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　本章では、建設業の元気回復事業の実施協議会の
うち、検討の熟度が高く、その取り組みが他の事業
者の参考になる事案について、分野ごとに取り組み
状況を簡記するとともに所見を述べていく。

　本章では、建設業の元気回復事業の実施協議会の
うち、検討の熟度が高く、その取り組みが他の事業
者の参考になる事案について、分野ごとに取り組み
状況を簡記するとともに所見を述べていく。

（１）Ａ協議会：農業分野
◇概要
　耕作放棄地に「作物a」を植え、新しい県産品として広めていく
ことを企図。「作物a」は露地物だけでなくハウスで「鉢植え栽培」
をする手法もあり、年間を通じて安定的に均質的な水準で産出する
ことができる。

◇ビジネスモデル
　当該協議会は「作物aを栽培する」ことを事業としているのでは
なく、「作物aを栽培したいと考えている農業従事者または農業参入
者」に「作物aを栽培する耕作地を開墾～苗の提供～栽培ノウハウ
の提供～収穫物の全量買取」をワンストップで提供するノウハウを
「コンサルティング」することをビジネスとしている。
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第３章　【事例研究】建設業の元気回復事業の具体的活動について

【バリューチェーン】
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農家/農業参農家/農業参入希望者に栽培ノ入希望者に栽培ノウハウハウをウを
提供提供し、し、農業農業参入を参入をワンワンスストトッッププでで支支
援する援するココンサル業をンサル業を実実施施

自社で全量買取するも、全て提携先自社が実施 へ全量売却し、販売のリスクを転嫁

◇所見
　農業分野で参入する多くの協議会が、最もリスクがあり付加価
値生産性の低い「農作物を生産する」分野を内製化する傾向にあ
る。しかし、当該協議会は「農業参入を希望する者及び転作を検討
する農家」を顧客として定義し、その栽培ノウハウをワンストップ
で提供する「コンサルティング」を業としている。この方法は、耕
作放棄地の開墾等で建設業との相乗効果があることに加え、最もリ
スクの高い部分を専業者に委ねることで、事業リスクを小さくして
いる点に工夫がある。さらに、産品を全量買い取ることで農業参入
のハードルを下げるなど独自の工夫がされており、良く考えられた
「熟度の高い」事案であるといえる。
　また、産品として選択した「作物a」は、当該地域の土壌や気候
にマッチし、且つ加工品の付加価値が高く、国内産シェアの低い農
産品であるなど、その市場性の把握と提供価値の対価性がきちんと
検討されている。さらにこの事業者は、同様の方法を他の農産品に
も適用するなど事業領域も拡大する意向である。このケースは、経
営の主体が明確であり、ビジネスモデルは確立しているといってよ
く、農業分野の理想的な参入方法の一つであるといえよう。
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川下分野は現状ビジネ
ス化は困難として、経営
資源の集中投下はせず

林業の生産性向上を企図して森林組合と協働
法人立上げを行い、川上分野を事業展開

境界画定 運搬

（２）Ｂ協議会：林業分野
◇概要
　地元の森林組合と協働し、境界画定～路網整備～間伐の事業を行
うことで、建設業者が林業に参入できるノウハウを蓄積するととも
に、林業の生産性の向上を企図している。また、本事業の結果とし
て、建設業者と森林組合が共同で法人を立ち上げるところまで話し
合いは進んでいる。

◇ビジネスモデル
　これは、林業の川上分野（施業）を専業とするビジネスモデルで
ある。「顧客」は県や市といった自治体の林政部であり、森林保全
に係る受託事業をいかに受注できるかが事業のポイントである。こ
の事業は、通常であれば競合相手となる森林組合と建設業とが協働
し、林業の生産性の向上を実現しながら森林整備事業を行おうとす
るものである。一般的なビジネスとしては森林組合と建設業の協働
は議論の土俵にも乗らないケースが多い。しかし、これはそれを実
現している稀有な事例である。木材の加工や販売を行う川下分野へ
の展開は今後の課題の一つではあるが、当面は川上分野への資源の
投入を図っている。

【バリューチェーン】

主に自治体からの受託事業主に自治体からの受託事業

間伐路網整備 木材
加工 販売

主に自治体からの受託事業主に自治体からの受託事業

間伐境界画定 路網整備 運搬 木材
加工 販売

林業の生産性向上を企図して森林組合と協働、、
法人立上げを行い、川上分野を事業展開

川下分野は現状ビジネ
ス化は困難として、経営
資源の集中投下はせず
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◇所見
　林業の川上分野は、限られたパイ（自治体が行う森林整備事業の
受注）を森林組合等の既存の事業者と奪い合う構図になりやすい。
このため建設業の新規参入にはいくつものハードルがある。当該協
議会では、事業を推進している建設業者が森林を所有しており、か
つすでに林業にも携わっていたことも、今回の事業を実現できた大
きな要因ではある。しかし、元気回復事業の助成期間である２年の
活動の中で、林業の生産性の向上のためには建設業と連携すること
が重要であることについて、森林組合関係者の理解を得て協働事業
につなげたという点で高く評価することができる。

（３）Ｃ協議会：環境分野・観光分野
◇概要
　　小水力発電（注１）のノウハウを活用しながら、低速の電気自動車
をＣ地域に走らせることで、まちなかのクリーンで安全な交通手段
を確保し、エリア内の低炭素社会型のまちづくりを行うことを企図
している。

◇ビジネスモデル
　Ｃ地域での低速の電気自動車の運用は、あくまで「モデル事業
（ショールーム）」であり、ビジネスの要諦は低炭素社会型の交通手
段を検討する自治体や地域に、低速の電気自動車の導入～運用のノ
ウハウを「コンサルティング」するところにある。設備投資や運営
に係るリスクは導入側が負い、当該協議会はコンサルティングで収
益を確保するというモデルである。大きな資産（アセット）を保有
する必要がないため、事業リスクが低く手堅いビジネスモデルであ
（注１）数十kW～数千kW程度の比較的小規模な発電（一般的には2,000kW以下）の総称（注１）数十kW～数千kW程度の比較的小規模な発電（一般的には2,000kW以下）の総称
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連携先と共同で技術開発し、自治体
けにセールス
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連携先と共同で技術開発し、自治体向
けにセールス

主要事業を「電動自動車導入～運営
管理支援コンサルティング」と設定
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る。なお、当該協議会で中核を担った建設企業は、今後、本事業を
専業とする会社を立ち上げ、本格的に活動を開始する予定である。

【バリューチェーン】
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◇所見
　前掲のＡ協議会と同様の発想のビジネスモデルである。すなわ
ち、Ｃ協議会が事業参入を検討している顧客に、ビジネスのノウハ
ウを「コンサルティングする」というビジネスモデルであり、他分
野への参入手法としては手堅い。また、当該協議会は、同事業推進
にあたり、有識者やメーカー、コンサルティング会社等様々な事業
者と連携し、事業が立ち上がる目途を迅速につけるなど、異業種連
携を効果的に行っている。

（４）Ｄ協議会：観光分野
◇概要
　Ｄ川の体験型観光事業をコンテンツとして作りこみ、観光客へ提
供。当該協議会のコアメンバーが行っている宿泊施設や観光ガイド
とも連携し、エリアの観光事業として事業化している。
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コンテンツ
開発 観光企画

業のリスク
安定的な誘客

建設従事者の
人材活用分野

NPO法人と協働で取り組み ツアーの
運営事業
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◇ビジネスモデル
　体験型観光事業の運営事業を主要事業としており、観光企画及び
集客の事業も担うことを想定している。観光コンテンツとしては斬
新で人気もあり、有力なコンテンツとして位置づけることが出来
る。

【バリューチェーン】

従事者の
養成

ツアー
販売

（エージェ
ントほか）

顧客宛
サービス
提供

【当該事 】

コンテンツ
開発

従事者の
養成 観光企画

ツアー
販売

（エージェ
ントほか）

顧客宛
サービス
提供

【当該事業のリスク】
安定的な誘客

建設従事者の
人材活用分野

NPO法人と協働で取り組み ツアーの
運営事業

◇所見
　市場性のある有力コンテンツに目をつけて商品化した点は高く評
価できる。他の観光コンテンツ（キャンプ場等）を有している主体
が当該協議会の構成員であることから、連携も容易である。一方で、
ボートを使うという川の体験事業としての性格上、利用人数には制
約がある。このため、観光客を「マス」（大量）で囲い込むことが
できず、業容拡大が困難である。今後は、広域観光圏を意識し、様々
な観光コンテンツとの効果的な組み合わせを行う等のコーディネー
トを事業の主力とすることで、雇用を増やしつつ事業の規模を拡大
していくことが必要である。
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（５）Ｅ協議会：農業分野
◇概要
　日本で屈指の高品質を誇る「作物ｂ」を用いた伝統産品の保護と
新商材開発を企図し、「作物b」の栽培～加工～販売までを手がけ
る事業を展開している。

◇ビジネスモデル
　伝統産業の維持・復興を本来の目的としながらも、新商品開発も
並行して検討することで「作物ｂ」の商機を広げることを目指して
いる。また周囲の関心を集めることにも注力しながら、作付け～収
穫～加工～販売のバリューチェーンを地道に積み上げている。
　「地場農産品をブランド化し、新商品の開発を行うことを通じて
地域活性化を図る中で建設業としての関与を見出していく」という
形態は他の多くの協議会も志向している。このケースは、未だ規模
は小さいながらも、地場農産品の商品開発に建設業が取り組み、具
体的な成果につなげている事例である。
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第３章　 【事例研究】建設業の元気回復事業の具体的活動について

◇所見
　当該協議会は、一連のバリューチェーンについて、川上から川下
までそれぞれ効果的に外部の協力や関与を得ている。個々のプロセ
スをみると、斬新な手法を適用しているわけではないが、着実に検
討が行われ、課題を克服しているところが優れている。なお、他の
協議会の取り組みでは当該レベルにまで至っていないものも多く、
大いに参考になるものと思われる。

　当協議会の取り組みにおいて特筆すべきは次のようなポイントで
ある。
１）現在は衰退期のステージにあるものの、すでに確立していた
伝統産品の可能性に着目した。伝統産品は既存産業であることか
ら、「一からつくる」必要はなく、衰えたとはいえ協力者も存在し
た。つまり、わずかではあっても、継承すべきノウハウを熟知して
いる担い手が残っていたことから、彼らとの協働の途を探ることで
バリューチェーンをつなげることができた。
２）伝統産業が衰退した原因と現在の市場や業界の状況をよく研究
している（たとえば、伝統産品の需要が減退していること、海外産
の流入によって価格競争上は不利となっていること、業界の中間業
者による搾取的構造が存在することなど）。そこから「まずは何を
すべきか」「今、何が出来るか」を導き出して新しい試みを実施し
ている。こうした取り組みは、“市場”や“顧客”を具体的に見据
えることにつながっている。
３）「作物b」やそれを用いた伝統産品を供給する主体は、国内で
は極めて限定されている。このため、取り組みの特徴付けがしやす
かった（産品の市場性が見出しやすかった）と思われる。他の協議
会でも木材や伝統農産品を取り扱った例があるが、多くは品質的に
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同等以上の産品がすでに日本各地に存在したり、需要が限定的で
あったりするため、市場性について可能性が見出しにくくなってい
るのが実態である。
４）「作物ｂ」やそれを用いた伝統産品のように“商品”の製作や
販売だけでなく、地元のコミュニティを巻き込むような“ソフト”
の形成も上手く行っている。地域産品のマーケティングにおいては
地元住民の関与は重要であり、当該協議会は地域住民の就農体験な
どのPRを通じて、地元限定ながらもメディアでの露出機会を増や
すことで商品の知名度を向上している。

　建設業が今回のような取り組みに着手しようとすると、まずは周
辺の産品や利用可能な事物をテーマに採り上げようとするのが通常
である。しかし本来は、バリューチェーンの形成の可能性（担い手
は所在するか）や市場性（提供しようとするものは買い手に対して
魅力的か）などについて、予め想定した上で具体的な検討に入るべ
きである。当該協議会では、事業展開の“可能性”についての見通
しを明確に持ったからこそ、一定の成果に向けて進められたと考え
られる。
　ただし、この事案についても、
①今後受注が増えていった場合の生産力の向上をどう図るか。
② 新商品開発において競合商品がひしめく中で、いかに差別化でき
るコンセプトを提示して市場に浸透させていくか。
といった課題が残っている。これらは、推進者の発想やアイディア
だけで解決できないことも多く、周囲との継続的な協働とそのため
の経営体制の確立が求められることになる。
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