
平成24年度第1回六次産業化法 
事業計画認定事例集 

平成２４年５月 

農林水産省 北陸農政局 



認定日：平成24年5月31日 

加工・直売・レストラン 

申請者 

地域：新潟県新潟市  

自家産米を利用したおにぎり等の製造・販売事業 

◆平成５年１０月に農業生産法人を設立。水稲１７ha、
花苗を主とする施設園芸１１０ａ（６０万鉢） 
米・花きの直接販売を行い、米の７０％以上を消費者や 
地元保育園、病院等へ直売 
 

 

 

 農業生産法人 
 有限会社ナーセリー上野 

◆ おにぎりは、自社生産米の様々な品種を楽しめるための品揃え、 
   健康志向に対応した発芽玄米のおにぎりも提供 
◆ 現在の直売所を改築し、加工施設（２０㎡）と飲食スペース（５６ 
   ㎡）を整備し、地元産食材のおにぎりを持ち帰り販売のほか、 
   味噌汁とセット販売 
◆ 味噌汁は栄養士（娘）のレシピで栄養バランスに配慮し、地産 
   地消の季節にちなんだ旬の食材を活用 
◆ 土作りや排水性の改善に取り組むことで、一層の高品質米の 
      生産及び大豆の安定生産に努める 
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◆ 自社生産の米を使い、おにぎり、おこわ、旬の食材を使った 
   味噌汁（豚汁等）を商品化し、直売所に併設する販売及び飲食 
   コーナーにてセット販売する事業 



認定日：平成24年5月31日 

加工・直売 

申請者 

地域：新潟県新潟市  

地域特産のそらまめを利用した新商品開発と販売事業 

◆水稲１２．５ ha 、大豆３ ha 、転作野菜０．５ ha 
夫婦及び国・県の雇用事業を通じた研修生３名で作業 
平成２３年秋に、そらまめ０．３ haを作付け 

さいとう農園 齋藤 修吾 

◆ そらまめは、現在ＪＡや直売所への莢つき生出荷に加え、新たに 
   むき豆として冷凍・冷蔵し、えだまめの収穫・販売が終わる１１月 
   から小分けして、近くの飲食店や観光旅館、直売所に販売 
◆ 菓子類（いかり豆、羊羹、甘納豆）の商品化は、自家スタッフで対 
   応し、最も期待する「いかり豆（揚げ豆）」は味付のレパートリーを 
      増やすなど商品性を高めて、販売量拡大を目指す  
◆ 豆板醤は、自家産の冷凍むき豆を食品加工業者に製造を委託し、 
   販売は知り合いの中華料理店等に直接販売       
 ２ 

◆ 地域特産のそらまめを使って冷凍むき豆や菓子類（いかり豆、 
      甘納豆、羊羹等）及び豆板醤（とうばんじゃん）などを商品化し、 
      製造・販売する事業 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：新潟県長岡市 

自社産野菜を利用したおでん等の製造・販売事業 

◆平成２３年３月に設立し、構成員は３名。 
所有農地はなく、畑５０ａを借地 
こんにゃく芋１ａ、大根・人参６ａ、体菜等の 
一般野菜を作付け 
 

 

 

株式会社たべたがり  

◆ 自ら生産した野菜（大根・人参）及びこんにゃく芋を使った「手作り 
   生芋こんにゃく」を安心で低カロリーな「おでん」として商品化し、 
   さらにレンジで温めて食べる 「カップおでん」を製造・販売 
◆ ヘルシーを売りとして、手作りこんにゃくを挽肉や魚のすり身と 
   練って具材とする 
◆ 人参の葉を乾燥し、パセリと同じ使い方をする「キャロットハー 
   ブ」とするほか、大根の葉は「大根菜のあっさり茶漬け」として 
      商品化 
 

 
３ 

◆ 自社生産の野菜及びこんにゃく芋を使った「おでん」、人参の 
   葉を乾燥した「キャロットハーブ」及び大根の葉を使った 
      「大根菜のあっさり茶漬け」を商品化し、製造・販売する事業 

写真 

写真 

加工・直売 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：富山県入善町 

米粉パンの加工技術を活かした米粉シフォンケーキを中心とした米粉利用拡大事業 

◆農産物加工品の製造・販売を事業目的に、 
女性が代表者となって賛同する農業者等５名で
設立した任意団体 

ピヨピヨグループ  

◆ 「米粉シフォンケーキ」を商品化し、コーヒー等の味付けや生地に 
      野菜やジャムを練り込んだバリエーションを増加 
◆ 各種ジャムを開発・販売するとともに、そのジャムを活用した 
   米粉パンや地場産の惣菜を活用した米粉パンの製造・販売 
◆ 米こうじ（塩こうじ）の製造・販売 
◆ 高齢者向け・学校給食用・イベント用・直売所用等、地域の 
   ニーズに合わせた細やかな製造・販売システムを構築 

４ 

◆ 「米粉シフォンケーキ」と各種ジャムを開発し、野菜やジャムを練 
   り込んだバリエーションを増加させるとともに、「米こうじ」や「惣菜 
   米粉パン」などの地場産農産物を使った米粉利用商品を製造、 
      販売する事業 

加工・直売 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：富山県富山市 

「つけ置き不要の精米と玄米」の開発と販売 

◆平成１９年に農業生産法人を創立。 
２３年生産面積：水稲２２．７ ha 、大麦４．５ ha 、 
大豆５１．６ ha 、もも０．２６ ha 

農事組合法人ふかだん 

◆ 「つけ置き不要の精米と玄米」は「活性くん液」を活用し、一定の 

   成果を得ており、裏付けデータを取り、販売促進につなげる 

◆ 販売については、自社の直売所の活用やスーパーマーケット、 

     小売店、企業食堂、米穀販売店のルート等を積極的に利活用 

     する販売ネットワークを再構築 
５ 

◆ 自ら生産した「コシヒカリ」を有利販売するため、促進事業者の 
   株式会社ニューアクア技術研究所（「米に早く水がしみこみ、 
     炊きあがりでも歩留まり良く、ややふくれあがった炊きあがりで、 
     おいしく食べられるつけ置き不要の加工米」を開発した企業）に 
     加工を委託し、当該加工米を自ら販売する事業 

促進事業者 (株)ニューアクア技術研究所 

加工・直売 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：富山県砺波市 

米粉、イチゴ、ハーブを活用した加工商品の開発・生産と観光農園による「地域に憩いの場」を提供 

◆生産面積：種籾１２ ha 、大豆４ ha 、 
野菜３ ha、花き（ハウス１２０坪２棟） 
  

有限会社  梅香園 

◆ 粒が大きく鮮やかな紅色で、果肉も赤くなるイチゴ「べにほっぺ」 
   を栽培し、いちご狩り体験で集客につなげ、花き栽培ハウスも 
   鑑賞エリア化し、直接販売につなげる 
◆ 米粉シフォンケーキ、ハーブや野菜を活用 した商品を中心に商  
   品化し、米粉１００％のパンミックス・ケーキミックスを販売 
◆ 農園内に直売所、観光農園、喫茶コーナーを整備し、自社の 
   カルチャー教室やイベント後にくつろげる場所の提供や、バリア          
     フリー化により高齢者・身体障害者のために利便性を図り、米粉 
     菓子・加工品や生鮮食材も園内で販売 
 ６ 

◆ 米粉やもち粉を使った製菓・パン材料、焼き菓子等の米粉製品、 
     及びイチゴやハーブ、野菜を活用した商品を開発・製造するとと 
     もに、農園内に直売所、観光農園、喫茶コーナーを整備して販売 
     を行い、「地域に憩いの場」を提供する事業 

加工・直売・レストラン 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：石川県白山市 

クレソン・そば若葉・ビーツ・紫いも等高機能性・彩り野菜の生産・加工・直売及びカフェ
の経営 

◆白山山麓地域の農産資源を活用した6次産業

化を図り、地域の特性を生かした新しい農業経営
の実現、及び障がい者の雇用を通し、障がい者
の自立支援を図るとことを目的に、平成24年3月
に設立 
 栽培面積：クレソン２１ａ、エゴマ・ビー
ツ・紫イモ等１５ａ、そば若葉０．７ａ 

白山若葉 株式会社 

◆ 自社生産の農産物を活用した、そば若葉入りそば、乾燥パスター 
  （自家生産野菜入り）、スイーツなどの新商品化 
◆ 自社直売所・カフェ、加工所及び生産の増加に対応するため 
   栽培ハウスを整備     

７ 

◆ 自社生産のクレソン・そば若葉・ビーツ等高機能性野菜を原材料 
      とした生麺・パスター・大福餅等の加工品の製造・販売と、直売 
      所・カフェの運営などに取り組み、福祉施設との連携により、施設 
      利用者の雇用を通じて自立支援を促す事業 

写真 

社会福祉法人鳥越福祉会 促進事業者 

加工・直売・レストラン 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：石川県七尾市 

能登伝統野菜「中島菜」を利用した加工品の開発及び自家栽培農産物等の直売事業 

◆地元の伝統野菜「中島菜」の栽培と加工に
積極的に取り組む認定農業者 
水稲１４．５ ha 、中島菜５０ａを中心に白ネギ、
ブロッコリー、能登むすめ（赤大根）、源助大根
など多数の野菜を生産   

 

ＮＡＳ（中島アグリサービス） 
 松田 武 

◆ 能登の伝統野菜である中島菜の栽培面積を拡大、加工場を整備、 
   地域伝承漬物や中島菜ふりかけ（菜飯ふりかけ）等の新商品化     
       に取り組む 
◆ 通年で味わえる正統「中島菜の漬物」を技術伝承  
◆ 自家農産物に加え、近隣農家の生産する野菜類を販売する協働 
    形態の直売所を２６年に開設し、地域の活性化を図る 

８ 

写
真 

写真   

加工・直売 

◆ 能登伝統野菜「中島菜」を利用した地域伝承漬物や中島菜ふりか 
       けを商品化するとともに、近隣農家の生産する野菜類を販売する 
       協働形態の直売所を設ける事業 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：福井県敦賀市 

黒河マナの契約栽培による流通ルートの開拓と業務用冷凍チルド商品開発による付加価値の増幅 

◆平成24年2月に敦賀市山地区で福井の伝統野菜
「黒河マナ」（菜の花に似たアブラナ科）を生産する任
意団体を結成。  栽培面積：23年度７ａ 

黒河マナ山村伝承栽培倶楽部 

◆ 飲食業者向けの通年利用のため、新商品として冷凍チルド商品 
   を委託製造し、敦賀合同青果(株)やレストラン・ホテル料理長の 
      ネットワークで販路を拡大し、販売。 
◆  新たな販売方式として、敦賀合同青果(株)との契約栽培を締結し、 
   経営の安定を図るとともに、作付面積の増加と生産技術の向上 
   を図る。  
 ９ 

◆ 伝統野菜である黒河マナの栽培とその通年流通を実現するた      
      め、新商品として低温スチーム加工＋急速冷凍した業務用冷凍 
      チルド商品を(有)タカノに委託製造し、敦賀合同青果(株)などの 
      ネットワークを活用して販売し、限界集落化している山地区に栽 
      培農家を育成し、産地の再活性化を図る事業 

写
真 

写
真 

加工・直売 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：福井県敦賀市 

東浦地区で生産された温州みかんの新たな流通と加工品開発による地域活力の再起動 

敦賀フルーツ共和国 

◆ 敦賀・東浦地区で生産された温州みかんを原料とする新商品・冷 
      凍ピューレは、生絞り＋急速冷凍した業務用冷凍チルド商品とし 
      て、(有)タカノに委託製造し、敦賀合同青果(株)などのネットワーク 
      を活用して新たな販路を開拓し、「敦賀みかん」の産地ブランド再     
      構築を図る事業 

写真 

写真 
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◆敦賀みかんの産地の復活を目指し、平成24年3月に
生産者有志で任意組合を結成。 
温州みかん作付面積：23年度 36ａ 

◆ 「敦賀みかん」の加工品「冷凍ピューレ（生絞り＋急速冷凍の業 
   務用冷凍チルド商品）」の製品開発と県内菓子業者、飲食業者等 
   へ販売体制の構築。 
◆ 敦賀合同青果(株)との契約栽培で「敦賀みかん」の特産化及び 
   ＪＡ系の委託販売に取り組み、安定収益が得られる方式に転換。 
◆ 生産放棄された圃場の受託を行い、構成員の農地と合わせて生 
   産地の確保を行う。24年には地域として１５０本の新植を予定。 
 

加工・直売 



認定日：平成24年5月31日 

申請者 

地域：富山県射水市 

もみ殻を燃料とした再生可能エネルギー施設の実用化と燃焼灰の珪酸肥料化 

◆ いみず野農協を代表機関として、小杉及び新湊カントリー 
エレベーターを拠点に、「空気吹き込み式攪拌流動層燃焼 
システム」のもみ殻ボイラーを活用 いみず野農業協同組合 

◆ もみ殻の再生エネルギーとしての有効活用の確立を目指して、 
      ①稲作や園芸農業に有効な溶解性の高い珪酸質資材となる「も 
      み殻燃焼灰」の生産、②園芸用ハウスへの温熱利用、③施設利 
      用電力の生産に活用できるシステムの研究開発を行う事業 

◆ もみ殻の自燃温度をコントロールし、植物珪酸体の溶解性を高め 
   た「もみ殻灰」生産のための燃焼技術を研究 
◆ もみ殻の燃焼によりボイラーを稼働させ、ハウス等への温熱供給 
   と電力生産のためのシステム開発 
◆ 「もみ殻灰」の普通肥料化と造粒技術の確立を図り、流通を研究  
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  協力する大学、 
  研究機関等 

富山県立大学、富山県高岡農林振興センター、(社)地域環境資源センター、 
早稲田大学理工学術院、北陸ポートサービス(株)、(有)高田エンジニアリング、 
伊藤純雄、近藤錬三、(独)農研機構、富山県立大学地域連携センター、射水市 

研究開発・成果利用 
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