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木更津ブルーベリー構想
－地域資源を使った新しい農商工連携のかたち－

本賞作品

要　旨

　これは木更津商工会議所が中心となり、地元の地域資源であるブ
ルーベリーを使い、商品開発から販路開拓まで一貫して支援した農商
工連携支援レポートです。
　木更津地域のブルーベリーは30年以上の歴史があり、千葉県地域資
源にも登録され盛んに作られていますが、地域外はおろか地域内でも
あまり認知されていません。ブランド力が弱いために加工品を作成し
ても販売まで結びつかず、生果として販売できない不揃いな果実は結
果として廃棄されています。そんな現状の中で地元の薬剤師と共同で、
子供をターゲットとした栄養強化ゼリーを開発しました。開発した商
品は木更津市学校給食管轄の給食に採用となり、産地で生産したもの
を産地で消費し、新たなネットワークを生み出していく試みとなりま
した。本稿では商品を開発することがゴールとなる農商工連携が多い
中で、販路開拓まで結びつき、地域経済を活性化した取り組みについ
て述べます。
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　木更津市は、房総半島のほぼ中央に位置
して東京湾をのぞみ、江戸時代から幕府よ
り特権を与えられ、文化・物品が流入する「み
なとまち」として栄えてきました。
　近年は神奈川県川崎市から東京湾を横断
し木更津市を結ぶ千葉県高速道路東京湾ア
クアラインが1997年に開通したことで、東
京、横浜などに通勤することが可能となり、
ファミリー層が多く移り住むようになりました。その結果、子供を中心とし
た人口が増え、小学校が新設される全国でもめずらしい地域です。
　また週末ともなればアクアラインを渡り東京や神奈川を中心として年間
1,000万人以上の観光客が訪れるようになりました。
　しかしながらそのほとんどが、アウトレットなどの大型商業施設へスポッ
ト的に訪れるため特色のある地域資源があるにも関わらず、効果的にアピー
ルできていない現状があります。
　そのため木更津市は多様な地域資源を活かした、新たな価値と産業を振興
する「オーガニックなまちづくり条例」（通称）を制定し、地域資源を活かし
た魅力のあるまちづくりに向けて励んでいます。

　木更津市におけるブルーベリー栽培は30年以上の歴史があります。
　ブルーベリーの産地として年間50トン以上の生産量を誇り、質量ともに日
本一のブルーベリー産地を目指しています。
　木更津地域では主に「ど根性農法」という特徴のある農法で栽培しています。

「ど根性農法」とは、かん水と追肥をなるべく行わず、無農薬で野生のブルー
ベリーに近い環境で育てるスパルタ式の農法です。
　野生に近い環境で育てることで、一般的なブルーベリーより深く根を張り
ます。一般的なブルーベリーは地中より1メートルほどしか根を張りません

1 はじめに

2 木更津市におけるブルーベリー栽培
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が、この農法で育てたブルーベリーの木は2メートル近く根を張り、地中深く
からも栄養を吸い上げます。「ど根性農法」で育てたブルーベリーは、他のブ
ルーベリーと比べ果実味が凝縮し、香りが強いブルーベリーになります。
　以前は各農家が個別にブルーベリー栽培に励んでいたことで、味や品質に
ばらつきがありましたが、現在は10農園が木更津市観光ブルーベリー園協議
会をつくり、統一した栽培方法でブランド化に向けて取り組んでいます。

　支援企業は2000年4月に法人を設立し、保険調剤薬局として事業を行って
います。産婦人科、小児科を中心とする病院に店舗を併設し、妊婦さんや子
供たちを中心として地域住民の健康を支えています。
　代表者は保険調剤薬局事業の傍ら、ボランティア団体にも所属し、お薬に
関する正しい使用法や副作用などの知識を、子供のうちから理解してもらう

「薬育教室」や、地域の弱者の問題を解決する活動を積極的に行っています。
　その中で知り合った木更津市観光ブルーベリー園協議会から、生果で販売
できない不揃いな果実はブランド力が弱く結果として廃棄されている現状を
聞き、何か良い案はないかと一緒になって考えてきました。
　

　支援企業は2016年6月に来所しました。保険調剤薬局の事業は、団塊世代
800万人が一気に後期高齢者となる2025年に向けて計画されている「地域包
括ケアシステム構築」で大きな業態変化が求められています。現事業が安定

3 支援企業の概要

4 支援スタート
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しているうちに、地域のブルーベリーの活用に
も寄与するもう一つの事業を確立したいとのこ
とでした。
　経営支援ではヒアリングに重点をかけて行
い、先ずは新規事業に対する「大切にしたい想
い」を確認しました。ここで「多くの人に健康
を届け、地域経済の活性化にもつながり、永く
愛される事業」という柱を立てて事業を行うことを代表者と確認しました。
　その後、既存事業をベースにした経営資源の洗い出しと事業機会の掘り起
しを行いました。
　経営資源は会社、代表者、社員、関係者などに分けて強みやノウハウなど
の洗い出しを行いました。事業機会は地域、経済、社会環境に分けて現在と
未来の軸で掘り起こしを行いました。

分析の結果、経営資源（強み）として

・代表者や従業員に薬学と栄養学の知識があること
・ボランティア活動を通して市や学校関係者との関わりがあること
・原材料のブルーベリーは果実味が強く、加工品にしても特徴が出しやすいこと
・開発した商品を様々な人から意見をもらえる環境にあること

事業機会として

・木更津市はオーガニックなまちづくりを進め、地域資源の活用を後押ししてくれ
ている環境であること

・都心などの地域外から引越してくるファミリー層が増えていること
・健康への関心が高まり、健康にまつわる商品の売上が伸びていること
・PCやスマートフォンの普及で視力低下の若年化がますます進む可能性があること
・子供の教育に関心が高い親世代が多いこと
・子供の口に入るものに関心が高まっていること
・2020年から小学校でパソコンのシステムを組むプログラミング授業が必修化され

目を酷使する状況が増えること

などが挙げられました。
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　ターゲットの選定には非常に時間がかかりました。
　なぜなら当初は固定観念から地域外の一般消費者をターゲットとした商品
開発しか想定していなかったからです。たくさんのブルーベリー商品が販売
されている中でそれに勝る、強みやノウハウばかりを模索して一向に進みま
せんでした。
　ブルーベリーを使った商品を調べてみると、ゼリーやキャンディーなどの
菓子商品の他に栄養ドリンクやサプリメントなどの健康食品、他には化粧品
など多種多様な商品があることがわかりました。
　そのほとんどの商品を実際に調査してみると、商品の差異は小さく、「特定
保健用食品」などの認定によってのみ消費者に優位性をアピールするという
のが現状で、現在我々が持っている強みやノウハウでは新規性を商品に盛り
込み一般消費者に支持してもらうには難しいことがわかってきました。
　悩み続けた中でもう一度、事業に込めた「大切な想い」に立ち返りました。
永く愛される事業とするためには、地域外の一般消費者に向かって競合商品
との小さな差異を追求し商品を開発するのではなく、先ずは地域内の住民に
愛されるブランドとして育てていくほうが、永く愛される事業になると発想
を転換しました。その結果、「多くの人に健康を届け、地域経済の活性化にも
つながる」と地域住民をターゲットとして選択しました。
　そしてそれに向かって使える強みと機会をピックアップしていきました。

経営資源（強み）としては

・代表者や従業員に薬学と栄養学の知識があること
・ボランティア活動を通して市や学校関係者との関わりがあること

事業機会としては

・木更津市はオーガニックなまちづくりを進め、地域資源の活用を後押ししてくれ
ている環境であること

・都心などの地域外から引越してくるファミリー層が増えていること
・子供の教育に関心の高い親世代が多いこと

5 ターゲットの選定
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をピックアップし、開発した商品を学校給食に採用してもらえれば、事業の
中で「大切にしたい想い」を遂げることができ、地域資源の良さを認知して
もらう第一歩につながると、採用に向けて探りはじめました。

　開発に際し、木更津市学校給食センター、木更津市役所、学校教育委員会、
君津保健所へ何度となく、足を運びクリアしないといけないポイントなどを
確認するとともに、学校給食で提供されている他のデザート商品などの味や
栄養素などの比較分析を行いました。
　比較分析の結果、学校給食で使われているデザートには採用基準として価
格、栄養素、安全性などの基準はあるものの、「地域資源を使っている」「地
域経済に貢献する」などの要素を入れた商品は皆無であることがわかりまし
た。
　現代は口にする食品がどこから来て、どう調理されたかなどの関心が高く、
食を通じて地域などを理解し、食文化の継承を図る「食育」の関心も高まっ
ています。そんな中で全く新しい切り口として食を通じて地域などを理解す
るという「食育」の要素も含んだ商品を開発すれば採用してもらえるのでは
ないかと商品開発を進めていきました。

　商品開発に際して「ちば農商工連携事業支援基金」を活用し試作品の開発
を進めていきました。ちば農商工連携事業支援基金とは地域経済の基盤であ
る農林水産業と商工業などとの連携を促進し、それぞれの強みを活かした連
携体を支援することで、相乗効果を発揮し地域経済の活性化を図ることを目
的とするものです。
　千葉県の地域資源に登録された農産物、海産物を使い農林水産業者と商工
業者が有機的に連携する試作品開発や研究開発に向けて一定の助成とアドバ
イスをもらうことができます。試作品開発に向けて申請を行い、2016年10月
に採択されました。

6 現状の把握

7 商品開発スタート
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　試作品開発に向けての補助とアドバイスを、千葉県産業振興センターから
受けながら複数の商品案を検討し、木更津地域のブルーベリーの特徴である
凝縮した果実味を活かし、学校給食に採用してもらいやすい商品として、「ブ
ルーベリーゼリー」を開発することに決めました。

　学校給食に採用してもらえるように、口にする子供たちの現状を洗い出し
コンセプトを決定していきました。現代の子供たちの置かれている状況を整
理し

・食生活が変化し摂取している栄養素に偏りがある子供がいる
・食べ物にアレルギーを抱えている子供がいる
・内在化したストレスで、こころが不安定な子供がいる
・内在化したストレスで、落ち着きがない子供がいる

などを鑑み、ゼリーの開発では「丈夫な身体」と「丈夫なこころ」をつくる
というコンセプトのもと、誰でも美味しく食べることができ、アレルギーも
少なく、栄養素を高めたゼリーを開発していくことを決めました。
　栄養素としては文部科学省 学校給食実施基準に照らし合わせながら「丈夫
な身体」をつくるというコンセプトのもと、栄養素として5種のビタミンと鉄
分、アントシアニン、カルシウムを入れ、「丈夫なこころ」をつくるというコ
ンセプトのもと、3種のビタミンと葉酸、ナイアシンを入れました。
　アレルギーを少なくする試みとしては、どんな人でも食べてもらえるよう
に、無農薬のブルーベリーを使い、合成甘味料、合成香料、合成着色料、合
成保存料を入れないで作ることを徹底しました。
　また既存のゼリーとは違い地元の地域資源の特徴である凝縮した果実味を
味わってもらうために、既存のゼリーでは2 ～ 3％ほどの果汁しか入れない
ところ、開発商品では15％以上の果汁を入れ、砂糖の甘さで味をごまかさな
いこともコンセプトに入れました。

8 コンセプトの決定
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「丈夫な身体」に作用する栄養素
・カルシウム：子供の体の成長を支える
・鉄分：疲労回復、骨・歯を丈夫にする
・ビタミンA：皮膚や粘膜の健康を保って免疫機能を維持、視力維持に働く
・ビタミンB2：細胞の再生を促進し、健康な肌・髪の毛・爪を作り出す
・ビタミンC：貧血や肌荒れ、疲労感など体の不調を整える
・ビタミンD：カルシウムと結びつき、骨の健康を保つのに働く
・ビタミンE：細胞の再生を促進し、健康な肌作りに働く
・アントシアニン：角膜や水晶体を保護するコラーゲンを安定させる

「丈夫なこころ」に作用する栄養素
・葉酸：気分を落ち着かせ、健康的な神経システムを保持する
・ナイアシン：精神や神経の安定に働く
・ビタミンB1：ストレス耐性につながり、記憶の減退を防止する
・ビタミンB6：ホルモンバランスを安定させ、うつ病の防止につながる
・ビタミンB12：不眠症の予防、神経を正常に機能させる

「丈夫な身体」に作用する栄養素

カルシウム

葉酸

ビタミンB1

ビタミンC

鉄分

ナイアシン

ビタミンB6 ビタミンB12

ビタミンD

ビタミンA

ビタミンE

ビタミンB2

アントシアニン

「丈夫なこころ」に作用する栄養素
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9 事業計画に沿った支援

10 連携した試作品開発

　商品開発と並行して事業計画を作成していきました。
　作成では、ただ事業計画を作るのではなく、多くの事業機会を捕えるため
に経営革新計画の承認を目指しました。千葉県商工労働部経営支援課の担当
者にアドバイスをもらいながら作成し、2017年3月に承認されました。
　事業計画を作成することで既存事業と新規事業を整理できるだけでなく、
木更津市観光ブルーベリー園協議会などと組んで、目標に向かってどのよう
に動いていくのかを明確化していくことが出来ました。そして計画した事業
計画をもとに、今週は何を行っていくのかを常に確認しながら事業を進めて
いきました。

　試作品の開発にあたり複数機関と連携して進めていきました。
　当初の目標では原材料の仕入れから、商品の製造、販売、消費まで一貫し
て木更津地域で行い、すべて地域経済に貢献する仕組みづくりを進めていき
ましたが、製造に関しては木更津地域で製造できる業者がいないため千葉県
産業振興センターに相談し近隣の製造業者を紹介してもらいました。
　パッケージデザインは、子供たちに親しみも感じてもらえるデザインにし
ました。スタートアップ時点ではシンプルなパッケージデザインにする予定
ではありましたが、それでは既存の学校給食で採用されている商品と変わり
はしません。
　この商品は、「地域資源である特徴あるブルーベリーを知ってもらいたい」
という想いも込めて商品を作ってきました。そのため商品に親しみを感じて
もらうために木更津市のマスコットキャラクター「きさポン」を商品パッケー
ジに使わせてもらえないか木更津市に交渉しました。木更津市の政策である

「オーガニックなまちづくり」にも合った事業であることで支持してもらい、
商品のパッケージに無償でマスコットキャラクターの「きさポン」の使用許
可をいただき試作品は完成しました。
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＜連携体制＞
●木更津商工会議所
　支援全体のトータルコーディネート
●木更津市観光ブルーベリー園協議会
　特別栽培したブルーベリーの提供と商品開発のアドバイス
●木更津市役所
　マスコットキャラクター「きさポン」の利用。販路開拓アドバイス
●木更津市学校給食センター
　学校給食向け商品の開発アドバイス
●千葉県産業振興センター新事業支援部
　ちば県農商工連携事業支援基金の申請アドバイスと試作品開発アドバイス
●千葉県商工労働部経営支援課
　千葉県経営革新計画に基づく事業計画作成アドバイス

　

　販売促進では商品の特性をただ売り込む
のではなく、この商品が地域経済にどのよ
うに貢献し、いかに子供たちの健康維持に
つながるのかを説明していきました。木更
津市役所、木更津市学校給食センター、学
校教育委員会にプレゼンテーションを行い
説明しました。

11 販売促進
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12 結果

13 波及効果

　それだけではなく、木更津商工会議所で行った地元経営者が集うビジネス
マッチング交流会などのイベントでもプレゼンテーションを行い、様々な経
営者にも応援してもらい、地域を巻き込むカタチで販売促進を行っていきま
した。

　2017年9月より木更津市学校給食センター管轄
の10の小中学校の学校給食で定期的に提供される
ことが決まりました。
　地域の未利用のブルーベリーが使われ経済貢献
をするだけでなく、多くの人に健康を届けること
ができ、事業を行う前に立てた「大切な想い」を
達成することができました。
　それと共にこの取り組みが新聞やラジオなどにも取り上げられ、地域のブ
ルーベリーの認知度向上にも貢献できました。また、このゼリーをきっかけ
として実際にブルーベリー園に観光に来る地域内の子供も増え、相乗効果で
加工品の売上も上がりました。

　広くメディアなどで取り上げられたことで地元の高齢者福祉施設などから
も引き合いがあり、子供たちだけでなく地域住民の健康を支える広がりを見
せています。また木更津市の「ふるさと応援寄附金」の返礼品や道の駅での
販売も決まり、地域外の方にも木更津のブルーベリーを味わってもらう機会
を得ることができました。
　それ以外にもこの成功事例を参考にして商品開発を行いたいという問い合
わせが地域内外から増えました。地域内からは農業事業者や飲食店などが中
心となって他の地域資源を使って商品開発を行いたいという問い合わせが木
更津商工会議所に増えました。また地域外からはこの農商工連携の仕組みを
自分の地域でも適用できないかという問い合わせが来るようになり、地域内
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外に第二、第三の農商工連携がスタートしています。

　これからは「地域に永く愛される事業」という想いを大切にしながらこの
事業を進めていきます。具体的には、2020年から小学校でパソコンのシステ
ムを組むプログラミング授業が必修化されることに着目し、眼を使った後に
は学校給食でこのゼリーを食べてもらうという習慣の定着を図っていきます。
また教育ボランティアにも力を入れ、ゼリーの原料を提供するブルーベリー
農園での課外授業を組み、子供たちに木更津のブルーベリーを認知してもら
いブランド化を進めていきます。
　また現在の木更津地域にはたくさんの野菜や果物の地域資源がありますが
加工品を作る施設はありません。将来的にはこの事業で得た利益の一部を使
い施設を設け、たくさんの方々に利用してもらいながら商品開発を後押しし
ていきます。

　この事業を成功に結び付けることができたのは、木更津市役所をはじめ木
更津市学校給食センター、千葉県産業振興センターなど様々な方々のバック
アップがなければ達成することができませんでした。この場を借りて、心よ
り感謝申し上げます。
　農商工連携を成功させるには、最終的な需要先が何を求めているのか、そ
してどのような属性で、どのような価値観を持っているのかを徹底的に把握
することが重要であるといわれています。それに際し需要先の詳細なニーズ
を掴み、自らの強み・弱みを分析するとともに、連携相手となる農林水産業者・
商工業者の強み・弱み、競合相手や取引先の情報を把握し、より付加価値の
高い商品を開発し、販売していくことが重要であるとされています。
　しかしながら、これまでの農商工連携の事例を鑑みた時に成功事例が少な
いのは、市場には魅力的な商品が溢れた中で、商品のブラッシュアップは当
事者では難しいという現状があるからです。だからこそ農商工連携には当事

14 これから

15 最後に
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者でも行うことができると思わせる成功事例の提示が必要であると考えます。
この事業で開発した商品にはどこにも負けない強みは一つもありません。し
かし地域振興の要素を加え商品開発することで地域経済に貢献し、新たなネッ
トワークを作り出す試みにもなりました。このレポートがきっかけとなり第
二、第三の農商工連携の成功事例が誕生していただければ幸いです。


