
農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

中小企業者 ㈱大金 北海道 旭川市

農林漁業者 営農集団ファームホロ 北海道
日高郡
新ひだか町

中小企業者 ㈱壷屋総本店 北海道 旭川市

農林漁業者 渋梨子　登 北海道 名寄市

中小企業者 ㈱函館酪農公社 北海道 函館市

尾崎　正幸 富良野市

小林　英憲

林　義秀

幸田　輝雄

奥村　幸広

赤羽根　紘道

宮本　政男

㈲おとべファーム

中小企業者 ㈱藤六食品 北海道 旭川市

農林漁業者 ㈲奥山食菌 北海道 旭川市

　㈱函館酪農公社は、自社の乳製品製造技術と尾崎正幸氏、小林英憲氏ほかの高品
質作物の栽培技術を活かして、タマネギ、ブロッコリー等の機能性成分を含有した野菜
ペーストを植物性乳酸菌により発酵させ、動物性乳酸菌発酵食品であるヨーグルトを
ミックスした新商品の「ドリンクヨーグルト」を開発・販売する。

植物性乳酸菌による発酵野菜ペースト
とヨーグルトをミックスした新たな機能性
食品の開発・製造・販売

3

NO

「北海道ナッツ（ペポカボチャの種）」を活
用した機能性菓子の開発

　㈱壺屋総本店は、自社の菓子製造技術と澁梨子登氏の高品質作物の栽培技術を活
かして、泌尿器系疾患の予防に効果があるといわれているペポボチャの種を原料にし
た新商品の「焼き菓子」を開発・販売する。
　開発商品の生地には、ペポカボチャの種、アロニエやグリーンアスパラなどを活用し
「機能性」と「北海道の四季」をイメージした商品構成とする。

2

事業名 事業概要

1
ホワイトアスパラを活用した食酢と道産
野菜のピクルス食品の開発

　㈱大金は、自社の食酢製造技術等と営農集団ファームホロのホワイトアスパラの伏せ
込み栽培技術等を活かして、ホワイトアスパラから「アスパラ酢」及び「ピクルス」を製造・
販売するとともに、新品種の野菜・果実を組み合わせて「新ピクルス」を開発・販売する。

　㈱藤六食品は、自社の食品製造技術と㈲奥山食菌のきのこ栽培技術、北海道立林産
試験場のＧＡＢＡ抽出技術を活用し、エノキタケから生成したＧＡＢＡを加えた新商品の
「和総菜（昆布佃煮と煮豆）」を開発・販売する。

北海道産エノキタケを活用しＧＡＢＡを冨
化させた機能性和総菜の開発

4

事業者 都道府県 市町村

爾志郡
乙部町

農林漁業者 北海道
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

㈱おくしり桜水産
奥尻郡
奥尻町

㈱Thermodynamics Systems 札幌市

農林漁業者 木村　清美 北海道
奥尻郡
奥尻町

中小企業者 ㈱まるい弁当 北海道 苫小牧市

農林漁業者 鳥越　浩一 北海道 苫小牧市

中小企業者 あいもり㈱ 北海道 伊達市

農林漁業者 宇治　義之 北海道
虻田郡
豊浦町

中小企業者 ㈱ディメール 青森県 八戸市

農林漁業者 はまなす農業協同組合 青森県 むつ市

中小企業者 ㈲真木沢ミートピア 岩手県 北上市

農林漁業者 ㈲ありす畜産 岩手県
気仙郡
住田町

青森県下北地方の低アミロース米「ゆき
のはな」と地元産魚介類を使った新食感
の冷凍押し寿司の開発、製造及び販売

　㈱おくしり桜水産と木村清美氏は、地域に新たな産業を創出するとの思いから㈱
Thermodynamics Systemsの高品質冷凍保存技術に着目。
　３者の経営資源を持ち寄って、奥尻島の真ほっけを原料に、解凍後も鮮度を損なわな
い新商品の「刺身用ほっけ（冷凍フィーレ商品）」を開発・販売する。

5

6

8

　あいもり㈱は、自社のホタテ貝殻による内壁材製造技術とホタテ養殖を営んでいる宇
治義之氏から安定的に供給されるホタテ貝殻を活用し、ホタテ貝殻を含有した新商品の
「外装塗り壁材」、「内装用タイル」、施工が簡易なクリーム状の「内装材」を開発・販売す
る。

ホタテ貝殻を利用した内外装壁材の開
発と販路開拓

7

㈲真木沢ミートピアの経営資源である、ドイツの加工食肉品マイスターコンテスト
「SUFFA」金賞受賞、ドイツマイスタークォリティで満点を獲得するなどの食肉加工技術
及び販路と、㈲ありす畜産の経営資源である、減投薬の手法を実践した健康な四原種
配合豚を活かして、新触感のあらびきハンバーグを製造・販売する。
独自の食肉加工技術により、ブランドハンバーグ市場を主ターゲットとした、肉粒の食感
と味覚をダイレクトに感じることができるオリジナル豚あらびきハンバーグを開発する。

苫小牧市のホッキ貝を使ったレトルト
ホッキカレーの製造・販売

四原種配合豚を肉原料として100％使っ
た新食感あらびきハンバーグの製造・販
売

㈱ディメールの経営資源である魚介類の冷凍加工技術と、青森県が品種改良した、寒
冷地に適した低アミロース米「ゆきのはな」を活かし、地元に水揚げされる鮭、鮪などの
魚介類を原料とし、安心・安全・トレーサビリティを確保した冷凍押し寿司を開発する。冷
凍庫に保管しておくだけで、必要な時に、必要な量だけ、簡単に美味しい押し寿司を提
供することができる。「ゆきのはな」は適度なねばり、つやがあり、冷めても軟らかく、ぼ
ろぼろになりにくい特徴を持っており、この特徴を最大限生かした商品を開発する。

　㈱まるい弁当は、自社の食品加工技術と漁業者が漁獲し選別した苫小牧産ホッキ貝
を使用した新商品の「レトルトカレー」を製造・販売する。
　加熱すると硬くなり旨みがなくなるホッキを北海道立食品加工研究センターの過熱水
蒸気加工技術を用いて柔らかい食感と旨みを残し、旅行者にも人気のあるホッキカレー
をレトルト化する。

9

奥尻島産「真ほっけ」と高品質冷凍保存
技術の組み合わせによる新商品開発

北海道中小企業者
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈱メルコレディ 秋田県 湯沢市

菅　忠一郎

小嶋　清博

小嶋　永一

石成　健太郎

高橋　清太郎

高橋　正蔵

中小企業者 ㈲べジ＆フルあきた 秋田県 鹿角市

農林漁業者 ㈲栄物産 秋田県 北秋田市

中小企業者 月山酒造㈱ 山形県 寒河江市

農林漁業者 土田　耕二郎 山形県
西村山郡
西川町

農林漁業者 秋田県

㈱メルコレディの経営資源である販売力・マーケティングと、栽培農家の経営資源である
米作技術を活かして連携することで、トレーサビリティの明確な、あきたこまち100％の
「こめ麺」を製造・販売する。生産農家と栽培契約を取り交わすことで、商品の付加価値
要素の要である収穫・調整・保管などの明確なトレーサビリティを確保するとともに、『新
規需要米』の制度を利用した農家との連携による原料の安定確保を実現する。当社の
こめ麺は、蒸練という特殊な技術を用いており、今後さらに、こまち麺を使ったメニュー
の開発や、即席麺の検討等を行い消費の拡大を図っていく。

10
「新規需要米」生産者と連携した、
１００％あきたこまち使用の高品質でト
レーサビリティの明確なこめ麺の開発

12

11

㈲ベジ＆フルあきたの経営資源である乾燥加工技術と、㈲栄物産の経営資源である園
芸作物の栽培技術を活かして、健康志向の高い消費者を主たる顧客とした高付加価値
加工食品（香味オイル、ドレッシング）を開発する。地元産の菜種油等と従来製品にない
山菜、果実の健康機能性及び自家栽培ハーブ、スパイスの香味という価値特徴を付加
した製品の開発を行い、自社商品としての販路拡大を目指す。国内産の菜種油を使用
した調味料等の加工商品はまだ市場に少なく、差別化を図ったこだわり商品としての展
開をする。

秋田県産の地域素材（菜の花、山菜、
ハーブなど）を活かした高付加価値な加
工商品(香味オイル、ドレッシング)の開
発及び販路開拓

日本酒醸造技術を利用した「こくわ」リ
キュールの商品開発及び販路開拓事業

月山酒造㈱の経営資源である日本酒企画開発・商品化技術と土田耕二郎氏の経営資
源である「こくわ(学名:サルナシ)」の栽培技術の連携に加え、連帯参加者である㈱設楽
酒造（日本酒醸造技術）、こくわ栽培研究会（こくわ生産）の協力により、こくわリキュー
ルを健康志向の成人を主たる顧客とした新しい味わいの商品として開発する。本事業で
開発するリキュールは、こくわの特定品種を付加している点で類似する原料との差別化
を図っている。こくわは、高貴な香りとまろやかな甘さ、気品ある酸味を特徴とし、栄養的
に優れ、疲労回復、滋養強壮、整腸などの効果があるとされている。

湯沢市
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 まがら洋菓子研究所㈲ 福島県
双葉郡
双葉町

農林漁業者 ㈱シュトラウス 福島県
双葉郡
双葉町

中小企業者 ㈱川俣町農業振興公社 福島県
伊達郡
川俣町

農林漁業者 ㈲川俣シャモファーム 福島県
伊達郡
川俣町

中小企業者 ㈱オーピーシートレーディング 茨城県 ひたちなか市

農林漁業者 ㈱Tedy 茨城県 水戸市

中小企業者 ㈲クリアライズ 茨城県 古河市

稲垣　景 茨城県 猿島郡

浅川　宏 山梨県 北杜市

㈱横倉本店 宇都宮市

鳳鸞酒造㈱ 大田原市

農林漁業者 荒牧りんご園 栃木県 宇都宮市

中小企業者 小江戸鏡山酒造㈱ 埼玉県 川越市

農林漁業者 山田　英夫 埼玉県 川越市

農林漁業者

中小企業者 栃木県

13

㈱川俣町農業振興公社は、安全、安心、健康をめざし、トレーサビリティのしっかりした
地元産の醤油、塩等を活用した専用のタレを開発し、手作り感のある加工の技術を使っ
た川俣シャモの焼き製品を製造し、地域とのネットワークを生かし地元の消費拡大と、取
引実績のある首都圏等での有名レストランなど販売チャネルを活用し、販路拡大に取り
組む。生産者㈲川俣シャモファームは、川俣産飼料米を活用して新たな飼料の開発な
どを行い、よりおいしい肉質に改良するとともに、飼育密度をより広くするなどストレスの
ない飼育環境に改め、鳥皮に傷がつかないよう飼育方法の改良に取り組む。

ダチョウ卵の特性を活かした新食感ス
イーツブランドの構築並びに需要の拡大
事業

まがら洋菓子研究所㈲の経営資源である洋菓子製造のための設備並びに新食感を追
求した洋菓子製造における知識及び技術と、ダチョウ畜産業を営む㈱シュトラウスの経
営資源であるダチョウ卵生産のための養鳥設備並びに洋菓子製造に適した健康卵生
産のための知識及び技術を活かして、ダチョウ卵の特性を活用した新食感スイーツブラ
ンドの構築並びに需要の拡大を行う。本事業で開発するスイーツブランドはダチョウ卵
の起泡性を活かし、鶏卵では製造し得ない、独自の空気を含んだふっくらとした食感
や、なめらかな舌触り、軽いクリスプな歯ごたえ等を追求する。

14

17

国産パプリカを使った、発色が良く、栄
養素を保持したペースト商品の開発及
び販売

「川俣シャモ」のおいしさを最高に引き出
した新しい食味の焼き加工品の開発

18

15

16

B・C級品のパプリカをペースト状に加工した新商品「ペーストパプリカ」を開発。アイスや
ジュース、スープ、ジャム等へのミックス用に、ホテルや飲食店へ販売する。

川越市内にて酒造好適米「さけ武蔵」の栽培拡大を進めるとともに、「さけ武蔵」など地
元産酒米で製造した日本酒を販売。旅行業者とも連携して体験型観光も実施する。

地元産酒米「さけ武蔵」を使用した
１００％小江戸川越地酒の開発及び販
売

プロバーテンダーの監修による栃木県
産の「農産物を使ったカクテル」の開発
と販売

ヨーロッパ系新品種レタスを本格的に市場投入するとともに、野菜鮮度を数値化するシ
ステムを導入することで、鮮度の指標を加工業者や消費者に明示していく仕組みを構
築。新品種レタスの付加価値向上を図る。

「カクテルの街 宇都宮」を代表する「宇都宮カクテル倶楽部」のプロのバーテンダーのレ
シピを使用し、栃木県産の果実・野菜を利用して製造したリキュールを高級感のある瓶
詰め｢カクテル｣として商品化する。

中食市場向けに鮮度保持システムを導
入した新品種レタスの開発及び販売

4
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈱ナバ 東京都 品川区

農林漁業者 丸重養鯉場 新潟県 長岡市

中小企業者 ㈱相馬光学 東京都 西多摩郡

農林漁業者 神明畜産㈱ 東京都 東久留米市

中小企業者 エン座 東京都 練馬区

農林漁業者 渡戸　章 東京都 練馬区

中小企業者 ロイヤルブルーティージャパン㈱ 神奈川県 川崎市

農林漁業者 ㈲カネタ太田園 静岡県 浜松市

伊藤建設㈱

㈲浦島

農林漁業者 ㈱アクア・グリーン佐渡ケ島 新潟県 佐渡市

中小企業者 ㈱野本組 新潟県 妙高市

農林漁業者 ㈱NBファーム 新潟県 妙高市

中小企業者 ㈱ミールケア 長野県 長野市

農林漁業者 ㈱かてりや信州 長野県 上田市

中小企業者 新潟県

19

24

22

21

20

23

「練馬大根の葉を練りこんだうどん」の
乾麺開発

高品質な茶葉を使用した高級ボトリング
茶の開発及び販売

簡易測定可能な豚肉脂質測定装置の
開発と同装置の活用による「黄金豚」の
開発・販売

栽培時農薬を一切使用しない大葉を食
品原料とした業務用製品の開発と販売

海外をターゲットとしたカラーリング・ライ
スの開発と販売

商品価値がなく廃棄されている大葉の「下葉」を有効活用し、ペースト等に加工して、食
品原料として食品メーカー等へ販売する。

近赤外分光法により豚肉脂質を簡易・非破壊・迅速測定できる装置を開発。同装置によ
り測定した指標により選別した豚肉をブランド化して販路開拓する。

こだわりの武蔵野うどん店と練馬大根の生産農家が連携し、練馬大根菜を乾燥粉末に
して麺に練りこんだ乾麺の「練馬大根うどん」を開発。

錦鯉用証明書発行システムの開発販売
と新潟県産錦鯉の販路拡充

犬猫の血統書のような錦鯉証明書発行システムを開発し、流通に導入。新潟県下の錦
鯉の国際的なブランド構築につなげる。

新たに開発する「子供向け野菜」を活用
した幼稚園・保育園向け給食サービス
の事業化

ピーマンやパプリカなど、野菜を粉末化して米に塗布する㈲浦島の特殊技術を活用し、
㈱アクア・グリーン佐渡ケ島が栽培した良質米に色付けを施した「カラーリング・ライス」
を商品化。伊藤建設㈱がもつ販路開拓ノウハウを活用して市場展開する。

25

ロイヤルブルーティージャパン㈱の飲料製造技術を活用し、㈲カネタ太田園が生産する
高品質な茶葉を使用した高級ボトリング茶飲料を製造。主として高級レストラン等に販
売する。

特殊肥料を使った作物の糖度が増す栽培に取り組む農業者と受託給食会社が連携し、
野菜が嫌いな子どもでも喜んで食べられる「子供向け野菜」を開発。幼稚園・保育園向
け給食事業を展開する。

佐渡市

5



農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈲清里ミルクプラント 山梨県 北杜市

農林漁業者 ㈱なかむら 山梨県 山梨市

中小企業者 ㈱ホト・アグリ 静岡県 浜松市

農林漁業者 京丸園㈱ 静岡県 浜松市

中小企業者 ㈱ＧＦＤ 静岡県 浜松市

農林漁業者 鈴木　偉也 静岡県 浜松市

中小企業者 西光エンジニアリング㈱ 静岡県 藤枝市

農林漁業者 宮古島漁業協同組合 沖縄県 宮古島市

武儀商事㈱ 名古屋市

中部乳業㈱ 岡崎市

農林漁業者 高橋　久二 愛知県 知多郡

中小企業者 おわせ深層水しお学舎㈱ 三重県 尾鷲市

農林漁業者 ＮＰＯ法人天満浦百人会 三重県 尾鷲市

中小企業者 神楽酒造㈱ 三重県 四日市市

農林漁業者 近藤緑化㈱ 三重県 鈴鹿市

中小企業者 愛知県

みえ尾鷲海洋深層水を100％使用し、低温真空式二段濃縮製法で作られた塩を、無農
薬栽培された甘夏ミカンの粉末、ペーストと絶妙な分量でブレンドした、柑橘の香り高い
「夏柑塩」を開発。食材や料理に合わせて使われる、体によく安心・安全な食品（調味
料）として販売していく。

機能性野菜「リッチリーフ（Ｒ）」栽培用光
源の開発とリッチリーフ（Ｒ）の商品化

宮古島モズクを用いた半生タイプの商
品開発と販売

乳業メーカーの殺菌・衛生管理技術を活
用した高品質なシラス製品等の開発・製
造・販売事業

清里高原の牛乳と峡東果実郷の濃縮果
実を活用したアイスクリームの開発・販
売

27

清里高原の新鮮で安全な高品質の生乳に、峡東果実郷の完熟フルーツの濃縮果実を
加えた高品質のアイスクリームを開発・販売する。

28

省エネルギー技術による環境制御技術
を活用した１年中イチゴ狩りができる観
光農園と浜名湖という特色を活かした周
辺農産物を取りそろえた直売場の経営

26

31

LED光源等の照射制御によりポリフェノールやビタミンなどの機能性成分を強化した葉
物野菜「リッチリーフ」（商標登録済み）の量産化及び販路開拓。

モズクは、塩蔵した味付け製品が流通しているが、本事業では、塩蔵しない生の原料を
使用した半生モズクとグリーンモズクを商品開発する。

イチゴ周年栽培可能な省エネ型施設園芸ノウハウを導入した観光農園と、地産地消の
直売所を開設。地元ホテル・観光業者とも連携して新観光ゾーンの形成を目指す。

32
日本初のタブノキから抽出したエキスを
原料とするリキュールの製造・販売事業

尾鷲特産の甘夏みかんと、みえ尾鷲海
洋深層水の塩で作る体にやさしい「夏柑
塩」シリーズの製造と販売

29

漁業者が捕獲し釜ゆでしたシラス等を新しい殺菌方法を用い処理したシラス製品等の
製造・販売事業を行う。
新殺菌方法での処理により味、風味を損なうことなく細菌のたんぱく質分解による臭気
（魚臭さ）がなく低塩分濃度のものを消費者に提供可能。また、賞味期限の延長により、
商品の高付加価値化・収益構造の改善を実現。
漁業者と連携することにより漁場、漁業者が明確になりトレーサビリティーを確保するこ
とが可能。

代表企業である近藤緑化㈱が自社の農園のタブノキの枝のチップを連携体の神楽酒造
㈱の製造技術により醸造アルコールに浸してとれるリキュールを量産化可能とし、その
販売を主として㈱ＪＴＢ中部のルートに乗せ事業展開する。

30
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農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

㈱JAアグリひみ 富山県 氷見市

㈱CRD 石川県 金沢市

農林漁業者 氷見市農業協同組合 富山県 氷見市

㈱釣屋魚問屋 氷見市

㈲シーフード北陸 富山市

㈱T-marks 富山県 氷見市

㈲日の出大敷 石川県 能登町

中小企業者 ㈱セイツー 石川県 川北町

農林漁業者 ㈲くらた農産 石川県 白山市

中小企業者 ㈱シーロード 福井県 福井市

農林漁業者 ㈲棗の里農産 福井県 福井市

中小企業者 ㈱シードライフテック 滋賀県 長浜市

農林漁業者 農事組合法人ダイノウ 滋賀県 米原市

中小企業者 青花食研㈱ 滋賀県 草津市

農林漁業者 ㈲クサツパイオニアファーム 滋賀県 草津市

中小企業者

中小企業者 富山県

農林漁業者

36
「棗（なつめ）」と天然温泉水を組み合わ
せた、棗天然飲料水、棗天然健康茶等
の開発及び販売

37

㈲クサツパイオニアファームは、水稲・野菜で無農薬・有機栽培してきた農法を青花栽
培に活用、有効成分を多く含む高品質の青花を供給する。青花食研㈱は「青花緑色粉
末」を製造、この粉末と用途別に加工した「青花青汁粉末」、「青花茶粉末（ティーパッ
ク）」の３商品を主力事業として販売を行う。

ＳＬＴ発芽技術を用いた滋賀県産大豆商
品の開発製造販売事業

農事組合法人ダイノウが発芽しやすい滋賀県産大豆を販売。㈱シードライフテックが、
所有するＳＬＴ発芽技術により生産した「発芽大豆」と、それを粉末加工した「発芽大豆
粉」の製造及び販売を行う。

㈲棗の里農産が生産する棗の実を使用して㈱シーロードが福井県の越前萬松の水と
組み合わせた「棗天然飲料水」「棗天然健康茶」、地元野菜と組み合わせた「棗野菜エ
キス・棗野菜粉末（スイカ、梅、紫蘇）」「棗野菜シート（大根、人参、牛蒡）」の開発及び
販売を行う。

氷見産ハトムギを100％使用した「はとむぎ茶」に特殊酵素処理法によって抽出した「ハ
トムギエキス」を加えた「はとむぎ茶ゴールド」（商品名：仮称）を新規開発、製造販売を
行う事業。「ハトムギエキス」には医学的・薬学的な検証と証明を付加することで高機能
性をアピール。

高機能ハトムギエキスを加えた新しい
「はとむぎ茶ゴールド（仮称）」の製造・販
売事業

34
氷見の海からできたワイン生産及び関
連商品開発・販売

38
青花の有効成分を抽出・粉末化した「青
花粉末」の食品開発、製造及び販売事
業

35
カットした石川県産野菜を中心にスチー
ム・ベジタブル化（過熱加工）した商品を
製造販売する事業

農業者から供給される石川県産野菜（ブロッコリー、キャベツ、源助大根等）をカットし、
スチーム・ベジタブル化（スチーム過熱加工）処理をすることにより旨味を逃さず、簡単に
調理ができるカット野菜を提供していく。更に冷凍加工することによって収穫時期におけ
る集中加工と通年販売を図り、新たな市場を開拓していく

定置網で廃棄される雑魚を使用した堆肥を生産。その堆肥を使用し、ワイン用葡萄を栽
培。氷見の海（魚）からできたワイン生産を３年後に目指す。ワインも生産・販売ととも
に、ワインに合う魚を原材料とした洋風の新商品開発を行う。さらに地域の景観を活か
した観光機能を付加させた農場と飲食店運営を行う。

33
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 丸萬中源㈱ 兵庫県 豊岡市

農林漁業者 たじま農業協同組合 兵庫県 豊岡市

中小企業者 田村薬品工業㈱ 奈良県 御所市

農林漁業者 奈良県農業協同組合 奈良県 奈良市

中小企業者 築野ライスファインケミカルズ㈱ 和歌山県 かつらぎ町

農林漁業者 紀北川上農業協同組合 和歌山県 橋本市

中小企業者 ㈱門永水産 鳥取県 境港市

農林漁業者 漁徳水産㈲ 鳥取県 境港市

中小企業者 ㈲日吉製菓 島根県 出雲市

農林漁業者 農業生産法人㈲桃源 島根県 出雲市

中小企業者 ㈲本田商店 島根県 雲南市

農林漁業者 農業生産法人いずも八山椒㈲ 島根県 雲南市

中小企業者 ㈱ワコムアイティ 島根県 松江市

農林漁業者 あおぞら農業協同組合 鹿児島県 志布志市

目視では発見困難な、牛の発情･分娩に係る検知センサーの開発･実用化と、無線カメ
ラとの組合せで、遠隔地監視をも可能とする総合管理システムを開発していく。
人手・経験則への依存度を低減するIT装置の導入で、発情・分娩の高精度検知による
繁殖率向上が期待でき、畜産農家にとっては安定した牧場経営実現につながる。

45
「畜産業の生産性向上に貢献する分娩
見守りシステムなどのIT利活用普及事
業」～後継者を育む畜産業の実現～

44

島根県雲南市の山椒を活用した和風パ
スタソースと、そば製造技術を活かした
生パスタをセットにした新商品開発･販
売

老舗そば製造業者が、独自の製麺技術を活用して「パスタ」部門へ進出。地元農業者の
生産による「山椒」をベースにした和風ソースと組合せ、「雲南市産」をアピールしたセッ
ト販売を全国へ向けて展開していく。

43
出雲産の果物（ブドウ、柿、いちじくなど）
を活用したドライフルーツ商品の改良･
開発及び販路拡大

地元出雲産の「ブドウ･柿･いちじく」等を、最新のガス設備機器の応用･活用で、ギフト向
けの高付加価値ドライフルーツに加工して、百貨店等への販路拡大を展開していく。

健康食品や化粧品の分野で注目されているシトルリンを豊富に含む「カラハリスイカ」を
奈良県農業協同組合が生産、田村薬品工業㈱が同スイカを原材料として、ドリンク、清
涼飲料水、固形剤の開発、製造及び販売を行う。

日本海からの贈り物「ベニズワイガニ」
中規格サイズ品を使用した大衆向け商
品の開発とその販路拡大

紀北川上農業協同組合はこれまで粒の大きさや成熟期が収穫作業時期とずれるなど
で、出荷、加工されずに未利用となっている柿（生産量の10％程度）を「完熟柿」にし、築
野ライスファインケミカルズ㈱が「完熟柿」を原料に和歌山県の特産品であるみかん
ジュースと複合加工した「完熟柿・みかんジュース」、柿の栄養分に米糠の機能成分とミ
ネラルを付加し、金属錯体技術によりミネラルの吸収を高めた「完熟柿ゼリー」の２種類
の新健康食品の開発、製造及び販売を行う。

境港のベニズワイガニは水揚げ高日本一を誇るにもかかわらず、現状は、その大半が
ボイルして加工原料としての流通に留まっている。そこで、一般家庭向け食材として
「しゃぶしゃぶ用棒ポーション」等の新たな加工を施す事で、従来の業務用以外に新たな
販路を開拓していく。

39

41

豊かな文化・地域・環境づくりを目指す
豊岡市の「コウノトリ育む農法」による米
粉を用いた食品の開発・製造・販売事業

和歌山産の完熟柿を加工した新健康食
品の製造及び販売事業

40

42

カラハリスイカを原料とした新健康食品
の開発・製造・販売事業

たじま農業協同組合が生産しブランド化しつつある「コウノトリを育む農法」による米のう
ち、小粒などの問題で流通に乗らない規格外米などを活用し、丸萬中源㈱が、「コウノト
リを育む米粉」、「コウノトリ麺」、「コウノトリ団子」を開発、製造し、段階的に販売すること
で、単に農産物に付加価値をつけ量販につなげるといった農業振興のみならず、地域
全体をブランドにし、観光集客にもつなげるなどの相乗効果を狙う地域振興策にも取り
組む。
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NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈱ポストごはんの里 広島県 広島市

農林漁業者 宮本海産 広島県 江田島市

中小企業者 ㈱紫萌堂 広島県 福山市

農林漁業者
農業生産法人㈲アグリインダスト
リー

広島県 福山市

中小企業者 安芸高田アグリフーズ㈱ 広島県 安芸高田市

農林漁業者 ㈲援農甲立ファーム 広島県 安芸高田市

中小企業者 ㈱つみきハウス 徳島県 みよし町

農林漁業者 ㈱山城もくもく 徳島県 三好市

中小企業者 ㈱アバンセ 香川県 さぬき市

農林漁業者 香川東部森林組合 香川県 さぬき市

中小企業者 島乃香㈱ 香川県 小豆島町

農林漁業者 四海漁業協同組合 香川県 土庄町

島乃香㈱の佃煮製造技術と、四海漁業協同組合の海苔の養殖技術を活用して、板海
苔の原料であるスサビノリを使用した生海苔佃煮の開発・製造・販売を行う。こだわりの
嗜好層、高齢者等を中心に市場開拓を行う。

徳島杉の間伐材を利用したつみき型ブ
ロックと同工法による新しい企画住宅の
設計・販売

小豆島産スサビノリによる生海苔佃煮
の開発・製造・販売

ヒノキの間伐材・端材を活用したヒノキ
ボール製品の製造・販売

51

49

農業生産法人が栽培する地元特産品「もち麦」をベースに、「紫落花生」等の瀬戸内産
食材をトッピングした日本のパン「瀬戸内地ぱん」を開発し、販路開拓に取組む。
地域の特産品を中心に素材の味を引き出す中で、「もち麦」の持つ豊富な食物繊維に加
え、卵・牛乳不使用という「健康志向」を打ち出すことで、瀬戸内地方ならではの「地元の
パン」を製造・販売する。

㈱アバンセの木球の大量生産技術と、香川東部森林組合のヒノキの選別能力、製材機
等の機械施設を活用し、ヒノキボールを使用した健康用関連製品等の開発・製造・販売
を行う。ヒノキボールについては、当該市場に市場開拓を行うとともに、健康用関連製品
については、接骨院や温泉施設を中心に販売していく。

50

48

地元農家が減農薬・こだわり栽培等により生産する安心・安全な農作物を原料に、食品
加工業者の最新設備･技術を用いて、高齢化時代の介護･病院食を商品化する。
地元公設試により開発された特許技術「凍結含浸法（風味･栄養成分等、食材の形状・
品質を保持したまま、硬さ等を制御可能な技術）」の活用で、既存品以上の高い付加価
値を持った介護・病院食に取組む。

地元農産品を活用した「高付加価値型
介護食品」の開発及び販売事業

「もち麦」と瀬戸内沿岸の食材を使った
健康志向のパン「瀬戸内地ぱん」の生産
及び販路拡大事業

47

㈱つみきハウスの木造住宅建築技術及び販売ノウハウと、㈱山城もくもくの持つ徳島杉
の間伐材の供給、木材乾燥・加工技術を活用することにより、杉の間伐材を活用した
「つみきハウス」を商品化、販売していく。県内及び京阪神などの都市部を中心に市場
開拓を行う。

46

加工冷凍食品製造技術と広島カキのノ
ンスケルスチーム製法による安心、安全
な「広島蒸しカキの調理冷凍食品シリー
ズ」の商品開発と販路の開拓

生カキと変わらない風味を保ったままで殺菌可能な製法を導入した「蒸しカキ」と、白蝋
化（米から水分が抜けボロボロになる現象）抑制技術とを組み合わせて、新たな商品展
開を図る。
具体的には「広島蒸しカキめし」を主軸として、新たな調理冷凍食品シリーズを順次開発
し、販路拡大を目指す。
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農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈱エモーション 香川県 宇多津町

㈲スカイファーム 高松市

㈲大山牧場 さぬき市

中小企業者 ㈱内子フレッシュパークからり 愛媛県 内子町

藤岡　清一

沖野　久

中小企業者 菊水酒造㈱ 高知県 安芸市

農林漁業者 大方精糖生産組合 高知県 黒潮町

中小企業者 ㈱元山 福岡県 久留米市

右田果樹園

上野愛果園

みやま農園

中小企業者 ㈱まんてん 佐賀県 佐賀市

㈱萬坊 佐賀県 唐津市

㈱長崎種苗 長崎県 佐世保市

農林漁業者 愛媛県

農林漁業者 福岡県

農林漁業者

農林漁業者 香川県

玄海発のふぐのコラーゲン製造・販売

未利用柿を活用した機能性食品素材の
開発及び需要の開拓

㈱萬坊の「無毒トラフグ」養殖施設と食品製造施設を活用して、㈱長崎種苗で細かな管
理技術のもとに育成されたトラフグ稚魚を、陸上養殖し、成育したトラフグからコラーゲン
を抽出し、フグコラーゲンを使用した新たな感覚のデザート「ふくコラ美人」を開発する。

56

右田果樹園、上野愛果園、みやま農園の経営資源である柿の栽培管理、収穫・管理・
出荷方法及び㈱元山の経営資源である効率的柿砂糖製造技術を活かして連携するこ
とで、各種食品製造会社を主たる顧客とした甘味度、機能性成分（ポリフェノールおよび
ビタミン等）の含有量が多い食品素材（柿ピューレ・シロップ）を開発する。

55

㈱内子フレッシュパークからりの農産物生産加工設備、技術やノウハウと、トマト生産農
家が生産する内子町特別栽培農産物等認証のトマト生産技術を活用し、完熟トマトを使
用したトマト加工商品の開発・製造・販路開拓を行う。こだわりの商品を求める都市部の
住民を中心に市場開拓を行う。

高知県産サトウキビを活用したサトウキ
ビ酢の商品開発及び販路開拓

菊水酒造㈱が持つ、アルコール発酵技術等と、大方精糖生産組合の持つサトウキビ栽
培・加工技術を活用して、低価格で市場ニーズに合わせたサトウキビ酢及び関連製品
の開発・製造を行う。サトウキビ酢は、販売価格を抑えることで差別化を図っていく。

54

内子町特別栽培農産物等認証の完熟ト
マトを活用した加工食品の開発・製造・
販売

53

52

㈲スカイファームのイチゴ減農薬栽培技術と、香川県では飼育頭数の少ないジャージー
牛を飼育する㈲大山牧場のアイスクリーム加工技術、㈱エモーションの全国を網羅する
販売チャネルを活用し、イチゴ果実入りアイスクリームの生産・販売を行う。健康志向を
重視する消費者をターゲットにし、健康茶であるルイボスティーの販売を手掛ける㈱エ
モーションの顧客を中心に販売していく。

こだわりの「イチゴとジャージー牛乳」を
使ったイチゴ果実入りアイスクリームの
生産及び販売

内子町

久留米市
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農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

堀内商事㈱

㈱馬場長六商店

農林漁業者
㈲フロンティアアグリカルチャー
ながさき

長崎県 佐世保市

中小企業者 ㈱福田農場ワイナリー 熊本県 水俣市

㈲鶴田有機農園

㈲福田農園

熊本製粉㈱

㈱三協デリカ

農林漁業者 熊本宇城農業協同組合 熊本県 宇城市

中小企業者 ㈱おおやま夢工房 大分県 日田市

百草工房

マル金ファーム

ながお梅園

農林漁業者 熊本県

中小企業者 熊本県

農林漁業者 大分県

中小企業者 長崎県

57
地元産ブルーベリーを活用したジャム・
ソースの開発・販売

㈲フロンティアアグリカルチャーながさきの経営資源である高品質のブルーベリーの果
実と㈱馬場長六商店が有する最新式の設備を活かして「安心・安全･健康」なブルーベ
リーを原料としたジャム・ソースを開発する。本事業で開発する商品は、地元産の新鮮な
ブルーベリーを原料とするとともに、生産者や生産過程、成分等を明示することで他社
製品との差別化を図る。

摘果みかんを活用した新しい柑橘商品
の開発・販売

60
伝統と特色を持ち、希少価値の高い大山うめの商品ラインアップを更に充実させ、生産
農家の収益を安定させるため、新たに高級うめジュースを開発し、国内市場、中国をは
じめとするアジア市場への販路開拓を計画。

大分県大山町特産のうめを活用した加
工品「高級うめジュース」の開発及び販
路開拓

59

58

㈱福田農場ワイナリーの経営資源である地域資源活用の「甘夏みかんを有効に使った
商品づくり」のノウハウと㈲鶴田有機農園および㈲福田農園の柑橘類栽培技術を活か
し、これに㈱果実堂保有する技術として①ヘアケア商品については、毛髪ミネラル分析
技術、②ポン酢ドレッシングについては、食品とその機能性の研究成果を加味すること
により、安心・安全と機能性をアピールした商品を開発・販売する。

国産農産物使用の「こだわりの熊本ラー
メン」の開発・販売

熊本製粉㈱の経営資源である小麦の成分分析から製粉・製麺技術と土壌改良や施肥
等によるタンパク質含有量の高い小麦の生産技術、熊本宇城農業協同組合（ＪＡ宇城）
の経営資源であるタンパク質含有量の高い小麦「ニシノヒカリ」と栽培技術及び㈱三協
デリカのスープの開発技術及びコンビニ等への販路を活かして、当初は熊本県内消費
者への販売から始め、最終的には九州一円をターゲットとし、麺及びスープの原材料す
べてにおいて国産品（主に宇城地区の農産品）を活用した「ＪＡ宇城ブランドの熊本ラー
メン」を開発する。

佐世保市

芦北町

熊本市

日田市
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農商工等連携事業計画　第一回認定一覧

NO 事業名 事業概要 事業者 都道府県 市町村

中小企業者 ㈱コムテック 宮崎県 宮崎市

河野　泉

黒木　和巳

黒木　生子

黒木　利通

中小企業者 農事組合法人エヌチキン 鹿児島県 南九州市

農林漁業者 農事組合法人協和 大分県 日出町

中小企業者 ㈱沖縄バヤリース 沖縄県 南城市

農林漁業者
農事組合法人沖縄長寿薬草生
産組合

沖縄県 南城市

中小企業者 ㈱リアライズ 沖縄県 那覇市

農林漁業者 大城牧場 沖縄県 石垣市

中小企業者 ㈱かぎぜん寿味屋 沖縄県 読谷村

農林漁業者 読谷村漁業協同組合 沖縄県 読谷村

農林漁業者 宮崎県

63

沖縄在来種のアカバナー（ハイビスカス）を原料に複数アイテムの商品開発を行い販路
開拓及び地域ブランド化を図る。アカバナーの栽培については、農業技術・ノウハウを
有する沖縄長寿薬草生産組合で栽培管理し、当該原料を活用し、㈱沖縄バヤリースに
おいて観光土産品用、エステドリンク及び業務用原料の開発を行う。

62
廃鶏等の非食材を利用した高機能餌料
基材の事業化

沖縄在来種アカバナーを活用した農商
工連携による多様な商品開発と販路開
拓

コア企業が農業者から購入する高品質鶏卵産出廃鶏を解体処理する際に副生する廃
鶏内臓・羽毛・ガラ等を、技術支援企業固有の最新の加熱媒体システムを用いて高鮮
度・高品質・高速処理し、該生成物に関し連携企業独自の解析評価技術を駆使して、抗
メタボ・免疫賦活性・脳機能低下抑制性等の機能を解明して、超高次機能型餌料基材を
開発・事業化する。

65
読谷漁港採れ立て新鮮魚類を活用した
「かまぼこ製造・販売」と「読谷かまぼこ
のブランド化計画」

読谷村で漁獲される「みじゅん」（イワシの仲間）等の新鮮な魚類を有効に活用し、読谷
村漁協が有するミンチ加工の技術によりミンチ化し、㈱かぎぜん寿味屋が有するかまぼ
この生産・加工技術により新商品を開発する。県内向け、観光土産品、高級商品といっ
た多様なニーズに即した商品企画・開発及び販路開拓を行う。

高品質牛の肥育ノウハウ確立によって
安定生産される「石垣牛」を活用した「石
垣牛」外食メニュー及び関連商品の開
発、販売

㈱リアライズの経営資源である県内外の飲食店舗経営及びメニュー・加工商品開発の
ノウハウと、大城牧場の経営資源である石垣牛の生産・肥育技術を活用し、高品質な石
垣牛を肥育する給餌システムを確立し、当該石垣牛を食材・原料とした新たなメニュー
及び商品の開発、販路開拓を行う。

64

61
牛の発情発見をインターネットを通じて
各農家へ知らせるシステムの開発

畜産農家の牛の足首に取り付けた万歩計で運動量をグラフ化して牛の発情を発見する
装置を開発したが、各農家においてパソコンで管理する必要があるため、パソコンが使
えない農家では導入が進まない。そこで、牛の発情発見装置のデータをインターネットを
通じてサーバーで一括管理し、パソコンが使えない農家に対して携帯電話へのメールや
ＦＡＸで知らせるシステムを開発する。

都農町
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