
第３回 地域商社協議会 
開催のお知らせ 

 「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」実行委員会（実行委員長：古田秘馬、以下「実行委員会」）並びに、内
閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、農林水産省、及び経済産業省は、これまで２回、地域商社の先進
的事例の紹介や、各地域が抱えている問題とその解決策について話し合う「地域商社協議会」を合同で開催し、
毎回、全国から官民合わせて、約300名程度の関係者の方々にご参加いただきました。 
 
 第１回協議会では、地域に根ざした観光連携モデルを追求しつつ東京にも販路を切り開く（株）ファーマー
ズ・フォレストの松本社長、第２回協議会では、地域商品の海外輸出に取り組む（株）萌すの後藤代表にそれ
ぞれ基調講演をいただきつつ、地域商社の先駆者（地域商社アンバサダー）を囲むグループディスカッション
を実施し、地域商社事業の必要性とその取組について、参加者間でイメージの共有を進めてまいりました。 
  
 第３回目となる今回は、第一部で地域商社事業の先行事例の紹介に加え、流通事業者における新たな動向や
取組、地域商社事業のプロデユースや地域の事業者と共に地域商社の設立に取り組む事業者の動向などをパネ
ルデイスカッション形式でご紹介いたします。第二部ではこうした事業者や地域商社アンバサダーの皆さんを
囲んで地域商社事業の今後を語り合う、少人数セッションを実施したいと思います。 
 また、特別セッションとして、地域商社アンバサダーである(株)クロスエイジ 藤野代表による『藤野直人
のしくじり授業（地域商社編）〜俺みたいになるな〜』と、地域商社アンバサダーの皆さんによるパネルディ
スカッション も予定しております。 
 
 つきましては、地域商社事業の設立・拡大をご検討中の官民の関係者の方々を全国から募集いたします（参
加無料）。今回からの参加も大歓迎いたします。ただし、各地域の自治体関係者の皆様におかれましては、可
能な場合、事業を担う（ことが想定される）民間事業者と一緒にご参加（各事業者1〜２名程度）をいただけ
れば幸いです。下記要領にて、期日までにお申し込みください。ご多忙の折、誠に恐れ入りますが、万障お繰
り合わせのうえ、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

【実施概要】 

【お申し込み方法】 

ふるさと名品オブ・ザ・イヤー 公式サイトよりお申し込みください http://furusatomeihin.jp 
          ※開催場所の関係上、事前のお申し込みがないとご参加いただけません 
 

お問い合わせ：ふるさと名品オブ・ザ・イヤー事務局（JTBコーポレートセールス内） 
         E-Mail : furusatomeihin@bwt.jtb.jp 営業時間:月〜金 9:15-17:45（土日祝休業） 

日時：2016年11月28日(月) 11:00〜12:30（開場10：30） 
                                               13:30〜18:00（開場13：00） 

 

場所：経済産業省 本館地下２F 講堂 (受付は本館１階) 

     〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号 
 

セミナー内容：別紙参照 
 

主催 ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 
    内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局、農林水産省、経済産業省 
     
 終了後、交流懇親会を経済産業省食堂で会費3,000円にて実施します。 

   地域からご参加の皆様におかれては、お酒などの地域産品をお持ちいただけましたら、  
    懇親会後半に、参加者からご紹介いただく機会を設ける予定です。 

2016年10月28日 
ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 

内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 
農林水産省 経済産業省  

申込登録受付日は、11月1日（予定） 

http://furusatomeihin.jp/
http://furusatomeihin.jp/
mailto:furusatomeihin@bwt.jtb.jp


ー 特別セッション ー 
 
11:00-    特別講演・パネルディスカション  

テーマ『藤野直人のしくじり授業（地域商社編）〜俺みたいになるな〜』 
（有）漂流岡山 代表取締役      阿部 憲三 
（有）マイティー千葉重代表取締役     千葉 大貴 
（株）クロスエイジ 代表取締役社長     藤野 直人 
 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官 村上 敬亮 
 

ー 第１部 ー 
 
13:30-     ご挨拶 
         内閣府 幹部（調整中） 
      オープニング・トーク 
          ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員長 古田秘馬 
        内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官 村上 敬亮 
 
13:40-    パネルディスカション  
          テーマ『地域商社事業の新展開〜設立の方向性とその支援環境』              
           【登壇予定者】 

       ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員長        古田 秘馬 
      内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官  村上 敬亮 
      農林水産省 食料産業局食文化・市場開拓課 和食室長    西 経子 
      ＪＡ全農 営農販売企画部 開発企画室長          小里 司 
      （株）農林漁業成長産業化支援機構 投融資部 SD     植草 茂樹 
      新日本スーパーマーケット協会 PM          籾山 朋輝 
      （株）サイバーエージェント・クラウドファンデイング  中山 亮太郎 
      Willar Alliance（株） 代表取締役社長          村瀬 茂高  

 
15:30- 参加企業によるショート・プレゼンテーション  
        参加企業からの名品市場開拓に関わる各社のサービスなどについて 
        1社５分程度のプレゼンテーション 
 
16:00-     休憩 （グループディスカッション用に椅子の移動） 
 
ー 第２部 ー 
 
16:15-     少人数セッション①／② 
  地域商社アンバサダーやパネリストの皆さんを囲み、各テーマに分かれて、 
        更に詳細な説明や質疑、並びに名刺交換を実施 
        ２クール設定し、参加者一人当たり２チームに参加できる  
 
17:45   クロージングトーク 
         地方創生をめぐる今後の動向について 
          内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官    村上 敬亮 
18:00    終了  
 
18:30    懇親会 (希望者のみ、会費３０００円にて開催)  

【セミナー内容】 



  

【 少人数セッション】 

 ご参加の皆様には、何れかの少人数セッションに参加していただきます。 

• これまでのグループデイスカッションが、結局質疑応答タイムのようになったことを踏
まえ、１０〜１５グループ程度の少人数セッションに微妙に衣替えし、少人数で、より
個別テーマに即した説明を聞き、質疑応答を行える時間としたいと思います。また、で
きるだけ色々なリーダーの説明を聞けるよう、前半・後半の２クールを設定し、各参加
者が、希望すれば二つの異なるセッションの説明・質疑を聞けるように設定したいと思
います。 

• 各少人数セッションでは、地域商社アンバサダーや、地域商社事業のプロデユース支援
に実績ある事業者などのセッション・リーダーからのテーマに即した説明（１５〜２０
分程度）を行い、それに対する質疑応答や、参加者同士での課題解決策の共有を行いま
す。各セッションのテーマとリーダーについては、申込時の皆さんの関心事項を踏まえ
つつ、改めてお知らせいたします。そのお知らせの内容を踏まえ、また、改めて、参加
を希望するセッションをお知らせ下さい。 

 

 関心事項（申し込みフォーマットの解答欄に該当番号をご記入ください） 

 
１）品目分野（複数回答可） 
   ①農産品  ②水産品  ③林産品  ④工芸品  ⑤工業製品 ⑥その他産品 

 
２）事業ステージ 
   ① 新規の事業開始を検討中＜想定事業者未定＞ 
   ③ 新規の事業開始準備段階 
   ④ 事業開始済み・初期段階＜売上1,000万円以下＞ 
   ⑤ 事業開始済み・成長段階＜売上1,000~1億円未満＞ 
   ⑥ 事業開始済み・連携事業開拓ステージ 

 
３）実施事業者主体 
   ① 未定 
   ② 数社の候補で調整中 
   ③ 実施事業者（事実上）決定済み 
   ④ 実施事業者のさらなる連携・拡充を検討中。 
  なお、②以下をご回答いただいた方は、同事業者の名称をご記入ください。 
 

４）関心ある成長ステージの方向性（複数回答可） 
   ① 地産地消の進化 
   ② 観光との連携・域外集客の強化 
   ③ 他地域との連携 
   ④ 海外市場開拓 
   ⑤ その他異業種連携等（具体的には？） 

 
５）本協議会に期待するテーマ・関心事項（自由回答） 
                       次のページに続きます。 



【小人数セッションのリーダー候補】 

 

 当日は、以下の地域商社アンバサダーの皆さん、及びパネリストの皆さ
んのうち、この方のセッションに参加してみたいというご希望を、解答
欄に該当番号でご記入ください。 

  是非この方にとお考えの場合は、第一希望のみをご記入ください。 
 複数関心のある方がいる場合は、1)~3)の別にこだわりなく、複数ご記入

ください。よくわからないという場合は、記入無しで結構です。 
 今後の調整によって、追加や取りやめがあり得る点はご了承ください。 

 

１）地域商社アンバサダー（予定、敬称略）   

① 有限会社  漂流岡山 代表取締役    阿部 憲三 
② 株式会社 GRA 代表取締役CEO   岩佐 大輝 
③ 株式会社 萌す 代表取締役CEO   後藤 大輔 
④ 有限会社 マイティー千葉重代表取締役   千葉 大貴  
⑤ 株式会社 ghibli-萩大島船団丸  代表取締役   坪内 知佳 
⑥ 一般社団 フィッシャーマン・ジャパン事務局長   長谷川 琢也 
⑦ 株式会社 クロスエイジ 代表取締役社長    藤野 直人 
⑧ 本田屋本店有限会社 代表取締役社長    本田勝之助 
  （アクセンチュア（株）福島イノベーションセンター長中村彰二朗氏とともに） 

⑨ 株式会社 ファーマーズ・フォレスト代表取締役  松本 謙  
⑩ ながと物産合同会社 執行責任者   山本 桂司  
 

２）パネリスト・地域商社事業プロデユーサー(予定、敬称略) 

① （株）農林漁業成長産業化支援機構  
    投融資部シニア・デイレクター  植草 茂樹 
②  ＪＡ全農 営農販売企画部 開発企画室長   
      みのりみのるプロジェクト・リーダー 小里 司 
③  長門市経済観光部 理事      木村 隼斗 
④ （株）サイバーエージェント・クラウドファンデイング  
  代表取締役社長   中山 亮太郎 
⑤  Willar Alliance（株）代表取締役社長    村瀬 茂高 
⑥ （一社）新日本スーパーマーケット協会  
      プランニング・マネジャー      籾山 朋輝 

 
３）全体コーデイネータ 

① ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員長              古田 秘馬 
② 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 参事官    村上 敬亮 
③ 農林水産省 食料産業局食文化・市場開拓課 和食室長  西  経子 
④  経済産業省地域経済産業グループ地域産業基盤整備課   
                        統括地域活性化企画官  神宮 勉 
⑤  ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 幹事長          佐竹 正範 
⑥  ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実行委員会 幹事長補     門脇 伊知郎  

 

            回答へのご協力、よろしくお願い申し上げます。 


