
平成２９年度第１回 上越ならではの産品開発検討委員会 次第 

 

 

とき：平成 29年 7月 4日（火）午後 1時 30分から 

場所：上越市市民プラザ 第 3会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議題 

   （１）平成 29年度事業計画について 【別紙 1、1（2）、1（3）、参考資料 1】 

  

 

   （２）産品候補品の研究開発における方向性について 【別紙 2】 

          

 

   （３）開発協力事業者の公募について  【別紙 3】 

    

   

   （４）その他 

 

   

４ その他 

 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 



日時：平成29年7月4日（火）
　　　　13:30～16:30
場所：上越市民プラザ　第3会議室
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平成29年度　第1回　上越ならではの産品開発検討委員会　座席表

委
員
長

副
委
員
長

JAえちご上越
　石山　忠雄　様

本田屋本店㈲
　本田　勝之助 様

上越教育大学
　野口　孝則　様

健康検定協会
　望月　理恵子　様

㈱コープニュース
　田中　陽子 様

パルシステム東京
　渡邊　日出幸　様



 

１ 目的及び目指す産品 

   本事業は、平成 32 年に開催される東京オリンピックを見据えて、農・商・工に携わる方々のほか、市

民など多くの方々からも参画いただき、地域の資源を活かし、消費者目線で捉えた上越ならではの売れる

産品をつくりあげていこうという取組。上越市第 6次総合計画の重点戦略の一つの取組として位置付け。 

 

＜目指す産品＞ 

   ・地域で一定の質と量を確保できる資源（一次産品）を加工した売れる産品 

   ・多くの主体が参画し、産業・観光・地域活動など様々な方面に展開できる産品 

 

２ 全体事業計画（平成 32年の東京オリンピックを見据えて取り組む）    

年度 目標 取組、進捗状況 

H27年度 
産品となりうる資源

の選定 

「上越ならではの産品に発展し得る資源選定委員会」にて、産品や

全体的なブランディング等を検討し、資源を選定した。 

H28年度 
産品候補品の絞り込

み、試作の着手 

「上越ならではの産品開発検討委員会」を設置し、市民等から産品

のアイデアを募集し、候補品を検討・絞り込んだ。 

・アイデアを募集(応募のあったアイデア 116件) 

・産品候補品の選定(10件：特産品や料理) 

・試作（産品候補品の実現可能性の検証）…6品に絞り込み 

H29年度 産品の商品化 

・製造事業者や飲食店など参画事業者の募集…産品毎に研究組織化 

・多くの事業者が参画できるよう、商品づくりの共通ルール（レシ

ピの共有、名称・マーク・パッケージ）などを検討 

・試作研究（消費者調査等を踏まえた改良）～完成 

・産品の発表会 （＊事業化が難しい産品の見極めも必要） 

H30年度 

～ 

販売開始、市場開拓、

市場拡大 

・多くの事業者・市民・団体等の参画を募り、製造を開始 

・メイド・イン上越での認証などを通じたＰＲ及び販路開拓 

 

＊参考＊ 選定した資源について 

区分 資源 理由 

主体となる

資源 

米、大豆（枝豆含む） ・当市の農業は稲作中心であり、米や休耕田を利用した大豆の生産

が中心となっている。 

・米…新潟県産米として国内外でブランドが定着しており、地域イ

メージに直結する。特に玄米は健康面からも訴求力がある。 

・大豆…生産量は県内でもトップクラス。日本は大豆の加工技術が

世界一（味噌、醤油、豆腐、納豆など）。 

魅力を高め

るためのス

パイス的な

資源 

上越伝統野菜、上越

特産野菜、魚介類、

いちじく、いちご、

飼料米を食べた豚 

上越の多様な魅力を伝える資源ではあるが、米と大豆以外は、地域

外に出せるだけの量が確保できず、地域内消費が精一杯。したがっ

て、地域内での消費拡大や観光客向けの料理としての利用が主とな

る。 

＜平成 27年度資源選定委員会から次に向けた主な意見＞ 

・変わらぬトレンドは「健康」、市場の将来性から「海外」をポイントにして産品づくりを進めていけばよい。 

・「発酵」の技術や、雪国として雪を活用するなど、ストーリー性の高い産品づくりを。 

・狙うマーケットを明確にして、ターゲットを間違えないようにすること。 

   

 

３ 今後、商品化を進める産品候補品 6品 *詳細は別紙１（2）のとおり 
 仮名称 アイデア等の内容 主な展開イメージ（案） 

１ 米粉（大豆粉）ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ 米粉や大豆粉を使用 小売展開 

２ 米（まい）シリアル 米を使用 小売展開 

３ ソイバター 大豆を使ったバター（チーズ） 小売及び飲食店等飲食物展開 

４ 白湯風豆乳ラーメン 米、大豆を使った麺料理 飲食店等飲食物での展開 

５ 豆腐カツカレー 大豆を原料としたカツを使用 飲食店等飲食物での展開 

６ 謙信粉、けんけん豆 米粉、大豆粉のブランド名称 これを使用した「○○○」 

 

  ４ 今年度の全体スケジュール 

時期 項目 内容 

7/4 第 1回検討委員会 
今後の進め方検討 
・商品化に向けた助言事項整理等 

8/1～8/30 開発協力事業者の公募 
広報じょうえつ 8/1 号、ものづくりメルマガ、報道

機関への情報提供、各団体への周知等 

9/上旬 開発協力事業者の決定 

産品ごとに開発協力事業者の決定 

＊○○研究開発グループ等、グループ化する。 

＊応募がない産品についても試作品開発に 

ついては発表会に向けて別途調整する。 

9月 

10月 

11月 

研究開発・試作 

① 産品候補品毎にグループ化し、スケジュール確認

など協議する。 

＊1つの産品に対して、委員 2名程度がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ 

ｰとして助言を行いながら実施としたい。 

 （素案） 

バウムクーヘン 野口委員長 本田副委員長 - 

米シリアル 田中委員 渡邊委員 - 

ソイバター 田中委員 望月委員 - 

白湯風豆乳ラーメン 本田副委員長 望月委員 市来委員 

豆腐カツカレー 市来委員 渡邊委員 - 

米粉、大豆粉ブランド化 石山委員 野口委員長 -+ 

② 試作途中にて、消費者調査を行う。 

③ ②を受けて、磨き上げる。 

④ 試作品の完成 

12月頃 
試作品の発表会 

（第 2回検討委員会も兼ねて） 

① 試作品の発表会 

② 事業化に向けたまとめ 

＊産品毎に今後の製造及び販売における事業化に 

ついて検討する。 

 

地域一丸となった上越ならではの産品づくり 

平成 29年度事業計画について（案） 
別紙１ 



産品候補品一覧 

 

【産品候補品に選定されたアイデア（6品）】 

 アイデア名 
主な展開 

イメージ（案） 
アイデア等の内容 

検討委員会で 

委員から出た主な意見 

1 

米粉バウムクーヘン 

（もしくは、大豆粉

バウムクーヘン） 

小売展開 
米粉や大豆粉を使

用 

・独自性が出せれば、安定した需要が期待できる。 

・製法ルール次第では、地域内での広がりの可能性

が多いにある。 

2 

米（まい）シリアル 

（甘いもの、甘くな

いもの） 

小売展開 米を使用 
・シリアルの市場は需要が旺盛。 

・研究開発の要素あり。 

3 ソイバター 
小売及び飲食店

等飲食物展開 

大豆を使ったバタ

ー（チーズ） 
・健康志向が強まる中で、消費者に訴求しやすい。 

4 白湯風豆乳ラーメン 
飲食店等飲食物

展開 

米、大豆を使った麺

料理 

・展開に汎用性がある。 

・上越地域は豊富な資源があることからトッピング

などでも、アレンジが期待できる。 

5 豆腐カツカレー 
飲食店等飲食物

展開 

大豆を原料とした

カツを使用 

・消費者に訴求しやすい。 

・展開としては可能性あり。 

・豆腐カツの研究開発を追求。 

6 謙信粉、けんけん豆 

－ 

米粉、大豆粉のブラ

ンド名称 

・産品づくりの中心となる取組。 

・地元の米粉、大豆粉のブランド化をどのようにす

すめるか。 

【課題】入口の課題として、製造者、ネーミングについては再検討が必要。 

 ・菓子等に扱いやすい粒度の米粉、大豆粉を製造する事業者等は現状では市内にいない。 

 ・ネーミングの問題。 

  

別紙１（2） 



別紙１（3） 

 

産品候補品に選定されたアイデア提供者への表彰について 

 

 ・産品候補品に選定された 6品（アイデア提供者重複解消 5人）へ表彰状と記念品を授与する。 

 ・表彰については、遠方の方や勤務の都合で出席が難しい受賞者が大半のため、郵送とする。 

 ・内容：以下のとおり。 

 

【表彰状】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記念品（メイド・イン上越認証品セット）】 

    ・発酵調味料（バジル塩糀、タマリーブ、和ち蜂）、このまま食べれる焼幻魚、黄金のかきもち、 

組子コースター 

 

 



参考資料１ 

 

上越市内の地域ブランド化に関する取組状況 

 

発酵 雪 機能性農産物 

 

１ 上越発酵食品研究会（設立：平成 23年） 

  ・市内発酵食品関係団体の代表者（酒、味噌）、上越教育 

大学、高田農業高校等が委員となり、「発酵のまち上越」 

のイメージ確立による市内発酵食品産業の活性化 

（外貨獲得）に向けた各種企画の立案や情報発信活動を 

実施している。 

 

 

 

２ 雪室推進プロジェクト（設立：平成 27年） 

  ・市内外の食品製造事業者、飲食店が加盟している。 

（現在、37事業者が加盟） 

  ・雪室商品や雪下・雪室野菜の普及に向けた市内外での 

プロモーションや販路開拓の取組を中心に展開している。 

 

 

 

３ 機能性農産物活用促進協議会（設立：平成 28年） 

  ・機能性農産物として「越のかおり」に注目し、有用性 

及び活用方法について調査・研究を進め、情報発信等 

による啓発活動を通じ食生活における健康づくりを支援 

することにより、消費者の健康維持・増進を図ることを 

目的としている。 

   

 
「越のかおり」とは？（別紙、参考資料添付） 

インド型品種「サージャンキ」の持つ高アミロース性（粘りの少ない性質）と日本型品

種「キヌヒカリ」を人工交配して育成した高アミロース品種です。農研機構中央農業総

合研究センター北陸研究センター（現 中央農業研究センター北陸研究拠点）において

開発され、平成 20年に品種登録。 



別紙 2 

産品候補品の研究開発ポイントの整理（事前集約） 

－バウムクーヘン－ 
 

委員名 開発ポイント（差別化のポイント等） どこで どういう人に 

野口委員長 

昨年度に制作された試食品を食べた際に、通常のバウムクーヘンとしての品質は確保できていることがわかったので、今後は、 

食材へのこだわり（どのような環境で生育・収穫した米・大豆をどのように加工したか、米・大豆以外の食材の選択など）や、 

製造方法のこわだり（特別な調理法、○○熟成など）、上越のイメージの反映（雪、妙高山と日本海、稲穂の黄金色の大地など）

などを開発のポイントとしていきたい。 

・駅等のお土産として 

・市内菓子店やカフェで「出来たて」を食

べることが出来ることが理想。 

・食べたい人に 

・新しいお土産として 

・保育所のおやつとして 

 

本田副委員長 

菓子類では売れ筋商品がバームクーヘン。米粉を使用は類似商品も多数見込まれる。 

そこで売れるには、味と触感が大事でクリーム、生地、焼き加減や果肉やナッツなど触感のバラエティ重要。 

見た目も幾分大事だが、最も期待されるのはナチュラルで賞味期限を長くする技術。 

サービスエリアや道の駅などお土産需要 訪問客や地元の方がお土産として購入。 

石山委員 まずは、上越産の米・大豆粉使用を最大限アピールする。 

・各種商品商談会 

・子供達への PR するため保育園・他 

・各種イベント・等 

・バイヤー 

・園児を含む低学年 

・女性層 

市来委員 

米粉と豆乳を主材料に、卵・牛乳・砂糖・人工甘味料不使用のバウムクーヘンにチャレンジしてみてはどうか。 

卵抜き、乳なし、砂糖・人工甘味料なしの完成度が高い商品はよく見かけられるが、全てない商品はまだ商品化されていない。作

れるようで、当然味もよければ楽しみな産品に成り得る。 

土産店など 
上越を訪れる一般の消費者に広く 

（そうでなければ産品に成り得ない） 

田中委員 焙煎玄米粉を使って、香ばしさや独特のおいしさを追求するなど「米粉を使った」だけではない、プラスアルファの工夫が必要。 
・給食 

・市内小売店とお土産店 

・小麦アレルギーの子ども 

・健康志向の中高年 

望月委員 グルテンフリーが話題となっている昨今、ヘルシーで栄養価の高い米粉を使ったお菓子で、 家庭（おやつ）やお土産 shop。 小さなお子さんや観光客の方に。 

渡邊委員 
上越産「謙信粉」使用。という独自性があってこそ、上越産品としての訴求がなされると思うので、まずは「謙信粉」の開発が先

ではないかと思います。差別化としては、小麦や乳アレルギーをお持ちの方でも食べられる商品としての個性が必要かと思います。 

・量販店 

・お土産屋 

・学校 

・小麦・乳アレルギーをお持ちの方。 

・学校給食 

 



産品候補品の研究開発ポイントの整理（事前集約） 

－米シリアル－ 
 

委員名 開発ポイント（差別化のポイント等） どこで どういう人に 

野口委員長 

・健康を意識している方のために、血糖値が上がりにくい米（上越産越のかおり）を使った低 GI食品のシリアル。 

・大豆粉を活用するとさらに低 GIになる。（例：大塚製薬ソイ・ジョイ） 

・シリアルに味をつける（見た目を良くする）際には、上越産の果物を乾燥させたドライフルーツを活用。 

・日常的に食べることが出来るように、

安くできれば良い。 

・健康を意識している人に 

・朝食欠食しがちな人に 

本田副委員長 
ヘルシーさは重要。何と組み合わせて食べるか提案で小麦との差別化を引き出せるかどうか。 

普段使いなので、利便性の高いサイズや機能やゴミにならないパッケージなどの工夫が大事。 

通販で魅力を伝え（語る内容が多い方

がいい）普段買いできるように。 

小麦に不安を感じ、普段の朝食を米粉に切り

替えたい人たち。健康配慮。 

石山委員 － － － 

市来委員 

上越産米でポン菓子を作り、卵白なしで作ったマシュマロを溶かしてポン菓子と混ぜて冷やす。 

 

卵白なしマシュマロ材料 

砂糖、ゼラチン、水、バニラエッセンス、コーンスターチ 

土産店など 
上越を訪れる一般の消費者に広く 

（そうでなければ産品に成り得ない） 

田中委員 
「栄養価が高い玄米、でも家庭ではめんどうで食べにくい玄米」を手軽に食べやすく加工することをポイントに。 

シリアルブームなので「朝食」と「おやつ」を意識した商品づくり。 

・給食 

・市内小売店とお土産店 

・小麦アレルギーの子ども 

・健康志向の中高年 

望月委員 
朝食欠食やメタボの子どもも多い昨今、手軽に取り入れられるヘルシー食。 

甘いシリアルも多い中、お米で作ったシリアル。 
家庭（朝食やおやつ）。 

朝食を食べる習慣がない、朝が忙しい、つい

お菓子を食べてしまう方に。 

渡邊委員 
消費者が描く「シリアル」の食感・食味に近づけることと、既存の「シリアル」に比べた栄養価の違いのアピールが必要だと思い

ます。 

・生協 

・量販店 

・お土産屋 

・学校 

・小麦・乳アレルギーをお持ちの方。 

・学校給食 

 

 

 

 

 

 



産品候補品の研究開発ポイントの整理（事前集約） 

－ソイバター－ 
 

委員名 開発ポイント（差別化のポイント等） どこで どういう人に 

野口委員長 動物性食品を使わないバターは興味深い。 
・個人購入 

・料理店で使う 
・健康を意識している人に 

本田副委員長 油を味勝負で選ぶか、ヘルシー勝負で選ぶか。ハッキリした方向性のもとで開発するのがいい。 

それなりの価格になると思うのでこだ

わり食材セレクトした都心の小売り

店。 

これで食べるとほんとに美味しいとやみつ

きになる人。 

健康志向な人。ターゲットは 2タイプ。 

石山委員 － － － 

市来委員 － － 
上越を訪れる一般の消費者に広く 

（そうでなければ産品に成り得ない） 

田中委員 

形、食感、食べるシーンなどを想定して 

①子どもが好きなおやつ仕様 

②おつまみ需要を視野に入れて「ヘルシーなお酒のお友」として商品化できると良い。 

・道の駅やお土産店 

・市内酒販店 

・観光客 

・お酒 

望月委員 バターは“油もの”で悪者イメージがありますが、大豆を使うことで、ヘルシーさが UP。 家庭やレストラン。 女性やメタボを気にする方に。 

渡邊委員 
食べ方（レシピ）の提案「○○の代わりにソイバターを使用」が先決かと感じます。その上で、栄養価やカロリーの違いをアピー

ルできれば良いと思います。 

・レストラン 

・ホテル 

・居酒屋 

・大人向けの食事やおつまみ  

 に 

 

 

 

 

 

 

 



産品候補品の研究開発ポイントの整理（事前集約） 

－白湯風豆乳ラーメン－ 
 

委員名 開発ポイント（差別化のポイント等） どこで どういう人に 

野口委員長 

参考資料２にあった内容で開発していけばよいと思います。 

・提案としてはお客様に訴求しやすいものである。出汁が効いて豆乳が入っているヘルシーさを売りながら、色で味噌を入れたり、 

卵にもあうと思う。カルボナーラのような、白いお出汁を活かし、トッピングなどでバラエティーはプロ、事業者をいれながら 

よりユニークなものが考えていけると思う。上越野菜や果物は、この上に素揚げしたそのようなものを載せるとかというような 

やり方も広げやすいと思う。 

・まず始めに米粉麺をどうするのか、そこをきちんと決めてからの展開だと思う。 

・上越野菜を入れたり、味噌をいれてコクを出したり、バターを入れたりといろんな意見があったと思うので、今後研究していけ

ば良い商品になっていくのではないかと思った。 

・市内ラーメン店 ・食べたい人に 

本田副委員長 

ラーメン店が参画したくなるルール作りと、各店任せではなくて、話題性になるラーメン、白湯スープなら上越としては 

これにこだわりたい、共通の特徴をだしたい、また他店舗同市がこの商品については学びあえる関係がつくれるような取り組みに

できるかどうか。 

また、別途それを小売商品化していく。（その際は他のラーメン産地の差別化を明確にする必要がある） 

地元ラーメン店か、小売商品になった

らお土産店 

地元客と行っても食べたいという外部客。 

訪問客や地元の方がお土産として小売商品

は購入。 

石山委員 
・各人の好みもあるため豆乳量の調整が難しいそう？ 

・中に入れる具材（野菜）の選定が重要。 

各種イベント等を通じまずは市内関係

者から 

幅広い層を対象にメニューを提供し意見を

伺う。 

市来委員 
九州地区で流行っているトマトラーメン並みにするにはあまり細かい決めは必要ないのではないか。 

豆乳の量と上越産米粉麺を使うことだけを決めておく。あとは出汁・スープ、トッピングは店の自由度をキープ。 
飲食店 

上越を訪れる一般の消費者に広く 

（そうでなければ産品に成り得ない） 

田中委員 
米粉麺（玄米粉を使うなど特色を出して）の開発と同時に上越のヘルシーB 級グルメを目指す。 

トッピングの食材に上越ならではの姫タケやお餅を使うなどの工夫も。 

・市内飲食店 

・道の駅 
・全上越市民 

望月委員 
ラーメンという国民食ともいえるものを、よりヘルシーにしたラーメン。豆乳は健康志向な方には特に人気でもあるため、浸透し

やすい 1 品。 
レストラン。 健康志向の女性に。 

渡邊委員 一般的なラーメンとのカロリー差やヘルシー感をアピールすべきと思います。 

・レストラン 

・ホテル 

・居酒屋 

・地元、旅行者全般 

 

 



産品候補品の研究開発ポイントの整理（事前集約） 

－豆腐カツカレー－ 
 

委員名 開発ポイント（差別化のポイント等） どこで どういう人に 

野口委員長 

・豆腐カツというネーミングであるが、豆腐を作るときの副産物である「おから」を使ったカツが美味しくできれば、それをカレ

ーに乗せるのも良いかもしれない。 

・美味しいカツが出来れば、お惣菜としてそのまま販売するのも良い。または、カツ丼、カツバーガー、カツそば、カツうどんな

どの展開もあり。 

・市内料理店 

・市内レストラン 

・学校給食 

・食べたい人に 

 

本田副委員長 

・食感が先ず勝負。その追及が一番重要。そのために何をどう入れてどのように作るか。 

そのうえで、おいしいと感じる味を中に入れるか特製ソースとしてそれをかけるかして味のクオリティーをUP。 

・冷凍商品化もできれば小売商品販売もできる。 

・食堂や地元飲食店でも各店オリジナルとして上記ができた後にでも展開普及していく活動ができてご当地ブランド化する。 

本当はキッチンカーであればいい。 

小売りスーパー。冷凍可能なら通販。 
ヘルシー志向。 

石山委員 

・食感をどのように表現できるか。（柔らか過ぎないよう） 

・委員会も出たようにカレーはルーが決め手となるため豆腐カツの形状並びに大きさ（食べやすい） 

※開発される商品が決定された後は上越地域の「米粉・大豆粉」のシリーズとしての PR が重要となるのでは？ 

手前みそですが、JA あるるんの杜で

のメニューに取り入れ反応を見極め

る。 

幅広い層を対象にメニューを提供し意見を

伺う。 

市来委員 

豆腐カツが肝と思うのでいろいろと考えてみました。 

木綿豆腐を使用、塩麹に漬ける。（2日～3 日）水分が飛びある程度の固さとチーズのような風味になる。 

上越産の豚肉（薄切りモモ肉でＯＫ）で巻き、カツを揚げる要領で仕上げる。 

カレーは上越野菜を使用した「野菜カレー」で統一すればＯＫ。（店によりいろいろな味が楽しめる） 

飲食店 
上越を訪れる一般の消費者に広く 

（そうでなければ産品に成り得ない） 

田中委員 

「レルヒさんのカレー」とコラボしてはどうか。 

また、豆腐カツは味がもの足りなくなりがちなので、豆腐、または高野豆腐にカレー粉を使って、パンチのある豆腐カツにしたら

どうか。 

・ドライブインや道の駅 

・市内のイベント 

「上越のカレー」として 

・観光客向け 

・全上越市民 

望月委員 
・カレーは各家庭やレストランによって味が違うが、豆腐カツをのせたカレーを上越カレーとして提供。 

・肉よりも格段にカロリーオフにもなり、ただのカレーでは咀嚼が少ないが豆腐カツをのせることで噛む回数もUP。 
普段の食事やレストラン。 地元の方に。 

渡邊委員 

・旅行者に対しては、昼食としてアピール（夕食は上越ならではの新鮮な魚介類のイメージがあるため）。 

・トンカツを使用したカツカレーとのカロリー差やヘルシー感をアピールして、女性層も取り込めれば人気商品になると思います。 

・「カレー」部分の差別化が難しい場合は、豆腐カツ（間食としても）のみ展開でも良いかと思います。 

・レストラン 

・ホテル 

・サービスエリア 

・地元、旅行者全般 

 

 



    ―「お米」もしくは「大豆」を使った「上越ならではの産品」づくり― 

   産品候補品の“開発協力事業者”を募集しています 

 

上越市では、東京オリンピックを見据えて、農業・商業・工業などの多くの事業者や市民が参画

し、地域の農林水産物を生かした「上越ならではの売れる産品」を作り上げていこうと考え、平成

27年度に取組を始めました。本事業では、市民の皆さんが楽しんで広めたくなる産品を作り上げ、

国内外の多くの人から食べていただけるようなものにしていきたいと考えています。 

   平成 27年度は、検討委員会での議論を経て、産品に用いる主な原料として「米」と「大豆」を選

びました。平成 28年度は、どういった産品を作り上げていくかを決めて研究開発を行うこととし、

そのアイデアを募ったところ、116件のアイデアの応募があり、審査の結果、6件の産品候補品を選

定しました。 

 つきましては、当検討委員会と協力・連携を図り、優れたモデル商品を開発する事業者を募集します。

なお、開発された商品に関するレシピ等の内容は、今年度に予定する発表会にて一般公開することをご了

承ください。 

 

 

 

（１）対象者：以下の項目をすべて満たす事業者（事業者：市内に事業所を有する中小企業者、個人事業者、団体） 

・市内に産品候補品を製造可能な施設を有し、開発を希望する産品候補品の営業許可等を得てい 
る事業者 

・本事業の内容を理解し、上越市の活性化のために産品づくりを実施する意欲のある事業者 
・市及び地元マスメディア等と連携し、イベント出展やメディア対応等に協力いただける事業者 
・暴力団員若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者 

 

（２）実施内容：「お米」「大豆」を使った、以下の産品候補品の開発 

 ＊商品開発は各事業者が主体となり、検討委員会との連携により実施します。 

 ＊開発ポイント案は、市ホームページをご確認ください。 

 ＊共通要件：主体となる原料の「米」や「大豆」は、上越産とします。 

  産品候補品名 アイデアなどの内容 
主な展開イメー

ジ 

A 米粉（大豆粉）バウムクーヘン 米粉や大豆粉を使用 小売展開 

B 米シリアル 
米を使用（甘いもの、甘くない

もの） 
小売展開 

C ソイバター 
大豆を使ったバター（チー

ズ） 

小売及び飲食店

等飲食物展開 

D 白湯風豆乳ラーメン 米、大豆を使った麺料理 
飲食店等飲食物

展開 

E 豆腐カツカレー 
大豆を原料としたカツを

使用 

飲食店等飲食物

展開 

 

開発協力事業者の募集期間 

平成２９年８月１日（火）～平成２９年８月３０日（水）※必着 

102491
タイプライターテキスト

102491
タイプライターテキスト
　　　　　　　　別紙３



（３）開発スケジュール 

内 容 日 程 

開発協力事業者等募集 平成29年8月1日（火）～8月30日（水） 

開発協力事業者向け説明会 平成29年9月中旬（予定） 

研究開発 

平成29年9月～11月 

*試食アンケート：越後・謙信ＳＡＫＥまつりもしくは、上越食育フ

ォーラム等を予定 

発表会 
平成29年12月中旬（予定） 

※各産品候補品の開発状況をみて日程調整を行います。 

（４）研究開発の進め方：商品開発は各事業者が主体となり、検討委員会との連携により実施します。 

    ①開発協力事業者の決定後、産品候補品ごとに開発スケジュール及びコンセプト設定等の説明会 

を行います。 

    ＊今年度は、商品の中身(ベースとなるレシピ及び製造方法)の完成を目標とします。 

＊開発過程おいては、アドバイザーを配置し、今後の事業化を見据え、売れる商品開発の視点

から開発を進めていただきます。 

＊発表会までの研究開発費として、産品候補品ごとに５万円を委託費としてお支払い（実績払 

い）します。（＊１つの産品候補品に複数の事業者が希望された場合はグループ化し、グループに対して５万円をお支払いします。） 

    ②研究開発期間中に、食のイベント等にて消費者への試食アンケートを行い、商品化に向けた磨 

き上げを行います。 

    ＊試食アンケートは、越後・謙信ＳＡＫＥまつりもしくは、上越食育ﾌｫｰﾗﾑ等の食イベンﾄへの

出展を想定しておりますが、開発状況により変更とする場合があります。 

    ③平成29年12月に予定する発表会にて、試作品の発表となります。 

    ＊試作品の他、レシピ等製造方法のポイントを市に提出していただきます。 

（５）協力事業者として参画するメリット 

   ・開発過程や開発後において、市ホームページ等を通じて協力事業者のＰＲを強力に行っていきます。 

   ・開発過程において、専門家からのアドバイスを受けることができ、本事業の商品開発だけでなく、 

今後の自社の商品開発等に対する有益な情報を得ることができます。 

・地域内の生産者、加工業者、販売店等との連携が生まれます。 

     ・開発した商品は、開発協力事業者とともに、関係団体と力を合わせ普及に向けたＰＲを行います。 

（６）お申込み方法 

・別紙申込書にご記入のうえ、ＦＡＸ、メールまたは郵送により上越ものづくり振興センターへご提出 

ください。※申込書は、市ホームページからダウンロードできます。 

・受付締め切り後、協力事業者を決定し、平成２９年９月上旬に結果を電話及び書面にてご連絡します。 

※一つの産品に複数の事業者から応募があった場合は、グループ化し開発を進めていただくことを 
 想定しております。 

（７）事前にご理解いただきたいこと 

・市内の多くの主体が参画した取組とするため、産品候補品のレシピや製造方法等の権利は上越市に帰 

属していただきます。 



 

   ―「お米」もしくは「大豆」を使った「上越ならではの産品」づくり― 

  産品候補品の開発協力申込書 
 

  

下記、産品候補品の商品開発に協力します。 

  

＊協力する産品候補品名を記入してください。 

産品候補品名： 

 

   ＊事業者情報を記入してください。 

事業者名  

担当者名 / 役職 （氏名）           （役職） 

住所  

電話番号  

ファックス番号  

メールアドレス  

 

 

 

 

 

 

申込先：上越ものづくり振興センター 

 上越市役所産業観光部産業振興課 上越ものづくり振興センター 

  住所：〒943-0821 上越市大字土橋 1914-3 市民プラザ 2 階 

 電話：025-522-2666   ファックス：025-522-2678 

  メール：monodukuri@city.joetsu.lg.jp 

（その他、連絡事項がありましたらご記入ください） 
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