
第4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（実⾏委員⻑：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３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、官⺠合わせて約300名程度の関係者の⽅々にご参加いただいております。

11⽉27⽇に開催した第３回協議会では、第１〜２回と同様、地域商社事業の先⾏事例の紹介を⾏うととも
い、流通市場の新たな動向や地域商社事業のプロデユースなど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しました。加えて、少⼈数セッションを⾏い、それぞれの問題意識に近い部分で更に
突っ込んだ討議を⾏い、参加者の皆様に、地域商社に関する具体的な問題意識を深めていただきました。

今回は、その問題意識に答える形で、地域商社事業の設⽴・拡充に向けた課題の具体的な解決策を、主とし
てファイナンス⾯から成⻑ステージに合わせて整理し提案する、パネルデイスカッションを⾏います。また、
少⼈数セッションでは、先進事例や⽀援者側ではなく、その設⽴や拡充で悩んでおられる地域の⽅から、
10~15ケース程度、事例発表をお願いし、各セッション担当の地域商社アンバサダーや⽀援事業者を囲みつ
つ、参加者全員でその解決策について討議していきたいと思います。なお、今回も、同⽇午前中には、特別
セッションとして、『阿部憲三のしくじり授業（地域商社編）〜俺みたいになるな〜』を開催し、地域商社ア
ンバサダーの皆さんを囲む⿍談を追加開催したいと思います。

つきましては、全国の官⺠の関係者の⽅々の参加を募集いたします（参加無料）。また同時に、その中でも、
少⼈数セッションで、⾃らの地域のケース（地域商社をこれから設⽴しようとしている⽅、設⽴したが次の展
開に悩んでおられる⽅）を事例発表していただける⽅を募集いたします。なお、引き続き、可能であれば、⾏
政関係者と事業を担う（ことが想定される）⺠間事業者の双⽅から、⼀緒にご参加（各事業者1〜２名程度）
いただければ幸いです。具体的には、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）

v ⽇時：2017年1⽉27⽇(⾦) 11:00〜12:30（開場10：30）
13:30〜18:00（開場13：00）

v 場所： ＴＫＰガーデンシティー永⽥町
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-13-12 東京平河町ビル

v セミナー内容：別紙参照

v 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

v 終了後、交流懇親会をＴＫＰガーデンシティー永⽥町で会費3,000円にて実施します。
Ø 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12⽉27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、1月5日（予定）



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『阿部憲三のしくじり授業（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 代表取締役社⻑ 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）

13:40-  パネルディスカション
    テーマ『地域商社事業のプロデユース〜主としてファイナンス⾯から』             

    【登壇予定者】
 ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実⾏委員⻑     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 和⾷室⻑     ⻄ 経⼦
但⾺信⽤⾦庫 常勤理事 事業⽀援部⻑     宮垣健⽣

 （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
(⼀社)新⽇本スーパーマーケット協会  籾⼭ 朋輝

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 （少⼈数セ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＜10~15ケース程度＞
 地域商社の設⽴・拡充に向けて課題を持つ地域関係者からの事例発表と
担当アンバサダー・コーデイネータを囲む、その解決策に関する⾃由討議

17:45 クロージングトーク
各担当アンバサダー等からの少⼈数セッションにおける議論と提案された解決策
を紹介（進⾏・コメント：実⾏委員⻑古⽥秘⾺、内閣官房村上敬亮）

18:00  終了

18:30  懇親会 (希望者、会費３０００円にて開催)

【セミナー内容】



【 少⼈数セッション】
n 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。

• これまでの少⼈数セッションは、地域商社の先⾏事例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にリードしていただきましたが、今回は、具体的な課題を抱え
て次の展開を悩んでおられる地域の⽅に、取り組みの内容と課題をお話し頂き（１５〜
２０分程度）、各セッションの担当となった地域商社アンバサダーやプロデユーサーを
中⼼に、参加者全員で課題の共有と解決策の検討を⾏いたいと思います。

• ついては、以下のフォーマットに基づき、関⼼事項、及び少⼈数セッションのテーマと
して事例発表を⾏っていただけるかどうかについてご記⼊いただくとともに、少⼈数
セッションの際に、担当若しくは所属を希望する地域商社アンバサダーやプロデユー
サーについて、フォーマットに従いお知らせ下さい。

n 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（優先順位３番⽬まで回答可）
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＞
② 新規の事業開始準備段階
③ 事業開始済み・初期段階＜売上1,000万円以下＞
④ 事業開始済み・成⻑段階＜売上1,000~1億円未満＞
⑤ 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）関⼼ある成⻑ステージの⽅向性（優先順位３番⽬まで回答可）
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）その他関⼼事項について⾃由にご記⼊ください（⾃由記述）

次のページに続きます。



【⼩⼈数セッションの担当候補】
n 地域の取組事例を発表していただける地域を10箇所程度募集します。プ

ロジェクトの進捗度合いは問いません。可能な場合、申し込みフォーム
を使い、できるだけ早期にお知らせください＜可能な⽅のみ対象＞。

Ø 既に事例発表を予定している地域：遠野市、豊岡市、新潟市、三豊市

n 当⽇は、地域商社アンバサダー及びプロデユーサーの皆さんとともに、
事例発表された地域のケースを基に討議を⾏います。ついては、同じ少
⼈数グループへの配属を希望するアンバサダー、プロデユーサーのお名
前をおしらせください＜事例発表の有無にかかわらず全員提出＞。

Ø 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。
Ø 複数希望がある場合は、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。
Ø 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・ジャパン事務局⻑ ⻑⾕川 琢也
⑦ 株式会社 クロスエイジ 代表取締役社⻑ 藤野 直⼈
⑧ 本⽥屋本店有限会社 代表取締役社⻑ 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⻑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 ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実⾏委員⻑ 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 和⾷室⻑ ⻄ 経⼦
④（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

３）全体コーデイネータ
① ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実⾏委員⻑ 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 経済産業省地域経済産業グループ統括地域活性化企画官 神宮 勉
④ 農林⽔産省 ⾷料産業局⾷⽂化・市場開拓課 和⾷室⻑ ⻄ 経⼦
⑤ ふるさと名品オブ・ザ・イヤー実⾏委員会 幹事⻑ 佐⽵ 正範

同幹事⻑補 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。


