導入を
進めているのがRPAでして、定型的な業務を速く、
正確に処理する機能を備えています。現在弊社では

どとは絶対におっしゃらないでいただきたいと思いま
す。ITの技術は情報工学や統計学でありますが、IT
の活用は経営学であり、哲学であり、まさに経営者の
世界であると考えます。経営者の意識や行動が変わ
れば、組織は大きく変わります。今の若い社員たちは
生まれた時からインターネットやスマートフォンの世
界で育っており、われわれや上司が考えている以上
にITの素養はあります。それを理解して社内教育や
人材活用を進めていけばIT人材は必ず育ちますし
社内定着化にも時間を要しません。
IT活用の究極の狙いはRPAの機能のような業務

の効率化による生産性の向上にとどまらず、経営者
や社員の思考形態を変えていくことにあります。IT
は企業のDNAにまで浸透していく重要な役割を担
う存在であることをご理解いただき、IT戦略に自ら
踏み込んでいただきたいと思います。

ここまでIT活用の必然性や有効性など、いわゆる
光の部分をお話ししてきましたが、実は光には影があ
るように、人工知能の普及拡大にはわれわれ人間が
認識しておかねばならない重大なリスクも存在してい
ます。人工知能は世の中を便利にするだけでなく、人
間の可能性をも広げるために使えるはずです。しかし
驚異的な能力をもつ人工知能ですが、それ自体に倫
理観はありません。使い方次第で、天使にも悪魔にも
なります。人工知能の進化のスピードは人間の進化
をはるかに超えています。人工知能との関わりを間違
えますと、人工知能はわれわれ人間を制覇しかねな
い重大なリスクが潜んでいると思えてなりません。
悲観的なシナリオとしては、知的労働もＡＩ化し、や

がて人工知能が人間を制覇することが考えられます。
現在は実質的に人間の支配下にある人工知能が無
秩序に進化を遂げることになりますと、人間とイコー
ルパートナーとなり、その後人間固有の分野にまで
人工知能が進化していくという、いわゆる「シンギュ
ラリティ」という状態が訪れる。先日亡くなったス
ティーブン・ホーキング博士も「2045年には人間の

あらゆる知性を人工知能が超える」とおっしゃってお
られました。このＳＦ映画のような話が、あと30年も
経たないうちに現実化しようとしているということで
す。ご自身の経営されている企業の5年後、10年後
を考えるうえでも、こういったことを頭の中に置いて
ITの活用を検討していただくことも、一方では必要
なのではないかと思います。
それでは私たちはこのような現実と、そのリスクに
対してどのように向き合っていけばよいのでしょうか。
私はこのように考えます。われわれ人間が高い倫理
観のもとで、政治経済・教育・法制度などのさまざま
な仕組みを整備して、人工知能の活用に秩序、ある
いは精神（心）などの人間らしい部分を共存させるこ
とに努めていく。そしてさらにそれを定着させていけ
れば、人間主導のもとで、人間らしさをふまえた「人
間と人工知能との共存化社会」の形成ができるの
ではないかと思っております。そしてこれが私の求め
る今後の発展シナリオであります。

最後に、経営者の皆さまにぜひともお伝えしたい
ことをお話しして、私の講演を終わらせていただきた
いと思います。
ITを小難しい、扱いにくい「精密機械」と考えるの

ではなく、経営者の皆さんの思いやお考えに寄り添い
ながら、時には厳しく、時には優しく導いてくれる
「パートナー」のような存在であると思って接していた
だきたいと思います。そうすれば、きっと経営者の皆
さまのお考えを深掘りし、一緒に考察し、それを実現
してくれる存在になっていくのではないかと考えます。
経営者は孤独であるとよくいわれます。その孤独

の中で一緒に考え、行動してくれるのが実はITであ
ります。ぜひそのパートナーを思う存分に活用してく
ださい。私の考える「中小企業のIT活用成功の秘
訣」は経営者の方々のそのような「心」にあるのでは
ないかと確信しているところでございます。
ご清聴ありがとうございました。
（文責：埼玉りそな産業経済振興財団 事務局）

ITと人間の共存

おわりに

経営者の意識、経営者に期待すること

金融機関のお客様を中心にRPA導入のご支援を実
施しております。また弊社社内においても実際に
RPAによる業務処理の自動化を進めております。当
社ではRPAを社員に身近に感じてもらうために、ソ
フトウェアロボットに「ＨＡＲＵＫＡ」という名前をつけ
て仮想空間をつくっています。具体的には各社員の
翌日のスケジュールを夕方にはそれぞれメールで知
らせてくれるとか、メールで依頼しておけば、スケ
ジュールの履歴から1ヶ月分の交通費精算をしてく
れるとか、社員がロボット秘書の「ＨＡＲＵＫＡ」に仕
事を頼んでおくといったイメージでしょうか。現在は
まだ限られた事務においての活用ですが、今後社内
で普及を拡大させていき、2019年では年間1,000
時間の労働時間の削減を見込んでいます。この様に
RPAをトリガーにして全社的にIT活用の風土を組
織全体に醸成させていけるのではないかと思います。
皆さま方におかれても、先ずはRPAから始めること
をお勧めいたします。
中小企業におけるIT導入については、うまく進む

ケースと残念ながらうまく進まずに課題を残すケース
が存在します。その違いは何かと考えますと、経営者
の目線の置き方が違うのかなと思います。経営者が
目線を今現在だけに置くのか、その先の将来まで見
据えるのかということです。平時における先を見据え
たIT投資の判断は、よほどの必要性に迫られない限
り、効果を過小評価したり、導入をリスクと捉えがち
で決断することに躊躇されることが多いと思います。
しかし時代に即した革新的な変革を組織に植えつけ
ることが肝要だと思います。経営者の方が長年蓄積
し、つくり上げてきた良質な企業DNAを守り抜くこと
ももちろん重要ですが、環境変化に応じた新たな
DNAを構築していくことがさらに重要であると考え
ます。それは決して過去の否定ではなく、未来へ飛
躍するためのイノベーションです。その重要な役割を
担うのがITであると考えています。経営者が自ら勇
気と覚悟をもって企業革新を目指し、戦略的にITの
活用を行うことが企業の継続、発展の必要条件では
ないかと考えます。
経営者の方は「自分はITのことはわからない」な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

　産学官連携推進室
室長 真鍋伸次
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な
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の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
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のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
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うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
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ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
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応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
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れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

●ローカルブランド企業の重要成功要因

●これからの農業・農産物のマーケティングのあり方

はじめに
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単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

さいたま榎本農園の榎本さん（写真左） ファンベースマーケティングに関するセミナーの開催風景

・ライブ体験
・生産者と
消費者の絆
・ファンづくり

・地域・顧客
コミュニティ
・アンバサダー
・郷土愛の醸成

・ターゲット
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・物語化・見せ方

・高品質（品質・美味しさ）
・安心・安全
・独自性
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売り方・
伝え方

体験・交流
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形成

・経済性と社会性の連動
・地域の活性化、地域課題の解決、地域の
魅力発信、地域に対する誇りや愛着の
形成、CSV･CSA
・社員全員、お客さまとの共有

・農産物、文化・歴史、自然・風土、
技術・ノウハウ、施設・建物、
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・生産・加工・販売の一貫性
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・従業員のモチベーションアップ

ローカルブランド企業の
重要成功要因

経営理念
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価値づくり地域
コミュニティ
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

●ローカルブランド企業の重要成功要因

●これからの農業・農産物のマーケティングのあり方

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース
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り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。
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単に地域や個人で生産している農産物にネーミ
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なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
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近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
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においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
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やファンを生む手段と考えることが重要である。
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このように、ブランドがあるから商品が売れるの
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ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

さいたま榎本農園の榎本さん（写真左） ファンベースマーケティングに関するセミナーの開催風景

・ライブ体験
・生産者と
消費者の絆
・ファンづくり

・地域・顧客
コミュニティ
・アンバサダー
・郷土愛の醸成

・ターゲット
・コンセプト
・物語化・見せ方

・高品質（品質・美味しさ）
・安心・安全
・独自性

農産物の
特徴・価値の
磨き上げ

売り方・
伝え方

体験・交流
コミュニティ
形成

・経済性と社会性の連動
・地域の活性化、地域課題の解決、地域の
魅力発信、地域に対する誇りや愛着の
形成、CSV･CSA
・社員全員、お客さまとの共有

・農産物、文化・歴史、自然・風土、
技術・ノウハウ、施設・建物、
祭り・イベント
・生産・加工・販売の一貫性

・自分たちの想いのストーリー化
・共感マーケットの創出

・自分たちの想いに共感するコミュニティの形成
・地域の多様な主体を巻き込んだ共創関係の創出
・食農体験、食文化の継承と創造

・ミッション共感型の組織づくり、
ひとづくり
・インターナル・マーケティング
・従業員のモチベーションアップ

ローカルブランド企業の
重要成功要因

経営理念

人材育成 地域資源

価値づくり地域
コミュニティ
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組
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2019年の売上・利益の見通し、販売価格・仕入価
格の見通し、経営に影響を与える懸念事項などについ
て、県内企業へのアンケート調査を実施した。

売上の見通し
2019年の売上の見通しについては、「増加する」
12.9％、「やや増加する」31.4％、「変わらない」29.0％、
「やや減少する」21.4％、「減少する」5.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると44.3％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた26.6％を上回っている。
景気の緩やかな回復が続くなか、売上は2018年に
比べ増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、製造業が45.2％、非製造業が43.8％と
製造業でやや多い結果となった。

利益の見通し
2019年の利益については、「増加する」11.0％、

「やや増加する」29.5％、「変わらない」31.9％、「や
や減少する」22.9％、「減少する」4.8％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると40.5％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた27.7％を上回っている。利益につ

いても、売上と同様に増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業が45.2％、非製造業が38.0％と製
造業で多かった。

販売価格・仕入価格の見通し
2019年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」2.4％、「やや上昇する」26.2％、
「横ばい」61.4％、「やや低下する」8.1％、「低下す
る」1.9％となった。
「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると28.6％
の企業で販売価格は上昇するとし、「やや低下する」
と「低下する」合わせた10.0％を上回っている。ただ、
「横ばい」が6割以上を占めており、販売価格引き上げ
については、慎重な見方が多い。
仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」8.6％、「やや上昇する」44.3％、「横ばい」
43.3％、「やや低下する」3.8％となった。
「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると、
52.9％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売
価格が上昇するとした28.6％を上回っている。価格面
からみると2019年について、仕入価格の上昇を懸念
するところが多い。

経営に影響を与える懸念事項
2019年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「人手不足」が最も多く61.9％、次
いで「国内景気の悪化」56.2％、「消費増税」46.2％、
「原材料価格等の上昇」45.2％、「運送費、燃料費な
ど諸経費の上昇」42.4％、「消費の落ち込み」41.0％、
「価格競争の激化」30.0％、「海外経済の悪化」
9.5％、「貿易摩擦の激化」8.1％などとなった。
「人手不足」が最も多くの企業で懸念されているが、
「国内景気の悪化」も半数以上で懸念されている。
「原材料価格等の上昇」、「運送費、燃料費など諸経
費の上昇」などコストアップによる経営への懸念も強い。

なお、「海外経済の悪化」や「貿易摩擦の激化」は比
較的少なかった。県内企業は内需中心のところが多く、
直接の影響は小さいとみているようだ。
業種別にみると、非製造業で「人手不足」が製造業

に比べ多く、「原材料価格等の上昇」、「運送費、燃料
費など諸経費の上昇」については製造業が非製造業
に比べ多かった。

経営上の重要施策
2019年における経営上の重要施策としては（複数

回答）、「人材確保、人材育成」が最も多く69.4％と
なった。経営に影響を与える懸念事項で「人手不足」
が最も多いことに対応している。次いで「営業力強化」
47.4％、「生産性向上」35.9％、「顧客開拓、顧客満
足度の向上」33.0％、「コスト削減」28.7％、「新規事
業開拓」27.8％、「商品開発、技術開発」18.7％、「設
備投資」10.0％、「営業地域の拡大」5.3％となった。
業種別にみると、「コスト削減」、「商品開発、技術開
発」で製造業が非製造業に比べ多く、「人材確保、人材
育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」で非製造業が
製造業に比べ多いのが目立っている。 （吉嶺暢嗣）

2019年１月中旬実施。対象企業数955社、　
回答企業数210社、回答率22.0％。

埼玉県内企業の2019年経営 見通し

●経営に影響を与える懸念事項 
全産業 製造業 非製造業

人手不足
国内景気の悪化
消費増税
原材料価格等の上昇
運送費、燃料費など諸経費の上昇
消費の落ち込み
価格競争の激化
海外経済の悪化
貿易摩擦の激化
為替変動

61.9
56.2
46.2
45.2
42.4
41.0
30.0
9.5
8.1
7.6

47.9
54.8
45.2
60.3
56.2
30.1
21.9
17.8
17.8
9.6

69.3
56.9
46.7
37.2
35.0
46.7
34.3
5.1
2.9
6.6

単位：％

●経営上の重要施策
全産業 製造業 非製造業

人材確保、人材育成

営業力強化

生産性向上

顧客開拓、顧客満足度の向上

コスト削減

新規事業開拓

商品開発、技術開発

設備投資

営業地域の拡大

69.4

47.4

35.9

33.0

28.7

27.8

18.7

10.0

5.3

52.1

42.5

39.7

24.7

39.7

30.1

42.5

13.7

1.4

78.7

50.0

33.8

37.5

22.8

26.5

5.9

8.1

7.4

単位：％

製造業全産業 非製造業
●売上の見通し
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製造業全産業 非製造業
●利益の見通し
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販売価格 仕入価格
●販売価格・仕入価格の見通し
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

26.0

28.8

2019年の売上・利益の見通し、販売価格・仕入価
格の見通し、経営に影響を与える懸念事項などについ
て、県内企業へのアンケート調査を実施した。

売上の見通し
2019年の売上の見通しについては、「増加する」
12.9％、「やや増加する」31.4％、「変わらない」29.0％、
「やや減少する」21.4％、「減少する」5.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると44.3％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた26.6％を上回っている。
景気の緩やかな回復が続くなか、売上は2018年に
比べ増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、製造業が45.2％、非製造業が43.8％と
製造業でやや多い結果となった。

利益の見通し
2019年の利益については、「増加する」11.0％、

「やや増加する」29.5％、「変わらない」31.9％、「や
や減少する」22.9％、「減少する」4.8％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると40.5％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた27.7％を上回っている。利益につ

いても、売上と同様に増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は製造業が45.2％、非製造業が38.0％と製
造業で多かった。

販売価格・仕入価格の見通し
2019年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」2.4％、「やや上昇する」26.2％、
「横ばい」61.4％、「やや低下する」8.1％、「低下す
る」1.9％となった。
「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると28.6％
の企業で販売価格は上昇するとし、「やや低下する」
と「低下する」合わせた10.0％を上回っている。ただ、
「横ばい」が6割以上を占めており、販売価格引き上げ
については、慎重な見方が多い。
仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」8.6％、「やや上昇する」44.3％、「横ばい」
43.3％、「やや低下する」3.8％となった。
「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると、
52.9％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売
価格が上昇するとした28.6％を上回っている。価格面
からみると2019年について、仕入価格の上昇を懸念
するところが多い。

経営に影響を与える懸念事項
2019年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「人手不足」が最も多く61.9％、次
いで「国内景気の悪化」56.2％、「消費増税」46.2％、
「原材料価格等の上昇」45.2％、「運送費、燃料費な
ど諸経費の上昇」42.4％、「消費の落ち込み」41.0％、
「価格競争の激化」30.0％、「海外経済の悪化」
9.5％、「貿易摩擦の激化」8.1％などとなった。
「人手不足」が最も多くの企業で懸念されているが、
「国内景気の悪化」も半数以上で懸念されている。
「原材料価格等の上昇」、「運送費、燃料費など諸経
費の上昇」などコストアップによる経営への懸念も強い。

なお、「海外経済の悪化」や「貿易摩擦の激化」は比
較的少なかった。県内企業は内需中心のところが多く、
直接の影響は小さいとみているようだ。
業種別にみると、非製造業で「人手不足」が製造業

に比べ多く、「原材料価格等の上昇」、「運送費、燃料
費など諸経費の上昇」については製造業が非製造業
に比べ多かった。

経営上の重要施策
2019年における経営上の重要施策としては（複数

回答）、「人材確保、人材育成」が最も多く69.4％と
なった。経営に影響を与える懸念事項で「人手不足」
が最も多いことに対応している。次いで「営業力強化」
47.4％、「生産性向上」35.9％、「顧客開拓、顧客満
足度の向上」33.0％、「コスト削減」28.7％、「新規事
業開拓」27.8％、「商品開発、技術開発」18.7％、「設
備投資」10.0％、「営業地域の拡大」5.3％となった。
業種別にみると、「コスト削減」、「商品開発、技術開
発」で製造業が非製造業に比べ多く、「人材確保、人材
育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」で非製造業が
製造業に比べ多いのが目立っている。 （吉嶺暢嗣）

2019年１月中旬実施。対象企業数955社、　
回答企業数210社、回答率22.0％。

埼玉県内企業の2019年経営 見通し

●経営に影響を与える懸念事項 
全産業 製造業 非製造業

人手不足
国内景気の悪化
消費増税
原材料価格等の上昇
運送費、燃料費など諸経費の上昇
消費の落ち込み
価格競争の激化
海外経済の悪化
貿易摩擦の激化
為替変動
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●売上の見通し
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●販売価格・仕入価格の見通し
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

アンケート調査②

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

埼玉県内企業の2018年冬の ボーナス支給状況

2018年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2018年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は58.0％、「正
社員のみ支給」とした企業は31.2％、「支給しない」と
した企業は10.7％となり、9割近くの企業でボーナスを
支給している。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支給」

とした企業が0.9ポイント減少し、「支給しない」とした企
業が1.5ポイント増加した。これまで、人手不足感の強ま
りもあり、パート、アルバイトを含めてボーナスを支給す
る企業が増えてきたが、今回は減少した。なお、「支給し
ない」が前年に比べ増えたのは2009年以来である。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では70.8％、非製造業では51.1％
である。「正社員のみ支給」は製造業で19.4％、非製
造業で37.6％。また、「支給しない」は製造業で9.7％、
非製造業で11.3％であった。製造業で「正社員・パー
トともに支給」とする割合が高かった。

　
ボーナス一人当たり支給額
2018年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は479,680円となり、前年
実績の467,420円に比べ2.6％の増加となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業145社を集計）。
景気の緩やかな回復が続くなか、企業の売上、利益

も堅調なことに加え、人手不足への対応もあるとみら
れ、3年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業は528,331円と前年の
517,339円から2.1％の増加、非製造業は448,508
円で前年の435,361円から3.0％の増加となった。一
人当たり支給額は製造業で高いが、前年比の増加率
は非製造業で高くなっている。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックの影響を受け、企業
収益、雇用環境の悪化などにより2ケタ減と大幅な落ち
込みとなった。2010年はボーナス支給額を回復する動
きがみられたが、2011年、2012年と再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しにより、企業収益にも改善

の動きがみられ、冬のボーナスは2010年以来3年ぶり
に前年を上回り、2014年も2年連続で増加となった。

2015年は消費増税の影響が長引き業況の回復が
遅れたことに加え、支給対象が広がり一人当たり支給
額が下押しされ3年振りのマイナスとなった。2016年
は企業業績の回復に加え、人手不足感の強まりからプ
ラスとなり、以降、2017年、2018年と3年連続の増加
と堅調な動きが続いている。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2018年冬のボーナス支給総
額は87億58百万円で、当該企業の前年実績84億79
百万円から3.3％の増加となった。また、支給対象人員
も前年比0.7％の増加となり、企業業績の改善などか
ら、支給総額、支給人員ともに増加した。ただ、昨年冬
の支給人員の増加率は同2.3％であり、支給人員の伸
びはやや鈍化している。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比2.6％の増加、非製造業が同3.8％の増加とそれ
ぞれ増加となった。支給対象人員は製造業で同0.5％
の増加、非製造業で同0.7％の増加となった。製造業、
非製造業のいずれも支給総額、支給人員は前年に比
べ増加しており、増加率は支給総額、支給人員とも非
製造業で高かった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に大きな落ち込みとなった後、2010年は製造
業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回復
するところが多く、比較的大きな増加となった。しかし、

●2018年冬のボーナス支給実績の有無

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給

正社員のみ支給

支給しない

58.0 
(58.9)
31.2 
(31.9)
10.7 
(9.2)

70.8 
(69.9)
19.4 
(20.5)
9.7 
(9.6)

51.1 
(53.0)
37.6 
(38.1)
11.3 
(9.0)

(%)

（　　）内は2017年実績

●2018年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

145

52

93

479,680

528,331

448,508

一人当たり支給額
2018年 2017年

467,420

517,339

435,361

2.6

2.1

3.0

（社、円、％）

●2019年夏のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

15.7

13.8

16.7

増加

68.1

72.3

65.9

変わらない

9.9

10.8

9.5

減少

6.3

3.1

7.9

支給しない
（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

18,258

7,130

11,128

支給対象人員支給総額
2018年 2017年

18,140

7,094

11,046

0.7

0.5

0.7

前年比

8,758

3,767

4,991

2018年 2017年

8,479

3,670

4,809

3.3

2.6

3.8

●2018年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2019年1月中旬実施。対象企業数955社、
回答企業数207社、回答率21.7％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

2018201720162015201420132012201120102009

（％）

年
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5
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年

▲16.9

5.1

▲3.7 ▲2.8

2.1
0.8

1.9 1.1

▲2.6

2.6

その後の景気減速により経営環境は厳しくなり、2011
年、2012年と2年連続の減少となった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来3年
振りに前年を上回った。2014年、2015年はパート・ア
ルバイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象人
員が増加したことから、支給総額は増加となった。以降、
企業業績の改善、人手不足への対応もあり支給総額
の増加が続き、2018年で6年連続の増加となった。
　
2019年夏のボーナス支給予定
2019年夏のボーナス支給予定については、2018
年夏のボーナスに比べて、「増加」15.7％、「変わらな
い」68.1％、「減少」9.9％、「支給しない」6.3％となっ
た。「変わらない」とするところが7割近くと多いが、
「増加」が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかっ
た。今夏のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見
込まれる。 （吉嶺暢嗣）
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に共感してもらえる人達に響けば自然に広まり、つ
ながりができてくる。その積み重ねの結果がブラ
ンド化と考えている」という。

（２）当財団の活動
当財団では3年前から、地域の食品関連企業が

“地域住民から愛され応援され、地域とともに発
展するローカルブランド企業を目指す”経営者の
研究会を主宰している。地域住民や消費者に共
感される経営理念を掲げ、眠っている地域資源を
発掘し磨き上げ、ローカル性を活かした商品づくり
に自分たちの想いをストーリー化し、共感してくれ
るファンづくりやコミュニティを形成する。ローカル
ブランド企業もファンベースマーケティングの考え
方と共通項が多い。

 

また本年2月には女子栄養大学と連携し、農業
者や食品関連企業を中心にファンベースマーケ
ティングに関するセミナーを開催した。業種・業態
が様々な参加者によるワークショップでは熱烈な

アンケート調査②

はじめに
わが国の農業では、少子高齢化による担い手
の減少や耕作放棄地の増加が課題となっており、
「稼ぐ農業」を実現するための方策として農業・農
産物のマーケティングの重要性が高まっている。
近年、地域活性化の切り札として、農業・農産物
のマーケティング手法の一つである地域ブランド
化の取組が各地で行われ、埼玉県内でも県や市
町村が主体となって農産物のブランド化を進める
動きが見られる。県内には狭山茶や深谷ねぎのよ
うに知名度のある地域農産物のブランドがある一
方、新たにロゴやシールを作り、直売所などで販促
活動に活用しただけで一過性の効果しかあがって
いない例が少なくない。
人口が減少し情報が溢れ、消費者ニーズが多様
化する時代、マーケティング手法も変化しており、あ
らためて埼玉県の都市近郊農業における農業・農
産物のマーケティングのあり方について考えたい。

農業経営の二極化
農業経営には大規模経営もあれば、小規模な
がら特徴のある地域農業を推進する農業者もい
る。農業・農産物のマーケティングのあり方を論ず
る前に農業経営の方向性について整理したい。
わが国の農業は、戦後の農地解放以降、長く保
護主義的な農政が続き、小規模農家が多く兼業
化・低所得化が進行した。結果として、人口減少に
より市場が縮小・成熟化するなかで、担い手の高
齢化と後継者不足により農業人口の減少や耕作
放棄地の増加につながっている。
今後の農業経営は、農地を集約化し大規模化・

法人化を目指すか、小規模農業で直販マーケティ
ングや農商工連携・６次産業化により高付加価値
化を目指すか、二極化していく方向にある。

農業・農産物について、横軸に規模、縦軸に用途
（家計消費用・加工業務用）で区分し、マトリックス
化して傾向をみると、従来は農協（ＪＡ）や生産者組
合を通じた市場出荷（大規模流通）が主流であった
が、その後直売所への出荷（小規模流通）や加工・
業務用野菜の契約栽培取引が増加した。一方で近
年、有機農業や少量多品目栽培によってこだわり
の農産物を生産し、消費者向け直接販売や飲食店
を通じてその価値を伝える生産者も増えている。
したがって農業・農産物のマーケティングを考
察する際も、一定規模の農産物の産地ブランド化
を推進する動きと生産者による消費者向け価値
訴求という２つの視点が必要となる。

農産物のブランド化の現状と課題
（１）地域ブランド化を推進する動き
農業・農産物のマーケティング活動の一つとし

て、2006年からスタートした地域団体商標制度を
きっかけに地域ブランド化の取組が各地で行われ

ている。地域団体商標は地域名と商品名からなる
商標で、農協（ＪＡ）や生産者組合などの団体が申
請でき、平成31年1月末現在、登録数は646件に
のぼる。夕張メロン、大間まぐろ、といった伝統的
に定着し、成果を上げる地域ブランドが商標登録
する一方、単に「地域名」×「商品名」だけで取り
組み、結局は頓挫するケースが多くなっている。
埼玉県では草加せんべいや岩槻人形など7件が
登録されている。県内には狭山茶や深谷ねぎ、川越
いもなど、テレビなどにも取り上げられ知名度が上
がった農産物もあるが、産地を取りまとめる登録主体
の問題があり地域団体商標には登録されていない。
（２）農産物のブランド化を推進する目的
農産物のブランド化を推進する目的は、概ね２つ

に整理できる。１つ目は、地域農業の活性化であり、
農産物の付加価値向上により農家所得の向上を
図り、地域全体の活性化に結びつけることにある。
２つ目は、シビックプライド（都市に対する市民の誇
り）やシティセールスで、地域で生産される農産物
のブランド化を図ることで、地域住民の意識啓発や
市町村のイメージアップを図ろうというものである。
（３）農産物のブランド化の課題
近年、埼玉県の都市近郊農業の産地において

も、県や市町村が主体となって農産物のブランド
化を推進していく動きが増加しているものの、そ
の多くは単なる新商品開発や販売促進活動（プロ
モーション、認証制度、ネーミングの統一など）で
あったりするケースも見られる。
また最近では、農産物が持つ歴史的な背景や
誕生の経緯などをストーリー化しアピールするな
ど工夫がみられるようになった。しかしながら各地
がこのような動きに同調することで言葉の氾濫が
おきているなど、消費者の気持ちを長くつなぎと
めておくことが難しい時代になってきている。

マーケティングにおける新たな潮流
（１）従来のマーケティング手法の限界
日本経済は人口減少・高齢化に加え、モノや情

報があふれる縮小・成熟市場となり、新規顧客の
獲得が難しくなるとともに、差別化した優位性の
ある新商品を販売しても他社に追随され陳腐化
してしまうケースが増えている。人口減少・情報過
多時代においては、販促キャンペーンなどの施策
は単発・短期的には効果があっても長続きしない。
プロモーションやネーミングの統一といったブラン
ド戦略は難しい時代になっている。
（２）マーケティングにおける新たな潮流
マスマーケティングで生活者の興味関心を獲
得することが難しくなってきている現在において、
商品やブランドのファンを大切にし、ファンと共に
ブランド価値を共創したり、ファンを通じてブランド
の魅力を伝えるなど、ファンを中心にマーケティン
グコミュニケーションを展開していく「ファンベース
マーケティング」という考え方が広まりつつある。
ファンベースとは、2018年2月に出版された

『ファンベース』（佐藤尚之著、ちくま新書）で話題と
なったが、ファンを大切にし、ファンをベースにして、
中長期的に売上や価値を上げていく考え方である。
近年、インターネット経由で不特定多数の人々か

ら資金調達を行い、商品開発や事業などを達成す
る、クラウドファンディングという手法を導入する取
組が増えている。その本質は、資金を調達すること
ではなく、“仲間をつくる”ことと言い換えられる。
お金をコミュニケーションツールとすることで、企画
を一緒に盛り上げてくれる“仲間”を集める。これも
ファンベースマーケティングの一形態といえる。

 

これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
農業・農産物のマーケティングにもファンベース

マーケティングの考え方が応用できる。美味しさや
安心・安全といった農産物そのものの特徴や価値
を磨き上げ、ターゲットである消費者への伝え方・売
り方を工夫する。これに加えて、生産者と消費者の
絆をつくり、コミュニティの形成に深化させることで、
中長期的な顧客との関係性を構築することにつな
がる。具体的には以下の概念図に従って解説する。

 

（１）農産物の特徴・価値の磨き上げ
単に地域や個人で生産している農産物にネーミ

ングをつけてブランド化することは難しい。ブランド
化の第一条件として、やはり「モノの価値」を創り
出し、磨き上げていくことがベースとなる。農産物
の安心・安全はもちろん、食味、栄養、新鮮さなど
の品質、それを実現するための栽培方法や工夫、
特定メニューに最適な品種、地域の歴史や風土と
の関係など、独自性を追求することが求められる。
（２）売り方・伝え方
価値があるものでも、その価値を消費者に伝え

きれなければ売れない。生産者の考える価値では
なく、消費者目線で価値を捉え直し、ターゲットや
販売先を絞り込み、物語化や見せ方の工夫でコン
セプトを伝えていくことが必要である。
（３）体験・交流
近年、「モノからコトへ」という流れのなかで、観
光・体験農園の取組が推進され、収穫体験などの
イベントで集客を増加させることが目的化してい
るケースが多くみられる。ここでいう体験・交流は、

ファンづくりの具体的な事例や課題解決の方法に
ついて活発な意見交換が行われ、ファンベース
マーケティングの有用性が確認された。

おわりに（地域活性化の取組への応用）
埼玉県では、全国展開を目指す農産物のブラン

ド化はハードルが高いが、生産地と消費地の近接
性という強みを活かした農業・農産物のマーケティ
ングは有効である。たとえ全国展開できる可能性の
ある農産物を生み出せたとしても、地元で熱烈に応
援されているということがセールスポイントにもなる。
近年、地方創生や社会課題解決には行政主導

ではなく、地域住民主導（参加）が重要といわれて
いる。地域おこしや町づくり、観光、シティセールス
においても、ファンベースマーケティングの考え方
を取り入れることで、応援者づくりにつながる。
地域住民が買わない農産物や加工品はいくら
販売促進活動をしても長く売れ続くことはない。同
様に地域住民が愛着を感じていない市町村を宣
伝しても長期的に移住者が増えることはない。地
域住民が応援者であり最大の消費者であることが
農業の振興につながり、地元住民に愛着がある市
町村だからこそ定住・交流人口の増加につながる。
今回のテーマである「これからの農業・農産物
のマーケティングのあり方」は、農業振興のみなら
ず他産業を含めた地域活性化にも応用が利く。地
域に応援される地道な取組が結果として成果を
生む。急がば回れの戦略である。

こだわりの農産物を栽培する生産者との交流を
通じてその想いに共感し、生産者と消費者の絆
やファンを生む手段と考えることが重要である。
（４）コミュニティ形成
消費者との交流により生産者は直接顧客の反
応がわかることで、今まで以上に喜ばれるものを
作ろうという相乗効果も生まれる。また口コミ等で
友人や知人に勧めてくれる熱烈なファン（アンバ
サダー）が生まれ、ファン同士のコミュニティが形
成されると生産者と消費者の絆は一層深まる。
地域の生産者や農産物に対する愛着や誇りが生
まれ、大切な人への贈答品やギフトに活用される
ことも期待できる。
このように、ブランドがあるから商品が売れるの
ではなく、ブランドとは日々の積み上げの上に成り
立つ生産者と消費者の長期的な信頼関係から生
まれる結果といえる。埼玉県には、全国にブランド
展開できる農産物が少なく、産地ブランド化のハー
ドルは高いものの、生産地と消費地が近く、小規模
農業であってもファンベースマーケティングの考え
方でブランド化を目指す地の利があるといえる。

農家の取組事例・当財団の活動
（１）農家の取組事例
さいたま市西区にあるさいたま榎本農園は、水
耕栽培によるトマト栽培や収穫体験、農家レスト
ランなど、あらゆる切り口から農業に取り組んで
いる。後継者として就農した榎本さんは、新鮮で
おいしいトマトを使いたいという飲食店向けに水
耕栽培のトマトを安定供給するほか、野菜の直販、
農家レストラン、子供向け農業体験教室や各種イ
ベントの企画・運営などに取り組む。農家や地域
の人たちとの新たなコミュニティが形成されるこ
とで、結果として事業も順調に拡大している。
2016年からスイーツ専用トマトの生産を開始

し、同年のさいたま市ニュービジネス大賞に選ば
れた。榎本さんは、「自分のやっていることが全て
の人に支持される必要はないと思っている。取組

埼玉県内企業の2018年冬の ボーナス支給状況

2018年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2018年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は58.0％、「正
社員のみ支給」とした企業は31.2％、「支給しない」と
した企業は10.7％となり、9割近くの企業でボーナスを
支給している。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支給」

とした企業が0.9ポイント減少し、「支給しない」とした企
業が1.5ポイント増加した。これまで、人手不足感の強ま
りもあり、パート、アルバイトを含めてボーナスを支給す
る企業が増えてきたが、今回は減少した。なお、「支給し
ない」が前年に比べ増えたのは2009年以来である。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では70.8％、非製造業では51.1％
である。「正社員のみ支給」は製造業で19.4％、非製
造業で37.6％。また、「支給しない」は製造業で9.7％、
非製造業で11.3％であった。製造業で「正社員・パー
トともに支給」とする割合が高かった。

　
ボーナス一人当たり支給額
2018年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った、一人当たり支給額は479,680円となり、前年
実績の467,420円に比べ2.6％の増加となった（ボー
ナス支給実額を記入いただいた企業145社を集計）。
景気の緩やかな回復が続くなか、企業の売上、利益

も堅調なことに加え、人手不足への対応もあるとみら
れ、3年連続の増加となった。
業種別にみると、製造業は528,331円と前年の
517,339円から2.1％の増加、非製造業は448,508
円で前年の435,361円から3.0％の増加となった。一
人当たり支給額は製造業で高いが、前年比の増加率
は非製造業で高くなっている。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年にリーマンショックの影響を受け、企業
収益、雇用環境の悪化などにより2ケタ減と大幅な落ち
込みとなった。2010年はボーナス支給額を回復する動
きがみられたが、2011年、2012年と再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しにより、企業収益にも改善

の動きがみられ、冬のボーナスは2010年以来3年ぶり
に前年を上回り、2014年も2年連続で増加となった。

2015年は消費増税の影響が長引き業況の回復が
遅れたことに加え、支給対象が広がり一人当たり支給
額が下押しされ3年振りのマイナスとなった。2016年
は企業業績の回復に加え、人手不足感の強まりからプ
ラスとなり、以降、2017年、2018年と3年連続の増加
と堅調な動きが続いている。

ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2018年冬のボーナス支給総
額は87億58百万円で、当該企業の前年実績84億79
百万円から3.3％の増加となった。また、支給対象人員
も前年比0.7％の増加となり、企業業績の改善などか
ら、支給総額、支給人員ともに増加した。ただ、昨年冬
の支給人員の増加率は同2.3％であり、支給人員の伸
びはやや鈍化している。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比2.6％の増加、非製造業が同3.8％の増加とそれ
ぞれ増加となった。支給対象人員は製造業で同0.5％
の増加、非製造業で同0.7％の増加となった。製造業、
非製造業のいずれも支給総額、支給人員は前年に比
べ増加しており、増加率は支給総額、支給人員とも非
製造業で高かった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年に大きな落ち込みとなった後、2010年は製造
業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回復
するところが多く、比較的大きな増加となった。しかし、

●2018年冬のボーナス支給実績の有無

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給

正社員のみ支給

支給しない

58.0 
(58.9)
31.2 
(31.9)
10.7 
(9.2)

70.8 
(69.9)
19.4 
(20.5)
9.7 
(9.6)

51.1 
(53.0)
37.6 
(38.1)
11.3 
(9.0)

(%)

（　　）内は2017年実績

●2018年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

145
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93
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一人当たり支給額
2018年 2017年
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●2019年夏のボーナス支給予定

全産業
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●2018年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移

2019年1月中旬実施。対象企業数955社、
回答企業数207社、回答率21.7％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移

2018201720162015201420132012201120102009

（％）

年

▲18.0

3.9
2.5

6.1

▲2.9
▲1.2

3.3
4.4

3.3 3.3

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

2018201720162015201420132012201120102009

（％）

▲20

▲15

▲10

▲5

0

5

10

年

▲16.9
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その後の景気減速により経営環境は厳しくなり、2011
年、2012年と2年連続の減少となった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来3年
振りに前年を上回った。2014年、2015年はパート・ア
ルバイトを含めた支給対象の拡大もあり、支給対象人
員が増加したことから、支給総額は増加となった。以降、
企業業績の改善、人手不足への対応もあり支給総額
の増加が続き、2018年で6年連続の増加となった。
　
2019年夏のボーナス支給予定
2019年夏のボーナス支給予定については、2018
年夏のボーナスに比べて、「増加」15.7％、「変わらな
い」68.1％、「減少」9.9％、「支給しない」6.3％となっ
た。「変わらない」とするところが7割近くと多いが、
「増加」が「減少」を上回り、「支給しない」は少なかっ
た。今夏のボーナスも、冬のボーナスに続き増加が見
込まれる。 （吉嶺暢嗣）
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

景気動向指数 悪化を示している

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.3（前月比＋1.3ポイント）、一致指数：116.7
（同＋0.3ポイント）、遅行指数：117.7（同▲2.3ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりに上昇した。
一致指数は2カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.57ポイン
トと、6カ月連続で下降した。埼玉県は景気の基調判
断を、4カ月連続で「悪化を示している」としている。
遅行指数は3カ月連続で下降した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が4カ月連続で減少

1月の百貨店・スーパー販売額は837億円、前年
比▲2.5％（既存店）と4カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲4 . 3％）、スーパー（同
▲2.0％）ともに減少した。新設店を含む全店ベー
スの販売額は同▲0.9％と2カ月ぶりに減少した。
2月の新車販売台数（乗用車）は14,798台、前

年比＋3.8％と2カ月ぶりに増加した。車種別では普
通乗用車が8,325台（同＋5.5％）、小型乗用車は
6,473台（同＋1.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

1月の新設住宅着工戸数は4,083戸、前年比
▲6.4％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,199戸（前年比

＋8.5％）、分譲が1,499戸（同＋25.0％）といずれも
2カ月連続で増加したものの、貸家が1,382戸（同
▲30.1％）と、2カ月ぶりに減少した。
分譲住宅は、マンションが276戸（前年比＋736.4％）、

戸建は1,213戸（同＋4.0％）といずれも2カ月連続で
増加した。

公共工事 2カ月連続で前年を上回る

2月の公共工事請負金額は147億円、前年比
＋30.9％と2カ月連続で前年を上回った。2018年
4月～2019年2月までの累計では、同▲2.7％と前年
を下回っている。
発注者別では、国（前年比＋465.2％）、県（同

＋60.0％）、市町村（同＋10.4％）、独立行政法人等
（同＋19.1％）がいずれも増加した。
なお、2月の請負件数も337件（同＋21.2％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.6、
前月比＋1.0％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
情報通信機械、輸送機械、プラスチック製品など14
業種が増加したものの、生産用機械、業務用機械、
電気機械など9業種が減少した。
在庫指数は101.6、前月比▲2.4％と3カ月連続で
減少した。業種別では、プラスチック製品、非鉄金
属、電気機械など12業種が増加したものの、輸送機
械、はん用機械、生産用機械など8業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.33倍

1月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント上昇の1.33倍となった。　
有効求職者数が72,445人（前年比▲1.7％）と、
104カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
105,598人（同▲0.5％）と、4カ月連続で前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.17ポイント下降の2.01倍となっている。
なお、1月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から横ばいの1.50倍であった。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）
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比▲2.5％（既存店）と4カ月連続で減少した。業態
別では、百貨店（同▲4 . 3％）、スーパー（同
▲2.0％）ともに減少した。新設店を含む全店ベー
スの販売額は同▲0.9％と2カ月ぶりに減少した。
2月の新車販売台数（乗用車）は14,798台、前

年比＋3.8％と2カ月ぶりに増加した。車種別では普
通乗用車が8,325台（同＋5.5％）、小型乗用車は
6,473台（同＋1.7％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

1月の新設住宅着工戸数は4,083戸、前年比
▲6.4％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、持家が1 ,199戸（前年比

＋8.5％）、分譲が1,499戸（同＋25.0％）といずれも
2カ月連続で増加したものの、貸家が1,382戸（同
▲30.1％）と、2カ月ぶりに減少した。
分譲住宅は、マンションが276戸（前年比＋736.4％）、

戸建は1,213戸（同＋4.0％）といずれも2カ月連続で
増加した。

公共工事 2カ月連続で前年を上回る

2月の公共工事請負金額は147億円、前年比
＋30.9％と2カ月連続で前年を上回った。2018年
4月～2019年2月までの累計では、同▲2.7％と前年
を下回っている。
発注者別では、国（前年比＋465.2％）、県（同

＋60.0％）、市町村（同＋10.4％）、独立行政法人等
（同＋19.1％）がいずれも増加した。
なお、2月の請負件数も337件（同＋21.2％）と前
年を上回っている。

生 産 2カ月ぶりに増加

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.6、
前月比＋1.0％と2カ月ぶりに増加した。業種別では、
情報通信機械、輸送機械、プラスチック製品など14
業種が増加したものの、生産用機械、業務用機械、
電気機械など9業種が減少した。
在庫指数は101.6、前月比▲2.4％と3カ月連続で
減少した。業種別では、プラスチック製品、非鉄金
属、電気機械など12業種が増加したものの、輸送機
械、はん用機械、生産用機械など8業種が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.33倍

1月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.01ポイント上昇の1.33倍となった。　
有効求職者数が72,445人（前年比▲1.7％）と、
104カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
105,598人（同▲0.5％）と、4カ月連続で前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.17ポイント下降の2.01倍となっている。
なお、1月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から横ばいの1.50倍であった。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）

%
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

359

354

361

361

31

19

34

44

27

25

24

37

30

32

22

40

27

28

22

36,187

65,358

42,138

80,882

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

8,812

8,446

8,405

8,235

696

635

617

789

650

767

690

702

694

621

730

718

622

666

589

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

100.0

99.7

100.0

100.9

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

100.0

99.9

100.4

101.3

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

95.5

95.1

93.9

94.8

94.2

89.9

90.8

95.3

93.0

95.4

93.8

97.8

97.2

95.2

96.6

94.7

95.6

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 1.3

1.0

▲ 0.5

▲ 4.6

1.0

5.0

▲ 2.4

2.6

▲ 1.7

4.3

▲ 0.6

▲ 2.1

1.5

▲ 2.0

1.0

100.0

100.0

103.1

104.1

105.8

100.8

103.5

105.7

105.4

104.8

103.4

103.0

103.3

102.9

105.9

104.8

104.7

101.1

▲ 1.2

0.0

3.1

1.0

1.5

▲ 4.7

2.7

2.1

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.4

0.3

▲ 0.4

2.9

▲ 1.0

▲ 0.1

▲ 3.4

145.3

123.9

124.6

108.0

115.0

114.9

113.3

115.5

115.0

116.6

113.2

113.5

109.7

110.3

106.0

104.1

101.6

▲ 14.8

▲ 14.7

0.6

▲ 13.3

0.3

▲ 0.1

▲ 1.4

1.9

▲ 0.4

1.4

▲ 2.9

0.3

▲ 3.3

0.5

▲ 3.9

▲ 1.8

▲ 2.4

98.0

94.9

98.8

100.7

101.1

100.5

100.8

104.1

103.2

103.2

101.4

101.6

101.4

102.6

101.3

101.4

103.1

101.7

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.9

0.3

▲ 0.6

0.3

3.3

▲ 0.9

0.0

▲ 1.7

0.2

▲ 0.2

1.2

▲ 1.3

0.1

1.7

▲ 1.4

2,376

2,391

3,014

2,950

340

118

325

382

327

392

170

249

202

121

288

183

192

173

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

50,515

50,753

52,968

52,432

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

909,299

967,237

964,641

942,370

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

16.8

16.5

17.0

17.4

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

17.6

17.5

17.9

18.0

18.9

16.9

18.6

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

P16.3

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.4

1.8

1.1

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

P▲ 3.5

100.0

99.7

99.4

100.8

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

100.0

100.9

102.3

102.7

103.0

101.9

101.9

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

P102.8

1.1

0.9

1.4

0.4

1.5

0.6

0.9

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

P0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.33

1.31

1.30

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.20

1.36

1.50

1.61

1.58

1.59

1.59

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

9.0

13.2

14.4

2.5

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

863

911

963

977

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

3.5

5.5

5.7

1.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

10,573

10,186

10,101

10,138

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

845

1,066

837

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

200,491

195,979

196,025

196,044

20,921

16,826

14,565

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

1.1

0.4

0.6

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



月次経済指標 月次経済指標

19 20埼玉りそな経済情報2019.4埼玉りそな経済情報2019.4

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

147,166

152,979

158,237

156,244

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

12,422

12,191

14,798

▲ 5.8

3.9

3.4

▲ 1.3

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

0.7

▲ 0.9

3.8

2,704,485

2,801,491

2,943,010

2,895,454

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

215,152

217,762

261,007

▲ 5.5

3.6

5.1

▲ 1.6

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

▲ 5.8

1.3

0.5

359

354

361

361

31

19

34

44

27

25

24

37

30

32

22

40

27

28

22

36,187

65,358

42,138

80,882

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

2,313

1,455

2,815

8,812

8,446

8,405

8,235

696

635

617

789

650

767

690

702

694

621

730

718

622

666

589

2,112,382

2,006,119

3,167,637

1,485,469

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

81,792

168,374

195,534

100.0

99.7

100.0

100.9

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

101.6

101.2

101.3

0.9

▲ 0.3

0.3

0.9

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

0.9

0.2

0.6

100.0

99.9

100.4

101.3

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

101.8

101.5

101.5

0.8

▲ 0.1

0.5

1.0

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

0.8

0.3

0.2

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

95.5

95.1

93.9

94.8

94.2

89.9

90.8

95.3

93.0

95.4

93.8

97.8

97.2

95.2

96.6

94.7

95.6

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 1.3

1.0

▲ 0.5

▲ 4.6

1.0

5.0

▲ 2.4

2.6

▲ 1.7

4.3

▲ 0.6

▲ 2.1

1.5

▲ 2.0

1.0

100.0

100.0

103.1

104.1

105.8

100.8

103.5

105.7

105.4

104.8

103.4

103.0

103.3

102.9

105.9

104.8

104.7

101.1

▲ 1.2

0.0

3.1

1.0

1.5

▲ 4.7

2.7

2.1

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.4

0.3

▲ 0.4

2.9

▲ 1.0

▲ 0.1

▲ 3.4

145.3

123.9

124.6

108.0

115.0

114.9

113.3

115.5

115.0

116.6

113.2

113.5

109.7

110.3

106.0

104.1

101.6

▲ 14.8

▲ 14.7

0.6

▲ 13.3

0.3

▲ 0.1

▲ 1.4

1.9

▲ 0.4

1.4

▲ 2.9

0.3

▲ 3.3

0.5

▲ 3.9

▲ 1.8

▲ 2.4

98.0

94.9

98.8

100.7

101.1

100.5

100.8

104.1

103.2

103.2

101.4

101.6

101.4

102.6

101.3

101.4

103.1

101.7

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

1.9

0.3

▲ 0.6

0.3

3.3

▲ 0.9

0.0

▲ 1.7

0.2

▲ 0.2

1.2

▲ 1.3

0.1

1.7

▲ 1.4

2,376

2,391

3,014

2,950

340

118

325

382

327

392

170

249

202

121

288

183

192

173

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 2.1

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

▲ 19.9

▲ 43.5

45.9

50,515

50,753

52,968

52,432

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

4,151

4,293

3,970

▲ 6.1

0.5

4.4

▲ 1.0

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

▲ 7.0

15.3

1.0

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

57,357

61,981

59,617

58,517

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

4,506

4,988

4,083

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 1.8

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

▲ 18.4

6.1

▲ 6.4

909,299

967,237

964,641

942,370

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

84,213

78,364

67,087

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.3

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

▲ 0.6

2.1

1.1

16.8

16.5

17.0

17.4

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

17.2

17.2

17.9

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

2.4

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

▲ 0.6

▲ 2.2

2.8

17.6

17.5

17.9

18.0

18.9

16.9

18.6

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.8

18.6

19.0

18.5

P16.3

▲ 0.4

▲ 0.6

2.4

0.6

1.4

1.8

1.1

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.2

1.1

0.6

▲ 2.1

P▲ 3.5

100.0

99.7

99.4

100.8

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

101.8

101.7

101.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

1.4

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

1.9

2.3

2.5

100.0

100.9

102.3

102.7

103.0

101.9

101.9

101.1

103.0

103.4

103.3

103.2

103.0

102.8

102.9

103.1

103.1

P102.8

1.1

0.9

1.4

0.4

1.5

0.6

0.9

0.7

0.5

0.6

0.5

0.2

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

P0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2015年

2016年

2017年

2018年

17年12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

19年  1月

2月

資料出所

0.85

1.04

1.23

1.33

1.33

1.31

1.30

1.30

1.31

1.32

1.35

1.36

1.36

1.34

1.33

1.32

1.32

1.33

1.20

1.36

1.50

1.61

1.58

1.59

1.59

1.59

1.60

1.61

1.61

1.62

1.63

1.63

1.62

1.63

1.63

1.63

27,136

30,731

35,167

36,049

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

35,323

33,007

38,720

9.0

13.2

14.4

2.5

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

▲ 3.6

▲ 4.0

2.1

863

911

963

977

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

967

869

1,059

3.5

5.5

5.7

1.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

2.6

▲ 5.7

2.8

10,573

10,186

10,101

10,138

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

845

1,066

837

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

▲ 0.8

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

▲ 3.3

▲ 1.3

▲ 2.5

200,491

195,979

196,025

196,044

20,921

16,826

14,565

16,381

15,565

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

16,437

20,825

16,322

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.5

1.1

0.4

0.6

0.2

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

▲ 2.1

▲ 1.0

▲ 3.3

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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久喜市長　梅田 修一氏

久喜市
市長のメッセージ
久喜市は、平成２２年３月に１市３町の合併により誕生し、埼玉県東北部の中心都市とし

て発展してまいりました。
本年度は、合併から１０年目の節目の年となりますことから、年間を通じて記念事業を
実施することにより、市民の皆様の郷土愛や愛着心の醸成に努めてまいります。
今後も、未来を見据えたまちづくりに全力で取り組み、あらゆる世代が「ずっと久喜市

に住み続けたい」と感じていただけるような、魅力ある久喜市を目指してまいります。

豊かな未来を創造する
個性輝く文化田園都市　

●ＪＲ宇都宮線　久喜駅、東鷲宮駅、栗橋駅
　東武伊勢崎線　久喜駅、鷲宮駅
　東武日光線　栗橋駅、南栗橋駅　
●東北自動車道　久喜ICから市役所まで約2㎞
　圏央道  白岡菖蒲ICから市役所まで約6㎞

主な交通機関

資料:「平成29年埼玉県統計年鑑」ほか

久喜市概要
人口（平成31年2月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

153,633人

66,032世帯

47.6歳

82.41k㎡

226所

4,104.8億円

1,090店

3,329.8億円

68.9％

74.6％

はじめに
久喜市は、関東平野のほぼ中央、埼玉県東北部

に位置しており、北は加須市、西は鴻巣市・桶川市、
南は蓮田市・白岡市・宮代町・杉戸町、東は幸手市
に加え、利根川を隔てて茨城県に接している。
2010年3月23日、久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲
宮町の1市3町が合併し、現在の久喜市が誕生した。
市域は、東西約15.6㎞、南北約13.2㎞で、面積は
82.41㎢、人口は15万人を超えている。
市内には、JR宇都宮線と東武伊勢崎線、東武日
光線の3路線が乗り入れており、久喜駅、鷲宮駅、
東鷲宮駅、栗橋駅、南栗橋駅の5つの駅を擁する。
市内で東北自動車道と交差する圏央道の埼玉県
内部分が、2015年に開通したことで、都心を経由
せずに関越自動車道・中央自動車道・東名高速道
路へアクセスすることが可能になった。2017年に
は、圏央道の茨城県内で境古河IC～つくば中央IC
間が開通し、常磐自動車道や成田空港へのアクセ
スも向上している。
市は、強みである交通の利便性を生かすため、
新たな産業拠点として菖蒲南部産業団地・清久工
業団地周辺地区の整備を実施した。
今後も、周辺の豊かな田園環境などとの調和を
図りつつ、成長が期待される環境・エネルギーなど
の次世代産業関連企業や、雇用効果の高い企業
の誘致を推進し、地域の活性化や雇用の促進、財
政の強化につなげていく。

久喜の春を彩る静桜
久喜は、四季折々に市内各所で様々な花を楽し

める「花のまち」である。れんげや藤からポピー、花
しょうぶ、ラベンダー、コスモス、赤花そばに至るま
で、市内で見られる花の種類は多岐にわたるが、な
かでも久喜の春を彩る静桜には、華やかなソメイヨ
シノとは少し趣の異なる風情がある。
市内栗橋の地には、源義経の内妻だった静御前

の墓があり（注）、静桜の名は静御前が義経の菩提を
弔うために1本の桜を植えたのがそのおこりといわ
れている。5枚の花弁の中に旗弁という、おしべが
花びらのように変化したものが混じり、一見すると
一重と八重の花が入り混じったように見えるこの貴
重な桜は、静御前の墓所内や大排水路沿いなどで、
4月中旬頃から花を咲かせる。

日本の公園の父　本多静六博士
1866年に現在の久喜市菖蒲町で生を受けた本

多静六博士は、苦学の末にドイツ留学を果たし、帰
国後、日本で最初の林学博士となった。東京の日比
谷公園をはじめ、北海道の大沼国定公園や福岡の
大濠公園、さいたま市の大宮公園、秩父市の羊山
公園など、全国の数百におよぶ公園の設計に携
わった博士は、日本の公園の父と呼ばれている。
博士の業績のなかでも、特筆すべきものの一つ

が、明治神宮の森であろう。明治天皇を祀る神社を
囲むこの森について、当時の内閣総理大臣大隈重
信は、伊勢神宮のように、杉などを中心とする荘厳
な森をイメージしていたが、水はけの良い関東ロー
ム層のこの地は針葉樹の生育に適さないと本多博
士らが説得し、長い年月をかけて天然更新を続ける
常緑広葉樹主体の森を目指した。
2020年に、完成から100年目を迎えるこの森は、

全国からおよそ350種、約10万本の献木を受けて
作り上げられた人工林でありながら、今ではまるで
武蔵野の自然の森のような風情をただよわせる。
久喜市は、本多静六博士没60年記念事業として、

2013年に本多静六記念館をオープンさせたのに
続いて、博士生誕の地である菖蒲地区に「（仮称）
本多静六記念 市民の森・緑の公園」の整備を進め
ている。博士の公園哲学・理念が取り入れられた、
緑豊かで市民の憩いの場となるような素晴らしい
公園の完成が待たれる。

関東神楽の源流・催馬楽神楽を伝える鷲宮神社
鷲宮神社は、長く東国武士の崇敬を集めてきた

由緒ある神社で、下野国の守護職・小山義政が奉
納した銘「備中国住人吉次」の太刀は、南北朝期
の特徴を示す名刀として、国の重要文化財に指定
されている。また、神社に伝わる鷲宮催馬楽神楽は、
関東神楽の源流ともいわれるもので、古い祭りの儀
式や作法をしのばせる、典雅な舞踏劇である。こち
らは、国の重要無形民俗文化財に指定されている。
一方、近年の鷲宮神社は、アニメ「らき☆すた」

の舞台のモデルとなったことがきっかけで、多くのア
ニメファンが訪れる、いわゆる「聖地巡礼」の地とし
ても人気を集めるようになった。久喜市商工会は、
地域経済の発展のため、アニメに関連するイベント
の開催やグッズの販売など、様々な取り組みを積極
的に進めている。 （井上博夫）

静御前墓所の静桜 鷲宮催馬楽神楽

ルビ　見出し2箇所　本文0箇所

しずかさくら

はた べん

（注）静御前の終焉の地には諸説ある。
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久喜市長　梅田 修一氏

久喜市
市長のメッセージ
久喜市は、平成２２年３月に１市３町の合併により誕生し、埼玉県東北部の中心都市とし
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豊かな未来を創造する
個性輝く文化田園都市　
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　圏央道  白岡菖蒲ICから市役所まで約6㎞

主な交通機関

資料:「平成29年埼玉県統計年鑑」ほか

久喜市概要
人口（平成31年2月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成30年1月1日現在）

面積
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卸・小売業事業所数（経済センサス）
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の舞台のモデルとなったことがきっかけで、多くのア
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青毛堀川沿いの菜の花と桜（久喜市）

世帯数・人口

資料：埼玉県「推計人口」
(注）「推計人口」とは、平成27年10月1日現在の国勢調査人口を基に、住民基本台帳人口の変動を加減したもの

市町村名 前年比
（％）

さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

世帯数
(世帯）

565,213 

152,308 

79,212 

260,386 

31,664 

24,043 

151,861 

32,862 

43,095 

32,155 

39,444 

97,842 

64,179 

21,226 

46,872 

55,245 

95,158 

111,075 

144,483 

36,450 

63,187 

61,373 

0.8

0.2

▲ 0.5

0.7

▲ 0.8

▲ 1.3

0.1

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.5

0.1

▲ 0.5

▲ 0.6

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.5

0.0

0.2

0.6

0.9

0.6

▲ 0.2

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

前年比
（％）

世帯数
(世帯）

63,124 

32,542 

38,893 

70,258 

30,087 

61,702 

27,309 

40,447 

49,327 

59,516 

25,260 

44,540 

21,040 

29,914 

22,804 

27,639 

48,029 

20,265 

2,922,029 

17,497 

14,945 

15,513 

1.1

0.3

1.3

▲ 0.1

0.3

▲ 0.3

▲ 0.6

2.2

0.3

1.2

▲ 0.4

▲ 0.1

▲ 1.2

0.2

▲ 0.5

0.7

0.2

▲ 0.1

0.3

0.2

▲ 0.2

▲ 1.0

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

と き が わ 町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

前年比
（％）

世帯数
(世帯）

4,627 

7,476 

7,363 

12,020 

7,453 

6,942 

5,376 

4,195 

3,061 

3,663 

2,666 

4,210 

1,013 

3,788 

5,231 

11,734 

13,111 

14,447 

17,720 

10,992 

195,043 

3,117,072 

人口
(人）

1,297,835 

353,925 

195,717 

589,782 

79,783 

61,020 

341,399 

79,887 

111,150 

77,184 

92,257 

230,257 

150,180 

54,244 

117,582 

142,319 

225,680 

249,661 

344,289 

74,588 

140,997 

147,265 

人口
(人）

140,792 

75,060 

82,943 

163,787 

74,373 

151,580 

65,873 

91,637 

109,451 

140,920 

61,752 

101,574 

51,075 

70,274 

55,573 

71,742 

112,566 

52,154 

6,830,127 

44,915 

38,582 

36,076 

人口
(人）

11,221 

19,331 

18,149 

29,509 

19,993 

18,694 

13,774 

10,802 

8,149 

9,628 

6,940 

11,259 

2,662 

10,930 

13,397 

30,277 

32,875 

34,272 

44,446 

29,243 

495,124 

7,325,251 

▲ 1.5

2.0

0.3

▲ 1.7

▲ 1.2

▲ 1.3

▲ 1.3

▲ 2.3

▲ 1.2

▲ 1.5

▲ 1.9

▲ 2.4

▲ 3.2

▲ 0.2

▲ 1.0

▲ 0.3

▲ 1.1

0.2

▲ 0.7

▲ 1.1

▲ 0.7

0.2

彩論  公立大学法人埼玉県立大学 理事長　田中 滋 氏
 日本一の地域包括ケアシステム先進県へ

ズームアップ  中村電設工業株式会社
経営者セミナー 中小企業におけるIT活用について
  ＡＧＳ株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員　石井 進 氏
産業振興レポート  これからの農業・農産物のマーケティングのあり方
アンケート調査①  埼玉県内企業の2019年経営見通し
アンケート調査②  埼玉県内企業の2018年冬のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  久喜市
 豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市

市町村経済データ

市町村名 市町村名
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9

13
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裏表紙

(平成31年1月１日現在）


