
1．ふるさと財団について

地域総合整備財団（ふるさと財団）は、民間活力を活用した地域の活性化を支援するため、昭和
63年に都道府県及び指定都市のすべてが出捐する財団法人として発足しました。

当財団は、地域活性化につながるあらゆる分野の民間事業に対する無利子融資であるふるさと融
資をはじめ、地域再生の取組、公民連携の推進、地域産業の創出・育成への支援など、各種事業を
実施しており、これらを通じて「ふるさとの元気を引き出す」ためのお手伝いをしています。

本稿では、このうち、一般財団法人全国市町村振興協会からの助成を受けて実施している「ふる
さとものづくり支援事業」について、具体の事例を中心に事業の概要をご紹介します。

2 ．ふるさとものづくり支援事業の概要

⑴　経　緯
地域における新産業の育成と雇用の拡大に資するため、平成12年度に「新分野進出等企業支援補

助事業」を創設し、新分野への進出や小規模商品の開発を支援しました。
平成22年度からは、その内容を見直し、「新技術・地域資源開発補助事業」として、新技術の開発

や地域資源の開発を支援しました。
平成28年度からは、事業規模や進捗状況に応じた支援が行えるよう「ふるさとものづくり支援事業」

に内容を改め、地域資源を活用した新商品開発等を支援することで、地域における投資や雇用の創
出を促進しています。
⑵　目　的

企業等の地域資源を活用した新商品開発等に対し市町村（東京都の特別区を含み、地方自治法第
252条の19第 1 項の指定都市を除く）が補助を行う場合に、財団が当該市町村に対し補助金を交付す
ることで、地域産業の育成・振興に資するよう地域における投資や雇用の創出を促進することを目的
とします。
⑶　内　容

①　Ａ〜Ｃタイプ
将来的に事業化・量産化が可能な特徴ある新商品開発を行うことで地域産業の発展が図られ

る事業
②　Ｄタイプ

これまでに新商品開発に取り組み、試作品が完成したものの商品化に至っていないものにつ
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いて、商品化に向けた事業化・市場調査・販路開拓等を実施する事業
③　補助率

補助対象経費の2／3以内
（過疎地域・みなし過疎地域（旧過疎地域に限る）、離島地域、特別豪雪地帯において行われ
る場合には9／10以内）

④　補助上限額
Ａタイプ 10,000千円
Ｂタイプ 5,000千円
Ｃタイプ  1,000千円
Ｄタイプ 2,000千円

⑤　主な補助対象経費
企業等の新商品の研究開発・事業化・市場調査・販路開拓等に要する経費

3 ．事例紹介

①�　平成28年度　岩手県野田村「野田村産山ぶどうワイン商品化事業」
■事業主体　㈱のだむら
■補�助�額　3,782千円（Ｂタイプ）

【事業者の概要】
道の駅のだ、観光物産館ぱあぷるをはじめ、本件事業主体となる涼海の丘ワイナリー等の管理運

営を手掛ける第 3 セクターです。主力製品はワインの他、村の名が入った「薪窯直煮製法 のだ塩」
などを販売しています。

補助事業の範囲（イメージ図）



【事業概要】
◇背景・経緯

野田村の特産である山ぶどうは加工原料として
高い評価を得ていましたが、村外への委託加工に
頼るところが多く、地元での加工買取による生産
農家の経営安定が強く望まれていました。

そこで、東日本大震災後の復興の柱として、ワ
インの醸造施設を核とした交流及び雇用の創出を
目指し、新商品の開発をスタートしました。

◇開発の概要
地元産山ぶどう100％の本格的な醸造方法によ

るワインを商品化するため、販路拡大調査、外部
からの技術指導、試作醸造商品の分析、販路開拓
のためのホームページ・パンフレット等広告宣伝
物製作などを行いました。

開発にあたり最も苦心したのは、非加熱による
1 次・ 2 次発酵を行うヨーロッパスタイルの醸造
方法を取り入れたことです。他商品との差別化を
目指した新商品開発のため、県内の醸造施設での
取り組みは例がなく、県外の酒造会社へ職員を派
遣し、技術の習得に当たりました。

【成　果】
◇特徴・地域性

非加熱醸造により、山ぶどう果実本来の美味しさがワインの中にストレートに表れ、評価の高い村
内産山ぶどうの味・香りが生かされた商品が完成しました。

山ぶどう100％のワインは一般的な白ワインに近い味わいになるため、沿岸地域で魚料理が豊富な
野田村に適した商品開発となっています。

また、村内に11戸ある農家からの原料買取り価格は以前
の約1.6倍の価格で取引されており、村内の所得向上に繋
がっています。

◇商品化・販売先
こうして平成28年度から製品化された野田村産山ぶどう

100％のワインは、平成29年 4 月より「赤」及び「ロゼ」
の販売を開始し、平成30年 1 月より「樽熟成」を販売して
います。野田村にある、観光物産館ぱあぷるや、涼海の丘
ワイナリー、国民宿舎えぼし荘で販売しているほか、通信
販売も行っています。

≪原料となる野田村産山ぶどうの収穫≫

≪ワイナリー内でワインを醸造する様子≫

《山ぶどうワイン 3種》



※山ぶどうワイン醸造実績
〔平成29年度〕 赤　4,169本、ロゼ　7,150本、樽熟成　3,773本
〔平成30年度〕 赤　9,814本、ロゼ　4,160本、樽熟成　3,800本

②�平成29年度　北海道北竜町「ハイオレイックひまわりを活用した新たな特産づくり事業」
■事業主体　㈱北竜振興公社
■補 助 額　8,400千円（Ａタイプ）

【事業者の概要】
昭和46年に設立した北竜町の第3セクターとして、北竜町の道の駅「サンフラワー北竜」に併設す

る宿泊施設、温泉、レストランに加え、町商業活性化施設「COCOWA」（スーパー）の運営管理を
行うなど、町の産業基盤や生活環境の整備を促進し、町民生活の福祉向上に向けた事業展開を行っ
ています。

【事業概要】
◇背景・経緯

昭和54年、農協職員がヨーロッパでの農業研修中に、旧ユーゴスラ
ビアで咲くひまわりに注目したのがきっかけとなり、自給自足による
食生活の改善に向けた取組やひまわりを植えることによる環境美化に
もつながることもあって、町を挙げて 1 戸 1 アールの作付け運動を開
始しました。

その後、ひまわりの種から採取されるオイルを試行錯誤のうえ商品
化しましたが、採算性や安定供給などの課題が生じてきたことから、
ひまわりオイル事業は休止を余儀なくされました。

そこで、ひまわりの里としてひまわりを観光産業の目玉とする北竜
町としては、ひまわり関連商品の開発が不可欠と判断し、ひまわりオ
イル事業の復活を目指すこととしました。

◇開発の概要
油糧用ひまわりを圧搾して得られたオイルを、町の特産品として商品化しました。オレイン酸の含

有量が高い品種のひまわりを採用することにより、血中の悪玉コレステロール（ＬＤＬ）を減らす効
果も期待されます。

油糧用ひまわりの生産は農家の協力を仰ぎ、農地は全体で10haです。食用となることから、病害
などの感染予防のため、観賞用のひまわりとは農地を分けており、種も自家種苗ではなく毎年新しく
購入しています。

【成　果】
◇特徴・地域性

ひまわりオイルは長らく町民に親しまれており、この度、北竜町の観光資源となっているひまわり
を生かした商品「北竜焙煎ひまわり油」が開発されたことから、この商品は観光客の手土産用とし

《初期商品》



て好評を博しています。
さらに、ひまわり油の特徴でもあるオレイン酸（ＬＤＬのみを低下）

やビタミンＥ（抗酸化作用）が豊富なオイルとして広報を展開して
います。ご家庭での食べ方としては、熱を加える炒め物用だけでは
なく、みそ汁、納豆などに直接かけて食べられています。

◇商品化・販売先
今回の事業により平成30年 2 月に3,800本を製造したところ、町民

を中心に好評で 2 か月ほどで完売し、追加で製造した600本もその後
1 か月ほどでほぼ完売となりました。

販売場所は公社が運営する道の駅及びスーパーで販売しているほ
か、毎年 7 月下旬から開催する「ひまわりまつり」などのイベント時の即売商品としても提供して
います。

③�平成30年度　岡山県美作市「ペダル踏み間違いによる事故を防ぐ車両用ペダル装置の開発」
■事業主体　㈱英田エンジニアリング
■補 助 額　9,060千円（Ａタイプ）

【事業者の概要】
昭和49年にフォーミングロール（回転する金型）の製造を目的に設立されたメーカーで、現在は

フォーミングロールのほか、無人駐車場・駐輪場管理システム等の製造・販売を行っています。
【事業概要】
◇背景・経緯

近年、高齢者の自動車運転による事故が増加していますが、同社の商品が使用されているコイン
パーキングでもそのような報告が相次いでいました。

高齢化が進む地方、とりわけ中山間地域で車は生活の一部であり、衝突防止装置が搭載されてい
る新車を買うのも大変なので、乗り慣れている車に取り付けられる装置を工夫できないかということ
で、「STOPペダル」の開発に取り組みました。本商品の開発は、社会貢献という面から実施したもの
でもあります。

《ひまわり関連商品とともに販売》

《商品化されたひまわり油》



《STOPペダルの仕組み》

◇開発の概要
「STOPペダル」は、アクセルを非常に強く踏むとアクセル機能が解除され、自動でブレーキが掛

かる取り付け型ペダル装置です。踏み間違えを防ぐ装置の特許は埼玉県の方が所持しており、元々は
手作りのものでしたが、同社が商品化を行うにあたって、量産できる製品設計への調整や車載装置
としての耐久性の試験等、多大に手を加えました。

ブレーキは同一車種の中でも年式によっては形状やシステムが異なり、膨大な型が存在するため、
中古車販売会社が持っているデータを利用し、高齢者の使用率が高い車種を中心に対応させていく
こととしています。

【成　果】
◇特徴・地域性
「STOPペダル」は電子制御を必要としないため、高度なシステムが搭載されていない中古車等で

も活用できます。
そして、「STOPペダル」の取付作業については、基本的に地元の民間修理業者に依頼する方針を取っ

ており、地域経済の活性化にも貢献しています。また、美作市を含め岡山県内には、購入・取付に
関して補助制度を有する自治体が存在し、「STOPペダル」が普及する体制が整ってきています。
◇商品化・販売先

令和元年 6 月より販売を開始しており、これまでに約300台を受注しています。一方、現在の商品
は対応車種が少ないため、今後、コストを落として対応車種を増加させたモデルを新たに導入し、こ
のモデルで増産を行う予定です。

また、県内外の自動車教習所からも好評を得ており、今後は自動車教習所の高齢者教習における
PR活動が行われる予定であり、高い宣伝効果が見込まれています。



《STOPペダル本体》

《STOPペダル取付後》

4 ．おわりに

ふるさとものづくり支援事業自体は、平成28年度からの比較的歴史の浅い事業ではありますが、
これまで採択した事業については、概ね全てで試作品の開発が完了し、うち 8 割以上で商品化が実
現しています。いずれも地域において新たな設備投資や新規雇用など事業拡大が図られており、本補
助事業の目的である地域における投資や雇用の創出に一定の効果があったと考えています。

今後とも、助成金の一層の有効活用を図りつつ、本事業により、地域産業の育成・振興に資する
よう地域における投資や雇用の創出を促進することに貢献して参りたいと考えています。



ふるさとものづくり支援事業　採択実績（Ｈ28～Ｈ31）

年度 市町村名 タイプ 事業者名 事業内容

平
成
28
年
度

青森県八戸市 Aタイプ アイカーボン㈱ リサイクル炭素繊維を使用した導電性糸及び導電性
漁網等の開発

鹿児島県日置市 Aタイプ ㈱丸山喜之助商店 竹チップを使ったリサイクル堆肥の開発
岩手県野田村 Bタイプ ㈱のだむら 野田村産山ぶどうワイン商品化事業
宮城県美里町 Bタイプ キョーユー㈱ 雄勝石の高精細加工技術による高品位酒器の開発事業

島根県奥出雲町 Bタイプ ㈱加地 仁多米を活用した炒り玄米粉の高い香りと食感を生
かした特産品づくり事業

愛媛県宇和島市 Bタイプ 秀長水産㈱ 宇和島市養殖魚未利用部位商品化支援事業
福岡県久留米市 Bタイプ ㈱ブティック九州 日本酒の劣化防止装置の開発
京都府与謝野町 Cタイプ 与謝野町商工会 新しい産業起こし推進事業「売れる商品づくりプロジェクト」
山形県米沢市 Dタイプ 米沢織物工業組合 米沢織簡単きもの開発事業

埼玉県秩父市 Dタイプ 秩父樹液生産協同組合 多面的な雇用の創出と人材育成のためのキハダを活
用した化粧品の開発

奈良県川西町 Dタイプ 川西町商工会 地域特産品「結崎ネブカ」1.5次産業化促進プロジェクト

平
成
29
年
度

北海道北竜町 Aタイプ 株式会社北竜振興公社 ハイオレイックひまわりを活用した新たな特産づくり事業
青森県中泊町 Aタイプ 合同会社ツリーワーク 鳥獣被害防止忌避剤開発事業

長崎県対馬市 Aタイプ 特定非営利活動法人對馬
次世代協議会 対馬のブランドあなごフル活用、無添加だし開発事業

北海道利尻町 Bタイプ NPO法人利尻ふる里・島
づくりセンター 北海道産素材のだしパック製造事業

秋田県男鹿市 Bタイプ 珈音合同会社 「浜のそば」と「ほたるの米」を素材として珈音の
焙煎技術・菓子製造の技術を活かした商品開発

新潟県津南町 Bタイプ 公益財団法人津南町農業
公社

機能性野菜（にんじん）の雪下栽培「（仮）雪くれない」
商品開発事業

長崎県壱岐市 Bタイプ 特定非営利活動法人一支
國研究会

国指定特別史跡、原の辻遺跡から発掘、出土した種
子に由来する新商品開発

沖縄県座間味村 Cタイプ 座間味村漁業協同組合 水産物を活用した、村の特産品開発
富山県立山町 Dタイプ 株式会社たてやま 立山町産ラ・フランスジュース新商品化事業

福岡県久留米市 Dタイプ クルメキッコー株式会社 ふるさと久留米の味を手軽に再現できる簡単調味料
の開発

佐賀県武雄市 Dタイプ 武雄市商工会 武雄生姜PR（Beジンジャー拡販）プロジェクト

平
成
30
年
度

青森県青森市 Aタイプ 株式会社アイ・シー・シー・
コンピューターシステム

LED信号灯器着雪・凍結防止「融雪ヒーター」の開
発と遠隔監視モニタリングシステムの開発

山形県西川町 Aタイプ 西川町総合開発株式会社 西川町特産品を活用したクラフトビール等の開発

岡山県美作市 Aタイプ 株式会社英田エンジニア
リング

ペダル踏み間違いによる事故を防ぐ車両用ペダル装
置の開発

北海道函館市 Bタイプ 北海道マリンイノベーショ
ン株式会社

海藻含有の機能性成分を含んだ機能性食用オイル開
発事業

岩手県釜石市 Bタイプ 株式会社エイワ FRP（繊維強化プラスチック）製の高台避難階段の製品化

平
成
31
年
度

京都府和束町 Aタイプ 一般財団法人和束町活性
化センター 農作物を用いた鉄ミネラル技術の開発

岡山県津山市 Aタイプ 株式会社本山合金製作所 大量合成手法確立に向けた炭素吸着剤事業
熊本県上天草市 Aタイプ 天草池田電機株式会社 高精細テレビモニタ用蛍光量子ドットの開発
富山県射水市 Bタイプ ＮＳＩＣ株式会社 もみ殻を資源とした農業再生事業
北海道古平町 Dタイプ 株式会社ヤマダイふじた 新・ご当地B級グルメ開発事業




