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新事業へのチャレンジ ～フランチャイズ焼肉店への進出～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たな取組 

・道内の景気低迷等諸事情により売上減少が予想されるが、フランチャイズ本部と連携を図り、変

化に対応できる業態を維持しながら人材育成を行い、売上高増加を目指す。 

・将来的には、公共建設部門、民間建設部門、フランチャイズ部門で５億円の売上高を目指す。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・公共事業の縮減、少子化等により住宅建設工事の減少が予測される中、会社存続に危機感を感じ

新分野進出を考えていたところ、焼肉店のフランチャイズ募集記事を読み、飲食業への関心とフ

ランチャイズ本部の「若い人材を育てる」という方針に賛同。 

・企業は、利益追求も必要であるが、人材育成が最も重要であり、人を育てて強い会社にするため、

フランチャイズへの参加を決意し進出することとなった。 

 

 

 

 

■建設企業の概要 

赤坂建設 株式会社 
代表者：代表取締役社長 赤坂 充哉 
所在地：川上郡標茶町磯分内 
電 話：０１５－４８６－２１０９ 
ＦＡＸ：０１５－４８６－２１００ 
資本金：２６，４００千円 
従業員：５名 
事業内容：昭和２４年創業、昭和３８年設立。
建設工事業、大工工事、とび・土木工事を手
がけている。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・平成１５年７月に釧路１号店を開業。正社

員１名、パートスタッフ１７名で運営。初

期投資経費は土地購入、フランチャイズ加

盟金等で約１億２千万円。 

・平成１７年８月に２号店を開業正社員２

名、パートスタッフ１５名で運営。 

・開業以来１０万人以上が来店した。 

店舗の外観 

メニュー 
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■経営資源の活用 

・正社員３名にはフランチャイズ本部で２ヶ月間店長研修（座学、店舗研修、実習、修了試験）を

受講させるとともに、パートスタッフには釧路で本部講師による２週間の研修を実施した。 

・フランチャイズ本部との協議により店舗建設工事、仕入れ業務の一部は地元業者を活用してい

る。 

 

■新分野進出の体制 

・平成１５年に会社内に新部門を設立し、正社員１名、パートスタッフ１７名で営業を開始。 

・平成１７年に２号店を開業し、正社員２名、パートスタッフ１５名で運営。 

・公共工事及び民間工事が減少する中で、雇用を確保する意味からも新分野進出を図り、パートス

タッフを地元から採用。 

・フランチャイズ本部と連携し、変化に対応できる業態を維持しながら本体制の維持を図る。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・道の中小企業総合振興資金経済対策特別資金「建設業等新分野進出特別貸付」を活用 

 

■成果と今後の展望 

・開店当時は好評で全道で１、２位の売上高を競っていた。 

・平成１８年以降は競合店の出店や景気の悪化が影響し売上高が減少傾向にある中で、売上高

増加のためのＰＲを検討中。 

・新たに資金を調達するため、現在、分社化を検討している。 

・そばなどの外食産業や羊の飼育への参入を模索中。 

 

 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服

した方法・取組 

・フランチャイズへの加盟により、自社にな

いノウハウの習得、年数回のメニュー替え、

社員教育への助言・指導などが得られ、自

社開業よりもリスクの軽減を図ることがで

きた。 

・外食産業の原価率、人件費比率の把握をし

ながら、接客レベルを落とさないように教

育した。 

・金融機関からの資金調達及び出店場所の選

定で苦慮したが、本業での信頼やフランチ

ャイズ本部の指導等で解決した。 

・若いスタッフが多いため、短期での入替が

多い。 

店舗個室 
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循環型ビジネス（企業）への挑戦  
～地球環境と地域のために～ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新たな取組 

・平成１９年６月に、㈱更別企業で実施していたＢＤＦの生産・利用事業をさらに拡大するため、

㈱エコＥＲＣを設立。従来、㈱更別企業で行っていたＢＤＦの製造販売のほか、菜種作物の栽培

や、道内初の食用油の製造にも取り組んでおり、ＢＤＦの品質安定及び１００％国内産の菜種

油の精製を行うため、道内最大規模の製造プラントを平成２０年５月に豊頃町で稼働した。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・当初、自社で製造していたコンポストに高カロリーな廃食油を混合したところ、より一層良質な

肥料の製造が可能となったことから、地域で廃食油の回収を行っていた。 

・公共工事削減など厳しい経済環境において、経費を少しでも圧縮できる方法を模索していた。 

・こうした中、平成１０年に取引先の廃水処理プラントメーカーからＢＤＦの話を持ちかけられ 

た。以前から環境問題に関心を持ち、循環型社会の形成の必要性を感じていた中、コスト削減の

ため、自社車輌でのＢＤＦの使用を検討したことがきっかけとなった。 

 

■建設企業の概要 

株式会社 更別企業 
代表者：代表取締役 爲廣 正彦 
所在地：河西郡更別村字更別南１線９６-５７ 
電 話：０１５５－５２－３１８３ 
ＦＡＸ：０１５５－５２－３１８６ 
ＵＲＬ：http://sarabetsu-kigyo.com/index/ 
資本金：６，０００千円 
従業員：１６名 
事業内容：平成元年創業、平成７年設立。浄
化槽設計施工及び維持管理、一般廃棄物処理
業、バイオディーゼル燃料販売等を行う。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・平成１２年にバイオ・ディーゼル燃料

（ＢＤＦ）精製の試験研究に着手。平

成１６年にＢＤＦ事業化計画を策定、

小型プラントでＢＤＦ製造に取り組

み、平成１７年度、道の「建設業等ソ

フトランディング対策モデル事業補助

金」を活用し、実施プラントでのＢＤ

Ｆ製造と廃食油の本格回収を開始し

た。 

 

㈱エコＥＲＣのＢＤＦ工場内部 

 

㈱エコＥＲＣの事業概要 



- 11 - 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■経営資源の活用 

・自社の重機置き場にＢＤＦ製造機械を設置。また、ＢＤＦ製造における副産物である廃グリセリ

ンの処理に当たっては、自社の産業廃棄物処理施設を活用するとともに、自社トラックを廃食油

回収用に改造している。 

・もともと廃棄物処理業を営んでいたため、一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可を受

けており、廃食油回収を円滑に行うことができた。 

 

■新分野進出の体制 

・平成１８年２月より、㈱更別企業において廃食油をリサイクルしたＢＤＦの製造を開始。現在は

平成１９年に設立した㈱エコＥＲＣから廃食油の回収とＢＤＦの配送等を受託している。 

・事業開始時に既存事業から２名を労働移動により対応した。㈱エコＥＲＣでは設立と同時に２名

を採用し、豊頃工場稼働時には４名を採用した。工場稼働率を平成１９年度～２３年度の５年間

で１００％にする予定で平成２３年度迄に２名の新規雇用を予定している。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１７年度北海道「建設業等ソフトランディング対策モデル事業費補助金」 

・平成１８年度北海道「地域政策総合補助金」、ＮＥＤＯ「モビリティマネジメント事業費補助金

」、大樹町「環づくり補助金」、農林水産省「バイオマス利活用交付金」 

・平成１９年度北海道「中小企業総合振興資金」 

 

■成果と今後の展望 

・菜種栽培からＢＤＦ利活用までを地域で行うことで、循環型環境社会形成に寄与している。 

・平成２０年度のＢＤＦの年間生産量は約５００トン。平成２３年度には１，０００トンまで

拡大することを目標としており、北海道産食用菜種油（エコリーナ）特産品の販売も開始し

た。（URL：http://www.ecoerc.com/oil/oil.html） 

・今後とも菜種油の生産、ＢＤＦの製造・利活用を進め、これらを基にした環境教育・産業観光と

いう総合的な事業展開を図る予定。 

 

・原料となる廃食油は確保できる量が限ら

れていたが、市町村の協力により、市内

スーパーやガソリンスタンドに回収拠点

となってもらい、低コストで廃油を確保

することができた。 

・油の種類により脂肪酸の組成比率が異な

るため、種々の油が混じっている廃食油

から一定の組成比率のＢＤＦを製造する

のが非常に難しく、現在でも品質管理に

は苦労している。 
 

豊頃工場全景 
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環境にやさしい新燃料ブリケットの製造と 
地域環境を生かした農業の展開 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新たな取組 

・産業廃棄物処理業－平成２０年８月産業廃棄物処分場に搬入された解体材を利用したエコ産業に

目を向け、ブリケット製造機を導入。木質燃料「ブリケット」の製造を開始し、試験操業に取り

組んでいる。 

・農業－平成２０年７月に食肉加工場を設置するとともに、急速冷凍施設「ＣＡＳフリージング・

チルド・システム」を導入し、通年での出荷を可能とした。また、１１月にはファミリーレスト

ラン及び滞在型宿泊施設ファーム・インを開店した。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・産業廃棄物処理業－士別市が平成１９年度に「士別市地域新エネルギービジョン策定報告書」を

公表し、木質バイオマス・太陽光・氷雪などを利用したエネルギーをこれからのエネルギーとし

て位置付けたことから、木質バイオマス新エネルギー事業に取り組むこととした。 

・農業－サホーク種羊肉の通年出荷の依頼に応えるため食肉加工場を設置し、急速冷凍施設を導入

。これまで廃棄していた、サホーク種羊の内臓の利活用を図ると共に、ファミリーレストランを

開店し、サホーク羊事業における付加価値向上に努めている。 

 

グループ構成 

■建設企業の概要 

しずお建設 株式会社 
代表者：代表取締役 佐藤 静男 
所在地：士別市東２条北３丁目 
電 話：０１６５－２３－５１３５ 
ＦＡＸ：０１６５－２３－１９４０ 
ＵＲＬ：http://www.shizuo-farm.com 
資本金：３０，０００千円 
従業員：１０３名 
事業内容：昭和４３年創業、昭和４６年設立。
土木工事、砕石製造販売、各種燃料販売業を
手がける。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・関連企業として士別環境開発㈱（現・しず

おエコロジー㈱）を平成７年に設立、 

産業廃棄物最終処分場を設置し、中間処理

業等も手がけ、コンクリート再生材や木く

ずチップ等を製造している。 

・関連企業として農業生産法人かわにしの丘

しずお農場㈱を平成１６年に設立し、畑作、

サホーク羊の飼育を手がけている。  
ブリケット製造装置 
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■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■経営資源の活用 

・産業廃棄物処理業－車両、機械、土地、技術者など既存の経営資源を活用した。 

・農業－従業員、農業用機械、土木用重機などは既存の経営資源を活用した。 

 

■新分野進出の体制 

・産業廃棄物処理業－平成７年、士別環境開発㈱（現・しずおエコロジー㈱）を設立し、産業廃棄

物処理業を開始。平成２０年８月木質燃料製造機を導入し、ブリケットの製造を開始。平成２０

年９月現在、資本金３０百万円、従業員６名でうち１名は建設部門より出向。 

・農業－平成１６年、士別エフ・シー㈱（現・かわにしの丘しずお農場㈱）を設立。畑耕作部門で

は建設部門より年間延べ約４５０人工の従業員を出向させている。平成２０年７月にサホーク種

羊肉の加工場を建設、１１月にレストラン及び滞在型宿泊施設ファーム・インを開店、これら羊

事業の付加価値を高めて効率経営を目指す。平成２０年９月現在、資本金９５百万円、従業員５

名。 

・建設・運輸・産廃・農場のグループ４社相互に得意分野の事業を推進し、人・物・金・技術を効

率良く回転することにより無駄のない経営に努めている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・産業廃棄物処理業－平成２０年度環境省「産業廃棄物処理施設における温暖化対策事業」 

・農業－平成１９年度「農林漁業金融公庫Ｌ資金」、平成２０年度北海道「新一村一雇用おこし支

援事業」 

 

■成果と今後の展望 

・産業廃棄物処理業－ブリケット製造機導入により、当面年間３０トンの製品を製造する。公

共施設及び工場等の暖房用として販路の拡大を図る。 

・農業－急速冷凍施設の導入により、サホーク種羊肉の通年出荷を実現し、販路の更なる拡大

を見込んでいる。サホーク種羊肉を中心としたレストラン（５０席）営業と農場での実働型

観光を目的とした宿泊施設ファーム・イン（４室、１７名宿泊）との相乗効果により、地域

住民のみではなく広く観光客の呼び込みを図っていく。 

 

・産業廃棄物処理業－建設業の衰退と共に売上が

減少しているため、処分していた廃棄物の再利

用の取組や、感染性廃棄物処分業の許可を取得

する等、受入可能な品目の増加に努めている。 

・農業－畑作物の販路は、日本甜菜製糖㈱や農 協

との取引を確保しており、特に心配はない が、

価格の低迷が問題。 

 
レストラン 
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ペット向け葬祭事業 
～ペット向け総合サービスを目指して～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新たな取組 

・箱型２ｔトラックに火葬炉を積んだ移動式火葬車１台により、葬祭場、もしくは訪問により火葬

を行っている。訪問の場合、住宅が密集している場所では、近隣の迷惑にならないよう場所を移

動して火葬を行う。 

・炉本体は、バッチ式一括処理型焼却方式で、灯油を使用し１次燃焼室で火葬する。１次燃焼室か

ら出た未燃焼ガスをもう一回２次燃焼室で完全燃焼させることにより、無煙無臭で高速焼却が可

能である。また焼却炉は、法令や火葬炉の構造基準を全て満たすものである。 

・火葬を終えたお骨は、希望に応じて納骨堂にて四十九日まで預かり、四十九日が過ぎたら永代供

養塔に納めるサービスも行っている。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・葬祭場の管理を行っていたことから、平成１９年７月頃、移動火葬車が個別訪問してペットの火

葬を行っている記事を葬儀関連の業界紙で目にし、ペットも人間同様に葬儀を行い火葬する時代

が来ていると考え、情報収集を始めた。 

■建設企業の概要 

株式会社 伊関組 
代表者：代表取締役 伊関 寿之 
所在地：久遠郡せたな町北檜山区北檜山１３５ 
電 話：０１３７－８４－５５１１ 
ＦＡＸ：０１３７－８４－４８５４ 
資本金：３０，０００千円 
従業員：２４名  
事業内容：昭和９年創業、昭和２９年設立、土
木工事、水道施設工事、造園土木工事を手がけ
る。平成１７年度に国際標準モデルＩＳＯ９０
０１を取得。飲食店も営業している。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・ペットを対象とした葬祭サービス事業。

平成２０年６月に「ペットセレモニー動

物の杜」として、営業拠点となる葬祭場

を森町に設置し、移動式火葬車により、

戸別訪問によるペットの葬儀・火葬を行

っている。葬祭場においては、納骨、永

代供養のサービスも提供している。 

・葬祭場の規模は、敷地面積５００坪、供

養棟２坪、休憩室・納骨堂１５坪、永代

供養棟１棟。 

飼い主様が持参する 当社スタッフが自宅
に伺います。

火葬車に乗せて最後のお別れとなります

ご家族で、お骨を骨壷に納めて頂きます
四十九日までは、
お骨を自宅に置き 四十九日後にとり行う
いつも見られる場所にご安置いたします。
ご家族の希望による 毎月、毎年の供養

移動火葬車の特徴
移動火葬車は車内に火葬炉を積んだ車です。

永代供養 供養・お参り

無煙・無臭・ダイオキシン等の対策もできてます。

火葬

骨上げ

お　帰　り  埋葬（納骨堂）

ご来園 お迎え

お別れ式 供養・お別れの言葉

　　　　　　　　 　　　　 個　別　葬

火葬の受付 飼い主様よりご依頼を受ける

　　　          　　 ①   ペットの訪問葬儀 ・火葬・納骨
　　            　　 ②　 葬斉場て゛の葬儀 ・火葬・納骨

愛するペットセレモニー

 

ペットセレモニーの流れ 

 

移動火葬車の火葬炉 
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・近隣地域では、５人に１匹の割合でペットが飼われており、そのペットは年間５％位が亡くなっ

ており、ペットの火葬のために函館まで出向く飼い主がいることがわかり、地域でも必要とされ

ているサービスであると判断し、当事業への進出を決めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

・ペット向け葬祭に関しては、全くノウハウがなく、移動式で参考となる事例が近隣では少ないこ

とから、先進地区に情報収集に出かけ、実際に現場視察や専門業者との意見交換などを行った。 

・また、事業計画を策定するに当たり、市場規模などを調査するため、近隣のペット葬儀事業者の

事業規模や事業内容、地域住民のペットサービスに関する意識調査などデーター分析を行った。 

 

■経営資源の活用 

・従前より葬祭場に関わる仕事を行っていたことから、葬祭及び葬祭関係業界に詳しい人材がいる

ため、そのノウハウを活用した。 

 

■新分野進出の体制 

・建設部門からの配置転換により１名を専属配置し、運転手兼業務従事者として運転手･お経上げ・

火葬業務・会計まで１人で行なう。電話による受付は、フリーダイヤルで本社の事務員が対応す

る。この他、営業活動などには建設部門の営業担当者２名が兼務で携わっている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・平成１９年度北海道「地域政策総合補助金」 

・北海道「中小企業総合振興資金（建設業等新分野進出特別貸付）」 

 

■成果と今後の展望 

・平成２０年６月から森町に営業所を設置し営業を開始したが、当初は、毎日火葬するだけの数に

は達していなかった。その後、営業地区でのチラシ配布を続けるとともに、タウンページへの掲

載や、動物病院、ペットショップ等への営業を続け、冬頃から移動火葬車の稼働が増えてきた。

さらに今後は、インターネットの活用や看板効果のある営業拠点を各町に増やすことを検討して

いる。 

・飼い主への一貫したサービスを提供し、地域に根付く事業を目指して、３年から５年を目処に軌

道に乗せたいと考えている。 

 

納骨堂・火葬待合室 
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微生物を活用した有機性廃棄物の処理 
～循環型社会を目指した、有機性廃棄物の環境負荷の少ない堆肥化～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■新たな取組 

・広く道央圏から有機性廃棄物を収集し、特殊な有用微生物（ＹＭ菌※）を活用し減容・堆肥化処

理を行っている。高温発酵するＹＭ菌の特徴により、処理時の悪臭がほとんどない。貝殻など水

産系廃棄物から下水汚泥まで、幅広い有機性廃棄物の処理が可能。 

 

※ＹＭ菌とは：好気性超高温菌のバクテリア。通常の高温菌（発酵温度５０度程度）をはる

かに上回る高温（９０℃前後）で発酵し、有機廃棄物の腐敗菌を消滅させるとともに臭気

を消化し、長期間にわたり高温を維持、短期間（約４５日）に優良な堆肥を製造する。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・公共事業縮減の影響に対応するため、平成１０年頃から新分野への進出を検討していた。 

・胆振・日高管内では水産系廃棄物の処理が問題になっており、新たな処理方法を調査して、有用

微生物を活用した処理方法を知り、苫小牧市に施設を建設し、産業廃棄物処理業に進出した。 

 

■建設企業の概要 

株式会社 久保田組 
代表者：代表取締役 廣島 功 
所在地：新冠郡新冠町字北星町５番地の９ 
電 話：０１４６－４７－２０２２ 
ＦＡＸ：０１４６－４７－２０２９ 
ＵＲＬ：http://www.kubota-gumi.jp 
資本金：４８，０００千円 
従業員：５４名 
事業内容：昭和３０年創業、昭和５５年株式
会社設立。土木工事を主体とし、建築工事も
手がける。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要 

・平成１９年に、苫小牧市勇払に環境

ワクチンセンターを開設し、有機性

廃棄物の処理業に参入。広く道央圏

から有機性廃棄物を収集・処理し、

堆肥を生産・販売している。 

・このほか、平成１５年から、岩内町

の「ホテルいのう」を経営している。 

 

環境ワクチンセンター内部 

 

高温のため湯気が上がる中での切り返し作業 
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■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新分野進出の体制 

・企業内事業部の位置づけで、「Ｓ＆Ｋ 環境ワクチンセンター 苫小牧事業所」として、作業員

４名と事務員１名の合計５名体制で運営している。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用 

・施設の新設に関し、平成２０年度に道の「企業立地促進条例」に基づく補助金の交付を受けた。 

・苫小牧市の「企業立地振興条例」に基づく事業場設置助成金として、平成２０～２１年度の２年

間固定資産税の減免を受ける見込み。 

 

■成果と今後の展望 

・初期投資として７．５億円の設備投資資金を必要としたが、ＹＭ菌による処理のため、ラン

ニングコストは同種の施設と比較して安価であり、採算性は高い。 

・ＹＭ菌による処理は、焼却に比べ、二酸化炭素の排出量も格段に小さい。 

・処理後の副産物については農林水産大臣の肥料登録を得ており、平成２０年度に、道の「建

設業等経営革新補助金」を活用して研究開発を進め、今後ペレット化し販売する予定。 

・ホテル事業についても同様だが、その地域にとって何かの点でオンリーワンであることが地

域に受け入れられる条件だと考えている。これまで処理に苦労していた水産廃棄物や下水汚

泥を悪臭など出さずに処理できる点がオンリーワンになっている。現在は副産物を肥料化す

る関係で、重金属を含むものなど受け入れを制限せざるを得ない廃棄物もあるが、処理が困

難なものを処理することができる施設が地域に一番喜ばれると考えており、今後、その様な

施設の設置なども検討していく。 

 

・有機性廃棄物の処理時の悪臭が懸念されたが、

広く全国を調査し、悪臭がほとんど出ないＹＭ

菌による処理方法を採用することができた。 

・多額の設備投資を必要としたが、ビジネスプラ

ンを練り上げ、金融機関の理解を得て、融資を

受けるとともに、道の補助金や苫小牧市の減税

措置を活用することができた。 

 

■経営資源の活用 

・堆肥化には酸素を補給し、嫌気性細菌の繁殖を

抑えるため切り返しが必要だが、建設業で使用

していたタイヤショベルを活用した。また従業

員についても建設業と作業内容が共通する部

分が多いため、建設業からの配置転換により対

応した。 

 

 

（上段のウニ殻が４５日で下段の堆肥に） 
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地域酪農家の経営支援を目指した高付加価値粗飼料の 
生産・販売業への参入 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たな取組 

・農協との良好な関係を構築することにより、団地化した良質な土地を２箇所、合計３０ヘク

タールを借り、収量が大幅に増加するとともに生産作業効率が大きく向上した。 

・大型仮設バンカーサイロを各圃場に設置。バンカーサイロは、建設工事で使用する鋼板マッ

トを活用することで、設置費用をコンクリート製バンカーサイロに比べて大幅に抑えること

に成功。また、バンカーサイロの移動も可能になったほか、バンカーサイロの設置・解体を

自社で行うことができるので、本業の強みを十分活かすことができるようになった。 

 

■新分野進出の背景・きっかけ 

・天塩地域は酪農が基幹産業のひとつであり、乳価の低迷、飼料価格高騰や離農による休耕地の増

加など、酪農業は近年、逆風下にある。この状況下で、これからも地元で生きていくためには、

建設業のノウハウを活用できる農業との連携による地域密着型の事業展開が不可欠と考えた。 

・町内に１万ヘクタール以上ある平坦な休耕地の活用、余剰堆肥の有効活用、配合飼料価格高騰へ

の対応など地域課題の解決策を検討する中で、建設業が持つ人材や機材を活用し、飼料としてニ

ーズがあり、堆肥を大量に必要とするデントコーンを栽培するとともに、個別農家での導入が困

難なデントコーンを成形しフィルムラップする機械「細断型コンビラップ」を導入し、コーンサ

■建設企業の概要 

株式会社 山本組 
代表者：代表取締役 田中 正則 
所在地：天塩郡天塩町字川口５７００番地 
電 話：０１６３２－２－１０７３ 
ＦＡＸ：０１６３２－２－１２７３ 
資本金：２５，０００千円 
従業員：５名 
事業内容：昭和９年創立、昭和３７年設立。
土木工事業を主体に公共事業を主に行う。 

新分野の事業概要 

■新事業の概要  

・平成１６年、地域の協力会社２社と

ともに、農業生産法人㈲コーンフィ

ード・サービスを設立。地域酪農家

向けに粗飼料（コーンサイレージ）

の生産・販売及び収穫作業受託等の

経営支援を行う。 

・この事業は全国でも初めての取組で

あり、地域特性を活かした事業とし

て道外からも注目されている。 

細断型デントコーンサイレージ 

事業スキーム 
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イレージを生産して、酪農家に販売する事業を地元建設企業２社と新会社を設立して開始した。 

・酪農業と建設業が共存共栄の関係となり、遊休資産を活用し資源循環を可能としながら、地域課

題の解決につながる事業であると考えている。 

 

■新分野進出の際の課題・障害とそれを克服した方法・取組 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

■経営資源の活用  

・地元の同業協力企業２社とともに、各社の人材、重機、鋼板マットなどの資機材等を活用。 

 

■新分野進出の体制 

・平成１６年に、地元同業の建設企業２社とともに農業生産法人㈲コーンフィード・サービスを設

立。平成１８年に認定農業者を取得。資本金は３，０００千円。従業員は役員３名、作業内容に

応じて、３社の従業員が㈲コーンフィード・サービスから受託する形で従事する。現在、新規の

雇用予定はないが、今後の事業展開によっては新たな雇用を想定している。 

・平成２０年度、てしお農協の準会員となり、農協の事業方針の中で「デントコーンの普及促進」

が盛り込まれるなど、農協と良好な関係を築いている。また、北留萌地区農業改良普及センター、

道立上川農業試験場天北支場とは、デントコーン栽培及びサイレージ化について技術支援を受け

るとともに、㈱タカキタから最新式細断型コンビラップ機の実証試験等で支援を受けている。 

 

■国・道・市町村等の支援制度の活用  

・平成１８年度国土交通省「新分野進出定着促進モデル構築支援事業」 

・平成２０年度日本政策金融公庫国民生活事業「新事業育成資金」 

 

■成果と今後の展望  

・平成１９年の生産量は約４００トン。生産した４２０個のコーンサイレージは全て完売した。

細断型コンビラップ（製造からラッピングまでを２分半で行う）の導入で品質、耐久性を確

保。平成２０年より本格生産を開始し、生産量は約１，５００トン。売上高は約２，７００

万円を見込んでいる。 

・天塩地域で、町、農協、農家との連携による搾乳、飼料生産の分業化構想や民間管理型によ

るＴＭＲ（Total Mixed Ration：粗飼料の混合肥料）の事業化の動きもあり、雇用創出につ

ながる基幹産業の活性化に、建設業の立場で積極的に貢献していく。 

・今後は、道内他地域、本州方面へのニーズの掘り起こしを進めたい。 

・資金調達が最大の課題。本業から資金調達を

行わない方針でいたため、商工系・農業系金

融とも、制度はあるが農業生産法人としての

実績がないこと等から利用ができない中で、

売上から支払いに回すなど取引先の協力を

得て、なんとか資金を回してきた。平成２０

年、日本政策金融公庫から「新事業育成資金」

の融資を受けた。 

 
受託農家でのサイレージ、ラッピング風景 


