地域資源活用型
事例

４ 株式会社 小川の庄
～地域を救う信州のスローフード“おやき”～
水田が少ない信州の畑作地帯に古くより伝わる
郷土食｢おやき｣。農家を改装した店舗は高齢者の
雇用を生み出し、おやきの体験手作りや蕎麦、季
節の物などの提供をする飲食サービスも展開してい
る。
<地域課題>
主要幹線道路の開通や利便性を求めた若者
の村外流出が増加したため、人口減少と高齢
化が進み、小川村は衰退する一方であった。

代表取締役 権田 公隆氏

<事業を始めたきっかけ>
衰退した村を再興させるため、信州の郷土食
「おやき」を活用することで村の過疎化を防ごう
とした。

信州で昔から食べられてきた「おやき」に着目
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小川村は長野県長野市と白馬村のほぼ中間に位置す
る小規模な村である。この村に来たら、是非おやきを食べ
てみて欲しい。「おやき」とは、野菜や山菜を油で炒め、味
噌や醤油で味付けし、小麦粉を練ったものを包んでこんが
りと焼いた信州の郷土食である。信州でも水田が少ない
山間部の畑作地帯における日常食として古くより地元の
人々に愛されてきた。小川村は養蚕業が盛んであったが、
養蚕業の衰退や若者の村外流出が重なり、人口は
3,000人を切るようになり、県内でも有数の高齢化が進
んだ地域となっている。そんな村の衰退を何とか食い止めよ
うと、現社長の権田公隆さんの父親が実家の農家を改築
し、「おやき村」を開村した。ここではおやき製造販売、そば
打ち処、縄文時代の住居を模した竪穴式住居があり、お
やきづくりの体験が出来る。

おやき村 外観

おやきづくりの様子

焼きたての“おやき”

土産物コーナー

野菜加工所

生涯現役主義を宣言
約80人いる従業員の中で、年齢の構成比は約4割を60
歳以上が占める。おやきの焼き手は、何と最高齢で92歳
（おやき村の村長でもある）だそうだ。このことから、同社が村
内において高齢者雇用の受け皿的な役割を果たしていること
が良く分かる。権田さんはもともと東京の会社に勤めており、
地元の小川村に戻った後、3年前に同社を継いだが、当初は
手探り状態の中での経営スタートで苦労の連続だったそうだ。
その中で、おやき、漬け物、おやきの餡など村内各集落毎に
工場を設けることで高齢者が通勤しやすくしたり、インターネッ
トによる通信販売事業を手がけるなど様々な工夫をしてきた。
今では高齢者だけではなく、地元の若者の雇用の受け皿
的な役割を担うようになり、村の空き家バンクを利用して小川
村に移り住んできたＩターン就労者も多く受け入れるように
なった。また最近ではオーストラリア等からやってくる外国人観
光客がおやきを食べに来村する姿が目立つようになったとのこ
と。受け入れ体制（人員、場所）の問題から積極的な外国
人誘致にはまだまだ時間がかかるが、外国人観光客が日本
の郷土料理に興味をもって来村してくれるのは嬉しいことだ。

今後の課題と展望
その他にも権田さんには様々な展望がある。同社では食育
をテーマに経営していることから、来村客にはおやきを安く、お
腹いっぱい食べてもらいたいという基本理念がある。その一環
として、最近では契約農家と連携し、農作物がどのような工
程を経て商品になるのかを知ってもらうことで、食文化の継承、
健康の確保等を促進しようという取組も行っている。
行政との関係では、村役場と連携し、農業政策（６次
化）、Ｉターン、観光などの打ち合わせを日頃から密接に
行っているそうだ。課題としては、高齢者の通勤の利便性を
考えて、あえて村内各集落毎に設けていた工場は、過疎化
の進行により維持が難しくなってきている点が挙げられる。

Point
ポイント

地域資源を活用した事業モ
デル
信州の郷土食である「おやき」に
注目。高齢者にとってはなじみ
が深く、若者にとっては新鮮なお
やきを、単に食べられるだけで
はなく、おやきづくり体験という
体験型観光の仕組みを取り入れ
ることでリピーターを増やすこと
に尽力。

地域人材の積極的な雇用
生涯現役主義の下、高齢者の雇
用を創出のみならず若者も積極
的に雇用。最近では、村の空き
家バンクを利用してＩターンして
移住してきた人材も積極的に採
用。

●株式会社
●代表取締役

小川の庄
権田 公隆

●設立

１９８６年

●所在

長野県上水内郡小川村
高府２８７６

●ＴＥＬ

０２６－２６９－３７６０

●http://www.ogawanosho.com/
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地域資源活用型
事例

５ 株式会社 フードランド
～みかんがアロマオイルに！？独自の加工
技術が地域資源に新たな価値を生みだす～
既存の技術を応用し、静岡県浜松市北区三ヶ
日町の特産品である「みかん」を皮ごと液状化に成
功。この技術により、これまで規格不適合として廃
棄されてきたみかんはその価値が見直され、三ヶ日
ブランドの確立に貢献している。
<地域課題>
三ヶ日町地区では、傷や形が不揃い等の理由
で販売不適合品として廃棄される大量のみか
んの処理に悩まされてきた。
<事業を始めたきっかけ>
本業で培った食肉加工の酵素技術をみかんの
加工に応用することで、みかんの廃棄量の削減
と新商品の開発につながるのではないかと考え
た。

代表取締役 中村 健二氏

フードランド 外観

地域課題解決のヒントはこんなところに
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江戸時代よりみかんの栽培が盛んな土地として有名な静
岡県浜松市北区三ヶ日町（旧三ヶ日町）。愛知県との県
境に位置し、「浜名湖」の北に隣地する支湖「猪鼻湖」を取
り囲むように位置している。「三ヶ日みかん」の文字が入ってい
るみかん箱を１度は見たことがあるだろう。
代表の中村さんの本業は食肉の卸売業だが、経歴はユ
ニークだ。学生時代は大阪の大学で心理学を専攻し、その
後ハワイの大学へ留学。卒業後、地元に戻ってきた中村さん
は実家の家業である食肉の卸売業に従事しながら、食肉の
専門学校で食肉加工について学ぶことになる。その専門学
校の過程で出会ったのが、酵素技術を使った食肉軟化剤だ。
当時日本ではまだ珍しかった輸入牛肉に食肉軟化剤を使
用して肉質を柔らかくしたところ、浜名湖周辺のホテルの間で
瞬く間に評判となり、大ヒットした。しかし、この食肉加工技
術をみかんに応用しようと思いついたのはしばらく経ってからの
ことであった。

三ヶ日町地区名産のみかん

大量に廃棄されるみかん

ウィンター・ファンシー・フードショー

みかんピューレ

転機となったのは、平成16年に浜松で浜名湖花博が開催さ
れた際、ホテルの朝食バイキングで三ヶ日みかんを使ったジュー
スを提供出来ないかと相談を受けたことだった。食肉加工のノウ
ハウがあった中村さんでも、ジュース作りのノウハウはなかった。そ
れもそのはずで、当時はみかんは生食とするのが一般的な認識
であり、みかんを加工できる工場が三ヶ日にはなかったのだ。そこ
で早速、中村さんは機械を買ってジュースを絞ってみた。ところが
約１Ｌのジュースを作るために１Ｌの果実ゴミが発生することが
発覚。絞った後の果実ごみの処理費用が経営を圧迫するほど
で、試行錯誤の連続だったそうだ。みかんは、絞ってもゴミが出る
し、りんごのようにすり下ろすことも向かない。そこで思いついたの
が食肉加工で培った酵素技術を活かすということだった。これま
ではみかんを「搾る」発想であったものを、消化酵素を利用して
みかんを「溶かす」発想をひらめいたのだ。

新技術が地域に与えたインパクトの大きさ
この方法により、形や見た目の問題で廃棄処分されてきたみ
かんは年間２万トン以上にものぼっていたが、環境汚染の防止
や安定した商品供給につながるという点で日の目を浴びることに
なった。「アイデア次第で様々なものが商品化できる。」この成功
体験は、地元の農商工関係者に大きなインパクトを与えた。現
在ではみかんのペーストを食品・飲料品メーカーに販売したり、
酵素分解処理の方法を用いた香料（みかんオイル）、シャー
ベットなど、新商品を続々と開発、発売している。

加工品の数々

Point
ポイント

既存の常識を疑ってみる
毎年大量に廃棄されていたみか
んを、「廃棄物」として捉えなかっ
た点。加工品とすることで廃棄コ
ストの低減が図られ、従来その
分が出荷品みかんの価格に上
乗せされてきた問題の解決に成
功。

その分野の先駆者になる
まだ誰も切り開いていない新分
野に、１番に進出することで当該
分野におけるパイオニアになるこ
と が 大切 。 圧倒的 な プラ イ オ リ
ティーと存在感を示すことが可能。

何気ない日常生活にこそチャンスは眠っている
「既存の分野で勝負すると、ものさしの中で自分という存在が計
られてしまう。誰も手をつけていない初めての分野の中で勝負す
れば自分がその分野におけるメジャーになれる、これが重要。」と
中村さんは考える。誰も考えなかったアイデアを次々に出せるのは、
学生時代に専攻した心理学で、「既成概念を外して物事を考え
る」トレーニングを受けていたからだそうだ。そのことが今、仕事に役
立っていると言える。中村さんは今後の展望として、酵素技術を
さらに発展させて、みかんを医薬品や、工業、エネルギー分野等
に応用した農業コンビナートを三ヶ日に造るのが夢だそうだ。普段
何気ないこと、無意識の中に重要なヒントはいくらでも隠れている。
大事なのは、そこに気付くかどうかである。

●株式会社
●代表取締役

フードランド
中村 健二

●設立

１９３１年

●所在

静岡県浜松市北区
三ヶ日町三ヶ日８４３

●ＴＥＬ

０５３－５２５－０１５３

●http://www.foodland.co.jp/
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地域資源活用型
事例

６ 株式会社 ブルーベリーオガサ
～“菊川市”でブルーベリー観光農園を
手作り農園の魅力詰まってます～
静岡県でも有数のお茶の産地の１つ、菊川
市にあるブルーベリー農園。地域の遊休農地を
開墾して農地として蘇った農園は、家族経営の
アットホームな雰囲気で観光客を迎え入れてく
れる。
<地域課題>
茶価の低迷等が理由で、市内に存在する茶
畑の遊休化が目立つようになり、作目の転換
による土地の再活用が課題であった。

代表取締役：西下 はつ代氏（右）
専務取締役：西下 真理子氏（左）

<事業を始めたきっかけ>
農業に携わりたいという思いから、地域の気候
に適したブルーベリーの農園と商品開発を行
い、地域に多くの観光客を呼び寄せたいと
思った。
ブルーベリーオガサ誕生のきっかけ
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静岡県菊川市は温暖な気候から深蒸し茶の産地として
知られ、近くの牧ノ原台地には静岡空港が平成21年6月
に開港、多くの外国人観光客が訪れている。ブルーベリー
オガサの“オガサ”とは、合併前の旧小笠町を指している。
代表の西下さんは、家業の鉄工場に従事しながらも、農
業への強い憧れを抱いていたことから、いつか地元で農業
に携わりたいという夢を描いていた。
その熱意を受けた地元農業協同組合の組合長から理
解を得て、茶畑を取得する機会を得た。取得した畑の一
部である空作地を利用して、地域の気候に合い、比較的
手間をかけずに栽培・管理出来るブルーベリーに着目して
試験的に観光農園を始めたのだ。西下さんはそこでブルー
ベリーを栽培するだけでなく、ジュースやジャム等の加工品
を開発、商品を増やしていくことで農園の規模は徐々に拡
大し、現在の場所に農園を移したのだ。

ブルーベリー農園 外観

ブルーベリーを加工した商品

ブルーベリー農園の様子

ブルーベリーについて学習

名物“ノニジュース”

ブルーベリーオガサの取組み
今でこそ女性の起業は珍しくないが、西下さんが農園を開いた
80年代は女性の起業は大変珍しく、様々な苦労があったそうだ。
しかし、様々な苦労の積み重ねや地域の人々からの支援を受
け、今では年間3万人を超えるブルーベリー農園にまで育て上げ
ることに成功した。農園では、ブルーベリー摘みやバーベキュー、園
内で摘まれた薬草を使用した薬膳弁当に加え、小学生向けにブ
ルーベリージャム作り体験やブルーベリー生育の様子を紙芝居形
式で分かりやすく教えている。また、最近では農園婚活など、ブ
ルーベリー農園を利用したユニークな活動が観光客から好評だ。
こうした評判を受けて、昨年初めて外国人観光客（主にインド
ネシア、中国、マレーシア等）が来園。日本をよく知る外国人ツ
アーガイドのアテンドによるもので、今後こうした動きはどんどんと活
発になって欲しい。

西下さんが農園にかける夢、想い
｢思いたったら即行動」、「フットワークの軽さと情熱」。西下さんと
話をしていると、そんな言葉が出てくる。「200歳までは生きたいで
す。とにかく時間が足りないんですよ。」西下さんは語る。夏場とも
なれば、朝4時から夜7時過ぎまで農園で働いているそうで、その
バイタリティーの強さに圧倒される。しかし、西下さんの夢はそれだ
けではない。現在のブルーベリー農園の経営はある程度軌道に
乗ってきたことから、次は牧ノ原市にある南国植物（ジャボチカバ、
キャッサバ等）観光農園と御前崎の観光農園を開園するという
夢がある。特に牧ノ原の観光農園のすぐ目の前にグリンピア牧ノ
原（お茶屋）があるため、お茶とブルーベリーを連携させた魅力
を発信し、観光客に静岡県をスポット単位ではなく、エリア全体と
して楽しんでもらいたいと思っているそう。
「ブルーベリー農園の成功体験があったからこそ、新たな夢を実
現したいと思えるんです。」次女の真理子さんも、はつ代さんと理
念を共有する。
現在は西下さんを筆頭に、２人の娘さんと息子さんの4人が中
心となって農園を経営している。農園経営の次代を担う人材が
家族であれば、安心して経営も任せられるだろう。

Point
ポイント

畑の遊休地を利用したビジ
ネスモデル
地域内に多く存在する遊休地を
ブルーベリー農園に転作。気候
にあった農作物を、お茶という全
国的に有名な名産品とコラボ
レーションすることで、国内外の
観光客を呼び寄せるビジネスモ
デルの確立に寄与。

事業のＰＲ
ＨＰを通じてブルーベリー農園の
魅力をPR。ブルーベリー加工品
のインターネット通信販売に加え、
家族経営によるアットホームな雰
囲気を感じられる農園を展開。

●株式会社
●代表取締役

ブルーベリーオガサ
西下 はつ代

●設立

１９８７年（開園）

●所在

静岡県菊川市下平川
６６７－２

●ＴＥＬ

０５３－７７３－６０５０

●http://www.blueberryogasa.com/
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