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１．理念及び⽬標の設定についての考え⽅

小川町農業の特徴は豊かな土壌にあります。
山間部に囲まれた盆地の中に、田畑が存在しています。

つまり、何千年もかけて山から土壌へと山の恵みが流れ
出てきました。言い換えれば、自然環境がつくり上げた循
環型の土づくりを実施してきたことになります。

この土地に、生産者のたゆまぬ努力も合わさり、現在の
農業が出来上がりました。土づくりの努力を続けている農
業と言うことができます。

理念：「町の資源を活⽤し 豊かな⼟づくりを⼤切にする」

⽬標：「豊かな⼟づくりによってもたらされる
持続可能な農業を推進する」

この理念に基き、様々な活動や事業の応援を実施します。

⼩川町の農業が持続し発展できるよう、⽣産者とともに計画を推進し
ます。

2．「おがわ型農業」とは

栽培⽅法には、有機栽培や慣⾏栽培など様々な⼿法がありますが、
それぞれの環境において⼟づくりにこだわっている地域です。

⽣産者の⼟づくりへのこだわりを「おがわ型農業の基本」とし、実践
している創意⼯夫や努⼒をわかりやすく、ブランドとして⾒える化し応
援します。

以下の施策に取組む農業を「おがわ型農業」とします。

・ ⼩川町の資源を活⽤している農業
・ ナンバー１だと誇れる創意⼯夫や努⼒をしている農業
・ 化学的に合成された肥料及び農薬を使⽤しない有機農業
・ 豊かな⼟づくりに努⼒し 豊富な微⽣物量を有する農業
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３．おがわ野菜のブランド化（１）環境分析 SWOT分析

⼩川町元気な農業応援計画の策定にあたり、農業のおかれる環境
や、⽣産者等へヒアリングを実施し、SWOT分析をする。

分析結果の具体的な活⽤に向け、機会と強みの項⽬を４P分析す
る。

農業を取り巻く環境として、⾃然環境にやさしい農業であることの重
要性、必要性が⾼まっています。そして、⾃然環境への配慮、⽣産者の
健康維持、消費者の健康ニーズなど、様々な視点から循環型農業である
ことが求められています。

「強みを⼩川町のブランドにする」
世界的にオーガニック需要が⾼まっています。⽇本においてもオリン

ピックを機会に需要が喚起されると予想されますが、対応できている産
地が少ない状況にあります。また、⼤量⽣産して⼤量消費する農業の形
態とは別に、特⾊ある地域ブランドの農産物を求める消費者も増えてい
ます。⼩川町の農家が実施してきた創意⼯夫や努⼒は、多様性に富みと
てもすばらしいと評価される⼀⽅で、消費者にとってはイメージの掴み
難いものでした。⼩川町の強みをより強いものにしていく施策として、
⼩川町のブランド化を推進していきます。



Product
（製品）

・農産物に対する消費者ニーズ
結婚／出産期の主婦のニーズ、美容や健康のニーズ、美味しい物を⾷べた
いというニーズ、そして地域の物を積極的に⾷べるというニーズの⾼ま
りにどう応えていくのかが求められている。

・宣⾔の有効性
本事業における「宣⾔」及び「認証」の制度設計により、上記、⾷のニー
ズに対し、他産地に⽐べ「差別化された農産物」として「地域ぐるみで提
案」できる環境を獲得できる。

Price
（価格）

・提供価格
有機農産物需要の⾼まりは⼩川町農業にとって⼤きな可能性を秘
めてはいますが、他⽅で他産地での取組や、⼀般的な消費者が知
識を得て⼤衆化（コモディティ化）していく事が予⾒される中で
は、将来的な価格は緩やかに低下していく可能性がありえる。

・ブランド化
市場価格と価値を逸する独⾃のブランド構築により、価格の維持、
または、付加価値付与によるより⾼価な売買に繋がる施策として、
本事業のブランド化を活⽤する事が重要となる。

Promotion
（宣伝）

・通常の宣伝
⾷への意識の⾼い消費者、または、地域でのこだわりに興味をも
ってもらえる消費者へのアプローチが最も効果的なプロモーショ
ンですが、消費者⼼理はとても変化しやすい物でもあり⼀般的な
プロモーションでは無い⽅策が望ましい。

・体験型プロモーション
農業体験や、⽣産者と会話する機会、オリエンテーション等を通
じて、消費者に⼩川町・⽣産者・⽣産物を体験していただくこと
が⻑期的に取引いただける可能性を向上させる。
企業との商談においても、商品カタログだけの商談では無く、双
⽅向に⾏き来できる環境を構築する事が望ましい。

Place
（⽴地）

・購⼊⽅法
⼩川町産の野菜を買える場所が限定的であること、そして売り場
においてメインの農産物では無く、個別のコーナーで設置されて
いる状況にある。また、消費地である東京との距離は短く、収穫
当⽇の店頭販売も可能になる。

・購⼊場所の拡⼤と、取引量の拡⼤
新規の取引先拡⼤余地は充分にあるが、既存取引先との取引量拡
⼤余地も少なくない。前向きな取引拡⼤や、新規の取引希望者に
対しての⽀援制度を構築する事で、着実に農産物販売量は拡⼤で
きる。
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３．おがわ野菜のブランド化（２）環境分析 – 2 - ４P分析



３．おがわ野菜のブランド化
（３）「OGAWAʼN Project 」は「⽣産者の宣⾔から」

・⽣産者が取組んでいる創意⼯夫や努⼒を「宣⾔する」。
・⼩川町が「宣⾔を認定」する。
・⽣産者のアクションを「おがわ型農業」と位置づけ、プロ

ジェクトを推進する。
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「ブランド化にあたり」
⽣産者の⽅々との意⾒交換をとおして、⼩川町の農業の姿を再発⾒しました。

特に、平坦で広⼤な農地を抱える「産地」とよばれる地域との⼤きな違いです。
そこには、効率的な⽥畑に恵まれた農業地帯ではない⼩川町特有の事実が存在
します。だからこそ、努⼒が必要な地域であり、その結果として⼩川町の農業
は、農家の⽅々の「創意⼯夫」に溢れるものとなっています。特に、「⼟づく
り」へのこだわりを⾮常に強く感じることができます。この創意⼯夫への努⼒
や、⼟づくりへの努⼒をそのまま⽣産者のアクションとしてブランド化する事
が、もっとも重要なことであり、「⽣産者の宣⾔」⾃体をブランドのスタート
地点にしました。



３．おがわ野菜のブランド化
（４）「OGAWAʼN Project」はみんなで作るプロジェクト

・OGAWAʻN Project（オガワンプロジェクト）
みんながプロジェクト参加者です。これから⻑い時間をか
けて有機的に繋がっていくことで、⾃然環境の維持、農業
の活性化、消費者の美味しい笑顔も推進者になります。

⽣産者

〈宣⾔する〉

⼩川町

〈宣⾔内容確認〉
認定書発⾏

⽣産者

認定書受取

おがわ型農業の対象として
・ロゴの活⽤
・各種応援計画の対象となります。

◎生産者による「宣言」が⼩川町の農業を牽引し、元気にしていきます。

5



①OGAWAʼN Nature（オガワンネイチャー）
「化学的に合成された肥料及び農薬を使⽤していない」などの
「環境に配慮した農業」について認証する。

②OGAWAʻN Nature BIO（オガワンネイチャービオ）
Natureの基準を満たした上で、微⽣物多様性活性値の値がとても豊か
である場合に認証する。

③OGAWAʼN No.1（オガワン ナンバーワン）
「ナンバーワンだと誇れる創意⼯夫や努⼒を実施している農業」の認証。

④OGAWAʼN No.1  BIO（オガワン ナンバーワン ビオ）
No.1の基準を満たした上で、微⽣物多様性活性値の値がとても豊かであ
る場合に認証する。

３．おがわ野菜のブランド化
（５）「OGAWAʼN Project 」４つの⽣産者アクション
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◎おがわ野菜のブランドとして様々なアクションを応援します。

あたらしいもの
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３．おがわ野菜のブランド化 （６） 価値観の⼆極化

・消費者の価値観
商品価値を価格でのみ評価する消費⾏動と、価格以外の価値を⾒出す
消費⾏動との⼆極化が進んでいる。

・ビジネス上のポイント
⼀般消費者向けの商品は商品価格での競争に陥りやすい。
地域に愛される農産物の流通において、顧客提供価値（こだわり等）や
適切なプロモーションが重要となってくる。

モノ消費

低価格のものにのみ
購買意欲がある

コト消費

⾼価でもこだわりや
美味しさを求める

⼆極化する消費者動向に対し、⼩川町の農産物は「コト消費」と「モノ
消費」を理解し、それぞれに適切なアプローチを実施します。

モノ消費は、出費を抑えるために低価格なものを求める抑制した価値観のことです。

消費者にとっての「日常購買」が中心で、マス消費者とも言います。低価格競争をして
いる大手の流通が得意としている「規模追求市場」です。具体的には、大手流通企業が
企画するPB（プライベート）商品や、大手メーカーの企画するNB（ナショナルブラン
ド）商品もこの分野です。事業としては大きな売上と利益を得やすい反面で、競合他社
がひしめく市場です。

一方、コト消費は高価でも本物を求める方が多く、商品ストーリーを感じられる生産
者のこだわりや、おいしさ追求するなど、「非日常」に喜びを感じ商品選択をしていま
す。消費者の環境によって様々なセグメントが存在し、表現方法も増え続けています。
例：ハレ消費、パーソナルギフト、つながり消費、カジュアルギフト（自分へのご褒
美）、プチギフト（小分けのお菓子等）、お一人さま（１人で食事をすること）等、新
たな顧客価値を提言し、購買欲を顕在化させています。

モノ消費とコト消費の両消費スタイルにおいても、消費者に価値観や満足感を提供で
きなければ淘汰されます。消費スタイルの優劣を定義しているのではなく、消費スタイ
ルを把握した上で、どう小川町ブランドを構築していくのか設計する必要があります。

今回、小川町は農産物のブランド化を推進します。そこで重要になるのは、ブランド
の根幹である生産者の土づくり、NatureやNo.1への取り組み努力です。

参加する生産者自身が、消費者にどのような価値を提供できるのか考慮した上で、こ
だわり、商品のストーリー、販売方法、規格（大きさや容量）、パッケージ等を設計す
る必要も同時に発生します。



３．おがわ野菜のブランド化（７）マーケットの展望分析

国内市場（マーケット）には、⼤⼿流通による「規模追求市場」
と、マーケットのニーズに対応した「セグメント市場」と、これら
の価値観とは別の、または⼀部重複した、「地域の特⾊市場」があ
ります。

規模追求市場
（マス市場）

セグメント市場
（シチュエーション市場）

地域の特⾊市場
（ローカルブランド市場）

背景

・地⽅⼈⼝の減少
・⾸都圏もいずれ減少
・⼤⼿流通の優位性上昇

・⼥性の社会進出
・少⼦⾼齢化
・⾷の簡便化
・中⾷の台頭
・オーガニック思考

・消費者の価値観変化
・商品以外の価値を認める

（ストーリー性など）

動向

・PB商品の拡⼤
・流通による価格決定権

拡⼤

・加⼯済み⾷品の拡⼤
・ダイエット⾷などの

シチュエーション拡⼤
・個⼈消費⽤少量パック化
・業務⽤途商談機会拡⼤

・６次化商品の拡⼤
・ふるさと納税の拡⼤
・流通と⽣産者の連携に

よる販売の拡⼤

課題
・⽣産量と流通量の需給
・商品提案⼒
・コスト競争⼒
・⽣産性向上

・商品提案⼒
・市場マーケティング⼒
・採算ラインの⾒極め

・地元への愛着度の向上
・地域コミュニティ構築
・ローカルブランドが必要

規模追求市場は、購買量の拡大が生産コスト、物流コスト、流通企業の管理コストを

下げる効果があるとして、これまで行われてきた形態を指します。スーパーマーケット
は寡占化を続け、生協では組織横断的な購買機能にするなど、調達する規模の拡大を追
求していました。この結果として農産物を無理に集めることの問題点も顕在化していま
す。悪天候が続くことにより店頭で販売する予定だった農産物を無理にでも集めなけれ
ばならなくなり、市場の相場を自ら荒らしてしまうこともあります。農産物には地域に
おける適正量があり、需給範囲を超えた規模の拡大はコスト構造を悪化させてしまうこ
ともあり、大手の調達形態も再考する時期にきています。

セグメント市場は、社会環境や消費者の様々なニーズに則した商品を開発し、提案を
実施している形態を指します。個食化に対応した中食など、消費者のおかれている環境
をターゲットとして設定し、ライフスタイルとして様々な提案を実施しています。今後
はもっと狭い範囲でのターゲット設定に進むと予測されます。例えば、出産を控えた女
性が必要とするものや、高齢化する中で高齢者に必要になるようなものなど、対象を明
確にした商品提案はとても説得力をもちます。これはとても有望なブランド戦略ですが、
細かくセグメント化していくことは、事業として採算ラインの設計が重要になります。

ローカルブランド市場は、地域の資源を活用し、製造と消費行動が一緒になっている
形態を指します。上記２つのどちらかに属するが横断的な考え方です。生産者のこだわ
り（ストーリー）と理解者（コミュニティ）とともに持続し成長するローカルブランド
が必要になっています。これは単純な地産地消の推奨ということではなく、賛同し参加
してくれる人を増やすことで、長期に持続できる形態を作りつづける市場です。
OGAWA’N	Projectは、この市場に積極的に参画することが望ましいと考えられます。
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●「資源を価値にする」
ここでいう資源は、普段使っているが資源として認識していないものです。

多様な視点で資源として顕在化させることで、強みを発見することになりブラン
ド化につながります。

●ローカルブランドとして消費者に何を伝えるかをそれぞれが考えることです
類似：どういった類似事例があるか考えることです
対比：比較するとどういう評価になるか考えることです
因果：過去取り組んだこととこれからどうするか考えることです
仮説：可能性について考えることです
空想：現状では難しそうなことを改めて考えることです
直感：根拠は無くても消費者に評価されると思える事を考えることです

●共感ブランドを作る
「Nature」「Nature	BIO」「No.1」「No.1 BIO」の４つのブランドを開発しまし

た。このブランドロゴを活用し、農業の発展に活用していきます。
「コト消費」の消費者や、「ローカルブランド」の理解者はもちろん、さまざまな
消費者思考に訴求していけるよう、「モノ消費」の消費者の目にも止まるようデザ
インをしています。

●生産努力×OGAWA’Nブランド
生産努力を高めるための策として活用していきます。

ブランドは、消費者の満足度を向上させていくことも、低下させていくこともあり
ます。参加者自身の活動を支援するものとして活用するには、生産者の独自性のあ
る取り組みや努力を、消費者に共感してもらえる価値として考えつづけることが重
要です。

３．おがわ野菜のブランド化 （８） 資源を価値にする

地域の資源を活⽤した地域ブランド価値を、様々な視点で検討し常に向
上させていくことが重要です。
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３．おがわ野菜のブランド化 （９）６次産業化思考

モノ消費の消費者にも６次化によりアプローチが可能になります。
絶対的な価格ではなく、⼿にした時の値頃感を設定します。

10

「モノ消費」、「コト消費」のどちらにも言えることとして、「値頃感」の有効性が

あります。消費者の見ている価格が、その商品自体の価値と価格ではなく、手に取った
単位での値ごろ感であることが多くあります。上記はおむすびの事例を図表にしたもの
です。お米として購入する単位では高いと感じている消費者が、コンビニ等で手にする
おむすびはとても割安なものとして購入します。

レジの横にあるお菓子などは、割安なように見えますが標準的な価格より高いものも
多々あります。それでは様々なものを少量パックにすればよいかという方向性に陥りが
ちですが、考え方として重要なのは、消費者が何を価値として手に取るのかを設計しな
ければならないということです。

商品によってはお徳用としてまとめることで、価値や割安感を感じる方もいますが、
少量にして付加価値を付けることで値ごろ感を感じる方もいます。

「誰に」、「何を」、「誰と一緒に」、「どうやって」提供をするか考えることを６次
産業化思考といいます。これは商品のパッケージをつくることだけを意味するものでは
なく、消費者にどうやって価値を共感してもらえるか考えることを意味します。



小川町は、町の資源を活用した特色ある農業を応援する。小川町らしく魅力ある農業、農産物に
対する生産者の創意工夫や努力を認証する。農薬等における基本的な考え方としては、JAS有機農産
物で定義されている扱いに準じる。小川町の認証の特徴としては、生産者による「宣言認証」とし
ていることにある。過去の取り組みについての宣言ではなく、現在実施していること、および将来
に渡って必ず実施することを宣言する。必要になる項目を以下で説明する。*□の印項目は、一つ以
上当てはまる場合に認証が可能。

１．Nature（ネイチャー）の認証 ＊（１）から（５）の各項目毎で１つ以上実施していること

宣言（１）□小川町の資源を活用している
宣言（２）農薬についての宣言

□農薬を一切使用しない。
天敵農法などは自然環境を脅かすものでなければ可能ですが、天敵を繁殖さ

せることや、効果があるからと海外の虫を購入して利用することは禁止する。
□化学合成された成分が混入している農薬を一切使用しない。
□有機JAS指定の農薬以外は使用しない。

宣言（３）肥料についての宣言
□肥料、土壌改良資材を一切使用しない。
□化学的に合成された成分が混入している肥料、土壌改良資材を一切使用しない。
□有機JAS指定の肥料、土壌改良資材以外は使用しない。

宣言（４）農業資材についての宣言
□有溶性のある農業資材（有溶性のある物質を使用する農業資材等を含む。）を
一切使用しない。

□有機JAS規格に適合した農業資材等以外は使用しない。
宣言（５）遺伝子組み換えについての宣言

□遺伝子組み換え技術を利用しない。
宣言（６）任意の宣言（必須ではなく、取り組みを実践している場合に記入する）

□動物由来の資材を一切使用しない。
□踏込温床を実践している。
□種の自家採取を積極的に実践している。

宣言（７）測定に基づく宣言「BIO（ビオ）」土壌微生物量の宣言
土壌の微生物多様性活性値が１００万以上の場合には「BIO」の表現を許可する。
微生物が沢山いることは、健康な土壌である証明となる。

確認者 宣言には自分以外の生産者等による確認を必要とする。

２．No.1（ナンバーワン）の認証
宣言（１）小川町産の資源を活用していること
宣言（２）No.1だと誇れる創意工夫や努力をしていること

生産において実践している創意工夫や努力を、改めて宣言することで見える化する。
宣言（３）「BIO（ビオ）」土壌微生物量の宣言

土壌の微生物多様性活性値が１００万以上の場合には「BIO」の表現を許可する。
微生物が沢山いることは、健康な土壌である証明となる。

確認者 宣言には自分以外の生産者等による確認を必要とする。

ブランドロゴの運用について
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３．おがわ野菜のブランド化
（１０）ロゴの運⽤⽅法について
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３．おがわ野菜のブランド化
（１１）「OGAWAʼN」の宣⾔⽅法について

宣言書の様式は３種類
１．宣言書（OGAWA’N	Nature / BIO）
２．宣言書（OGAWA’N No.1 /		BIO）

＊宣言書 BIOには微生物多様性活性値の測定結果が必要になります。
３．測定申請書（BIO〈微生物多様性活性値〉）

実践している創意⼯夫や努⼒を宣⾔します。

宣言内容に基き、以下の認定書を発行します。
BIOは測定値が１００万以上の場合についてのみ認定します。
①OGAWAʼN Nature ②OGAWAʻN Nature BIO
③OGAWAʼN No.1 ④OGAWAʼN No.1  BIO

商品添付⽤のラベルや、販促グッズについては、町で⽤意をしますが、各⾃でラベルデザインを
する際などは、個別にデータの取扱について相談を受け付けます。

３．おがわ野菜のブランド化
（１２）「OGAWAʼN 」に関する留意事項について

宣言書には同意する確認者が必要です。宣言内容は遵守しなければなりません。宣言内
容について抜き打ち検査を実施することもあります。宣言内容と実施内容とに相違がある
場合には宣言を取消します。また、農業環境の変化があり宣言内容を継続できない場合に
は、直ちに取り下げが必要です。
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３．おがわ野菜のブランド化
（１３）BIO 微⽣物多様性活性値の有効活⽤について

微⽣物多様性活性値の測定は、⼟壌の健康診断と⾔えます。
健康な⼟壌には沢⼭の微⽣物が存在しており、この測定をすることで、
実施している⼟づくりへの取り組み結果が、微⽣物の量として現れます。

今までの研究で、土壌微生物多様性・活性値の高い土は、土壌消毒しなくても連作障

害を起こしにくい、病気にかかりにくいことが分かっています。現在病気が起こってい
ない土壌でも、土壌微生物多様性・活性値が低い場合は、将来病気にかかる可能性が高
いため、土壌の健康診断を実施することで予防につなげる取組みができます。

土壌の硬度とも関係性があり、土壌微生物多様性・活性値の高い土は柔らかく、生産
物の根の発達が良いことが分かっています。また、えぐみの元である硝酸態窒素が生産
物に残りにくい傾向にあります。健康で高品質な生産物を獲得するための指標になりま
す。

また、良い堆肥・ぼかしの入っている土壌の土壌微生物多様性・活性値は高くなりま
す。逆に、悪い堆肥、化学肥料を多用した場合や、農薬をかけた直後の土壌の土壌微生
物多様性・活性値はとても低くなります。使用する資材の適性診断や、環境負荷の少な
い持続可能な農業を行うための指標になります。

出典：株式会社 DGCテクノロジー HPより
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４．環境にやさしい農業について

いまの農業は「環境にやさしい」ことが求められています。⼩川
町では環境へ配慮した農業を応援し、⼩川町の資源を活⽤した地域
循環型農業の仕組みづくりを推進します。

５．新規就農者の⽀援策について

（１）研修受⼊先の拡⼤
研修受⼊れ農家数を増やし、研修内容の充実がはかれるよう⽀援
する。

（２）新規就農⽅法の開発および検討
⼩川町での農業に興味を持ってもらうための、貸し農園制度や実験
圃場の有⽤性について検討する。⼩川町に適した新たな農家像につ
いても検討する。

既存の⽣産者を応援するとともに、新規で⼩川町に就農を希望する
⽅への⽀援も実施します。現在の研修体制を充実させていき、かつ幅
広い層に、⼩川町の農業に触れる機会を創出する取組を検討します。

（１）⼩川町産の資源を使⽤した堆肥づくりを推進
これからの農業の模範となるよう、率先して環境へ配慮した農業

への転換を推奨する。具体的な取組として⼩川町産の資源を使⽤した
堆肥づくりを推進し、堆肥所の整備について⽀援する。

（２）再⽣可能燃料の活⽤を推進
BDF等の再⽣可能燃料を活⽤した農業機械の利⽤を推進する。

＊BDFとは、バイオディーゼルフューエルの略で植物由来の燃料。

（３）堆肥づくりおよびエネルギー活⽤を推進
⾷品残渣などを活⽤した堆肥づくりを推進し、その過程において発

電される電⼒を利⽤する循環型農業への取組を強化する。さらに⾷品
残渣等の確保、輸送の仕組み（モデル化）の構築を⽬指す。
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６．取引先等への営業⽀援

おがわ型農業の対象者と、⼩川町産の農産物を積極的に取り扱う
ことができる新規出店者などを⽀援します。

（１）イベント／商談会等への参加
バイヤー等とのマッチング商談会などへの参加に対し⽀援する。

（２）イベント／商談会／農業体験等の開催
バイヤー向けの商談会や、消費者等向けの試⾷会、体験イベント
等を推進する。

（３）新規出店／開業の⽀援
おがわ型農業によって栽培された農産物を、積極的に取り扱うための
施設の新設や改修に対し⽀援する。

７．慣⾏農業から有機農業への転換⽀援

環境にやさしい農業への転換を⽀援します。

・ エコファーマー認定者、特別栽培農産物の⽣産者、環
境保全型農業や有機農業に取組む⽣産者を⽀援し、有
機農業への転換を推進する。

８．６次産業化の推進
専⾨家を活⽤し農業者を⽀援します。

・ ６次化中央サポートセンターの⽀援制度を活⽤する。
観光農園化、販路開拓、商品開発、経営指導、JGAP、
ブランディング、有機農産物認証指導、各種補助⾦の
活⽤等、⽣産者の課題に適した専⾨家が⽀援する。
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９．有機農業を活⽤した⾷育等の推進

・ 農業体験等のイベントを、理解者の醸成とプロジェクト
参加者の拡⼤と位置づけて推進する。

・ おがわ型農業により⽣産された農産物の学校給⾷や保
育園での積極的な活⽤を推進する。

１０．おがわ型農業整備応援

⾷育活動を通じたおがわ型農業の理解の拡⼤を⽀援します。

・ 機械、器具、備品に係る補助
トラクター、除草機、管理機、播種械、定植機、収穫機、器具、備品等
の整備に係る経費に関して補助する。

・ ⽣産施設に係る補助
堆肥⽣産施設、農産物の集出荷施設、農産物の加⼯施設、簡易被覆施設、
簡易予冷庫、かん⽔施設等の整備に関して補助する。

*予算措置が⾏われた場合のものであり、予算の範囲内において補助するものである。

おがわ型農業に取組む⽣産者等を⽀援します。



〈⼩川町〉

埼⽟県 農⽔省・環境省等

連携・情報交換連携・情報交換

環境農林課
連携

株式会社
DGCテクノロジー

６次産業化中央
サポートセンター

微生物測定 専門家派遣

消費者

連携

販売

⼩川町有機農業
推進協議会

⼩川町農業
振興連絡協議会

埼⽟中央
農業協同組合

埼⽟伝統⼯芸会館
（道の駅おがわまち）

⽣産者

連携

連携

連携

プロジェクト参加 応援

流通業者 ⼩売業者 飲⾷店

プロジェクト参加
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１１．推進体制の構築
本計画は、⽣産者・⾏政（⼩川町）・流通事業者・消費者等の関係する

⽅々と⼀緒に推進する。

主な推進体制と関係機関

全体管理 主管課 連携課 応援策 関係機関

⼩川町 環境農林課

関係各課

新規出店者⽀援 各出店事業者

６次産業化⽀援
６次産業化中央サポートセンター〒100-0004	
東京都千代⽥区⼤⼿町1-5-1	⼤⼿町ファース
トスクエアウエスト20階 070-6516-7146/050-
3797-9135	

ブランド化⽀援 委託業者等

微⽣物測定⽀援 株式会社DGCテクノロジー〒300-2667	茨城県
つくば市中別府591-163	029-896-4602

堆肥⽀援 各⽣産者、団体等

新規就農者⽀援 各指導農家

有機転換⽀援 各⽣産者、転作集団促進連絡協議会等各種団
体

機械・施設⽀援 各⽣産者

⼩川町教育委員会
・⽣涯学習課
・学校教育課
・給⾷センター

⾷育⽀援 イベント実施者

※関係する事業に応じて適切な関係各課と連携します。
※関係機関は年度、予算、事業状況により変更する場合があります。

⼩川町教育委員会
・⽣涯学習課
・学校教育課
・給⾷センター

⼩川町農業委員会

関係各課
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