
この冊子は水俣・芦北地域振興計画に基づく事業として作成しました。
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　平成23年度にスタートした第五次水俣・芦北地域振興計画の第一の目標として掲げた

「産業振興と雇用確保による活力ある地域づくり」を推進するために設立。

　これまで、水俣・芦北地域の市町や経済団体等が行う地域経済活性化の取組みの支援

や雇用機会創出のための取組みを実施してきた。

　平成28年度以降は、第六次水俣・芦北地域振興計画の第一の目標に掲げる「高い付加

価値を生む産業づくり」の実現に向け、取組みを一層推進する。

　

＜構成＞
会  長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局長

副会長：水俣市長、芦北町長、津奈木町長

会  員：社会福祉法人水俣市社会福祉協議会、社会福祉法人芦北町社会福祉協議会、社

会福祉法人津奈木町社会福祉協議会、社団法人水俣市芦北郡医師会、水俣商工
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た観光物産協会、芦北町観光協会、水俣・芦北教育旅行受入促進協議会、あしき

た農業協同組合、水俣芦北森林組合、水俣市漁業協同組合、芦北町漁業協同組

合、社団法人熊本県建設業協会芦北支部、株式会社肥後銀行水俣支店

事務局：熊本県県南広域本部芦北地域振興局内に設置。

事 務 局 長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局次長

事務局次長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局総務振興課長

事 務 局 員：熊本県、水俣市、芦北町、津奈木町からの派遣職員　各1名

＜設立日＞
平成22年12月20日

　水俣・芦北地域雇用創造協議会（以下「協議会」）は、第五次水俣・芦北地域振興計画の

目標に掲げる「産業振興と雇用確保による活力ある地域づくり」を推進するため、平成22年12月に

設立されました。

　平成23年4月に活動を開始して以来、平成27年度末で5年が経過します。その間、協議

会は「足で稼ぐ」を合言葉に、地域内の事業者を訪問し、きめ細かに事業者支援を行うとと

もに、求職者に対する技能向上のための講習会を数多く実施する等、地域産業の育成と雇

用創出のために活動して参りました。

　この活動事例集は、そうした協議会の取組みを御紹介するもので、本書が、多くの地域で、

産業振興や雇用創出の参考となることを願っています。

企業との連携による販売力強化

香港への販路開拓

農建連携「水俣・芦北」モデルの推進

新商品開発

和紅茶の振興

マガキ養殖支援

水俣漁師市の開催

旅行商品造成

商店街の活動支援

地域人材の育成
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協議会の取組み

トップランナー紹介

　ＮＰＯ法人「ばらん家」では、障がいを持つ方の自立支援を目
的に、サトウキビを栽培し、黒砂糖を作っています。
　サトウキビは、かつて耕作放棄地だった不知火海を臨む畑を
開墾し、無農薬、竹パウダー堆肥を使って栽培しています。製
法にもこだわり、地域に伝わる昔ながらの精製方法で、愛情込
めて手作りしています。
　「ばらん家」の黒砂糖は、口あたりが柔らかく、すうっと溶け
て、懐かしい甘みがいっぱいに広がります。食べた後もベトつ
かず、キレのある後味が特徴です。
　「自然と人が共生する昔ながらの活動を通じて、安全でおい
しいものを提供したい」と松原さん。この愛情こめて作った黒
砂糖を多くの方にお届けするため、商品開発や販路の開拓に
取リ組んでいます。

NPO法人「ばらん家 」代表　松原 久美子さん

　当地域には魅力ある商品が数多くあります。例えば、環境配
慮型の農業により栽培された農作物を原料とする菓子や
ジュース、伝統文化を活かした加工品などです。しかし、そうし
た魅力も、情報発信力が弱いなどの理由で、「知る人ぞ知る」商
品に止まっており、商品の魅力ほどには販売に繋がっていませ
んでした。
　そのため、そうした商品を販売力やネットワークを有する商社
等の企業と結び付け、流通ルートの拡大を図る必要があると考
え、企業との連携による販売力強化に取リ組むこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後も引き続き、地域産品の掘り起しを行い、積極的に商談を行うなど、営業活動を強化します。また、新規取
引先の開拓にもチャレンジし、これらの取組みにより流通ルートの拡大に繋げます。
　また、事業者に自社商品の強みの引き出し方や、弱みを克服する方法を学んでいただくなど、商品開発力向上
のための取組みを進めます。
　さらに、地域内の事業者や取引先が相互交流できるネットワーク構築のための取組みも進めます。

今後の取組み

企業と連携した商品販売、売り場の確保に取り組みました。

耕作放棄地で栽培した
サトウキビを商品化

❶事業者及び商品の情報収集

　まずは、企業との連携による販売力強化に値する商品
の情報を収集するため、事業者を訪問し、生産方法、販売
状況、今後の展開予定などについて話を伺いました。
　その中で、この活動を始めるきっかけとなった「ばら
ん家」の例では、無農薬でのサトウキビ栽培へのこだわ
りや苦労、無添加での黒砂糖の製造方法など、現場で
しか得られない情報を収集することができました。

❷強み・弱みの分析

　現場で収集した情報をもとに、商品カルテを作成し
て情報を整理し、商品の強み、弱みを分析しました。
　この作業を行うことで、情報を可視化するとともに活
動の基礎資料として活用することができました。

❸企業への営業（商談）

　事業者と共に、まずは、地域内の菓子屋などへの営
業活動を開始しました。サンプルを持ち込んで、生産者
のこだわりや商品の特徴、販売価格やロットなどの説
明を行いました。
　「ばらん家」の商談では、黒砂糖の粉末での提供や内
容量の調整など、様々な提案や要望をいただきました。

❹商品の改良

　営業の中でいただいた提案や要望を一つひとつ確
認して、経費をかけずに対応できるものから改良する
ことにしました。
　「ばらん家」の場合は、その一つが黒砂糖の粉末化で
した。水分を含むとすぐに固まってしまう黒砂糖を粉末
にするのは非常に困難でしたが、県の研究機関の支援
を受け、トライアル＆エラーを重ねて、商品を完成させま
した。

❺商談成立

　改良した商品サンプルを持参して、再度、商談です。
ユーザーのニーズに応え、信用を得ることで商談が成
立しました。取引価格、発注ロット、パッケージの調整な
どについて確認を行いました。

❻取引開始

　商談が成立して、企業と連携した商品販売が始まり
ました。継続して取引ができるよう、更なる魅力的な商
品の開発を進めています。

企業と連携できた事業者　４社

ち

企業との連携による
販売力強化
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トップランナー紹介

　近年、当地域では、水俣病を経験した地域だからこそ
できる、環境にこだわり、付加価値を高めた「食」や「農」
に関連する事業者が成長しつつあります。しかしながら、
販路開拓に必要な知識や経験の不足から、そのマーケッ
トは地域内にとどまっており、新たな客層の拡大には繋
がっていませんでした。
　海外への販路開拓を検討したきっかけは、和食ブーム
が到来し、日本の食材が海外でも高い評価を受けるよう
になってきたことや、地元事業者のうち数社が海外展開
を検討していたことなどから、絶好の時機と考えたから
でした。
　特に日本酒は、海外進出している蔵元が比較的少ない
ため、いち早く海外展開することが、販路を広げるうえで
効果があると考えました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後は、新たな事業者の出展につながるよう、これまでの実績や出展事業者の体験談（成功談）により、広く国
内外での販路開拓の意義をPRしていきます。
　また、将来的には、事業者自ら販路開拓をすすめていただくため、商談等に関するノウハウを蓄積していきた
いと考えています。

今後の取組み

国外の商談会及び物産展出展に挑戦しました。

❶商談会、物産展のリサーチ

　国の支援機関や、海外展開している事業者から、「食」
に関する商談会、物産展について情報収集しました。
　県の東アジア進出と相まって、「Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ香港」
が候補に上がり、食品の大半を輸入し、和食文化が定
着した香港をターゲットにすることに決めました。

❷事業者の情報収集

　まずは、海外の販路開拓に意欲的な事業者を探すた
め、地域内の事業者を訪問し、情報収集を行いました。
　有力な事業者のリストを作成し、事業者のもとに足を
運んで、事業の意義、事業内容、協議会からの支援のあ
り方等について説明するとともに、事業者の現状、海外
取引の有無や今後の事業展開の予定などを伺いまし
た。

❸出展事業者を訪問

　海外取引に意欲のある亀萬酒造については、海外展
開したい商品（日本酒）の魅力や現在の営業活動など
について更に詳しく情報を収集し、生産現場の酒蔵を
見学させていただくなどにより、情報を共有しました。

❹出展準備

　出展に向けて、商品のPRポイント（商品の質だけで
はなくバックグラウンドなど）、パンフレットなどの準備、
ブース内の陳列イメージ等を検討しました。
　また、香港のマーケットの現状や食文化の違いなど
を、国の支援機関と連携して出展予定者にアドバイス
しました。

❺出展・商談

　亀萬酒造の場合は、「Ｆｏｏｄ Ｅｘｐｏ香港」で、香港在
住の日本人の方を通訳に立てて、日本酒を売り込みま
した。日本酒の種類や飲み方、食べ物に合わせた提案
など、試飲していただきながら商談を進めました。
　特に、ローカルブランドで魅力的な日本酒は、日本食
レストランやＢＡＲなどからの引き合いが強く、有望な取
引相手と思われる相手とは、夕食を兼ねて営業
するなど商談を重ねました。

❻フォローアップ

　帰国後、サンプルの提供依頼があった
飲食店への対応や、名刺交換や商談を
重ねた方々へお礼状を送付しました。

❼契約成立

　これらの活動により、香港での取引を仲介する輸出
業者も決定し、香港の飲食店と取引を開始することが
できました。
　

海外での取引が決まった事業者　2社

協議会の取組み

　日本最南端の酒蔵として有名な亀萬酒造。平
成24年に協議会の呼びかけに応じ、香港で開催
されていた食の祭典「Food Expo香港」に初出
展しました。展示会では「言葉の壁を心配してい
たのですが、通訳の方が優秀だったので、杞憂に終わりました。特に、出展前日の酒価格の市場調査や、出展後、商談を行った企業への
訪問では、適切な通訳をしてもらい大変助かりました」とのこと。
　しかし、展示会後、本格的に香港への輸出を準備する中で、信頼できる輸出仲介業者を見つけることができず、小規模ながら輸出が
軌道に乗るまでに２年の歳月を要したそうです。「海外への販路開拓は、ゼロからのスタートで苦労もあったが、よい経験になった｣と代
表社員の竹田珠一さんは笑顔で語ります。
　南国という地理的条件が生みだすこってりした酒の味を大事にしながら、関東や海外でも受け入れられる商品の開発にいそしむ杜
氏で四代目の竹田瑠典さん。「原材料となる酒米も、すべて水俣・芦北産にするのが夢で、将来は地元の耕作放棄地を開墾して酒米を
作りたい｣と、目を輝かせています。

亀萬酒造代表社員　竹田 珠一さん(右）

亀萬酒造杜氏　竹田 瑠典さん(左）

海外でゼロからの
スタートは貴重な経験に

香港への販路開拓
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協議会の取組み

トップランナー紹介

　オーガニック食材のセレクトショップ「もじょか堂」を経営する
傍ら、アボカドを栽培している農園にも足しげく通う澤井さん。
　５年前、建設業からの農業参入に名乗りをあげ、視察や検討
を重ねた結果、アボカドが水俣の気候や風土に合うことや、他
の農作物と競合しないという理由から、アボカドの栽培にチャ
レンジすることにしたそうです。
　早採りの海外産に比べ、国産なら樹上完熟が可能になるた
め、よりクリーミーになるというアボカド。また栄養価も高く、か
つ無肥料無農薬栽培のため、安全性も高いので、「国産アボカ
ドの需要の見込みは必ずある」と澤井さん。自然相手の農業だ
けに、課題も多くありますが、月１回の技術指導を受けたり、苗
木生産にも新たに着手するなど、意欲的に取り組み、アボカド
の安定的な収穫と産地化を目指しています。

もじょか堂代表　澤井 健太郎さん

　当地域の農業は、増え続ける耕
作放棄地対策や、年々減少してい
る担い手の確保が課題となってい
ます。
　一方、建設業においては、建設
投資の規模が大きく縮小する中
で、地域雇用の受け皿として大き
な役割を果たしている業界全体の
雇用維持が課題となっていました。
 そのような状況を踏まえ、農業と
建設業が連携した産業振興と雇用
確保の取組みを地域全体で進める
こととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後は、平成30年を目途にアボカドの安定生産と苗木生産システムを構築したいと考えています。そのため、
新たに熱帯果樹専門家等とのアドバイザー契約を締結、更には国内外の先進例の調査・研究を進め、柑橘に続く
アボカドの産地化を目指します。
　また、もじょか堂が実施する観光農園プロジェクトと他のツーリズム関連事業を連携させることで、当地域への
流入人口の増加による地域活性化にも取り組みます。
　将来的には、飼料及び肥料の製造・販売事業や飲食店経営事業等を展開し、地域雇用の確保等による地域経
済の活性化を目指します。

今後の取組み

農業と建設業の連携による産業振興と雇用確保の取組み「水俣・芦北」モデルを構築しました。

国産無農薬のアボカドで
農業参入

❶建設業にリサーチ（H23.8）

　農業参入に意欲はあるか、協会に加盟する４９の事
業者にアンケートを実施しました。

❷農業参入検討部会設立を提案（H23.8）

　「水俣・芦北モデル」として農業と建設業の連携を進
めるため、建設業協会芦北支部の中に「農業参入検討
部会（以下「検討部会」）」設立を提案しました。

❸農業参入計画の策定（H24.3）

　協議会では、検討部会と協働して、各地域での先進
例の調査を実施するとともに、どのような体制で何を
栽培するのかなど、農業参入への道筋をたてるための

「農業参入計画」を策定しました。

❹農業参入実証部会の設立（H24.4）

　建設業者３者で農業参入実証部会（以下「実証部
会」）を設立し、国産無農薬アボ
カドの露地栽培に取り
組むこととしました。

❺ ア ボ カド 苗 木 購 入 支 援
（H24.4）

　いよいよ実証栽培に着手。協議会がアボカドの苗木
購入を支援しました。初回は80本購入。その後は当地
で苗木生産できるよう栽培管理しています。

❻技術の習得（H24.4～）

　栽培技術の習得のため、定期的に講師の指導が受
けられるよう、協議会と専門講師とで栽培技術指導に
関するアドバイザー派遣契約を結びました。

❼共同法人設立（H26.10）

　農業参入をより強力に推進するため、実証部会３社
出資による共同法人（株式会社もじょか堂）の設立を支
援し、生産と販売両面の環境整備を行いました。

❽地域貢献型農業参入モデルの確立　　
　（H26.10～）

　もじょか堂では、アボカド栽培をより効果的に進める
ため、無加温ハウスを整備するとともに、農産物の店舗
販売拠点を整備しました。現在では、0.4haの農地でア
ボカドを栽培しています。

農建連携
「水俣・芦北」モデルの推進
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トップランナー紹介

協議会の取組み

　柑橘類をはじめとした当地域の農作物は、品質が良
く、その多くが首都圏などに出荷されています。大量に
農作物を栽培する中では、出荷規格に合わず、販売でき
ないものが出てくることが、生産者の収入が安定しない
要因の一つとして、大きな課題となっていました。
　そのことから、当地域の農林水産物や未利用資源を
使った農商工連携や６次産業化などにより、新しい加工
品の開発支援を行い、生産者や加工事業者の所得向上
を図っていくこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後は、これまでに開発した商品の販路開拓のため、展示商談会への出展や個別の営業活動を支援します。
　また、新たな商品開発を支援するため、引き続き地域資源の掘り起こしを行い、農商工連携を推進しながら地
域の名産品・特産品を増やしていきます。
　既存の商品については、包装、内容量を見直し、消費者に選ばれる商品にリニューアルさせていきます。

今後の取組み

地域内の農林水産物を活用した新商品を開発しました。

❶実施事業者の募集

　新商品開発を実施したい事業者を広く公募しまし
た。また、日々の活動の中で新商品開発を実施したいと
の情報を得ていた事業者に対し、募集情報の提供を行
いました。

❷支援する事業者を決定

　事業者から申請があった商品開発の提案内容を、将
来性や採算性などといった視点で審査し、36件の事業
について支援することとしました。

❸商品開発に係る支援

　必要に応じ、熊本県産業技術センターなどの開発支
援機関の専門的な知識や技術、また、類似商品の特徴
や連携先となる加工事業者などの情報を調査し、事業
者へ提供しました。

❹フォローアップ

　実際に完成した商品のＰＲ、商談会出展、販路開拓の
支援を行いました。

開発した商品例
【H23】
・デコポン果汁及び夏みかんの皮を利用したスウィー
ツの新商品

【H24】
・芦北伽哩街道オリジナル・レトルトカレーの新商品
・水俣・芦北地域のソバ粉を使用した新商品
・アカモク（海藻）を活用した新商品
【H25】
・温泉塩を活用した新商品
・柑橘類を活用した冷凍・ストレートジュースの新商品
・Minamata Doggy Bagの開発
【H26】
・ハーブの香りを楽しむお茶の新商品
・地域の柑橘を使用した“飲むゼリー”の新商品
・無農薬ハーブによる抗菌製品の新商品
・地域のオーガニック食材等を使用したキャンディの新

商品
・春撒きそばを活用した持ち帰り新商品
・日本蜜蜂から得られた蜂蜜を活用した新商品
【H27】
・酒粕（協会9号酵母）を使った魚介類等の新商品
・芦北の塩を使ったハム・ソーセージの新商品
・柑橘オイルを活用したMINAMATA石けんの新商品
・太秋柿を活用した新商品
・和紅茶のパッケージリニューアル

　水俣という地であるからこそ、安全性にこだわったものづく
りをし、安心・安全な柑橘を全国へ販売している「エコネットみ
なまた」。
　みかんについては、無農薬であるがゆえに、害虫被害で出荷
規格外になるものが多く、そうしたものが二束三文で売られて
いる現状を変えたいとの思いから、大澤さんは、規格外のみか
んを使った「足さない、引かない、贅沢しぼり」がコンセプトの果
汁100％のジュースを開発しました。
　開発後２年間は皮の苦みを抑える特殊な搾汁機を持つ佐賀
県の農家に搾汁を委託していましたが、同じ機械をこのほど購
入。念願の自社工場が昨年完成し、試行錯誤を重ねながら、こ
の冬収穫したみかんから商品化を開始したとのこと。
　「みかんジュースはどこにでもある商品なので、どう差別化
をしていくかが今後の課題」と大澤さん。JAS規格の取得や
オーガニック市場への参入、販路拡大など、安定収入を目指し
た挑戦がこれから始まります。

エコネットみなまた　大澤 菜穂子さん

規格外のみかんを
ジュースに加工

新商品開発
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トップランナー紹介

協議会の取組み
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汁100％のジュースを開発しました。
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トップランナー紹介

協議会の取組み

　水俣・芦北地域は、実は80年以上の歴史を持つお茶の産地。
　芦北町の「告（つげ）」地区でお茶栽培、販売を行っている梶
原さんは、良質の『釜炒り茶』にこだわり、お客様に安心して飲
んでいただけるよう、一切の農薬を使用せず、堆肥、米ぬか、油
粕などの有機質肥料を施した、環境に優しい農法に取り組ん
でいます。
　また、数年前から品質向上のための試行錯誤を重ね、和紅茶
の商品化にこぎつけました。外国産紅茶と違って紅茶の渋みが
少なくフルーティな香りが特徴の和紅茶は、近年ファンも徐々
に増え、需要も高まってきているのだとか。
　梶原さんは、「これまでの伝統を守りつつ、新しいものに挑戦
しながらお客様に喜んでいただけるお茶、和紅茶などをお届け
したい」と、意欲的にお茶栽培に取り組んでいます。

お茶のカジハラ代表　梶原  敏弘さん

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　平成29年度「全国地紅茶サミット」開催を招致しており、全国に広く紅茶の産地としてアピールしていきたいと考
えています。
　地元においても水俣産紅茶をＰＲするプレイベントを開催し、地元の名産品としての認識を定着させ、地元の
方々が他の地域の方々に、進んでＰＲするよう機運を高めていきたいと考えています。

今後の取組み

紅茶の販売を通じて、紅茶並びに茶の産地としての知名度の向上を図りました。

地域の特色を生かした
和紅茶でアピール

❶生産者との話し合い

　地域でお茶を作る生産者は数多くいましたが、和紅
茶を作る生産者は４名でした。まずは、地域を和紅茶で
産地化するために話し合い、情報を交換するとともに、
活動の方向性を確認しました。
　この４名の生産者は、それぞれに個性があり、このた
め作られる和紅茶にもそれぞれ異なる特徴があり、偶
然にもおもしろいバランスの集まりとなりました。

❷アドバイザーによる紅茶講座

　地域の和紅茶生産者が、日本各地の和紅茶の特徴や
食材との合わせ方などの知識を得るため、和紅茶の専門
家（アドバイザー）による紅茶の勉強会を開催しました。
　これによって、競合商品の品質や味の違い、また、自
社製品の特長等を把握することができました。

❸製造技術の向上

　更なる品質の向上を図るため、アドバイザーの案内
で、静岡市に住む日本の和紅茶生産の第一人者を訪
ね、視察研修を実施しました。
　これにより、生産者が独自に構築した理論と技術の
裏付けを得るとともに、より上質な和紅茶を生産する
ための知識を習得しました。

❹商談会・販売会への出展

　商談会・販売会に出展し、試飲販売を行い、品質の良
さ、味の良さを十分にＰＲしました。
　和紅茶生産者４者での展示商談会等への出展は珍
しく、競合となる可能性がありつつも、それぞれの商品
の個性と売りを出すことで、バイヤーや消費者の目を
引き、商品ラインナップの多さに選べる楽しさも加わ
り、地域の産地化をＰＲするよい機会となりました。

❺「全国地紅茶サミット」への出展

　全国の国産紅茶の生産者が一同に介し、ＰＲする「全
国地紅茶サミット」に出展し、紅茶の産地としてＰＲする
とともに、他の産地との情報交換などを行いました。

　当地域、特に水俣市では、以前から茶の生産が盛んで、「みなま
た茶」のブランドで緑茶が販売されています。
　しかしながら、近年、お茶の消費が減少していることなどから販
売量が減少。知名度で八女茶や知覧茶など、九州内の有名茶所な
どに押され、販路の開拓も厳しい状況にあります。
　このような状況の中、県内で生産される和紅茶の約７割にあたる
8,500tが当地域で生産されている点に着目し、紅茶の産地として
全国に発信することとしました。

和紅茶の振興
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トップランナー紹介

協議会の取組み

　太刀魚やアジ、アシアカエビなどが獲れる豊かな海であった
不知火海も、年々、漁獲量や漁業者の所得も減少するなど、厳
しい状況が続いています。
　このような中、芦北町漁協では、協議会からマガキ養殖の提
案を受け、安定的収入源としての期待から、このことに取り組む
こととしたそうです。しかし、「養殖が成功してマガキが収穫でき
るようになるのか、売り先はどうするのかという不安もありまし
た」と八里さん。「今年でマガキの養殖も３年目を迎えますが、夏
場の高水温や潮流の影響によりマガキが十分に成長しないな
ど、様々な困難がありました。しかし、最近では、収穫量が増えて
きており、産地化実現への手ごたえを感じています」とのこと。
　「漁協が運営するカキ小屋で、お客様から美味しいという声
をいただいたときは、やってよかったと思います」と笑顔で語る
八里さん。
　マガキを地域の新しい特産品とできることを目指し、積極的
に取り組んでいます。

芦北町漁業協同組合  組合長　 八里 政夫さん

　当地域では、魚食文化離れや漁獲量の減少などにより、漁業が衰退し、漁業者の収入も減少の一途にあります。
　このことから、漁業者の安定した収入確保のため、既に他地域において養殖の実績があり、安定生産・供給が見込まれるマガキの養
殖に取り組むこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後は、平成27年度に着手した海洋環境調査を、さらに2年間継続して実施し、不知火海の経年の海洋デー
タを収集します。そのうえで、このデータに基づき、マガキの養殖に適した地先の選定を行います。
　並行して、これまで、試験養殖を重ねて蓄積している養殖の技術を水俣・芦北モデルとして確立することによ
り、生産効率の高い養殖技術の定着を図ります。
　また、販売についてはカキ小屋での販売を中心にしながら、飲食店への卸や加工品を含めて、販路の拡大を
図っていきます。

今後の取組み

マガキの養殖、カキ小屋の運営にチャレンジしました。

産地化を目指す
マガキの養殖

❶事業着手の検討

　マガキの養殖は、地域で始めての事業であったため、
漁協、市役所、役場及び県の専門機関と打合せや会議
を行い、事業の目的やスケジュール、支援内容等につい
て検討しました。

❷マガキの種貝の入手

　カキの産地である宮城県及び広島県の２地域からマ
ガキの種を入手するため、漁協や養殖業者に連絡を行
い、必要となる種貝の入手先を確保しました。
　当地域はこれまで宮城県と広島県の業者とは取引
がなかったため、なかなか取引に応じてくれる業者が
見つからない中、種貝を分けてくれる業者と巡り合った
ことが事業の始まりとなりました。

❸試験養殖の委託

　まずは、水俣市及び芦北町の漁業協同組合に委託
し、小規模のマガキの試験養殖を開始しました。水温や
塩分等の海水データ、マガキの成長のデータを記録し
て養殖技術の確立に活用しました。
　当地は、夏場の水温が３０度を超える日が多く、マガ
キの生存環境にはかなり厳しい状況で、当初、マガキの
収穫量は安定しませんでした。

❹試験養殖の継続

　安定したマガキの生産を行うため、試験養殖を継続
してトライアル＆エラーを繰り返しました。
　併せて、クロロフィルや栄養塩といった海洋環境の
データを調査することにより、カキの成長によい環境を
確認し、養殖方法等を検討することで、収穫量の増加
及び品質の向上を図りました。

❺品質・衛生管理

　マガキの販売は、身入りの確
認、食中毒の防止が不可欠で、
これらには適切な対応が必
要になります。
　このため、出荷・衛生基
準、出荷するカキのサイズ、
重量の目安を定めて、貝毒
の検査、滅菌海水による消毒
対応により美味しくて安全な
マガキの提供を心がけています。

❻カキ小屋の運営

　マガキの販売方法として、漁業者が運営するカキ小
屋を開設しました。
　集客、客単価、売れ筋などの情報を把握するマーケ
ティングを実施しました。

カキ推定収量（平成27年度）　　６t

マガキ養殖支援

12



トップランナー紹介
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芦北町漁業協同組合  組合長　 八里 政夫さん
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　集客、客単価、売れ筋などの情報を把握するマーケ
ティングを実施しました。
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トップランナー紹介

協議会の取組み

水俣市漁業協同組合組合長　前田　和昭さん(左）
漁師市代表　田村　辰紀男さん(右）

　当地域の水産業は、水俣病の発生以降、魚介類の
販売が激減し、漁業者の多くが廃業に追い込まれる
など、衰退の一途を辿ってきました。
　また近年、漁獲量の減少や後継者問題など、漁業
者を取り巻く状況が更に悪化し、水俣市の漁業は今
後の存続が危惧される状況でした。
　そのような中、再び水産業を盛り上げ、漁業者の所
得向上を図るため、協議会では、漁協、漁業者、水俣
市と連携し、漁業者が直接消費者に販売する朝市開
催を企画し、支援することとしました。

取組みの背景（課題）

取組みの内容

　水俣漁師市も初めての開催から1年が経過し、地元を始め、近隣地域まで知られるようになり、多くの人が来
場するイベントに成長しました。しかし、まだ月１回のイベントのため、漁業者の十分な所得増にはつながってお
らず、冬場や荒天時には水揚げが少ないなど、運営面の課題も浮き彫りになりました。
　そこで、今後は直売施設を整備し、活魚及び鮮魚のみでなく、切り身や刺身の販売のほか、漁師市で売れ残っ
た魚やそれ以外の日に水揚げされた魚や海藻などを加工する施設を整備し、加工品の充実も図り、新たな客層
の開拓につなげていきたいと考えています。

今後の取組み

地元で漁師が自分の獲った魚を直接消費者に販売する市場を開催しました。

漁師自らが販売する
漁師市

❶漁業者への呼びかけ、責任者の選出　

　水俣市漁業協同組合に加入するすべての漁業者に
参加の呼びかけを行いました。漁業者主体の朝市とす
るため、参加漁業者の中から責任者を選出しました。
　売る魚はどうするのか、集客はあるのか、魚は売れる
のかなど、課題は山積でしたが、まずはやってみようと、
準備を進めました。

❷開催内容等の検討

　多くの漁業者が出荷、またスタッフとして参加できる
よう、休漁日である第２土曜日に開催することとして、
「市場に出荷するより高く、魚屋より安く」を合言葉に、
漁業者も儲かり、客も喜ぶ価格に設定しました。
　出荷者のほか、漁協において漁港ごとに配置してい
る世話人を前日準備と当日の運営スタッフとして配置
しました。

❸漁師市の開催

　水俣漁師市の開催にあたって、水俣市を中心に地元
の方々に地元の魚を食べてほしいということで、地元
紙へ漁師市開催の折り込み広告を出しました。このほ
か、市の広報紙、ＳＮＳによる情報発信により開催告知

を行いました。
　開催日当日は、魚が揚がるのか、お客様が来るのか、
不安もありましたが、開催３０分前には約５０人の行列
ができるほどの盛況ぶりでした。
　新鮮な地元産の魚を喜ぶお客様と、誇らしげに自分
の魚について語る漁業者の笑顔であふれる漁師市と
なりました。

❹仕入れ・売上管理

　漁業者毎に出荷した魚の種類、量を管理し、売上を
漁協に報告後、各漁業者に分配しました。

❺企画の充実

　鯛やアジの浜焼き、カキ小屋など、食べて
楽しんでもらえるイートインの導入
を行いました。また、荒天によっ
ては魚の仕入れが困難な日
があるため、しらす、海
藻、干物などの加工品の
販売も行っています。

来場者数（平成27年）　約3,500人

水俣漁師市の開催

　水俣漁師市は、「水俣市の漁師が、お客さんと
直接会話をしながら、自ら獲ったものを販売する
機会を設けたい」ということでスタート。毎月第
２土曜日に水俣市の丸島新港で開催され、昨年
12月に１周年を迎えるなど、すっかり地元に定着
したイベントとなりました。
　また、スーパーで買うよりも旬の魚介類が安く手に入り、魚のさばき方や美味しい食べ方のアドバイスなど、漁師ならではの会話も
魅力で、毎回多くのお客さんで賑わっています。
　しかし、「自然が相手のことなので、漁に出られず、品薄の時もあり、そんな時が一番困る」という漁師市代表の田村さん。「漁師市の
魚を目的にわざわざ遠方から訪ねてくるお客さんもいるので、急遽、加工品を多めに並べたりと対応に追われる」のだとか。
　そのような状況を踏まえ、漁協組合長の前田さんは、「漁協で加工品が作れるように環境を整えていきたい」と今後の抱負を語ってく
れました。
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トップランナー紹介

協議会の取組み

ＮＰＯ法人赤松館保存会の皆さん
                         

　当地域は「あしきた観光うたせ船」「湯の児太
刀魚釣り」などに代表される不知火海を活用した
海のアクティビティや、「湯の児温泉」「湯の鶴温
泉」などの温泉郷、「赤松館」「徳富蘇峰・蘆花生
家」などに代表される歴史ある建物など、豊富な
観光資源を有しています。
　しかし、情報発信の不足などにより、十分にそ
の魅力を伝えられていない状況です。
　そこで、観光資源の発掘・磨き上げを行うととも
に、魅力的な旅行商品の開発と旅行会社への営
業等により観光振興を図っていくこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後は、平成30年を目途に、学習塾向けの体験学習プランを複数の旅行会社に商品として取り扱ってもらえる
よう営業を強化していきます。
　このほか、「食」「健康」をテーマに、環境に配慮した地元食材や豊かな自然環境等を活用したヘルスツーリズムな
どの旅行商品造成、台湾（高雄）と熊本空港との定期就航便を利用した訪日外国人向けのモニターツアー等につい
ても検討していきます。
　また、当地域の魅力ある観光資源の認知度が高まるよう、情報誌掲載やメディア活用など積極的に情報発信を
行っていきます。

今後の取組み

 地域の観光資源を磨き上げ、旅行商品を造成しました。

食の歴史と建物の魅力
をアピール

日本の料理研究家の草分け・江上トミさんの生家である熊本県
芦北町の赤松館（せきしょうかん）にて、トミさんレシピのカレー
ライスをいただく。バターの甘くまろやかな香りにフライドオニオ
ンがトッピングされた純和風ハイカラな味わい、そしてすべて館
の周りで穫れた食材の漬物との食べ合わせが素晴らしい！
国登録有形文化財。江戸時代後期より代々庄屋を務めた大地主
の邸宅で、主屋は座敷部を中心に居間、台所、釜屋等の各部から
なり、座敷部、居間部の各室は、銘木を用いた巧緻な意匠にな
り、高い水準の大工技術を示しています。料理研究家故江上トミ
の生家。
昭和初期、先代当主藤崎彌熊の英国留学に同行した妻ツネが、
英国で仕入れたと思われるカレーレシピを元に 作りました。 
ちょっと辛いですけど、美味しいです。 赤松館来館の際は、是
非、ご賞味ください。
材料は地元産がメイン
　　　横居木産お米、木本家生産レタス
　　　そして、らっきょ。たまに、玉ねぎも...
　　　カレー料理人兼ご主人様は
　　　　大量の玉ねぎや人参を炒めすぎて
　　　　　　　　腕がたくましなったワン

❶観光資源の情報収集

　旅行商品の造成に向けて、まずは地域内の観光資源
を探すことから始めました。
　行政機関や観光協会で情報収集し、食、体験、景色な
どの特色別で分類したり、利用料金、収容人数、駐車
場、トイレの有無等の情報を整理して一覧にしました。

❷情報の確認

　実際に、観光資源の管理者等を訪ねて、集客の状況
や利用にあたっての注意などについて、直接話を伺い
ました。
　現地の確認は、地域の観光資源を知ることと併せて、
関係者とのネットワーク形成という最も重要な資源を
築くきっかけともなりました。

❸旅行会社への営業活動及び情報提供

　旅行商品造成に向けて、観光地の興味・関心を引くＰ
Ｒポイント（観光地の紹介だけではなく地元人情報な
ど）、近隣観光地の紹介、ここでしか食べることのでき
ない「食」などを旅行会社と情報誌出版社へ情報提供
しました。

❹旅行代理店と連携した体験型旅行商品の
造成

•　国登録有形文化財である赤松館は、明治時代の伝
統文化の薫りを今に引き継ぐ魅力的な施設ですが、
観光資源としてはあまり知られていませんでした。
　そこで、県外の人にもその魅力を知ってもらおう
と、アクティブシニア向けの旅行商品を造成し、営業
を行いました。
　赤松館や、徳富蘇峰・蘆花生家を巡り、郷土料理を
味わう｢明治文化と食を楽しむ企画｣が好評を博し、
複数の旅行代理店がバスツアーを企画。多くの旅行
客が訪れるようになりました。

•　また、営業活動を行う中で、「体験」「食」「伝統文
化」といったキーワードで、学習塾の小中学生をター
ゲットに体験型の旅行商品を造成しないか、という提
案が大手旅行社からありました。

　　そこで、リストアップした観光資源の中から、うたせ
漁師体験、川遊び、そば打ちなどを紹介し、現地視察
を重ね、学習塾向けの２泊３日のプランを造成して、
売込みをかけました。
　このプランでは、隣接する球磨地域の球泉洞や、
ラフティング、天草地域の御所浦の化石発掘なども
メニューに取り入れ、広域で商品化することで、より
魅力的なものになりました。この体験学習プランは、
平成25年から主に福岡に本拠がある学習塾を対象
に実施しています。

旅行商品の造成

　ＮＰＯ法人赤松館保存会は、昭和期の料理研
究家、故江上トミさんの生家でもある藤崎家住宅

「赤松館（国登録有形文化財）」を保存・公開する
ことで、一般の方に、地域文化の継承と学びの場
を提供する活動を行っています。
　赤松館は、江戸時代後期より代々庄屋を勤め
た大地主の住宅で、建築は明治２６年(１８９３)。各
部屋は銘木を用いた巧緻な意匠を凝らし、高い水準の大工技術が伺われる近代和風建築です。
　また、赤松館は１００年カレー（１００年ほど前のレシピをもとに復刻したカレー）が名物で、まろやかで優しい１００年カレーと現代風の
スパイシーなカレーの食べ比べも魅力的。「様々な魅力を持つ赤松館を地域内外の多くの方々に知っていただき、実際に悠久の時を感
じていただきたい」と保存会の木本さん（上の写真前列左から２人目）。保存会の皆さんは、今日もイベントの開催や情報発信に取り組
んでいます。

赤松館 母屋１階座敷赤松館 母屋１階座敷赤松館 母屋１階座敷

学習塾向けの体験学習プラン（うたせ漁師体験）学習塾向けの体験学習プラン（うたせ漁師体験）学習塾向けの体験学習プラン（うたせ漁師体験）
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協議会の取組み

トップランナー紹介

水俣中央商店街代表　笹原 和明さん(右）
みなまる弁当代表　永里 寿敏さん(左）

　水俣市の中央商店街は、人口減少、近隣市の大型商業施設や
ロードサイドショップの進出、ネットショッピングの普及などにより
顧客離れが進み、収益も減少していました。
　このことから、商店街ではイベントやお祭り、商品券の発行等に
より顧客の獲得に努めており、更に、各店舗が地域の資源を活か
した新しい商品を開発して売り出すというユニークな取組みも始
めました。
　協議会ではそうした取組みに加えて、店主の顔が見える親しみ
やすい店舗を作るための取組みを支援することとしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　地域内の安全な旬食材を使った弁当屋を起業した商店街の取組みは、商店街と生産者、加工業者、サービス業
の連携によって創出された新たなビジネスであり、これまで培ってきた信頼とネットワークによるものです。
　この信頼とネットワークを活かし、今後は、買い物弱者対策や中山間地等への商品の配送サービスなど、地域
コミュニティを支える商店街の活動を広げていきます。

今後の取組み

商店街活動を継続するために、各個店の強みを活かす活動を支援しました。

食をひとつの柱に
商店街を活性化

❶商品開発による販路拡大

　店の看板となるような魅力的な商品を増やすことが、
個店の収入増加と集客力UPを図ることにつながり、ひ
いては、商店街が活気づくという考え方をコンセプト
に、地域資源を活用した新しい商品開発を行いました。
　具体的には、商店街が、水俣の和紅茶を売り込むた
めの新商品の開発やパッケージのリニューアルを行
い、販路を開拓するなどの取組みを行いました。

❷まちゼミの開催

　商店街の個店が持つ専門知識や技術、伝統といった
強みを活用したセミナーを店先で開催して、商品の販
売につなげるとともにファンの獲得を図りました。
　具体的には、２０店舗程度の店が、それぞれの専門分
野でセミナーを開催しました。例えば、靴屋による簡単
くつのお手入れ術、スウィーツ店によるお菓子のデコ
レートセミナー、薬局によるお肌のお手入れ教室などで
す。
　専門知識や技術を活かしたセミナーは、ユーザーと
店主との顔つなぎの機会となるとともに、来店の動機
や商品購入のきっかけとなりました。

❸商店街での販売協力

　商店街内の他店の強みや商品の魅力を知ることで、
自店商品の営業・販売を行う際に、自然と他店の商品
を紹介するなどの連携が生まれ、商店街全体の販売力
向上につながりました。

❹商店街加入店舗の増加

　これらの活動を重ねることで、商店街のコミュニティ機
能が強化されました。また、地域外の店舗との連携も生ま
れ、さらには、商店街加入店舗の増加につながりました。

❺業務の拡大

　様々な業種が商店街に参入し､ネットワークを広げる
ことで、個店同士の連携が生まれ、「みなまる弁当」が創
業しました。
　「みなまる弁当」は、水俣食材にこだわり地産地消を
コンセプトに安全で体にやさしいお弁当を提供する店
で、雇用の創出と商店街を核とした取引による地域内
の経済的な好循環を生んでいます。

商店街の活動支援

　中央商店街の一角にある、まるでカフェのよう
なおしゃれな雰囲気のお弁当屋さん「みなまる弁
当」。ここの代表であり商店街の薬局の取締役で
もある永里さんによると、このお弁当は、素材か
ら作り方まで【手づくり】を大切にした、いわば「お
母さんが作るみなまたの日替わり弁当」で、中央商店街の活性化を目的に、商店街代表の笹原さんらとともに活動する中で誕生したそ
うです。
　笹原さんは、個々の商店が売り上げを伸ばすことで商店街が活気づくという考えのもと、個々の店舗の魅力や強みをいかした商品
開発を永里さんらとともに手掛けてきており、これまでにサイダーや石けん、焼酎などを誕生させました。お二人は、「今後も食をひとつ
の柱にして、商店街と一次産業、加工業者をつなぎ、地域を活気づけたい」と話しています。
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　様々な業種が商店街に参入し､ネットワークを広げる
ことで、個店同士の連携が生まれ、「みなまる弁当」が創
業しました。
　「みなまる弁当」は、水俣食材にこだわり地産地消を
コンセプトに安全で体にやさしいお弁当を提供する店
で、雇用の創出と商店街を核とした取引による地域内
の経済的な好循環を生んでいます。

商店街の活動支援

　中央商店街の一角にある、まるでカフェのよう
なおしゃれな雰囲気のお弁当屋さん「みなまる弁
当」。ここの代表であり商店街の薬局の取締役で
もある永里さんによると、このお弁当は、素材か
ら作り方まで【手づくり】を大切にした、いわば「お
母さんが作るみなまたの日替わり弁当」で、中央商店街の活性化を目的に、商店街代表の笹原さんらとともに活動する中で誕生したそ
うです。
　笹原さんは、個々の商店が売り上げを伸ばすことで商店街が活気づくという考えのもと、個々の店舗の魅力や強みをいかした商品
開発を永里さんらとともに手掛けてきており、これまでにサイダーや石けん、焼酎などを誕生させました。お二人は、「今後も食をひとつ
の柱にして、商店街と一次産業、加工業者をつなぎ、地域を活気づけたい」と話しています。

みなまる弁当のスタッフみなまる弁当のスタッフみなまる弁当のスタッフ栗の焼酎「のさり」栗の焼酎「のさり」栗の焼酎「のさり」頭石サイダー頭石サイダー頭石サイダー 19



協議会の取組み

　協議会は、元々は厚生労働省のパッケージ事業を活用し、地域において新た
な雇用を創出するために設立されたものです。
　雇用創出にあたっては、まず、求職者には、企業の即戦力となるスキルを身に
付けていただく必要があると考え、農業、商業、工業、観光、医療・福祉などの分野
で役立つ技能を身につけるための講習会やセミナーを実施することとしました。
　同時に、事業者についても、経営体力を強化していただく必要があると考
え、事業者向けセミナーを行うこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後も引き続き、業務の拡大や業務効率の向上に繋がる事業者向けのセミナーや地域求職者のスキルアップを図るセミナー
の開催などをハローワーク等と連携して取り組みます。
　高校生の就職支援についても、就職模擬面接会や、管内市町等との連携による地域企業の説明会の開催等により、地元就職
率の向上を目指します。
　また、医療福祉系の資格を持ちながら、仕事を離れている方の再就業に向けた支援のあり方を検討していきます。

今後の取組み

スキルアップに繋がる研修・セミナーを開催しました｡

❶研修の企画

　地域内の企業、事業所を訪問して、今後の業務展開、現
状での課題や隘路を把握し、ハローワークなどと連携し
て、研修メニュー等を検討しました。

❷研修の開催準備

　研修内容に沿った講師の選定、開催日程の調整、開催の
告知・PR、募集受付、参加基準の確認など、研修を開催す
るための準備を行いました。

❸研修の開催

（求職者向け）
　ホームヘルパーの養
成、商業簿記、工業系の
技術の資格取得をはじめ、
就職にあたって有益と思われ
る研修を開催しました。

（事業者向け）
　労務管理、パッケージデザイン、販売力強化など多岐の
分野で、事業者の業務拡大、業務効率向上に繋がる研修を
開催しました。

（就職促進） 
　地域内の企業による事業説明会の開催や求職情報の発
信など、就職に繋がる情報提供を行いました。

❹就職支援(フォローアップ)

　研修受講者の就職相談や、求人・企業情報の収集、提供な
どを行って、地域求職者のフォローアップを行いました。

厚生労働省　地域雇用創造推進事業（パッケージ事業）計画掲載研修一覧　（受託期間：平成２３年度～平成２５年度）
平成23年度

19

20

21

22

23

24

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

農作業受託法人など

求職者など

求職者など

農林水産・飲食業者など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

食品加工業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

営業社員など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

農業用ヘリの操作、技術習得研修

小売店舗等の創業、起業化支援のための研修

小売店舗等の従業員育成のための接遇などの研修

地域食材を使った新商品開発など、農林水産業との連携
による新事業展開を図る人材育成のセミナー
本地域の特産品等について、商品者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー

温泉塩関連商品のパッケージデザインに関する研修

試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

既存事業の売り上げ拡大を目的とした、営業社員の人材
育成セミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業
水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修
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９
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14

15

16

17
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No 研　修　名 概　　　要 受講者

ヘリオペレーター研修

直売所マネージャー研修

直売所従業員研修

農商工連携セミナー

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

温泉塩製造・販売技術研修

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営革新セミナー

企業経理・経営分析力向上セミナー

高度溶接セミナー高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

労務管理セミナー

ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

技能後継者
育成セミナー

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー

（学科・実技）

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

ソーラー取付技術研修

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

地域人材の育成

20



協議会の取組み

　協議会は、元々は厚生労働省のパッケージ事業を活用し、地域において新た
な雇用を創出するために設立されたものです。
　雇用創出にあたっては、まず、求職者には、企業の即戦力となるスキルを身に
付けていただく必要があると考え、農業、商業、工業、観光、医療・福祉などの分野
で役立つ技能を身につけるための講習会やセミナーを実施することとしました。
　同時に、事業者についても、経営体力を強化していただく必要があると考
え、事業者向けセミナーを行うこととしました。

取 組 み の 背 景（ 課 題 ）

取 組 み の 内 容

　今後も引き続き、業務の拡大や業務効率の向上に繋がる事業者向けのセミナーや地域求職者のスキルアップを図るセミナー
の開催などをハローワーク等と連携して取り組みます。
　高校生の就職支援についても、就職模擬面接会や、管内市町等との連携による地域企業の説明会の開催等により、地元就職
率の向上を目指します。
　また、医療福祉系の資格を持ちながら、仕事を離れている方の再就業に向けた支援のあり方を検討していきます。

今後の取組み

スキルアップに繋がる研修・セミナーを開催しました｡

❶研修の企画

　地域内の企業、事業所を訪問して、今後の業務展開、現
状での課題や隘路を把握し、ハローワークなどと連携し
て、研修メニュー等を検討しました。

❷研修の開催準備

　研修内容に沿った講師の選定、開催日程の調整、開催の
告知・PR、募集受付、参加基準の確認など、研修を開催す
るための準備を行いました。

❸研修の開催

（求職者向け）
　ホームヘルパーの養
成、商業簿記、工業系の
技術の資格取得をはじめ、
就職にあたって有益と思われ
る研修を開催しました。

（事業者向け）
　労務管理、パッケージデザイン、販売力強化など多岐の
分野で、事業者の業務拡大、業務効率向上に繋がる研修を
開催しました。

（就職促進） 
　地域内の企業による事業説明会の開催や求職情報の発
信など、就職に繋がる情報提供を行いました。

❹就職支援(フォローアップ)

　研修受講者の就職相談や、求人・企業情報の収集、提供な
どを行って、地域求職者のフォローアップを行いました。

厚生労働省　地域雇用創造推進事業（パッケージ事業）計画掲載研修一覧　（受託期間：平成２３年度～平成２５年度）
平成23年度

19

20

21

22

23

24

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

農作業受託法人など

求職者など

求職者など

農林水産・飲食業者など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

食品加工業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

営業社員など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

農業用ヘリの操作、技術習得研修

小売店舗等の創業、起業化支援のための研修

小売店舗等の従業員育成のための接遇などの研修

地域食材を使った新商品開発など、農林水産業との連携
による新事業展開を図る人材育成のセミナー
本地域の特産品等について、商品者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー

温泉塩関連商品のパッケージデザインに関する研修

試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

既存事業の売り上げ拡大を目的とした、営業社員の人材
育成セミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業
水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修
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14

15

16
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No 研　修　名 概　　　要 受講者

ヘリオペレーター研修

直売所マネージャー研修

直売所従業員研修

農商工連携セミナー

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

温泉塩製造・販売技術研修

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営革新セミナー

企業経理・経営分析力向上セミナー

高度溶接セミナー高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

労務管理セミナー

ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

技能後継者
育成セミナー

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー

（学科・実技）

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

ソーラー取付技術研修

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

地域人材の育成
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アウトプット・アウトカム指標の実績

平成24年度
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No 研　修　名 概　　　要 受講者

平成25年度

１
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６

７
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No 研　修　名 概　　　要 受講者

14

15

16

17

18

19

20

21

農業機械の操作、技術習得研修

小売店舗等の創業、起業化支援のための研修

小売店舗等の従業員育成のための接遇などの研修

通販事業展開を実施するためのテレフォンオペレーター育
成研修
地域食材を使った新商品開発など、農林水産業との連携
による新事業展開を図る人材育成のセミナー
本地域の特産品等について、商品者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー
試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

既存事業の売り上げ拡大を目的とした、営業社員の人材
育成セミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

農業機械操作等研修

小売店舗等マネージャー研修（創業・起業セミナー）

小売店舗等の従業員研修

テレフォンオペレーター研修

農商工連携セミナー

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営革新セミナー

販売力強化セミナー

高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

労務管理セミナー

ソーラー取付技術研修

ソーラー取付技術研修

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修

旅行業務取扱管理者の資格取得研修

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業

水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

農作業受託法人など

求職者など

求職者など

求職者など

農林水産・飲食業者など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

営業社員など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー
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ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

旅行商品企画・販売力強化支援研修

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

技能後継者
育成セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

農業機械操作等研修

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営能力開発セミナー

企業経理・経営分析力向上セミナー

創業チャレンジセミナー

高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

農作業受託法人など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

求職者など

創業予定者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

農業機械の操作、技術習得研修

本地域の特産品等について、消費者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー
試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

日商簿記3級セミナー

創業に必要な心得、資金面、またビジネスプランの作成に
ついての知識習得するセミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

技能後継者
育成セミナー

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）

労務管理セミナー

ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー

※アウトプット指標･･･パッケージ事業（研修・セミナー）の利用企業（者）数       
※アウトカム指標････パッケージ事業利用求職者の就職者数       

区分 計画数
（①）

実績
（②）

達成率
（②/①）

アウトプット
指　標
アウトカム
指　標

平成23年度
計画数
（③）

実績
（④）

達成率
（④/③）

平成24年度
計画数
（⑤）

実績
（⑥）

達成率
（⑥/⑤）

平成25年度
計画数
（⑦）

実績
（⑧）

達成率
（⑧/⑦）

3ヵ年累計

402人

47人

298人

49人

74.1%

104.3%

433人

82人

541人

148人

124.9%

180.5%

420人

71人

597人

72人

144.5%

101.4%

1,255人

200人

1,436人

269人

114.4%

134.5%

地域人材の育成
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アウトプット・アウトカム指標の実績

平成24年度
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No 研　修　名 概　　　要 受講者
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No 研　修　名 概　　　要 受講者
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農業機械の操作、技術習得研修

小売店舗等の創業、起業化支援のための研修

小売店舗等の従業員育成のための接遇などの研修

通販事業展開を実施するためのテレフォンオペレーター育
成研修
地域食材を使った新商品開発など、農林水産業との連携
による新事業展開を図る人材育成のセミナー
本地域の特産品等について、商品者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー
試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

既存事業の売り上げ拡大を目的とした、営業社員の人材
育成セミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

農業機械操作等研修

小売店舗等マネージャー研修（創業・起業セミナー）

小売店舗等の従業員研修

テレフォンオペレーター研修

農商工連携セミナー

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営革新セミナー

販売力強化セミナー

高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

労務管理セミナー

ソーラー取付技術研修

ソーラー取付技術研修

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修

旅行業務取扱管理者の資格取得研修

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業

水俣病の歴史や本地域の介護の実態などを理解し、地域
を理解したヘルパーを養成するための研修
ヘルパー2級養成講座修了生を対象に、介護職の魅力や
地域の現状を伝えるなどの技術支援研修

ヘルパーの資質向上の介護実践研修

企業診断を実施し、今後の運営安定化、雇用拡充のための
コンサルタント事業

企業の労務管理知識の向上を図るセミナー

地域を深く案内・解説できる地元人をフィールドパートナー
として養成する研修

農作業受託法人など

求職者など

求職者など

求職者など

農林水産・飲食業者など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

営業社員など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー
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ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

旅行商品企画・販売力強化支援研修

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

技能後継者
育成セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

農業機械操作等研修

パワー商品づくり・デザイン力アップ研修

ネット販売構築と商品リニューアル育成研修

食のブランドづくりセミナー

オイスター実用化セミナー

健康食品海藻加工技術研修

経営能力開発セミナー

企業経理・経営分析力向上セミナー

創業チャレンジセミナー

高度溶接セミナー

メカトロニクスセミナー

ホームページを活用した販路拡大セミナー

農作業受託法人など

食品加工業者など

小売業者など

観光業者、飲食業者など

水産業者など

水産業、水産加工業者など

商工業者など

求職者など

創業予定者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

製造業中堅技術者など

農業機械の操作、技術習得研修

本地域の特産品等について、消費者の購買意欲を向上さ
せる商品に生まれ変わらせるための研修
都市部の消費者へ販路構築を行うためのインターネット活
用研修
地域の食材を生かした魅力ある商品開発、ＰＲを効果的に
行うためのセミナー
試験養殖を行っているクマモトオイスターの実用化のため
のセミナー

海藻を健康食品等に加工、商品化する研修

経営の効率化に取り組む方向性を修得するセミナー

日商簿記3級セミナー

創業に必要な心得、資金面、またビジネスプランの作成に
ついての知識習得するセミナー

特殊、高度な溶接技術の実践セミナー

製造ラインにおけるオペレーション、メンテ技術の修得を
行うセミナー
地場企業の高い技術力等を対外にＰＲする手法としての
ホームページ作成セミナー

労務管理者、担当者など

電気等中堅技術者など

電気等中堅技術者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

求職者・在職者など

福祉事業経営者など

求職者など

求職者など

求職者・在職者など

技能後継者
育成セミナー

新エネルギー
関連技術
高度化セミナー

クレーン運転士技能研修

玉掛技能研修

アーク溶接技能研修

ガス溶接技能研修

電気工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）
管工事施工管理技師養成セミナー
（学科・実技）

労務管理セミナー

ソーラー取付技術向上セミナー

フィールドパートナー養成研修

福祉事業所の企業診断コンサル事業

ホームヘルパー養成特別講座

ホームヘルパーフォローアップ研修

ホームヘルパースキルアップ研修

床上操作式クレーン運転技能講習

玉掛け技能講習

アーク溶接技能講習

ガス溶接技能講習

電気工事施工管理技士を養成するセミナー

管工事施工管理技士を養成するセミナー

※アウトプット指標･･･パッケージ事業（研修・セミナー）の利用企業（者）数       
※アウトカム指標････パッケージ事業利用求職者の就職者数       

区分 計画数
（①）

実績
（②）

達成率
（②/①）

アウトプット
指　標
アウトカム
指　標

平成23年度
計画数
（③）

実績
（④）

達成率
（④/③）

平成24年度
計画数
（⑤）

実績
（⑥）

達成率
（⑥/⑤）

平成25年度
計画数
（⑦）

実績
（⑧）

達成率
（⑧/⑦）

3ヵ年累計

402人

47人

298人

49人

74.1%

104.3%

433人

82人

541人

148人

124.9%

180.5%

420人

71人

597人

72人

144.5%

101.4%

1,255人

200人

1,436人

269人

114.4%

134.5%

地域人材の育成
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　平成23年度にスタートした第五次水俣・芦北地域振興計画の第一の目標として掲げた

「産業振興と雇用確保による活力ある地域づくり」を推進するために設立。

　これまで、水俣・芦北地域の市町や経済団体等が行う地域経済活性化の取組みの支援

や雇用機会創出のための取組みを実施してきた。

　平成28年度以降は、第六次水俣・芦北地域振興計画の第一の目標に掲げる「高い付加

価値を生む産業づくり」の実現に向け、取組みを一層推進する。

　

＜構成＞
会  長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局長

副会長：水俣市長、芦北町長、津奈木町長

会  員：社会福祉法人水俣市社会福祉協議会、社会福祉法人芦北町社会福祉協議会、社

会福祉法人津奈木町社会福祉協議会、社団法人水俣市芦北郡医師会、水俣商工

会議所、芦北町商工会、津奈木町商工会、水俣芦北地域観光推進協議会、みなま

た観光物産協会、芦北町観光協会、水俣・芦北教育旅行受入促進協議会、あしき

た農業協同組合、水俣芦北森林組合、水俣市漁業協同組合、芦北町漁業協同組

合、社団法人熊本県建設業協会芦北支部、株式会社肥後銀行水俣支店

事務局：熊本県県南広域本部芦北地域振興局内に設置。

事 務 局 長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局次長

事務局次長：熊本県県南広域本部芦北地域振興局総務振興課長

事 務 局 員：熊本県、水俣市、芦北町、津奈木町からの派遣職員　各1名

＜設立日＞
平成22年12月20日

　水俣・芦北地域雇用創造協議会（以下「協議会」）は、第五次水俣・芦北地域振興計画の

目標に掲げる「産業振興と雇用確保による活力ある地域づくり」を推進するため、平成22年12月に

設立されました。

　平成23年4月に活動を開始して以来、平成27年度末で5年が経過します。その間、協議

会は「足で稼ぐ」を合言葉に、地域内の事業者を訪問し、きめ細かに事業者支援を行うとと

もに、求職者に対する技能向上のための講習会を数多く実施する等、地域産業の育成と雇

用創出のために活動して参りました。

　この活動事例集は、そうした協議会の取組みを御紹介するもので、本書が、多くの地域で、

産業振興や雇用創出の参考となることを願っています。

企業との連携による販売力強化

香港への販路開拓

農建連携「水俣・芦北」モデルの推進

新商品開発

和紅茶の振興

マガキ養殖支援

水俣漁師市の開催

旅行商品造成

商店街の活動支援

地域人材の育成
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この冊子は水俣・芦北地域振興計画に基づく事業として作成しました。

水俣・芦北地域雇用創造協議会活動事例集

平成２８年３月

地 域 の 元 気 、
応 援 し ま す  

お問い合わせ先

熊本県企画振興部 地域・文化振興局 地域振興課
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目18番１号
TEL096-333-2180 FAX096-381-9001


