
取組事例② 自家生産の桃を中心としたフルーツを使ったスイーツ等の加工・販売事業  

＜取組の概要＞ 
■ 桃を中心とした果物を使ったスイーツ（パフェ・デザート等）の商品開発・販売 
■ 自社生産の有機米や野菜を使ったランチメニューやスイーツ・ジュースの提供を行う農園カフェの開設 
 

  【取り組むに至った経緯】 
  ○平成１９年から桃の生産を開始。生果商品販売とともに、規格外品

の有効活用を図るためスイーツの開発に取り組む。稲作中心の経
営から、果物栽培及び加工品製造・販売の複合経営への転換によ
る経営改善。 

【取り組む際に生じた課題】 
 ○加工原材料である桃の安定生産。 
 ○桃の高付加価値化を目指した商品開発。 
 ○年間を通した商品提供。 

【活用した支援施策】 
 ○総合化事業計画認定（加工・直売）（H23） 
 ○富山県がんばる女性起業発展支援事業 
   （新商品開発）（H23） 
 ○富山県６次産業化モデル育成事業（新商品開発・販路拡大）（H25） 

【取組の効果】 
 ○売上高  14,338千円（H22） → 35,532千円(H25） 
 ○果物生産 
   桃               24本（H19） →   60本（H24） 
   ブルーベリー     100本（H19） → 450本（H24） 
   無花果           50本（H23） → 100本（H24） 
 ○雇用者数  
   ３名（家族経営）(H15） → 25名（パート含む）（H24） 

【今後の展望】 
 ○栽培果物等を増やし、年間を通した多種商品を提供。 
 ○カフェを整備し、スイーツ・ランチ・ジュース等を提供。 
 ○事業の拡大による、更なる雇用者の増加。 

【生じた課題への対応方法】 
 ○普及指導員との連携による栽培技術の習得。 
 ○スイーツに加工することで、付加価値が向上。 
 ○ブルーベリー、無花果、イチゴ等の果物の生産品目の拡大。 

農工房長者株式会社（富山県砺波市） 

フルーツのパフェ カフェランチメニュー カフェジュース ９ 



取組事例③ 生産する低グルテリン米を医療給食に活用し、古民家レストランで健康食
を普及・提供する事業 

＜取組の概要＞ 
■ 農・医連携のむらづくりを進め、自社生産した低グルテリン米を活用し、健康食メニューを開発、医療給食に活用するほ

か、古民家レストランでの提供 
■ レストランで低グルテリン米を活用したレシピの開発、地場産食材を使った料理教室等食育を実施し、誘客につなげる。 
 

  【取り組むに至った経緯】 
 ○集落営農の流れの中で、「低グルテリン米」づくりを開始。 
 ○安定的な生産確保のための法人化と、近隣農地の集積。 
 ○家族皆で食べれるメニュー開発と普及の実践道場として古民家レス

トラン開設。 

【取り組む際に生じた課題】 
 ○「低グルテリン米」の品種の選定と試験栽培。 
 ○転作作物の生産・販売戦略（農地集積拡大への対応）。 
 ○健康食メニューの検討と提供方法。 

【活用した支援施策】 
 ○総合化事業計画認定（直売、レストラン）（H23） 
 ○県の支援事業（米生産機械・施設）（H24） 
 ○農業改良資金（米生産機械・施設）（H24） 

【取組の効果】 
 ○売上高 29百万円（H23/6） →45百万円（H24/6） 
 ○低グルテリン米栽培面積 24,5ａ（H23） →113ａ（H24） 
 ○雇用者数 ７名（H23） →１２名（パート含む）（H24） 

【今後の展望】 
 ○農産品の自社ブランド化と販売戦略。 
 ○機能性に着目した健康食品の開発。 
 ○古民家レストランの利活用。 
 ○地域の農家と連携し米以外の農作物も健康メニューへ提供。 

【生じた課題への対応方法】 
 ○大学とのコラボにより古民家を農家レストランに再生。 
 ○県の支援で食味のよい低グルテリン米を育成、「さとに医食同源米」とし

てブレンド米を商標登録。 
 ○転作作物（白ネギ等）の積極的導入。 

 ○専門医や管理栄養士・調理師とともにメニュー開発。 

株式会社さとに医食同源（鳥取県鳥取市） 

古民家レストラン 
「さとに千両」 

地域の担い手に 健康食メニュー 10 



取組事例④ 種豚の育種、改良を目指したハム・ソーセージ・精肉の製造・販売 

＜取組の概要＞ 
■ 自社で育種、改良を行った豚肉を使用して、ハム・ソーセージの加工品と精肉、惣菜を販売 
■ 原材料豚肉の生年月日・飼料等の生産履歴を消費者へ開示し、一般精肉店との差別化を図る。 

【取り組むに至った経緯】 
 ○平成９年に法人化、デュロック種の豚を本格的に生産開始。 
 ○経営の改善化を図るため、種豚の改良、レストラン経営、加工品、精

肉の製造・販売を開始。 

【取り組む際に生じた課題】 
 ○豚の生産技術（品質の維持及び改良）。 
 ○ハム・ソーセージの加工技術向上。 

【活用した支援施策】 
 ○総合化事業計画認定 
   （ハム・ソーセージ・精肉の製造・販売）（H24） 

【取組の効果】 
 ○レストラン・加工部門の売上高 
  2,500万円（H24） → 3,200万円（H25） 
 ○雇用者数  
  12名（ﾊﾟｰﾄ含む）（H24）→14名（ﾊﾟｰﾄ含む）（H25） 

【今後の展望】 
 ○県内の農産物を使用した加工品の新商品開発。 

【生じた課題への対応方法】 
 ○アイオワ州の農場と業務提携し数年に一回種豚の改良、ロース断面積

等測定し出荷時期、飼育方法等に反映。 
 ○マイスター資格者から製造技術の習得、機材の改善。 

有限会社星種豚場（栃木県那珂川町） 

レストラン巴夢（はむ） ハム・ソーセージ各種 
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• 出資期間は１５年間 
• 機構の出資割合は50％以下 
• サブファンドは、同地域に複

数設立される場合も想定 

貸付け 

直接出資 

出資 

経営支援 ６次産業化プランナー 等 
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サブファンド 

（株）農林漁業 
成長産業化支援機構 

(A-FIVE) 

• ２０年間の時限組織 

資本性劣後ローン 

支援対象事業 
活動支援団体 

地方自治体、 
農林漁業団体 

支援 

地域金融機関等 融資 

間接出資 

  
 (１)農林漁業成長産業化ファンドによる資金・支援の流れ 
４ 農林漁業成長産業化ファンドの出資状況 
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 (２)サブファンドの状況について 

三菱東京ＵＦＪ銀行(20) 

東北の以下の４行と連携 
青森銀行、秋田銀行、 
岩手銀行、山形銀行 

ＪＡグループ(100) 

２．県域に限られない
ファンド 

３．テーマファンド 

エー・ピーカンパニー(10) 

ぐるなび(10) 

１．地域ファンド 

主な出資金融機関等(ファンド総額 単位:億円) 
               (A-FIVE出資分含む) 

北洋銀行(30) 

北海道銀行(30) 

七十七銀行(20.2) 

福島県地域 

金融機関等(20) 

千葉県内 

11金融機関(20) 

静岡銀行(5) 

伊予銀行(20) 

第四銀行(5) 

群馬県上野村(10) 

八十二銀行(10) 

愛媛銀行(20) 

西京銀行(10) 

西日本シティ銀行(20) 

大分銀行(20) 

肥後銀行(10) 

十八銀行(10.02) 三井住友銀行(20) 

百五銀行(5) 

紀陽銀行(10) 

常陽銀行(10) 
広島銀行(10) 

埼玉りそな銀行(5) 

注１  当資料は設立準備中のサブファンドも含まれます。 

注２ 地域金融機関との連携による複数のサブファンド設立を想定する中で、100億円の支援決定を受けており、その一部としてサブファンドを組成。サブファンド数は２とカウント。 

 

みずほ銀行(100)（注２）  

   
東北の以下の４行と連携(20) 
荘内銀行、北都銀行、 
みちのく銀行、東北銀行 

足利銀行等栃木県内10金融機
関と連携(20) 

宮崎銀行(10) 

佐賀銀行(5) 

十六銀行(5) 
トマト銀行(10) 

中国銀行(5) 

みなと銀行(10) 

百十四銀行(5) 

阿波銀行(10) 

 香川銀行､ 徳島銀行(5) 
四国銀行(10) 

愛知県内９金融機関(10.8) 

山陰合同銀行(10) 

鹿児島銀行(10) 

42サブファンド   
総額676.02億円 

(うちA-FIVE分338.01億円) 

京都銀行他地域
金融機関(10) 

H26.4.25 現在 
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（３） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について① 

事業者名 
サブファンド 
の主な出資者 

サブファンド 
による出資決定額 
（単位：百万円） 

事業内容 
出資同意 
決定日 

株式会社 

OcciGabi Winery 

(北海道 余市町) 

北洋銀行 
サブファンド 80.9(40.45)※ 
 

出資総額   162 
平成25年9月2日 

ジャパン 

ホートビジネス 

株式会社 

(千葉県 富里市) 

千葉銀行等 
県内11金融機関 

サブファンド 50(25)※ 
 

出資総額   100 
平成25年9月2日 

沖縄栽培水産 

株式会社 

(沖縄県 与那国町) 

西日本 
シティ銀行 

サブファンド 40(20)※ 
 

出資総額    80 
平成25年9月2日 

西日本水産 

株式会社 

(福岡県 福岡市) 

西日本 
シティ銀行 

サブファンド 60(30)※ 
 

出資総額   120 
平成25年10月9日 

オチガビ ワイナリー 

 余市産ぶどうのみを使用した高品質・
高価格のワインを製造。パートナーの
都市部販売網も活用。 

 ワイナリー内に併設するレストランと
売店で、地場農水産物やその加工品も
販売。 

 植木、盆栽の生産者と輸出経験が豊富
なパートナーとで合弁事業体を形成。
千葉県を中心とした植木、盆栽生産者
と連携し、中国に加えＥＵ、北南米等
の輸出も志向して新たな市場を開拓。 

 新しい技術を沖縄県与那国島に導入す
ることにより、高品質な車えびの周年
販売を実現し、大口需要者の開拓等を
通じて大消費地に販売チャネルを拡大。 

※：( )内はA-FIVE出資相当分 

【平成26年5月12日現在】 

 シラス資源の逼迫により、通常のウナ
ギ養殖がコスト高となる中、これまで
有効に活用されていなかった未成熟な
ウナギを一定の条件下で再肥育するこ
とにより、成熟したウナギとして出荷。 
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（３） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について② 

事業者名 
サブファンド 
の主な出資者 

サブファンド 
による出資決定額 
（単位：百万円） 

事業内容 
出資同意 
決定日 

株式会社みらい 
トレーディング 

(東京都 千代田区) 
JAグループ 

サブファンド 20(10)※ 
 

出資総額     40 
平成25年11月11日 

株式会社 
あおもり海山 
(青森県 深浦町) 

みずほ銀行 
荘内銀行 
北都銀行 
みちのく銀行 
東北銀行 

サブファンド 100(50)※ 
 

出資総額     200 
 

平成26年1月27日 

株式会社 
おおのミルク工房 
（岩手県 洋野町） 

みずほ銀行 
荘内銀行 
北都銀行 
みちのく銀行 
東北銀行 

サブファンド 13(6.5)※ 
 
出資総額     26 

平成26年3月10日 
 

株式会社 
熊本玄米研究所 
（熊本県 大津町） 

肥後銀行 
サブファンド  30(15)※ 
 
出資総額     60 

平成26年3月10日 
 

※：( )内はA-FIVE出資相当分 

 まだ一般的でないレタスを新たに導入
し、鮮度を保持できる新包装で流通さ
せ、消費者に届ける流通販売事業 

 青森県深浦町近海にて夏期に漁獲され
るクロマグロを、柵加工・冷凍加工し
て需要期に新たな販路拡大を推進する
事業 

 地元酪農家が主導し、地域の生乳を原
材料とした高温保持殺菌牛乳等に加え、
地域の特産物を活用したヨーグルト・
ソフトクリームミックス等新商品の開
発及び販路拡大を目指す事業。 

 農研機構が開発した新品種の新規需要
米（玄米）から新しい技術（玄米ペー
スト）による製パン加工を行い、販売
及び卸売（学校給食・病院向け）を行
う事業。 
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（３） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について③ 

事業者名 
サブファンド 
の主な出資者 

サブファンド 
による出資決定額 
（単位：百万円） 

事業内容 
出資同意 
決定日 

株式会社 
マイセンファイン
フード 
(福井県鯖江市) 

ＪＡグループ 
サブファンド 50(25)※ 
 

出資総額   100 
平成26年4月14日 

株式会社 

ベジタコーポレー

ション 

（広島県福山市) 

中国銀行 
サブファンド 100(50)※ 
 

出資総額   200 

平成26年4月14日 
 

いずも食品加工 

株式会社 

(福岡県糸島市) 

ＪＡグループ 
 

サブファンド 35(17.5)※ 
 

出資総額    70 

平成26年4月14日 
 

株式会社 

カゴシマバンズ 

(鹿児島県霧島市) 

エー・ピーカン
パニー 

サブファンド 30(15)※ 
 

出資総額    60（注） 

平成26年4月14日 
 

 農業者が生産した玄米と、大豆を原料
とした精肉代替商品の商品開発・製造
を通じて新販路を拡大していく事業。 

 農業者が各地の生産者や青果会社と共
同で産地リレー体制を構築し、パート
ナーの加工ノウハウ・販路を活かして
需要拡大が見込まれるカット野菜の製
造販売を行う事業。 

 農業者が地元農業者・地元ＪＡと連携
し、九州産の野菜を活用して、九州全
域及び消費地の百貨店・コンビニ向け
に惣菜の販売を行う事業。 

【平成26年5月12日現在】 

 養鶏事業者が外食チェーン向けに、鹿
児島県が開発した「黒さつま鶏」の加
工のほか地域農畜産物を提供し、地域
色を売りにした販売を強化していく事
業。 

※：( )内はA-FIVE出資相当分 
（注）：無議決権株式を含む 
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（３） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について④ 

事業者名 
サブファンド 
の主な出資者 

サブファンド 
による出資決定額 
（単位：百万円） 

事業内容 
出資同意 
決定日 

株式会社ひこま豚 
(北海道茅部郡森町） 

北洋銀行 
サブファンド 3(1.5)※ 
 

出資総額   6 
平成26年5月12日 

株式会社 

Ｊ－ＡＣＥひびき

（埼玉県川越市) 
ＪＡグループ 

サブファンド 150(75)※ 
 

出資総額   300 

平成26年5月12日 
 

株式会社 

神明アグリ 

イノベーション 

(東京都中央区) 

三井住友銀行 
 

サブファンド 10(5)※ 
 

出資総額    20 

平成26年5月12日 
 

日本ワイン農業 

研究所株式会社 

(長野県東御市) 
八十二銀行 

サブファンド68.1(34.05)※ 
 

出資総額    136.2 

平成26年5月12日 
 

 養豚事業者が販売会社を設立、独自ブ
ランドによる飲食店の出店、直売所・
通販での直接販売、外食事業者等への
卸売を通じて更なる販路拡大を目指す
事業。 

 農業者団体が、食品加工・外食事業に
実績を有するパートナーのノウハウを
活用し、外食事業に進出・多店舗拡大
を行うことで、原材料の付加価値向上
を目指す事業。 

 米の生産者が流通販売業者と連携し、
マーケットイン型の生産・販売を目指
す。国内外の需要者ニーズの収集、生
産者への提供、作付前での取引条件の
決定等を行うことで、多様な業務用の
米需要に応じた生産や生産意欲の向
上・規模拡大を目指す事業。 

【平成26年5月12日現在】 

 ぶどう・りんごの生産者と地元の生産
者団体等が長野県が推進する「千曲川
ワインバレー」と連携し、ワイン及び
シードルの醸造・販売を行う事業。 

※：( )内はA-FIVE出資相当分 17 



（３） Ａ－ＦＩＶＥによる出資案件について⑤ 

事業者名 
サブファンド 
の主な出資者 

サブファンド 
による出資決定額 
（単位：百万円） 

事業内容 
出資同意 
決定日 

株式会社 
西粟倉・森の学校 
(岡山県英田郡西粟倉村) 

ＪＡグループ 
サブファンド 163.3(81.65)※ 
 

出資総額   326.6 
平成26年5月12日 

株式会社 

いなほ農園 

（愛媛県八幡浜市) 
愛媛銀行 

サブファンド 15(7.5)※ 
 

出資総額   30 

平成26年5月12日 
 

西日本フレッシュ

フーズ株式会社 

(熊本県熊本市) 

西日本 
シティ銀行 

サブファンド 150(75)※ 
 

出資総額    300 

平成26年5月12日 
 

 西粟倉村の間伐材を原材料とした加工
品を製造、販路拡大を推進することで、
バリューチェーンを形成し、間伐材の
付加価値向上を目指す事業。 

 愛媛県のブランド鶏である「媛っこ地
鶏」の生産者が加工販売の拡大に加え、
新たに飲食店・直売所に進出、「媛っ
こ地鶏」の更なる販売拡大を目指して
いく事業。 

 熊本県の生産者が青果卸会社と連携し、
カット野菜・カット果物サラダ等の製
造販売事業に進出することで、原材料
の付加価値向上を目指す事業。 

【平成26年5月12日現在】 

※：( )内はA-FIVE出資相当分 
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