東広島市農林水産物
ブランド戦略プラン
概 要 版

平成 30 年３月
東広島市農林水産物販路拡大推進協議会

ブランド戦略プラン策定の趣旨
■策定の趣旨
全国的な傾向と同様に本市においても、少子高齢化が進展し、第１次産業の担い手不足や高齢化
などが懸念されています。これらの課題を解決するために、ブランド化の推進による付加価値の高
い農林水産物の生産振興を図り、自立できる産業への育成と強化が求められています。
「西条柿」
、
「安芸津かき」
、
「マル赤馬鈴薯」などをはじめ、本市の特産品を全国的なブランドに
押し上げ、農業者の所得向上を図ることを目的とし、現状と課題、目指す姿と方向性を整理し、戦
略的かつ具体的な取組を行うための指針として「東広島市農林水産物ブランド戦略プラン」
（以下
「本プラン」という。
）を策定するものです。

■本プランの位置づけ
本プランは、本市が今後取り組む農林水産物のブランド化及び６次産業化等に関する指針となる
ものであり、上位計画及び関連計画と整合を図って推進していきます。
なお、本プランは、国の「６次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱」における「６次産業化
等の取組に関する戦略」としても位置づけます。
また、本プランの上位計画は、
「第四次東広島市総合計画」及び「東広島市農業振興基本計画」
とします。また、関連計画としては、
「東広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」があります。

第四次東広島市総合計画

東広島市

まち・ひと・しごと創⽣総合戦略

東広島市農業振興基本計画

東広島市農林⽔産物ブランド戦略プラン

■計画期間
本プランの計画期間は、平成 29 年度から平成 33 年度までの５か年とします。
魅力的な「東広島ブランド」の確立に向けて、成果・効果を検証し、本プランを見直しながら他
地域との連携も進めるなど、継続的な取組へとつなげていきます。

■対象産品
本プランに定める「東広島ブランド」は、
「東広島市で生産又は水揚げをした農林水産物及びそ
の加工品」を対象産品とします。
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東広島市農林⽔産物のブランド化に向けて
■目指す姿と方向性
本プランでは、事業者、市民、行政が連携しながら、消費者が求める東広島市の農林水産物及び
それらの加工品、さらには提供場所・提供方法を検討し、農林漁業者、加工業者、消費者等それぞ
れにとって魅力的な「東広島ブランド」を確立する基盤を作ります。
特に、消費者が何を求めているのかを販売側がリアルタイムで把握し、それが農林漁業者や加工業
者にフィードバックされ、常に売れる商品づくりに取り組める好循環の仕組みの構築を目指します。
＜東広島市農林⽔産物ブランドの目指す姿＞

消費者

売り場

加工業者
（２次産業）

販売用
加工品の卸売

売り場

加工用素材の
提供

売り場

売れる商品の
フィードバック

地域性や時流に
合わせた商品提供

マーケット（３次産業）

農林漁業者
（１次産業）

販売用
農林水産物の卸売

売れる商品の
フィードバック

売り場特性に応じた
市場傾向の把握

■ターゲット
第１のターゲットは、
“地産地消”を前提に市内の消費を増やすとともに、
“地産来消”の考え方
も加えて、
「東広島市における買い物客や観光客による消費」とします。第２のターゲットは、よ
り大きなマーケットに向けた PR や販売の展開により、商品の良さを知ってもらうとともに、マー
ケットの状況を把握するため「広島市内での消費」とします。

＜第１ターゲット＞

＜第２ターゲット＞

東広島市における
買い物客や観光客による消費

広島市内での消費

【目的】

【目的】

・
“地産来消”による地域消費の拡大
・市外で販売した際に発生する輸送費の削減
・地域のにぎわい創出、活性化

・より大きなマーケットの確保
・ファンづくり
・ブランド力の強化、維持
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■コンセプト
「国際学術研究都市」としての本市の特徴でもある大学や集積した研究機関、また農林水産業に
関わる人たちの安全安心、おいしさへのたゆまぬ研鑚の想いを込めて「おいしさ研究都市」をコン
セプトとします。
デザインのイメージは「国際学術研究都市」から、合格や勝利を祝う“月桂樹”をモチーフとし
ています。書体や配置なども高級で質の高いイメージを与えるようにデザインしています。
＜新たな東広島市農林⽔産物ブランドのイメージロゴ＞

（色展開のイメージ）

＜東広島市農林⽔産物ブランドロゴの展開例＞

（英語表記）

（日本語英語併記）

（ポスター、タペストリー、バナー等の展開）

（のぼり、
ミニのぼりの展開）

また、
“東広島ブランド”の商品には、
「東広島」の特産品であることが明瞭となるよう、
「おい
しさ研究都市 東広島」が掲げる“旗印”
、風になびく“フラッグ”を表現した商品貼付マークを
表示して PR につなげます。
＜商品貼付マークと商品貼付イメージ＞
（色展開のイメージ）

「商品貼付マーク」を掲げた新たなパッケージ展開の商品を増やしていきます。
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■ロードマップ
本プランで描く、今後５年間のブランド推進イメージは下記のとおりです。
※ただし、現時点で想定しているもの。
平成 29 年度

東広島ブランド
推奨マークの活用

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

平成 34 年度
以降〜

（仮称）
「道の駅 ⻄条」
100 点の新商品
商品５〜10 点

商品 30 点（仮）

商品 30 点（仮）

商品 30 点（仮）

継続的に

ブランドマークの周知、発信、イベントでの活用等
準備会の設⽴

生産者協議会

協議会の設⽴

具体的な協議

道の駅開設に向けた協議（販売品関係等）

道の駅等への
出品に向けて

⼈材の育成等（⽣産量や品目などの指導）
協議会による道の駅等での売り方の協議

１次産品の
安定供給化

（仮称）
「道の駅 ⻄条」
オープン予定

道の駅等との
連携による出荷

新たな売る機能の検討

レストラン等と連携した東広島フェアの継続

既存の
販売施設等

既存商品の販売及び新商品のテスト販売

道の駅は、出荷者を中心とした組織と密に連携をとることが重要です。農林漁業者の利益に直結させるとともに、マーケティング機能を強化す
ることにより、市場の状況を把握し、地域全体の発展・活性化につなげることを目的とします。

■戦略の体系
１．売れる
１次産品づくり
と品質の向上
２．市場に
合わせた商品
づくり
３．生産・加工
と直結した
販売体制づくり

（１） 重点作物の安定生産

① 基本的な農業振興の実践と推進
② 安定した生産方法の確立
③ 組織的な生産体制の構築

（２） 市場から求められる新た
な品目の生産と検討

① 本市の地域特性に合った新たな品目の研究
② 新たな品目の栽培や新たな栽培方法の普及

（１） マーケティングに基づいた商品ブラッシュアップ
（２） 東広島の特徴を
持った商品づくり

① 東広島市らしい特産品の充実
② 東広島の統一ブランドによるパッケージ展開

（１） 農林漁業者、加工業者
との連携体制の充実

① 規格外商品を含む生産品の地域内消費の充実
② 販売業者による市場の把握と農林漁業者、加工業者へのフィードバック
③ 農林漁業者の６次産業化に向けた加工技術等の連携

（２） 道の駅等への地域商品の出品に向けた生産者協議会の設立

４．
及び販路拡⼤
に向けた動き

（１） ターゲットに向けた効果
的なプロモーションの推進

① 「東広島ブランド」をイメージさせるロゴの活用
② 関連事業者等と連携したプロモーションの実施

（２） 販路拡大に向けた営業
活動の促進

① 地域商社機能を有する、地域商品のとりまとめ役の確保
② 広島県等と連携した全国に向けた流通ルートの確立

５．農林⽔産物を中⼼にした新たな“なりわい”づくり
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ブ ラ ン ド 推 進 の 取 組
１．売れる１次産品づくりと品質の向上
（１） 重点作物の安定生産
① 基本的な農業振興の実践と推進
② 安定した生産方法の確立
③ 組織的な生産体制の構築
具体的な取組の例





新規就業者の確保
 研修内容や提供情報の充実
既存集落法人の継続支援
 集落営農の法人化支援
かきの種苗の安定確保に向けた関係団体との連携による情報提供
GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）の取組の推進

など

（２） 市場から求められる新たな品目の生産と検討
① 本市の地域特性に合った新たな品目の研究
② 新たな品目の栽培や新たな栽培方法の普及
具体的な取組の例




広島大学との連携による地鶏の開発
 新たな栽培技術等の研究・開発
園芸センターを中心とした、本市の風土に合った新品目の試作と栽培方法の検討
新たな品目や栽培技術についての情報発信

など

２．市場に合わせた商品づくり
（１） マーケティングに基づいた商品ブラッシュアップ
具体的な取組の例



マーケティングに基づいた売れる可能性の高い商品の開発
人気の道の駅や直売所などへの売り場視察による人気商品の把握

など

（２） 東広島の特徴を持った商品づくり
① 東広島市らしい特産品の充実
② 東広島の統一ブランドによるパッケージ展開
具体的な取組の例





「西条柿」、「マル赤馬鈴薯」、「安芸津かき」、「日本酒」を活用した商品づくりや優先的な PR 支援
東広島の特産品を組み合わせた贈答用・土産用ギフトセットづくりの支援
魅力のある商品への東広島ブランド推奨マークの使用
「東広島ブランド」ののぼりやポスターなどのイメージ展開の充実
など
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３．生産・加工と直結した販売体制づくり
（１） 農林漁業者、加⼯業者との連携体制の充実
① 規格外商品を含む生産品の地域内消費の充実
② 販売業者による市場の把握と農林漁業者、加工業者へのフィードバック
③ 農林漁業者の６次産業化に向けた加工技術等の連携
具体的な取組の例







地元産品の市内飲食店などでの活用
規格外商品を求める加工業者と農林漁業者との橋渡し
販売業者から農林漁業者、加工業者への定期的な市場傾向のフィードバック
飲食店等による市場が求める商品等の情報提供
農林漁業者の６次産業化支援
農林漁業者への加工技術、販売手法等の指導

など

（２） 道の駅等への地域商品の出品に向けた⽣産者協議会の設⽴
具体的な取組の例
 先進地視察
 （仮称）「道の駅 西条」等への出品に向けた、「生産者協議会」の設立（コンセプト、運営目的の検討）

など

４．プロモーション及び販路拡⼤に向けた動き
（１） ターゲットに向けた効果的なプロモーションの推進
① 「東広島ブランド」をイメージさせるロゴの活用
② 関連事業者等と連携したプロモーションの実施
具体的な取組の例





「おいしさ研究都市 東広島」ロゴを活用したプロモーションの展開
東広島市や広島市のイベント等での PR
関係事業者への定期的な情報発信
有効なプレスリリースの活用によるメディアとの連携

など

（２） 販路拡⼤に向けた営業活動の促進
① 地域商社機能を有する、地域商品のとりまとめ役の確保
② 広島県等と連携した全国に向けた流通ルートの確立
具体的な取組の例





地域商社機能を担う販売業者等の確保
商社としての役割に応じた、研修や実践
広島県産応援登録制度への積極的な登録
大手流通企業と連携した全国に向けた販路拡大の取組強化
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など

５．農林⽔産物を中⼼にした新たな“なりわい”づくり
具体的な取組の例



空き家や農山漁村を活用した新たな体験メニューの充実
農家レストランや農泊、民泊等の実施支援

など

■各取組における目標指標
平成 28 年度 平成 33 年度
（現状値）
（目標値）

目標指標
新規就農者育成人数（累計）

26 人

36 人

漁業協同組合員数

92 人

92 人

-

2回

関係機関による生産振興会議の年間開催数

12 回

12 回

集落法人年間設立数

1 法人

1 法人

土壌分析・診断の年間件数

287 件

300 件

地鶏年間飼養羽数

-

10,000 羽

農林水産業に係るフォーラム等の年間実施回数

-

1回

東広島ブランド推奨マーク使用商品数（６次産業化商品）（累計）

-

25 商品

東広島ブランド推奨マーク使用商品数（累計）

-

110 商品

89 件

120 件

710,107 千円

830,000 千円

ビジネス商談会等への年間出展者数

3社

3社

６次産業化研修会年間開催数

4回

4回

-

1 組織

広島市で行う東広島産を PR するイベントへの年間出展回数

5回

5回

東広島産を PR するイベントへの年間出展回数

16 回

20 回

道の駅「湖畔の里 福富」 交流館年間販売額

221,692 千円

253,788 千円

10 登録

25 登録

農家レストランの設立

-

1 施設

農泊の実施

-

1 施設

GAP 研修会年間開催数

東広島ブランド推奨マーク使用者及び地産地消応援店認定店の数（累計）
野菜・花き・果樹の直売所等年間販売額

生産者協議会の設立

広島県産応援登録制度への登録数（累計）
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