
② 農林漁業者団体など複数
の農林漁業者による取組





○ 自信を持って生産した良質な生乳を消費者に評
価して欲しいとの想いから、自社産の生乳を使
用したアイスクリーム等のスイーツの製造を決意
し、「ミルク工房」を建設した 。

○ 加工品販売の実績がなかったため、「ミルク工
房」の建設に要する資金確保が困難

→ 町の観光課と連携し、ホテル等の販路を確保し
た上で資金計画を作成した結果、融資を受ける
ことができた。

○ 「ミルク工房」周辺に外食サービスがないため、
観光客を滞留させることができない

→ 外食不在を逆手にとって、自らレストランを開業。
地元の野菜生産者と連携し、新鮮で高品質な地
場の野菜をビュッフェ形式で観光客に提供。レス
トランの目玉にするとともに、地域の生産者に安
定的な野菜の供給先を提供した。

○ 自社産の生乳を使用したチーズ、ピザを製
造するため、チーズ工房を建設。また、自
社ブランドの牛乳を販売していく。

○ 酪農家を目指す若者を研修生として受け
入れ、地域の担い手を確保・育成していく。

○ これらの事業に取り組むことにより、より多
くの雇用を創出し、地域に賑わいと活気を
もたらすような場を提供していく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道虻田郡ニセコ町
・代表者 ： 代表取締役 髙橋 守
・取組内容 ： 農産物加工（アイスクリーム、プリン、

シュークリーム、ヨーグルト等）、直売
所・カフェ・レストランの経営

・売上高 ： ５億4,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員48名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.milk-kobo.com/

年間30万人が訪れる観光スポットに成長！
世界的観光地「ニセコ」の風景と、地元の良質な食材を生
かしたミルク工房、レストラン等を展開

株式会社髙橋牧場

○売上高
9,000万円（H7）→ ５億4,000万円（H26）

○雇用者数
４名（H７）→48名（H26）

○年間生乳生産量
400ｔ（H７）→1,370ｔ（H26)

レストランでは食事を楽しみながら、羊蹄山が一望できる【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

地元の野菜農家

消費者

町内観光会社
管内販売会社堆肥

<販売部門>
・レストラン｢PRATIVO｣
・直営店｢ミルク工房｣「カフェest」
・野菜直売所｢ニセコ野菜耕房‘S｣

乳牛飼料

(株)ニセコリゾート観光協会
(株)二世古楽座

同業者・メーカー

商品開発

(株)髙橋牧場

極限まで牛乳の香りを楽しんで
もらえるシュークリーム

自分たちが育てた牛の搾りたて牛乳を使った製品を直接お客様にお届けしたい！

添加物を極力避
けた自然な製法

良質な｢土づくり、
草づくり、牛づくり｣

TMRセンター注

（ 地元の畜産
農家と設立 ）

<生産部門>
・生乳

豊かで美しいニセコの風景と髙橋
牧場の良質な食が結合

野菜

イベント企画

<加工部門>
・菓子加工
・惣菜加工

注：TMR（完全混合飼料）

を専門的につくり、農
家に供給する施設
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○酪農や地域の魅力を多くの人たちに伝えること
により、農村と都市の交流、子供たちの教育、地
域の活性化に貢献したかった。

○平成15年、同世代の酪農家と連携してフットパス
を整備。フットパスプログラムを充実させることが、
結果として６次産業化に発展した。

○集客を増やすためにリピーターを作りたい
→５つの牧場の魅力を生かしたレストラン、喫茶店、

キャンプ場、体験館等のフットパスプログラムを
充実させ、何度来ても飽きさせない工夫により
観光客のリピーターを確保した。

→豚、ヤギ、羊などを放したミニ動物園を併設した
り、雄大な景色を見ながら食事を楽しめるように
窓枠を大きくして、レストランの居心地を良くした
ことで、地元住民の来客、リピーターが増加した。

○隣町のフットパスと連携してルートを拡
大することで、根室市にとどまらない観
光資源に発展させたい。

○宿泊施設を整備し、四季を通じて魅力
を発信する酪農地域にしたい。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道根室市
・代表者 ： 代表取締役 伊藤 泰通
・取組内容 ： フットパス、生乳を使った菓子、牛肉料

理の提供
・売上高 ： １億7,459万円（H26）
・雇用者数 ： 16名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nemuro-footpath.com/gyuu/

○売上高
１億1,000万円（H22）

→１億7,459万円（H26）

○雇用者数
13名（H22）→16名（H26）

○来場者数
6,000人（H15）→24,300人（H26）

レストラン「ATTOKOあっとこ」

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

レストランメニュー

レストラン「ＡＴＴＯＫＯあっとこ」
・肉料理、ソフトクリーム等の提供

（有）伊藤畜産（伊藤牧場）

フットパス

酪農を核としたフットパスにより、体験・地域・交流・風景・
未来を創造！

有限会社伊藤畜産/酪農家集団ＡＢ-ＭＯＢＩＴ

ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ

村島牧場

馬場牧場

小笠原牧場

富岡牧場
酪農喫茶「Ｇｒａｓｓｙ Ｈｉｌｌ」

・喫茶メニュー、シフォンケーキ、菓子類等の提供・販売

地域の５つの牧場による「根室フットパス」（酪農家集団ＡＢ－ＭＯＢＩＴ）

観光客地元住民

来場来場

５つの牧場の
魅力をつなぐ
ことで、大ス

ケールの観光
資源が誕生

酪農の魅力、根室の魅力を伝えたい！ 生産者と消費者の交流のきっかけをたくさん作りたい！

酪農体験
プログラム

フットパスプログラムの充実によるリピーター作り

旅行会社

旅行ツアー
共同開発

ミニ動物園

イベント開催

・酪農

・肥育

・生乳

・短角牛

「フットパス」とは、イギリスを発祥とする『森林や田園
地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのまま
の風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径（こ
みち）【Path】』のこと。（日本フットパス協会より）76



＜事業者の概要＞

・所在地 ： 青森県十和田市
・代表者 ： 代表理事組合長 沼岡晴男
・取組内容 ： もち小麦の生産、加工、販売、直売所の

運営
・売上高 ： 1億円（H26）
・雇用者数 ： 正社員2名（H26）
・電話番号 ： 0176-22-4242

モチモチ感の可能性に着目！
幼児や高齢者等でも食べやすい加工品開発

農事組合法人赤沼営農組合

○売上高（もち小麦、もち小麦加工品等）
1,000万円（H23）→2,700万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
１名（H23）→６名（H26）

○主な原材料生産面積（もち小麦）
1.7ha（H23）→10ha（H26）

直売所外観

○耐寒・耐雪性に優れたもち性小麦の食感と食味の
良さから高いブランド力を確信した。

○餅よりも低い粘着性のため、飲み込む力が弱くて
も、安心して食べられることに着目した。

【取り組むに至った経緯】

○もち性小麦に対する認知度の低さによる販売先
の確保と商品開発

→ブランド化を図るため、産学官連携による新商品
開発を行い、試作品を直売所で販売した。

○大豆の加工品製造・販売施設の整備
→補助事業を活用した加工設備の整備と併せて、ア

ンテナショップとなる直売所も新設した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○もち小麦の特性を生かした新たな商品を
開発する。

○商談会への出展など販路拡大に取り組
む。

【今後の展望】

【取組の効果】

もち小麦加工品

農事組合法人赤沼営農組合

<生産部門>
・小麦
・大豆

<加工部門>
・もち小麦加工品
・味噌 等

<販売部門>
・直売所

加工用

大学・試験研究
機関等

地元商工業者

商
品
開
発
・製
造
技

術
支
援

・公共販売施設
・学校給食

等

販売

商品

幼児や高齢者にもおいしく、安心して食べられる餅の代替品を食べてもらいたい！

ブランド化を図る
ため生産を拡大

餅と比べ、粘着性が低く、飲み込み
やすい特性を活かした商品開発

加工施設に併設し
た直売所での販売

栽
培
技
術

支
援
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○

○

○地元食材の風味を生かしたジェラート開発
→ 30種類以上のジェラートを試作し、常時１０種

類の商品を提供している。

○工房運営のための人材確保
→開店当初は、集客が見込める金、土、日及び祝

日の月曜日を営業日とした。製造・販売行程の
効率化により、平成27年９月から木曜日も営業
日とした。

客が見込める金、土、日及び祝日の月曜日を営業
日とした。

○お歳暮用などギフト商品の販売を行う。
○ランチ及び冬期間のカフェメニューを充

実させる。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岩手県岩手郡葛巻町
・代表者 ： 代表 中村和子
・取組内容 ： 牛乳の生産、加工、カフェレストランの

運営
・売上高 ： 320万円（H26）
・会員数 ： ９名（H26）
・ＵＲＬ ： http://clover-batake.com

酪農家の女性たちが夢を実現！
地元食材を原料にジェラート工房を開業

くずまき乳製品加工研究会

○売上高
０円（H23）→320万円（H26）

○会員数
０名(H23)→９名（H26）

○牛乳生産から加工、販売まで一貫した取
組により酪農経営の発展と安定した活
動が実現。

○地元食材の使用により地域が活性化。
○葛巻町の魅力向上に貢献。
○女性の能力開発（新しい分野への挑戦）、

自信と生きがいの構築。
○ 酪農業のイメージアップ。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

くずまき乳製品加工研究会

情報提供・
販売

ブログによる情報発信

笑顔で迎えてくれる
会員の皆さん

地元素材にこだわった
ジェラート

昭和51年に酪農家の女性で「よつば会」を発足。
国内外の酪農現場を視察し資質向上を図りな
がら、平成22年６月に有志９人で「くずまき乳製
品加工研究会」を立ち上げた。

平成25年３月に工房「クローバー畑」を設置し、
ジェラートの製造・販売を開始した。

葛巻町の自然を感じながら、私達のジェラートを味わって欲しい！

〈生産部門〉

・研究会会員の
生産生乳使用

生産者自らが乳製品の
加工販売の取組を実施

〈加工部門〉

・ジェラート製造

鮮度を活かし、添加物をでき
るだけ使用しない、地元食材

を取り入れた商品開発

〈販売部門〉

・工房直売
・カフェ営業

地域農家・会員

地元食材（野菜、果物等）提供

工房でジェラート直売の他、
ランチ・カフェメニューを提供

消費者
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○地域農業の受け皿となる組織を目指し、米・大豆
等の土地利用型作物の生産を中心とした法人を
平成18年に設立した。

○東日本大震災後、復興につながる経営の安定化
を目指し、加工・業務用のトマトやばれいしょ等の
生産・販売、米粉・野菜粉等の農産加工等に取り
組む。

○米・大豆等の土地利用型作物を主体とした生産
から、安定した経営に向けた収益性の向上、周年
雇用の実現

→実需者との連携による園芸作物の生産・販売、地
域の農業生産者との協力による自社産・地場産
農産物を活用した加工品の開発・販売、運営する
デイサービス施設への給食用食材の継続的供給
や同施設からの農作業体験受入れに取り組む。

○自社の直売所を新設して販売を強化す
ることに加え、他の農業法人等との連携
を強化して自社で生産していない野菜・
果物等を使用した商品を開発・販売する
など、地域全体の底上げを目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮城県東松島市

・代表者 ： 代表取締役 安部 俊郎

・取組内容 ： 農産物の生産・加工

・売上高 ： 7,500万円（H26）

・雇用者数 ： 常時雇用 ５名（H26）

・ＵＲＬ ： https://agriead.jp/

農地を守り、地域と共に発展する経営体を目指す。

有限会社アグリードなるせ

加工施設ＮＯＢＩＣＯ（ノビコ）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

○売上高
3,900万円（H22）→7,500万円（H26）

○雇用者数
常時雇用 １名（H22）→５名（H26）

○農産物生産面積
43ha（H22）→96ha（H26）

【取組の効果】

有限会社アグリードなるせ

＜生産部＞
・水稲、大豆、小麦、

野菜栽培
・農作業受託

＜加工販売部＞
・精米、製粉
・バウムクーヘン製造

新たな付加価値を創造する６次産業化の取組

のびるバウム

・地域農業者

・生産法人等

・農協
・消費者

・食品メーカー

農地集積
雇用

加工・業務
用野菜の
契約販売

出荷・販売

・農機具メーカー
・農業試験場

栽培・技術指導

生産物
加工用原料

・デイサービス施設

施設利用者の農作業
体験受入れ

地域の農地を引き受け
て、多品目を栽培

自社産、地場産の農産物を自
社で加工・販売

出資、農産物の提供

加工用の
野菜、卵等
の提供

野菜の製
粉加工
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 秋田県北秋田市
・代表者 ： 代表理事 長崎克彦
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売、宅配弁当の

製造・販売
・売上高 ： １億円（H27）
・組合員数 ： 6７名（H27）
・電話番号 ： 0186-62-9182

豆腐、弁当の加工所

○規格外となる大豆の付加価値向上と地元での通
年雇用の創出を図るため、豆腐の加工を開始し
た。

○買物が不便な地域であるため、高齢者が食べや
すい自社生産野菜を中心に製造した弁当の宅
配事業を着想した。

【取り組むに至った経緯】

○豆腐の製造技術
→各種研修会に参加したほか、豆腐製造業者から

指導を受けて製造技術を習得した。

○高齢者向け宅配弁当のニーズ把握
→高齢者世帯へのアンケート調査によりニーズを

把握した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○売上高
6,900万円（H22）→１億円（H27）

○雇用者数（パート含む）
０名（H22）→12名（H27）

○水稲、大豆の生産面積
69ha（H22）→77ha（H27）

【取組の効果】

高齢者向け
宅配弁当

高齢者に届けるお弁当と思いやり
野菜をふんだんに使ったお弁当で地域を元気に！

農事組合法人坊沢営農組合

・量販店
・地元学校給食
・地元イベント
・高齢者向け宅配
弁当

販売

買い物が困難な高齢者に野菜たっぷりのおいしいお弁当を届けたい！

防腐剤を使用しない安
全・安心な加工品製造

農事組合法人坊沢営農組合

地域高齢者のニーズを
捉まえ弁当を宅配

○豆腐など加工品の競争力をさらに高め、
販路を開拓する。

○味へのこだわりと添加物等の使用を抑え
た安心できる商品を提供する

【今後の展望】

<加工部会>
・豆腐
・宅配弁当 等

各構成員の得意分野を生かした組織運営に
より安定した生産基盤を確立

<転作部会>
・大豆
・野菜

<稲作部会>
・米
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県鶴岡市
・代表者 ： 代表取締役 齊藤一志
・取組内容 ： 米の集荷・販売、もちの加工・販売、農

薬・肥料の販売
・売上高 ： ６億6,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員８名（H27）
・ＵＲＬ ： http://www.komek.jp/

品質にこだわったお米を食べてもらいたい！
120戸の農業者が団結して取り組むおいしい「庄内産米」の生産と販売拡大

株式会社庄内こめ工房ほか

○売上高
５億3,000万円（H20）→６億6,000万円
(H26)

○雇用者数
３名（H20）→８名（H27）

○米の生産
120戸、700ha（H20)→120戸、800ha（H26）

○平成25年度６次産業化優良事例表彰
「食料産業局長賞」受賞。

○消費者が求める米づくりを行えば、米は必ず売れ
ることを確信した。

○米のおいしさを数値化して評価すれば、消費者が
米購入の際の明確な購入判断のきっかけになるこ
とに着想した。

【取り組むに至った経緯】

○安定した取引のための良食味米等の栽培
→研究会を立ち上げ、それぞれの知識や経験を持

ち寄り、良食味米の生産に取り組むとともに、低タ
ンパク米の栽培を開始した。

○省力化等のコスト削減
→養豚業からの発想で、米の生産・流通における工

程の合理化と関連会社への業務委託等によるコ
スト削減に取り組んだ。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○地域農業を維持するため、更なる省力化
及び低コスト化を行う。

○消費者や流通事業者のニーズに沿った
生産を行い、安定した販売先の確保を目
指す。

【今後の展望】

【取組の効果】

（株）庄内こめ工房ほか

<生産部門>
・庄内産米

山形県庄内産の品質にこだわったお米を食べてもらいたい！

米のおいしさを数値化して評価
（栽培管理の統一と品質向上)

小売・外食等へ通年販売す
るため冷蔵倉庫を設備 大ロットで安定販売

販売 ・消費者
・小売・外食
・海外

等
<加工・販売部門>

・（株）まいすたぁ

玄米販売

業務委託

玄米出荷

肥料・農薬販売

米卸売業者・商社

玄米販売

研究会のメンバー

<販売部門>
・（株）いずみ農産

米

無菌
パック
米飯

・（株）庄内こめ工房
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○旧櫛引町（現鶴岡市）の果樹・野菜等を振興する
フルーツタウン構想の実現に向け、農業者等で任
意団体を設立して産直の取組を開始し、平成20年
に法人化した。

○行政と連携しながら、首都圏での産直や修学旅
行の農業体験受入れ等の都市農村交流、規格外
の果実等を使ったジュース、菓子等の加工、レス
トラン等の幅広い事業に取り組む。

○食品の「安全・安心」の確保
→「やまがた農産物安全・安心取組認証制度」の認

証団体として、出荷者に対して農産物の出荷前の
農薬分析を義務化する等の取組を行っている。

○他の産直施設や商品との差別化
→構成員の女性を中心とするグループ「あぐり女性

の会」が中心となってのオリジナル商品の開発・
販売や観光果樹園紹介所の設置による誘客等に
取り組む。

○冷蔵・貯蔵体制を整備することにより、周
年で６次産業化商品の製造・販売に取り
組み、事業を拡大する。

○果実の加工品（ジュース等）について香港、
東南アジア等への輸出も見据えて販路拡
大を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山形県鶴岡市
・代表者 ： 代表取締役 澤川 宏一
・取組内容 ： 農産物直売所・農家レストランの運営、

加工食品の製造・販売
・売上高 ： １億3,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員13名、パート５名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.santyokuagri.jp/

多彩な果実をはじめとする「地域の宝がココにある！」
その“強み”を最大限に活用し、６次産業化に取り組む

株式会社産直あぐり

新鮮な農産物が並ぶ直売所

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

○産直会員の売上高合計
２億7,200万円（H16）

→ ３億9,500万円（H26）
○会員農家数

86名（H16）→89名（H26）
○加工・レストラン等の売上高

4,300万円（H16）→8,300万円（H26）
○来客数

47万6千人（H16）→ 50万9千人（H26）

【取組の効果】

人気商品「プレミアム
ラ・フランスジュース」

株式会社産直あぐり

＜産直部門＞
－産直あぐり－

・果物・野菜
・米・加工品等

＜レストラン部門＞
－食彩あぐり－

・田舎料理のバイキ
ン グ等

地域生産者と連携し、地域資源を活用した６次産業化に取り組む！

新鮮な農産物を販売
地域特産果物は多彩

原料はすべて新鮮な
地元農産物

地元の食材を使用し
た田舎料理を提供

【取り組むに至った経緯】

農業者
安全・安心・新鮮な
農産物を提供

レストラン用

消費者

地域外の消費者を呼
び込みながら、直売、
ギフト等を展開

加工用地域の農業者が産直
へ参加（会員８９名）

＜加工部門＞
－加工あぐり－

・各種ジュース
・もち・お菓子等

観光果樹園

産直施設内に紹介
所を設置し情報発信
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○直売所は、農業振興はもとより、農業者にとって自
分の生産する農産物の評価の場として重要である
と考えた。

○平成24年9月に直売所「大地のめぐみ」がオープン
した。

○新品目の導入と年間を通じた地元産農産物の品
揃えの充実

→直売部会員会議を開催し、作付出荷計画を作成
するとともに、栽培技術向上のための講習会を開
催した。

○パン・菓子職人等の確保
→外部のパン職人から技術指導を受けた。

○特徴を持たせた店舗づくり
→季節や年中行事に併せたイベントを開催した。

○贈答用商品の開発・販売を行う。

○「大地のめぐみ」オリジナル商品を開発
する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 茨城県石岡市
・代表者 ： 代表理事組合長 金井 一夫
・取組内容 ： 直売所の運営と地元産小麦・米粉を原

料としたパン・菓子製造、販売及び地元
農産物を使用した惣菜の製造・販売

・雇用者数 ： 32名（パート含む）（H27）（直売所）
・ＵＲＬ ： http://daichinomegumi.jimdo.com/

新設の直売所で地産地消を推進！
小麦新品種（ゆめかおり）の普及と米粉加工品の製造・販売

新ひたち野農業協同組合

○直売部会員数
180名（H27）

○直売所雇用者数（パート含む）
32名（H27）

○来店者数
23万人（H27）

大地のめぐみ

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

新ひたち野農業協同組合
「大地のめぐみ」

<生産部門>

・直売所会員

<加工部門>
・パン
・惣菜、弁当
・調味料 等

<販売部門>

・直売

地元農家と住民の距離を縮め、地産地消を推進したい！

・県の育成品種「ゆめかおり」や米
粉を利用したパンの製造・販売

・地元の野菜を使用し、こだわった
惣菜、調味料、弁当を製造・販売

〈生産者の顔が見える売り場作り〉
・ＰＯＰ作成
・年６回のイベントでは生産者も参加

直売所内

農産物

消費者

米粉パン
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 群馬県高崎市
・代表者 ： 代表理事 真塩光枝
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所・レストラン運営
・雇用者数 ： 18名（パート含む）（H26）（加工・販売部門）
・ＵＲＬ ： http://kokufuyasaihonpo.nomaki.jp/cn3/pg15.html 

幻の伝統野菜を復活させたい！
「国分にんじん」の生産振興と新商品開発

農事組合法人国府野菜本舗

○伝統野菜生産協力者
６名（Ｈ21）→10名（Ｈ27）

○伝統野菜生産面積
８ａ（Ｈ21）→50ａ（Ｈ27）

○雇用者数（加工・販売部門に携わる者）
18名（うち、パート３名）

国分にんじん

【取組の効果】

（農）国府野菜本舗

農家レストラン
菜 花

アイディアと人の力で伝統野菜を復活させたい！

にんじんジュース抽出後の
ペーストを活用した商品開発

にんじんジュース
○時代とともに規格が合わなくなり、生産が減少し

た「国分にんじん」を守りたいとの思いから、平成
21年より生産活動の拡大の取組を開始した。

○生産振興を図るため、規格外農産物を活用した
高付加価値商品の開発に取り組む。

【取り組むに至った経緯】

○日持ちする加工品の開発、万人向けで食べや
すい商品の開発

→消費者アンケートや試食会を基にした商品開
発を実施した。

○にんじんジュース抽出後に大量に発生する
ペーストの処理

→農家レストランで提供する野菜ジェラートに活
用するとともに、学校給食等に販売した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○地域に伝わる食文化や伝統食の情報を
発信する。

○地元農産物を活用した加工品開発や地
域の農業振興に貢献できる活動を行う。

○地域雇用の受け皿として活動する。

【今後の展望】

農業ボランティア
地元住民のほか、旅行会社のツアー客も参加

栽培に手間が掛かるため、
消えかけていたにんじんを
全て買い取るという条件で
生産を依頼

生産者

・国分にんじん
・国府白菜
・地元野菜 等

＜加工・調理部門＞

・にんじんジュース
・にんじんピクルス
・にんじんドレッシング
・弁当、総菜、漬物 等

地元野菜がメインのお弁当、
特産の国府白菜を使った漬物
など地産地消の取組を実施

直売所

販売部門

学校給食等
（にんじんペースト）

インターネット

宅配弁当 等

直売所外観

84



○漁業資源の減少や魚価の低迷、燃油高騰、組合
員の高齢化などにより漁業生産性が著しく低下傾
向にある状況で、比較的値崩れが起こりやすいス
ルメイカの付加価値の向上を目指し、漁業者と共
同で加工品を製造した。

○原価率の高さ
→氷温で品質を保持することによる高付加価値化の

訴求を行い、売価に反映させ利益を確保した。
○販売ルートの構築
→インターネットや高速道路市原サービスエリアで

の販路拡大、直売を強化した。

○安定した経営を目指し、新しい商品の
開発を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 千葉県御宿町
・代表者 ： 代表理事組合長 畑中 英男
・取組内容 ： イカの加工、販売
・売上高 ： 110万円（H26）
・雇用者数 ： 13名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www16.ocn.ne.jp/~

jfonjuku/index.html

釣りたてのスルメイカを船上で加工！
鮮度にこだわったイカの加工品開発と販売事業

御宿岩和田漁業協同組合

○イカ加工品の売上高
110万円（H26）

○雇用者数
13名（H26）

水揚げされたイカ

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

御宿岩和田漁業協同組合

<生産部門>
・生鮮用
・加工用

<加工部門>
・沖漬け
・沖干し

<販売部門>
・生鮮出荷
・直売所
・インターネット

鮮度にこだわったスルメイカ商品の販売で漁業経営を安定したい！

鮮度にこだわり釣り上げた
後、船上で加工

インターネット販売での
販路拡大

沖漬け・沖干し

商 品加工用

・直売所
・土産物店
・高速道路
サービスエリア

等

販 売

沖漬け
盛りつけ
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○収益性の低い規格外卵の有効利用を図るため
平成24年から加工品の製造を開始した。

○卵の風味を最大限に活かすため、商品ごとの卵
使用量の調整等レシピの開発

→卵を使用したお菓子作りに取り組むため、専門
の担当者を新たに配置して研究を重ねた。

→開発に当たっては、低カロリー、低コレステロー
ルなどの健康志向ニーズを勘案した。

○観光土産や贈答品用の商品を開発す
る。

○消費者ニーズを捉えた季節ごとの商品
を提供する。

○デパートの催事や地域のイベント等へ
の積極的な参加による販促、バスツ
アーによる集客を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 神奈川県愛川町
・代表者 ： 代表理事組合長 彦坂 茂
・取組内容 ： 卵の生産、加工、直売所の運営
・売上高 ： ５億2,000万円（H26）
・ＵＲＬ ： http://chuoyokei.or.jp/index.html

たまごからみんなを笑顔に！
～対面販売を中心とした販路展開～

神奈川中央養鶏農業協同組合

○売上高
2億6,000万円（H23）→5億2,000万円（H26）

○直売所来店者数
年間41,000人（H24)→64,300人（H26)

ロールケーキ、マドレーヌ等

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

直売店 卵菓屋（らんかや）

神奈川中央養鶏農業協同組合

＜生産部門＞
（規格外卵）
・加工用
・販売用

＜加工部門＞

・ソフトクリーム
・焼き菓子

＜開発部門＞
・商品開発
・商品包装

＜販売促進部門＞
・直売所
・ＨＰ作成・更新
・外部催事出店

マルシェ
店舗

加工業者

販売

加工用 商品

新鮮たまごで、皆様を笑顔にしたい、安心・安全たまごを食卓に！

収益性の低い規格外の卵を使用し
商品ごと卵の風味を活かす工夫

指定配合飼料でか
つ非遺伝子組み換
えとうもろこしを使用

ゆでたまご１個の試食が
可能な直売所や農協観
光とも連携 出店販売

店舗内部
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○市民が漁港の存在を知らないという現状を変え、
「魚が獲れる平塚市に住み、地どれ魚を食べる
幸せを知ってもらいたい」という思いを伝える。

○消費者の購入意欲をより刺激するパッケージの
作成

○日によって変わる漁獲魚種に合わせたレストラン
のメニューの開発による集客の継続

→平塚市の農水産課、商業観光課の助言や、イベ
ントでの来場者との直接対話による意見を取り
入れ、パッケージ、商品及びメニューに反映した。
（日替わり品、限定品等）

○二軒目のレストランの建設を予定。また、
年10回くらいキッチンカーを利用して地
元消費者への認知度を高めていく。

○消費者等との繋がりを積極的に作り、
地元ＦＭ局・行政・飲食業組合・農協と
連携し、更なる販売促進を図る。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 神奈川県平塚市
・代表者 ： 代表理事組合長 後藤 勇
・取組内容 ： 水産物の加工・直売・レストラン
・売上高 ： 7,600万円（H26）
・雇用者数 ： 95名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.jf-hiratsuka.org

平塚漁港発！おいしい地どれ魚の消費拡大
地産地消推進に向けた販路開拓

平塚市漁業協同組合

○事業全体の売上高
6,400万円（H23）→7,600万円（H26）
干物等販売、水揚げの増加による製氷、
指導事業の収入増加。直販、購買売上
の増加による。

○直売会来場者数
720人（H23） →1,000人（H26）

○食堂利用者数
48,950人（H26年５月～Ｈ27年３月）

店舗外観

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

商品写真（須賀湊の燻し魚）

平塚市漁業協同組合

平塚の魚を知って消費拡大！おいしい地どれ魚の普及キャンペーン大作戦

収益性の低い低・
未利用魚の活用

地元の加工業者や料理飲
食店との連携開発

ＪＡ直売所や直売会・食
堂・イベントでの販売

（株）ロコロジ 加工業者（モスギャング） 平塚市・平塚市料理飲食業組合連合等

＜生産部門＞
（低・未利用魚）
・加工用
・販売用（外食）

＜開発部門＞
・商品開発
・商品包装
・メニュー開発

＜加工部門＞
・魚の燻製

＜販売部門＞
・直売所・直売会
・外部催事出店
・ＨＰ作成・更新外食販売

食材販売
製造協力

販売促進
ＰＲ支援

加工用
商品

レストラン（平塚漁港の食堂）

店舗運営
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○地元の養殖業者の所得の向上のため、水揚げし
たばかりの新鮮な養殖アジを使って商品開発を
行い、漁協直売所で販売した。

○近隣の観光施設や旅館組合と連携して体験型の
漁業ツアーを実施し、地域への集客増を図るとと
もに漁業の現場をＰＲした。

○日持ちしないわさび葉寿司を取り扱う直営食堂は
営業日が日曜日に限られ、売上げが伸び悩み

→通年営業できる漁協直営食堂「いけすや」を新築
したことで、わさび葉寿司だけでなく食堂メニュー
や物販品等の売上げが増加し、集客も増えた。

○土日・祝日を中心に食堂の利用者が増えたが、
人員不足により、回転率が低下

→食事団体の予約を開店時に受け入れることで、混
雑が緩和され限られた人員でも対応できるように
なり、回転率が向上した。また、利益率が高い食
堂に人員を回すため、漁業体験を中止した。

○わさび葉寿司については、お土産品と
して日持ちするよう、商品の改善を図っ
ていく。

○新たな商品等を考案し、更なる需要の
拡大を図る。あわせて、魚価を上げる
ための活動を展開する。

〇一般客と団体客の受入体制を改善し、
より多くの方が利用できる施設にする。

〇「いけすや」を拠点に、近隣の観光施設
（伊豆三津シーパラダイス、伊豆長岡
温泉旅館組合）や地元の食堂・旅館経
営者と連携を図り、地域への観光客増
加に向けた取組を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県沼津市
・代表者 ： 代表理事組合長 大沼 富久
・取組内容 ： 水産物の加工・直売・レストラン
・売上高 ： ５億962万円（H26）
・ＵＲＬ ： http://ikesuya.com/

鮮度ばつぐんのアジを「見て」「感じて」「味わって」！
養殖アジを使った商品・料理と体験事業で地域を活性化

内浦漁業協同組合

○売上高（共済部門除く）
４億6,224万円(H23)→５億962万円(H26)

活あじお造り定食
【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

イベント風景
（活あじ祭）

・
小
売
店

生
食
向

加
工
向

＜加工部門＞
・活あじフライ
・わさび葉寿司

直営食堂「いけすや」

・あじ等の魚介類を使った料理
・おさかな市場（お土産販売）

・体験ツアー
・加工場（養殖マダイのフィレ加工等）

提供 提供

新鮮な魚を、直接見て味わって欲しい！

活あじわさび葉寿司

・一
般
消
費
者

販
売
・
提
供

水温変化が激しい漁場のため、身
の引き締まった良質の魚に成長

活きたアジをすぐ締めて調理
することで、同じ味を維持

漁協と魚を知り尽くした漁師の奥さんたちがタッグを
組み、目の前で新鮮な魚を美味しい状態で調理

＜生産部門＞
・漁業
・養殖業

内浦漁業協同組合
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○昭和54年に初めて行った特別栽培で作物が全
滅し、土づくりの重要性を痛感した。

○豪雪地帯で冬場の営農対策に取り組むため、地
域資源である雪の活用に着目した。

○平成16年に米・野菜・スイカの特別栽培農産物
の認証（作付面積(Ｈ25) ：30ｈａ）を受け、平成20
年から雪室貯蔵で米・野菜の旨味を引き出す高
付加価値化のほか、規格外野菜の委託加工に
よる商品化や通年販売を実施した。

○畑作物の連作障害
→大学関係者から指導・助言を受けて改善した。
○労働力の確保
→家族間の役割分担を明確にし、効率を上げた。
○高付加価値化のノウハウ不足
→県の普及担当者等から助言を受けた。

○新規作物（多品目）の展開、付加価値
のある新商品開発により、若い就農者
に夢を与えられる農業を目指す。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 新潟県南魚沼市八色原
・代表者 ： 飯塚 恭正
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売
・売上高 ： １億4,500万円（H25）
・雇用者数 ： 11名（H25）
・電話番号 ： 0257-79-4180

○売上高
9,000万円（H11）→１億4,500万円（H25）

○雇用者数
常勤７名、非常勤延べ350名（H11）
→常勤11名、非常勤延べ450名（H25）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

雪室貯蔵野菜を地域ブランド食材に！
風土資源などを活用した米・野菜の高付加価値化販売

飯塚農場

【取組の効果】

飯塚農場

<生産部門>
○稲作・畑作複合経営
・生食用
・加工用

（規格外野菜）

加工用

大学関係者
県普及担当者 等

商品開発
製造技術
指導・助言 等

・生協
・自然食品販売店
・会員制宅配
・ネット通販 等

販売

基本は一から学び直した土づくり、地域ぐるみの豊かな農業を目指したい！

豪雪地帯を逆手に利用し野菜の旨みを引き
出す雪室貯蔵の対象品目を拡大

雪室野菜料理の開発にも加わりそれぞ
れターゲットを想定した販路の開拓

○商品開発

<販売部門>
○雪室貯蔵等の

付加価値化
・直接販売
・ネット販売

（製造委託）
にんじんュース

にんじん畑

４家族による複合経営

雪室貯蔵

にんじんジュース
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○トマトまつりで好評だった小松市産トマトを使った
ご当地のトマトカレーの需要に着目した。

○「小松のトマト」の知名度アップと規格外品の有
効活用を図るため、平成19年に新商品の開発・
販売に着手した。

○開発したトマトカレーは、直売所、道の駅や東京
銀座にある「いしかわ百万石物語江戸本店」等で
販売するとともに、レストランで提供している。

○通年生産するための施設整備
→６次産業化推進整備事業を活用して加工施設等

を整備し、計画的な生産に対応した。

○商品の販売先の確保
→ＪＡ直売所や地元道の駅での販売に加え、地元

企業の食堂で提供した。
→各種コンクールへの応募により、商品の知名度

向上を図った。

○トマトカレー開発のノウハウを新たな農
産物を利用した新商品開発に生かし、
組合員の更なる所得の向上と地域の
活性化を目指す。

○福祉施設への作業委託量を増やすこと
により、一層、通所者の生きがいや自
立につなげていきたい。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 石川県小松市上小松町
・代表者 ： 代表理事組合長 西沢 耕一
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、販売
・売上高 ： 2,653万円（H26）（トマトカレーシリーズ）
・雇用者数 ： ６名（H26）（加工施設）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-komatsushi.or.jp/

○トマトカレーシリーズ(レトルト)の売上高
23万円(H20) → 2,653万円(H26) 

○加工施設の雇用者数
常時雇用４名（Ｈ23） → ６名（H26）

○規格外トマトの活用
約３t(H21) → 約18t(H26)

○福祉施設へ作業委託（延べ人数）
９名(H22) → 20名(H26)

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

小松市農業協同組合

地元のＰＲ活動の手ごたえを商品に！
小松市特産のトマトと地場産野菜を使用したトマトカレー

ＪＡ小松市

<生産部門>

・生食用
・加工用

<加工部門>

・カット
（冷凍保存）

<販売部門>

・直売所
・インターネット

加工用

地元大学
地元企業

・ＪＡ
・金沢駅（Aｶﾞｲﾔ）
・道の駅
・空の駅
・直売所
・銀座 江戸本店 等

販売

生食用

トマトはいろんな食材に利用できるので、もっと地元の人に食べてもらいたい！

規格外トマトを加工原材
料に利用 地域雇用のため地元加

工業者に製造委託
観光客向けの販売ルート

地域活動支援のため福祉
施設に箱詰め作業委託

<製造委託>
・トマトカレー

社会福祉法人
なごみの郷

原料

商品

商品開発

成分分析・
評価

トマトカレー
シリーズ

2014年度

モンドセレ
クション

銀賞受賞
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美しい里山をみんなのふるさとに！
寒天の里山岡の道の駅でふれあいを大切にした素朴な
手作り商品の販売

株式会社山岡のおばあちゃん市

＜事業者の概要＞
・所 在 地：岐阜県恵那市
・代 表 者：株式会社 山岡のおばあちゃん市

駅長 後藤 妙子
・取組内容：農産物の生産及び加工品の販売、レストラン

事業、直売所
・売 上 高：２億8,200万円（H24年）
・雇用者数：50名（パート含む）（H24)
・http://oba-chan.enet.jp/

○高齢者の生きがいの場づくりとして平成７年に
13名の有志により日曜朝市の取組を開始した。

○平成16年に開設された道の駅の集客力に着目
し、消費者との距離が近く、ふれあいを大切にし

た直売所で新鮮な野菜、手作り加工品の販売、
地元の旬の野菜や山菜を中心としたメニューを
提供するレストラン事業に着手した。

○常設販売所の開設、販売スペースの拡大
→平成12年に地元の空き店舗を活用し、初めての

常設直売所を開設した。

平成16年には道の駅の開設に伴い、道の駅の運
営をはじめ、直売所やレストラン事業を開始した。

○売上高

1億8,800万円（H16）→2億8,200万円（H24）
○雇用者数（パート含む）

26名（H16）→50名（H24）
○地元産へのこだわりにより、広く町内外から

の支持を受け、生産者の意識が向上

○野菜の周年販売ができるよう、冬季に
収穫できる野菜の導入を目指す。

○事業の継続を図るため、若い世代へ参
加を呼びかける。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

標高400メートルの里山の
ため、昼夜の寒暖の差に
よる甘みの強い野菜生産

ふるさとに帰るように四季折々の花が咲く里山「山岡」へ遊びに来てほしい！

全国シェア80％の地域ブ
ランド山岡細寒天を用いた
加工品開発

ふれあいを大切にした直
接販売と旬の野菜、山菜
を中心とした手作りの味

(株)山岡のおばあちゃん市

<生産部門>

・野菜
・山菜

<加工部門>

・寒天、寒天加工品
・餅
・天然酵母パン 等

<販売部門>

・直売所
・レストラン加工用

商品

道の駅全景

山菜を中心としたメニュー
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地域の地域による地域のための拠点へ
品質にこだわった直売所を中心とする複合施設の運営

株式会社げんきの郷

＜事業者の概要＞
・所 在 地：愛知県大府市
・代 表 者：株式会社 げんきの郷

代表取締役社長 鈴木 康男
・取組内容：都市近郊において、生鮮品、加工品等を販

売する直売所やレストラン、天然温泉など
の複合拠点施設を整備

・売 上 高：36億2,000万円（H25)
・雇用者数：212名（H25）

・http://www.agritown.co.jp/

○地域農業の変革と活性化を目標として、地元のもの
を地元で販売するための拠点となる施設を整備

○利用者と生産者が互いに「顔の見える」関係づくりを
重視し、その強化を図る必要があった。

○「豊富な品揃え」「質の高い産物」への出荷者の意
識改革

○端境期対策・店頭の品切れによる販売チャンスロス
→生産者出荷組織による自主的な出荷ルールを策定

した。また、生産者間で作付け品種を調整すること
によりリレー出荷を行っている。

○売上高
24億1,000万円（Ｈ13）

→36億2,000万円（Ｈ25）
○雇用者数

205名（Ｈ12）→212名（Ｈ25）
○地場農産物の生産増加や農業所得の

向上、後継者や雇用の創出など地域
農業の発展・振興に大きく貢献

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

出
荷
登
録
農
家

直売所
農作物
の販売

グリーンセンター

レストラン

温泉施設

加工販売施設・出荷登録農家同士で組織的に
品質チェック

・来店者に野菜の選び方や
調理方法を生産者がアドバイス

品質に対するこだわりを徹底。
利用者と生産者の「顔の見える」関係づくりを強化。

・地場食材を使った惣菜等を
調理者が直接販売

研修施設

・農業の体験イベント等も開催し
利用者と生産者との交流

利
用
者

飲
食
店

直売所
の認定

来場

（株）げんきの郷

直売所風景
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○直売と食のコラボ「げんきの郷の野菜を
つかってます」認定制度の推薦を行う。

○野菜ソムリエによる情報発信を行う。



ふれあいの駅「うりぼう」の再興
地域の農産物の直売・加工品販売と体験交流

農事組合法人うりぼう

＜事業者の概要＞
・所 在 地：三重県いなべ市
・代 表 者：農事組合法人 うりぼう

代表理事 日紫喜 淳
・取組内容：農産物の生産・加工・販売、直売所、体験教室
・売 上 高：１億8,500万円（H24）
・雇用者数：８名（H24）

・http://www.net-uribou.jp/

○平成元年に旧いなべ町の農協で週１回の朝市を会
員30名でスタートしたところから発展し、平成８年
に朝市うりぼうを開設した。ところが、平成14年に
運営不振や近隣鉄道の廃線の影響により閉鎖。

○その後、市町村合併を契機に、より広域な地域か
らやる気のある農家を募り、地域の人々に地場農
産物を届けたいという想いで、平成16年に新たな
場所に直売所を設置。

○会員、来客数の減少
→ 「朝市うりぼうを考える会」を発足して会員の募集

や売り場の新設、パートの雇用、レジの導入等経営
の改善を図った。体験工房、体験農園を開設し、地
域住民との交流を図った。客層として少ない若年層
にも来てもらえるよう、三重県産の牛乳といなべ市
の特産品を使用したアイスクリームの販売を開始し
た。

○青果物の販売が中心であり、農閑期（冬）における
商品不足

→直売所に加工所を併設し、いなべ市の特産品を
使ったパン、惣菜等を製造・販売することで、通年販
売できる商品を揃えた。

○売上高3,800万円（H15）
→１億8,500万円（H24）

○雇用者数 0名（H15）→8名（H24）
○来客数15万人（H24）
○組合員数189名

（うち市内155名、市外34名）

○インターネットによる販売等により、売上
げ拡充を図る。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】 【今後の展望】

【取組の効果】

消費者

委託加工

農事組合法人うりぼう

加工業者

販売
体験交流

餅、蕎麦、茶、ドレッシング等

若年層を含め、幅広い層に利用してもらえる直売所を目指して！

<生産部門>
・野菜
・花
・米 等

<加工部門>
・アイスクリーム
・総菜
・和菓子 等

<販売部門>
・直売所
・体験教室
・アレンジ教室

栽培技術の向上や土づくり 幅広い年齢層に向けて多様な商品を開発 各種体験教室の開催

直売所「ふれあいの駅うりぼう」

売場の様子
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魅力あふれる農村文化を次世代に継承したい！
農村の魅力を伝え、農村文化を次世代に継承する郷土愛
あふれる女性の取組

有限会社せいわの里

＜事業者の概要＞
・所 在 地：三重県多気町
・代 表 者：農業法人 有限会社せいわの里

まめや 代表取締役 北川 静子
・取組内容：大豆を使った味噌、豆腐、おからドーナツ

等の製造・販売
・雇用者数：52名（H25）
・売 上 高：8,600万円（H24）

・http://www.ma.mctv.ne.jp/~mameya/ a

○味噌づくりを行うメンバー等の高齢化に
より、地域農業、環境、農村文化が廃れ
ることを懸念した。

○地元の住みやすい環境や農業を守り、次
世代に農村文化を継承させていきたいと
の郷土愛から取組に至った。

○起業・経営に関する知識、経営初期の施設

整備資金の不足
→自ら法人登記手続を行ったほか、三重県

産業支援センターで起業等に必要な知識を
習得するとともに、各種助成事業等を活用

した。

○売上高
4,000万円(H18)→8,600万円(H24)

○雇用者数
25名(H18)→52名(H25)

○来客者数
２万6,000人(H18)→６万2,000人(H25)

○地域の価値を地域と共有
○雇用創出、地域交流等による地域活性化
○郷土料理の加工体験やバイキングの提供

による農村文化の伝承

○農産物の供給や労働、知恵の共有を通じ、
豊かな農村資源の掘り起こしと技術の伝承
を推進する。

○首都圏への商品進出を足がかりに「地産都
商」を展開していく。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（有）せいわの里

<生産部門>

（構成員）

・大豆等

<加工部門>
・味噌
・豆腐
・おからドーナツ等

<販売部門>

・直売所

・レストラン

せいわの里にある魅力あふれる農村文化を次世代に継承したい！

村内の農地で栽培し
供給する体制を整備

消費者

加工体験

地元食材を使ったバイキング料理
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○柑橘は表年と裏年が交互に繰り返され、選定や
摘果により収穫量の平均化を目指したが限界が
あり、経営の安定化が課題であった。

○そこで、交互結実栽培（２年間で１回の収穫）
の導入やストレートジュースの加工委託のほか、
摘果・果皮を有効利用するため、粉末加工や
カットを行い１次加工品として出荷販売。

○さらに、ご当地ジャム等の販売による経営の安
定化のみならず、南伊勢町のＰＲに役立ちたい
との思いが募った。

○また、周辺の耕作放棄地の解消や雇用の確保等、
地域の中心的役割を果たし、貢献したかった。

「中山間地域で中心的役割を果たし、地域を元気に！」
潮風と太陽が育んだ南伊勢育ちの
とびっきりみかんの生産・販売・加工事業

農事組合法人 土実樹

＜事業者の概要＞
・所 在 地：三重県度会郡南伊勢町
・担 当 者：農事組合法人 土実樹（つみき）

代表 溝口 安幸
・取組内容：柑橘を丸ごと活用した加工・販売
・雇用者数：19名(H26)
・売 上 高：7,400万円(H26)
・Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.amigo2.ne.jp/~tumiki/

○販路の開拓が課題
→地域・商品の魅力を伝えるため、講師を招き、
ポップ表示、商談シート作成等の勉強会を重
ねた。それを実践することにより、徐々に顧
客の共感を得た。

○売上高
5,800万円(H21) → 7,400万円(H26)

○生産面積
７ha（H23） → ７ha（H26）

○生産量（柑橘類）
129ｔ（H23) → 229ｔ(H26)

○今後、６次産業事業部門を強化し発
展させていくには、農事組合法人で
の事業制約があるので、販売部門を
分けて新会社を設立する必要があり、
準備を進めている。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

農事組合法人 土実樹

≪生産部門≫
・みかん

・加工事業者

≪販売部門≫
・直売所
・ネット販売

南伊勢育ちの、とびっきりみかんの加工・販売

消費者
てんぷな会
（地元異業者
で構成）

加工商品及び直売所

大手スーパー
観光ホテル

近畿鉄道
車内販売

マーケティング・商品開発
勉強会の開催

加工委託

連携
販売

販売

販売

環境にやさしい農業の実践

加工品
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○従来、地場で生産された農産物や地域伝統食が
あるにもかかわらず、地域の人々がワンストップ
でこれらの農産物や加工品を手に取るシステム
がなかった。

○人口の増加や安全・安心へのニーズの高まりを
「地産地消」「地域農業振興」の好機ととらえた。

○原料農産物の安定した質と量の確保
→意欲ある生産者を組織化し、利用者からの声を

反映させ、収量の安定と品質の向上を図った。

○衛生管理基準を満たす製造工程の確保
→衛生管理の技術・ノウハウを持つ業者と連携した

商品開発や専用加工設備の整備を行った。 ○地域資源を活用した、新たなメニュー・商
品を介した生産者・加工業者・消費者の
ネットワーク形成をする。

○農・食.・医・環境の視点で新技術を導入し
た栽培方法を模索・確立する。

○ＩＣＴを活用したスマートな営農販売事業を
確立する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 滋賀県守山市
・運営主体 ： おうみ冨士農業協同組合
・取組内容 ： 直売所、加工、レストラン、

交流事業
・売上高 ： 10億３千万円（H26年度）
・雇用者数 ： 96名（H26年度、期間スタッフ含む）
・ＵＲＬ ： http://www.ohmin.jp/ohminchi/

直売所・レストランを人材育成・ネットワーク形成に活用！
担い手の育成や消費者との交流により地消地産を推進

ＪＡおうみ冨士（ファーマーズ・マーケットおうみんち）

○売上高
７億５千万円（H20)→10億３千万円（H26)

○実出荷者数
110人（H20)→450人（H26)

○（全）雇用者数
64名（H20）→96名（H26）

○地産地消交流体験回数
年間６回開催（H24)→年間20回開催（H26)

○地域特産物（なばな）の作付規模が約14
倍に拡大し、安定供給が実現

○「おうみんち」を介し、生産から加工・流通
までの関係者が連携したネットワークの構
築

○食産業・大学・観光事業者等との新たな
連携

直売所概観

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

バイキングレストラン

出荷登録農家・加工品出荷農家

委託販売 利用者の声

担い手の育成や消費者との交流により、地産地消を推進したい！

農産物・加工品など多彩な
品揃え

地元の野菜を中心とした
ヘルシー料理

生産者・消費者交流で農業・
農村・食文化の情報提供

○直売所 ○バイキング
○レストラン

○交流施設

販売店

消費者

利用者の声
農業体験 等

購入

ファーマーズ・マーケットおうみんち
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○もち米・米粉商品の多様性にいち早く着目し、添
加物を使用しない加工品の販売を決意した。

○消費者が求めているのは、安全・安心・おいしさを
追求した「こだわり」の商品であることに着目した。

○販売先の確保
→様々なイベントに出店して知名度の向上とＰＲ活

動を行い、新たな販路を開拓した。
○加工・販売に対応するマンパワー不足
→仲間づくりからグループ化を行い、加工・販売事

業を組織的に対応した。
○新たな商品開発と採算のバランス
→６次産業化に取り組む農業者との情報交換を

行った。

○地域ブランド商品等の更なる開発により、
農業・農村に元気を与える企業を目指す。

○様々なイベント開催により、地域の仲間
を増やし、後継者育成を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 滋賀県甲賀市甲賀町小佐治2121-1
・代表者 ： 代表取締役 河合 定郎
・取組内容 ： 加工、直売所、レストラン
・売上高 ： 6,837万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員12名 非常勤 32名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.koka-mochi.jp/

甲賀のおいしい滋賀羽二重糯（もち）を多くの方に味わってもらいた
い！～甘みと粘りとコシの三拍子そろったもち商品の開発～

有限会社甲賀もち工房

○売上高
5,771万円（H20）→6,837万円（H26）

○雇用者数
44名（H20）→44名（H26)

○商品の一部が、地域ブランド推進協議
会による地域ブランド商品に認定

○米粉及び新商品の開発に取り組んだこ
と により、年間を通して収入が安定

○もちの食文化の伝承が食育活動にも繋
がり、消費者の食への関心が向上

米粉めん

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

甲賀もち ・ 忍者もち

（有）甲賀もち工房

<生産部門>
・ＪＡ･カントリー

（自然乾燥米）
・生産者

（環境こだわり米）

<加工部門>
・もち商品
・米粉商品

<販売部門>
・もちもちハウス
・直売所
・レストラン

加工用

６次産業化グループ

・ＪＡ
・道の駅
・サービスエリア

等

販売

商品

大学

商品開発・情報交換 商品デザイン 開発・情報交換

97



○農家女性グループによる国体でのお土産の提
供をきっかけに 地域振興の担い手としての期
待が高まり、６次産業化の取組を拡大した。

○価格低迷に悩むみかん農家の経営改善を目指
し、農家の女性が新たに事業を展開した。まる
ごとみかんペーストを利用した餅、パン、ドレッ
シングを開発した。

○生活改善グループの女性有志５０名の出資に
より、平成１３年に大阪府では初めての農家女
性による法人「（有）いずみの里」を設立した。

○販路の拡大
→販路の拡大と次世代へ郷土の味を伝えるため、

加工品製造体験等の交流活動を行った。
→府内・市内のイベントに参加しＰＲを行うとともに、

道の駅に直売所と軽食コーナーを設置し、常設
販売を行った。

○加工度の高い商品の開発
→行政や桃山学院大学、帝塚山大学と連携して商

品開発、ＰＲを行った。

○次世代に農業や農村地域の良さを伝承
し、農家女性による起業モデルとして普
及活動に取り組む。

○農村と都市の信頼関係を構築し、人や情
報のネットワークづくりを行うとともに、地
域の活性化を図る。

○直売所での軽食販売や地域での食育活
動、また大学との連携を通して、地元の
食材の用途を広げるとともに、新しい特
産物の開発を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府和泉市
・代表者 ： 代表取締役 岡田雅子
・取組内容 ： 農産物加工品、直売所運営
・売上高 ： 7,800万円（H27）
・雇用者数 ： 社員（パート含む）42名（H27）
・ＵＲＬ ： http:// izuminosato.fem.jp/

○売上高
2,100 万円（H19） → 7,800万円（H27）

○商品取引店舗数
８店舗（H26） → 12店舗（H27）

○イベント開催状況
15回（H26） → 20回（H27）

○商品開発関係
大学等との連携状況

５件（H26） → ７件（H27）
連携による商品開発状況

４品（H26） → ５品（H27）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】
【今後の展望】

【取組の効果】

（有）いずみの里

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・みかんペースト
・米粉パン
・味噌、佃煮 等

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・ビュッフェ

加工用

・大阪府
・桃山学院大学
・帝塚山大学 etc

・直売者
・道の駅
・スーパー 等

販売

商品

商品開発・
製造技術支援

・食品メーカー

農家のお母ちゃん手作りの味を都会の人にも食べてほしい！

生食用では規格外の
青果を活用

行政や大学等と連携した添加物・着
色料不使用の手造り加工品の開発

加工品の直売、ミカン
ペーストの業務用販売

農家のお母ちゃんだからできる！

手作りにこだわった郷土の味の伝承
有限会社いずみの里

いずみのお母ちゃん

米粉パン
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○農産物の生産だけでは経営発展に限界がある
ため、地元企業と連携し、地域特産品である桑
の実の加工品開発に取り組む。

○生産したバジルを神戸市の食品会社に出荷し
ていたが、生産量を増大させるとともに、自社で
ペースト化するなど加工品の開発・販売に取り
組み、多角的な経営を目指した。

○人材の確保や加工施設等の整備が大きな課題
→商品開発と多様な販売チャンネルの確保を進め

るため開発担当者を常時雇用するとともに、６
次産業化推進整備事業を有効に活用し、加工
施設の改築・機器の整備を行い、商品開発と加
工・販売の拡大を図った。

○バジルの栽培面積５ha、収穫量41ｔを目指すが、
自社だけでは面積拡大が困難

→たつの市内の９集落（10農家）と連携を図り、
バジルの栽培面積の拡大を行った。

○通年加工に取り組めるよう、新たな農
産物の生産と加工商品の開発を行い、
加工場の稼働率を高め、雇用拡大と地
域の農業者の更なる所得向上を図る。

○農商工連携で、自社の一次加工品を
活用した新たな商品を開発する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 兵庫県たつの市
・代表者 ： 代表取締役 八木正邦
・取組内容 ： 農産物の生産・加工
・売上高 ： ２億円（H26）
・雇用者数 ： 13名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.sasaeinou.com/

特産品の桑の実、バジルを活用した商品開発・加工・販売
で地域と共にたちゆく組織づくりを目指す

株式会社ささ営農

○売上高
5,000万円（H23） → ２億円（H26）

○雇用者数
４名（H23） → 13名（H26）

○主な原材料生産面積（バジル）
0.1ha（H23） → ４ha（H26）

ささ営農加工場

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

株式会社 ささ営農

<生産部門>
・バジル、桑の実、米、小麦
等

<加工部門>
・バジルペースト、野菜
ペースト

<販売部門>
・直売所
・卸売
・通信販売

バジル生産から加工による地域の雇用拡大と所得向上を目指す！バジル生産から加工による地域の雇用拡大と所得向上を目指す！

バジル生産部会

バジルのほ場

消費者

原料販売 技術・人材提供

< 地元加工事業者>
・桑の実ジャム、酒、うどん

栽培契約 商品

二次加工事業者

原料 一次加工
委託

高齢者や障害者の方の良
好な就労の場を提供

自社工場で新鮮で高品質な
加工品の安定製造を確立
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○昭和40年代に、脱農薬栽培の農業を始めた。
昭和59年に組織化を行い、農産物の販売のみ
ならず梅干しなどの加工製造を開始した。

○平成８年にパンドラファームグループを設立し、
生産・加工・販売の分業を確立した。

〇平成18年に、自家農園の野菜を使った創作野菜
料理を味わえるレストランを展開した。

○生産者ごとに異なる生産方法であったため、品
質の均一性に課題

→組織化を行い、肥培管理や品質管理の徹底を行
うことにより、品質の均一化を図った。

○生産者協同組合として、国内の食料自
給率向上を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 奈良県五條市
・代表者 ： 和田 宗隆
・取組内容 ： 有機肥料を用いた減農薬野菜の生産・

加工・販売
・売上高 ： 36億円（H26）
・雇用者数 ： 生産農家 約400名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nouyusha.com/

○売上高
２億円（S60）→36億円（H26）

○雇用者数（生産農家）
20名（S60）→約400名（H26）

○広域ネットワークの形成により、多くの
人々との共同作業を行うことができが、
地域活性化に貢献

創作野菜料理

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（株）パンドラファームグループ

（有）農悠舎
（旬の野菜レストラン）

（株）パンドラファームグループ
（集荷、選果、加工の地域共同センター）

有機農業や環境保全型の農業生産地の構築と共生できる
農業を中心とした地域づくりをしていきたい！

無農薬栽培
による、野菜、
梅、柿等の
生産

地域共同センターへの集荷により選果や加工等を
一元化する体制の構築

干し柿加工品

連携の力で事業に新たな地平を切り拓く！
消費者に安全・安心な農産物を届ける広域ネットワーク事業

株式会社パンドラファームグループ

生協
小売店

消費者（株）オルト
（カット野菜製造）

生産する全ての野菜を有効
に活用し、全量消費を目指す

季節により干し柿作り体験
等を実施

（有）王隠堂農園

農事組合法人
美吉野農園組合

（有）御浜天地

（有）大紀
コープファーム

100



○ネギは、市場ニーズは高いものの、輸入品との
激しい競争にさらされるため、多様なニーズに応
えるカットネギの加工事業を着想した。

○事業を強化するため、平成24年に約30軒の有志
農家による任意団体を組合から法人化した。

○鮮度と品質の高い商品を製造するための施設整
備が急務

→補助事業を活用し、ネギの調整、選別機械の増
強及び冷蔵庫等の一時保管施設を整備した。

○商品の安定供給に向けた通年栽培体制の強化
→積雪対応ハウスの整備や品質低下時期の調整

作業の強化及び構成員への生産支援を行った。

○新規就農者の受け入れを進めるととも
に、担い手となる農業者を育成する。

○通年栽培に向け、水耕栽培施設の整備
を予定している。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 奈良県五條市
・代表者 ： 森本 茂仁
・取組内容 ： ネギの生産、カットネギの加工・販売
・売上高 ： １億3,400万円（H26）
・雇用者数 ： 生産農家 30名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.gojo-negi.jp/

「大和五條ネギ」一本勝負！
～産地が一体となったブランド化への道～

株式会社五條市青ネギ生産組合

○売上高
2,900万円（H23）→１億3,400万円（H26）

○雇用者数（生産農家）
22名（H23）→30名（H26）

○主な原材料生産面積（ネギ）
6.5ha（H23）→15ha（H26）

〇原料の有効活用度が上がり収益性が向
上し 、 計画的生産で安定した営業展開
が可能となる

青ネギ生産圃場

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

（株）五條市青ネギ生産組合

<生産部門>
・青ネギ
・苗生産
・栽培指導、協力

<加工部門>
・カットネギ

（縦切り、斜め切
り等様々な要望
に対応）

<販売部門>
・実需者への営業
・商談会への参加

産地の強みを生かした加工、販売事業により「大和五條ネギ」の
ブランド力を向上させたい！

積雪対応ハウスの導
入等により通年栽培
を実施

取引先それぞれの
ニーズに応えた商品
製造

商談会への積極的な
参加

パック詰め作業

販売
構成農家
・青ネギ

出荷
・卸売業者
・小売業者

101



○生産していたウリの販売単価が安く、農家所得
が安定しなかったため、ウリを金山寺みそ（鎌倉
時代から伝わる和歌山の特産品）に加工してい
た。

○農家に利益を還元し、地域に安全・安心な農産
加工品を提供することを目的として、平成24年に
農産物加工所を新設したことから、金山寺みそ
の増産や多様な農産物の加工に取り組めるよう
になった。みその増産や多様な

○ウリなど原材料の安定確保
→管内の農家と農産物の契約を行うことにより、原

料の安定確保を実現した。
○販売先のさらなる拡大
→地域（自治会）や商工会議所との協力により、加

工や販売の連携先を確保した。
○新たな商品開発
→地場産の新生姜を活用したジンジャーエール等

の新商品を開発した。

○販売先を拡大し、加工品の生産量を増
加させる。

○地場産の野菜を原料に生産した乾燥野
菜や味噌等を２次加工した新商品の開
発を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県和歌山市
・代表者 ： 代表理事組合長 井邊 久雄合長

・取組内容 ： 農産物集出荷・直売・加工
・売上高 ： 1,200万円（H26）
・雇用者数 ： 19名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www1.jawink.ne.jp/wky/

和歌山特産「金山寺みそ」の売上げ拡大や
地場産品を活用した新たな商品開発

わかやま農業協同組合

○売上高
826万円（H23）→1,200万円（H26）

○商品生産量
６ｔ（H23）→4.5ｔ（H26）

○雇用者数（パート含む）
15名（H23）→19名（H26）

○地場産の新生姜を活用したジンジャー
エール等、多様な農産物を使った新商
品の開発

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

わかやま農業協同組合

<生産部門>
・ウリ
・ショウガ
・ウメ、モモ 等

<加工部門>
・金山寺みそ
・ジンジャーエール
・ジャム 等

<販売部門>
・直売所
・ＪＡ各支店
・インターネット

地域の特産品を活用した多様な商品を開発し、販売を拡大！

金山寺みそに使用するため、
ウリ生産を拡大

地域の関係者と連携し、伝統
の金山寺みそ等の商品を開発

催事や商談会への出展による
販路の開拓

金山寺みそ商品

加工用 商品

管内農家との
契約栽培 ・容器包装会社

・充填会社

連携 ・自治体
・商工会議所仲介

連携

・鉄道会社
・航空会社

・スーパー
・百貨店

専用品
発売

ギフト
商品等
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○販路の開拓
→社員全員で、試飲・試食販売を全国各地の商談

会や百貨店等で実施し、販路を開拓した。

○高品質みかんの安定生産対策
→ＩＴ企業と連携し、ＩＣＴ農業システムによる高品質

みかんの栽培と地域活性化に取り組んだ。

○新商品の開発
→食品加工業者や地元の学生と連携し、様々な世

代のニーズに対応した商品開発を行った。

○直営農場の拡大に加え、地元ＪＡと連
携して地域ブランドである「有田みか
ん」の販売を拡大する。

○海外への更なる販路拡大を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県有田市
・代表者 ： 代表取締役社長 秋竹 新吾合長

・取組内容 ： みかんの生産、集荷、撰果、農産
加工、販売、酒類の販売

・売上高 ： ２億8,100万円（H27）
・従業員数 ： 52名（常勤パート含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://sowakajuen.com/

○売上高
2,000万円（H15）→２億8,100万円（H27）

○従業員数（常勤パート含む）
10名（H12）→52名（H27）

○地域農業の活性化と発展を図るため、
60歳以上のシニアレディを活用するた
めの子会社「株式会社早和なでしこ」を
平成27年設立。

○東南アジア、ヨーロッパ等へ輸出

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

株式会社早和果樹園

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・自社加工場
・ジュース
・ジャム・ゼリー 等

<販売部門>
・有名百貨店
・高級ホテル
・自社通販
・インターネット

原料の良さを商品に、味にこだわりを持つ商品開発！

マルドリ方式、ＩＣＴ農業システ
ム、光センサーを活用した高品
質みかん栽培

みかんの皮をむいて裏ごしする
という手間をかけた製法を採用

社員総出で試飲・試食販売を
全国各地で展開（年間65万試
飲カップ）

早和果樹園のスタッフ

加工用 商品

・自社農園
・JA及び各共撰
・契約農家

・食品加工業者
・地元大学の学生

・百貨店
・高級スーパー
・コンビニ
・道の駅
・海外 等

販売

「できたみかん」ではなく「つくったみかん」で勝負！
高品質なみかん生産とこれを活かす加工技術の活用による商
品開発 株式会社早和果樹園

主なみかん加工品

ＩＴ企業

みかん ＩＣＴ農業システム

委託加工場

搾汁委託 果汁調達 商品開発の連携

○昭和54年、みかん増産のあおりを受けた際、「量
ではなく品質！特においしさで勝負しよう」と、同
世代の農家７戸で「早和共撰」を設立した。

○平成12年の法人化により、事業展開を加速化。
みかんの付加価値を高めるため加工に着手し、
ジュースの製造を開始した。

103



○米価が低迷する中で、転作作物の生産拡大での
収益向上には課題があるため、米を活用した加工
販売事業に取り組むこととし、米粉からより高い付
加価値を引き出す方法を模索していた。

○従来の米粉加工に止まらない、更に高い付加価
値を生み出す方法の模索

→米粉の加工においては、高い技術力を持った地
元企業からアミノ酸GABA加工を施した米粉製造
の協力を得た。

○販売するパンに設定すべき適正な価格設定に苦
慮

→市場調査を実施しつつ、製造原価を踏まえて価格
を設定した。

○パン加工の知識・技術をもった人材の確保

→パンの加工技術習得は、専門家の協力を得て従
業員の技術向上に取り組む。

○市内量販店と学校給食への販路拡大を
図る。

○米粉パン工房の若い後継者を育成し、次
世代に引き継げる取組を実施する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 広島県東広島市
・代表者 ： 組合長理事 吉弘昌昭
・取組内容 ： 農産物の生産，加工，米粉パン加工・販

売ほか
・売上高 ： 8,370万円（H26）
・雇用者数 ： 42名（臨時雇用含む）（H26）
・ＵＲＬ ：
http://kyouwanosato-oda.com/farm-oda/index.php

こだわり米「清流の小田米」を活用した
米粉パンの商品開発と販売

農事組合法人ファーム・おだ

○売上高（米粉パン部門のみ）
2,000万円（H24） → 3,100万円（H26）

○雇用者数
15名（H24） → 42名（H26）

○主な原材料生産面積（米粉用米等）
0.9ha（H22） → 3.2ha（H26）

○来店者数
約26,000人（H25） → 約33,500人（H26）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

米粉パン直売店 パン＆米夢
（パントマイム）

＜生産部門＞

原料米穀

農事組合法人 ファーム・おだ

＜委託加工＞
㈱サタケ

GABA生成・米粉製粉

＜加工・販売＞
「パン＆米夢」

米粉・米粉パン販売
原料玄米 米粉

㈱リス食品
㈱サタケ

消 費 者
地域イベント

実需者（ホテル）

Ａコープ
ホテル（空港）
産直市（ＪＡ）

東広島市米粉普及
推進協議会
（学校給食への導入
協議）

新商品開発・
パッケージデザイン等

米粉パン

米 粉米粉パン

土作りによる特別栽培農産物にこだわり、安心・安全な美味しい農産物の生
産と小田地域に根ざした事業展開で持続的に地域活性化を図る！

特別栽培米に拘り
美味しい米の生産

専門家（企業）の協力で
更なる付加価値を追加

店舗では、自慢の米を
使った米粉パンを販売

米粉パンの販路開拓等の協
議と関係機関の連携強化
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○昭和30年に遊子漁協女性部が発足して以来、海
を守る活動や魚食普及活動を実施してきた。

○漁業経営の厳しさが増す中、全国有数の養殖漁
業地域である遊子の漁業を子供たち継承したい
との思いから、水産加工、移動販売の事業を開
始し、各種イベントに出店した。

○部員数の減少や活動の停滞

→部員の活動を容易にするため、意識の高い部員
で組織改変を行った。

○家業や子育て等と水産加工品開発及び販売活
動等の両立

→「遊子の台所プロジェクト」を立ち上げ、移動販売
車（キッチンカー）を導入するとともに、部員が時
間に拘束されることなく、家業や子育て等と販売
活動等の両立ができるよう、時給制の導入と作
業工程の一部を外注した。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県宇和島市
・代表者 ： 部長 山内 満子
・取組内容 ： 水産物の加工、販売
・売上高 ： 900万円（H24）
・雇用者数 ： 28名（H24）
・ＵＲＬ ： http://www.yusu.jp/

対面販売で「遊子」 （ゆす）のおいしい魚を普及したい！

やる気満載のキッチンカーによる魚を活用した加工品の販
売事業 遊子漁業協同組合女性部

○売上高
30万円（H20） → 900万円（H24）

○活動エリア
四国全域に拡大

○雇用者数 28名（H24）
H20年に意識の高い部員で再スタート
し、若手部員の増加により活動の継
続性を実現

○キッチンカー来店者数 約1万人（H24）
全商品パッケージ、ユニフォーム、移
動販売車等への統一デザインにより、
遊子ブランドを効果的にＰＲ

鯛めし焼きおにぎり
「たべ鯛」

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

遊子の台所「キッチンカー」

ＪＦ遊子女性部

<生産>
（部員）
・海産物

・食品開発部会
・海藻部会 ・真珠部会
・石けん部会

<遊子の台所プロジェクト>
・キッチンカー加工用

水産高校
商品開発連携

・イベント会場
・道の駅
・Ｗｅｂ販売

等

販売

商品

支援

地域のイベントや、直接消費地
へ出向いて開発した商品を販売

産地から消費地へ直接出向き、対面販売により「遊子」の魚を普及したい！

養殖事業組合の女性部が、
新しい加工品等の開発によ
る地域のPRを実施

ＪＦ遊子

○地元に埋もれた魚食レシピを復活させる。

○地域外へ出向いて「遊子」を宣伝する活
動から、「遊子」へ来てもらう活動へ転換
するなど、地域貢献を一層強める事業を
展開させる。
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○近年注目度が高まりつつある南四国への旅行客
に向けた販売を着想して、観光とタイアップした
商品開発を決意した。

○「旅行の友」として手軽に片手で食べられること
に着目した。

○平成８年に農業者３名でみかんの生果販売を開
始、平成12年に本社に直売所を併設した。

○生果及びジュースの差別化と商品開発
→厳選したみかんの販売とジュース加工を行った。

○柑橘のプリプリ感を維持する冷凍技術の開発
→規格外品を冷凍みかんとして商品化し、県研究

機関及び冷凍機器メーカーに協力を仰ぎ、冷凍
技術を開発した。

○高級氷菓としての商品イメージの形成
→デザイナーのアドバイスにより、パッケージの開

発を行った。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県宇和島市
・代表者 ： 代表取締役社長 清家 久万夫
・取組内容 ： 農産物の加工及び直売
・売上高 ： ３億7,000万円（H24）
・雇用者数 ： 30名（パートを含む）（H24）
・ＵＲＬ ： http://www.kinahaiya.jp/1101.html

冷凍しても保つプリプリ感！
手軽に食べられるみかんの加工品開発

有限会社南四国ファーム

○売上高
1,500万円（H8）→3億7,000万円（H24）

○柑橘栽培面積（会員100名）
8ｈａ（H8）→150ｈａ（H24）

○雇用者数(パートを含む）
4名（H8）→30名（H24）

○来店者数
約21万人（Ｈ24）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

○みかん以外の柑橘を使用した氷菓を
開発する。

○商社を通じてタイ等への海外展開を目
指す。

皮むきみかんジュース

冷凍みかん「粒楽」

（有）南四国ファーム

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ジュース
・冷凍みかん

等

<販売部門>
・直売所
・ Ｗｅｂ販売加工用

会員
冷凍機メーカー
県産業技術研究所

製造技術支援

・スーパー
・生協
・デパート
・観光関連業者

等

販売

商品

原料供給

外皮が傷つきやすいが、甘く酸味のバランスがよいみかんを有効活用したい！

有機肥料を使い農薬散布も半
分以下に抑え、食味の良いま
ろやかな味を追求

柑橘のプリプリ感を維持する冷
凍技術はメーカー等から技術
支援を仰ぐ

｢旅の友｣としてキオスクや道の
駅ともタイアップして販売
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じゃばら加工で６次産業化
内子町産にこだわった販売・運営で集客力UP！

株式会社内子フレッシュパークからり

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 愛媛県喜多郡内子町
・運営主体 ： 株式会社内子フレッシュパークからり

（地方公共団体・第３セクター）
・取組内容 ： 農産物の加工及び直売、レストラン経営
・売上高 ： ６億9,000万円（農産物を含む）（H26）
・雇用者数 ： 64名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.karari.jp/

○じゃばらには花粉症状を改善する効果があるが、
えぐみや酸味が強く、加工に工夫が必要

→じゃばらを丸ごと専用の搾汁機で搾汁することで
皮の近くに含まれている多くの機能性成分が果
汁へも含まれ、じゃばらの風味を生かした商品
をつくることに成功した。

→町独自の認証基準に適合した減農薬・減化学肥
料栽培を行うことにより他産地との差別化を
図った。

○売上高（農産物を含む）
２億円（H9)→６億9,000万円（H26)

○出荷者数
176人（H9)→384人（H26)

○雇用者数
２名（H6）→64名（H26）

○利用者（POS通過）
約20万人（H9） → 約40万人（H26）

○地産地消を基点としつつ、６次産業化を図
るため、内子町産「じゃばら」、「もち麦」、「ト
マト」を３本柱とした「からりブランド」の健康
食品を開発し、首都圏への販路拡大を目
指す。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

景観を活かした
直売所

じゃばら・富有柿生
産農家
（農産加工部会員）

直売所

出荷

内子町産の農産物にこだわった直売所、レストラン、パン工房
などを販売・運営

消費者

来場

㈱内子フレッシュパークからり

事業支援

写真１

燻製工房 レストラン パン工房 シャーベット

農産加工場あぐり亭

栽培指導

内子町特別栽培農
産物等認証基準に
基づく減農薬、減化
学肥料栽培

販売

じゃばらを活用
した商品

○「内子町産農産物のみ販売する」とした販売戦
略が消費者の支持を得たが、冬期や出荷の端
境期の品揃えに苦慮。直売所での販売以外に
販路を拡大するため、平成19年11月に農林水
産物処理加工施設を設置し、新たな加工食品
の開発・販売を模索した。

○生産者の高齢化に対応した省労力作物及び健
康機能性成分が多く含まれている作物として、
平成19年にじゃばら（ユズの仲間の柑橘類）を
導入。これを活用した加工品製造を開始した。

㈱内子フレッシュパークからり
と農産加工部会が連携し加工
商品を製造販売

じゃばら商品
原液、サイダー、ドリンク、ポン酢、ピール、マーマーレードなど

内子町農村支援センター
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○消費者ニーズを捉えた美味しい商品の開発
→村人に対する試作品テストにより、納得するまで

商品開発を実施した。
○地元特産であるゆずのブランド力向上
→テレビCMなどの広報活動では、馬路村の名前を

前面に押し出し、ブランド化を図った。
○種子油の機能性を追求（化粧品）
→高知大学農学部、医学部と共同研究を行い、ゆ

ずの種子を利用した化粧品を開発した。

○更なる商品開発と人材育成、地域の
活性化を進め、売上高の増加を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 高知県馬路村
・代表者 ： 代表理事組合長 東谷 望史
・取組内容 ： 青果出荷が困難なゆずを有効活用する

ためジュース・ポン酢しょう油など付加
価値向上の商品を開発

・売上高 ： 33億円（H26）
・雇用者数 ： 86名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.yuzu.or.jp/

馬路村農業協同組合

○売上高
約１億円（H１）→約33億円（H26）

○雇用者数（職員数）
19名（H１）→86名（H26）

○主な原材料（ゆず）の生産量
204t（H１）→740t（H24）

○地域活性化＜村の温泉利用者（宿泊）＞
約6,400人（Ｈ10） → 約7,700人（Ｈ24）

○市場価格より高値で買取を行うとともに、
加工事業の利益を配当金と して農家へ
還元

馬路村のゆず

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

写真１

缶入りのごっくん馬路村

小さな村から始まった大きな取組
馬路村の名前をＰＲする多様なゆず加工品

○青果で消費される習慣が乏しいゆずの規格外
品の有効活用を図るため、加工品を開発して
ゆずに馴染みのない地域でも受け入れられる
商品の販売を決意した。

○地域をブランド化する農業と観光の結びつき
に着目した。

馬路村農業協同組合

特産のゆず商品により馬路村の魅力を全国に発信したい！

加工から出荷・販売・広報・クレーム対
応に至るまで一体的にプランニング

＜加工部門＞
• ゆずポン酢
• ゆず胡椒
• ゆずドリンク等
• シードオイル
• 化粧品

高知大学農学部、医学部

＜生産部門＞

 農業生産法人
株式会社ゆず組合

＜販売部門＞

 有限会社ゆずの森
（直販所）

 馬路村ゆず生産農家
組合員１９０名

 一般流通
 インターネット

 アロマテラピー協会

ＪＡが組合員から原料を全量買い取り 村の名前を全面に出した商品展開

出荷 商品

配当
全量買取

連携

出荷

共同研究
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○水田の新たな裏作品目として「なたね」に着目し、
温暖な地域でも育つ品種を栽培。平成20年から
100％国産のなたね油の製造、販売を開始した。

○平成18年に土地利用型農業の集落営農組織を設
立して農作業の効率化に取り組み、平成22年に法
人化した。

○なたねの栽培技術が確立されておらず、収量が
不安定

→栽培先進地への視察や普及指導センター等から
の助言により栽培技術の向上を図った。

○売れる商品の開発
→容器、ラベル、リーフレットの作成、商品の商標登

録を行うとともに、販売環境を整備した。

○インターネット販売の拡大を図る。

○貴重な国産菜種油の需要喚起に努め
る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福岡県うきは市浮羽町三春2152-1
・代表者 ： 後藤 和徳
・取組内容 ： 米・麦・大豆・そば・なたねの生産、なた

ね油の製造販売
・雇用者数 ： 28名（H27）
・ＵＲＬ ： http:// www.ohharunosato.com/

○なたね部門の売上が増加傾向。
○なたね栽培面積

４ｈａ（Ｈ20）→６ｈａ（Ｈ28）
○毎年、菜の花が咲く頃に「菜の花まつ

り」を催し、多くの集客によって「菜の花
オイル」の認知度が高まった。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

地元のものは先ず地元から！
国産なたね油の販売と副産物の有効利用

農事組合法人大春の里

菜の春オイル

(農)大春の里

<生産部門>

・加工用

・昔ながらの圧搾により一番しぼりと脱臭と脱色した
サラダオイルを製造委託

<販売部門>
・学校給食
・インターネット
・直売

加工用

６次産業化プラン
ナー

商品開発・
販売支援

商品

搾油業者

<加工部門>
・なたね油

・油かすはペレッ
トに加工

菜種油
油かす

身体によい！栄養価の高いうきは産なたね油を届けたい！

「ななしきぶ」という品種
を選択

化学薬品を使わず栄養分も豊富に残
る昔ながらの搾油方で搾り、その残渣
はペレット油かすとして有効利用

地元の直売所等にて販
売
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○漁獲に価格が左右され、いりこの販売だけでは経
営が成り立たないと判断し、６次産業化による付
加価値向上を決意した。

○いりこの消費拡大を図るため、いりこの栄養に着
目したおいしく、食べやすい加工品の開発。

○地元の農協や商工会と連携し、特産品である「い
りこ」の商品を開発し、漁協直売所やインターネッ
トで販売。

○商品開発や営業等が不慣れで、販売先の確保の
ための情報発信不足

→地元の農協や商工会と協議会を設立し、商品開
発や販路開拓について、アイデアを出し合った。

○農水商工連携協議会において、特産品
のイチゴやゴーヤを用いた乾燥・粉末な
どの試作を行い、規格外品の有効活用
を行う。

○いりこ以外の鮮魚による加工品の開発を
行い、商品アイテムの増加を目指す。

＜事業者の概要＞
・所在地 ：長崎県佐世保市小佐々町楠泊1837

・代表者 ：代表理事組合長 髙平 真二
・取組内容 ：水産物の加工、直売所の運営
・売上高 ：8,000万円（H24）
・雇用者数 ：６名（H24）
・ＵＲＬ ： http://www.jf99.or.jp/

カルシウムたっぷりのいりこをもっと食べてもらいたい！
生産量全国一の「いりこ」産地による多様な加工品開発

九十九島漁業協同組合

○ 売上高
3,300万円（Ｈ19）→ 8,000万円（Ｈ24）

○ 従業員数
５人（Ｈ19）→６人（Ｈ24）

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

九十九島漁業協同組合

<生産部門>
・鮮魚用
・加工用

<加工部門>
・いりこ
・ドレッシング
・ふりかけ等

<販売部門>
・直売所
・インターネット加工用

専門家アドバイザー㈱
キースタッフ

商品開発・製造技術支援

・近隣の直売所
・スーパー

等販売

商品

連携

特産品である「いりこ」
と地場の野菜を利用

全ての加工品を自社
開発

漁協に併設した直売
所で直接販売

いりこの多様な加工品により、栄養たっぷりの
いりこを食べる機会を増やしたい！

販売商品

華いりこ
ふりかけ

農水商工連携協議会
・佐世保市北部商工会

・ながさき西海農業協同組合
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○農家所得の向上、高齢者の営農継続、女性の活
用、地産地消の推進、情報発信の必要性から、直
売所の開設を着想した。

○地域の栽培状況を調査し、多種多様な品目を揃え
た直売所「産直市場五島がうまい」をオープンした。

○ゼロからのスタートにより施設のコンセプトや運営
等に試行錯誤

→実際に地元で何が栽培されているのかを調査し、
それを受けて必要な品目の栽培を農家に依頼し、
ニーズに即した農産物栽培につなげた。

○多種多彩な品目を安定して供給する体制の構築
→販路開拓を行い、直売所以外にも販売先を拡大し

た（インターネット、学校給食、病院等）。

○少量多品目の安定供給を行うなかで、
ニーズを掴んだ農産物の栽培を拡大し、
島外への販路拡大する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長崎県五島市籠渕町2450-1
・代表者 ： 代表理事組合長 橋詰 覺
・取組内容 ： 直売所「産地市場五島がうまい」の運営
・売上高 ： ５億2,500万円（直売部門）（H25）
・雇用者数 ： 17名（H25）
・ＵＲＬ ： http://www.ja-goto.or.jp/

○売上高（直売部門）
３億6,400万円（Ｈ23）

→ ５億2,500万円（Ｈ25）
○出荷者数

約180人（Ｈ23）→ 約300人（Ｈ25）
○来店者数

約14万人（Ｈ23）→約16万人（Ｈ25）

○島内で消費されるものは、できるだけ島
内で生産していこうという地産地消の意
識醸成に寄与。

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

新たな直売所の開設のためゼロからのスタート

栽培品目やニーズ調査による品揃え対策
ごとう農業協同組合

五島の農業、地域の発展の核となる産直市場にしたい！

顧客のニーズを捉えた
多種多様な品目の品揃え

ごとう農業協同組合
「産直市場 五島がうまい」

<生産部門>
直売出荷協力会員
・五島牛、五島豚
・野菜、果樹 等

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・インターネット 等

・学校給食
・病院 等

ニーズに即した農産物を提供するた
め、栽培状況を調査

平成22年に
商標登録糖
度が高く、酸
味 が 少 な い
中玉トマト

五島ルビー

産直市場「五島がうまい」
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○平野部が少なく、果樹栽培が盛んであったため、
農産物の高付加価値販売を早くから検討した。

○昭和25年からめん類を製造・販売しており、地域
の特産物であるデコポンやサラダ玉ねぎの付加価
値を高めるため、農産加工を開始した。

○多様な事業者で構成するJA芦北農産物直売ネッ
トワーク協議会と連携し、新商品の開発・製造、レ
ストラン、直売所、コンビニなどの直売事業を展開。

○農産物出荷額と直販部門売上高の水
準の同規模化を目指す。

○通販オペレーションセンター（お客様
コールセンター）の設置を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：熊本県芦北郡芦北町大字佐敷424
・代表者 ：代表理事組合長 丁 道夫
・取組内容 ：農産物の加工、直売所、レストラン等運営
・売上高 ：77億1,000万円（H25）
・ＵＲＬ ：http://www.ja-ashikita.or.jp/

小さなＪＡの大きな挑戦
地域や異業種との連携による付加価値の高い新商品の開発・販売

あしきた農業協同組合

○売上高
65億7,000万円（H20）→

77億円1,000万円（H25）
○デコポンゼリーをはじめ約400アイテムの

商品を製造・販売
○平成25年度６次産業化優良事例表彰「食

料産業局長賞」受賞

【取り組むに至った経緯】

【今後の展望】

【取組の効果】

食品メーカー
百貨店
小売店

外食業者

消費者

生鮮品、
加工品

青果、
野菜等

集出荷場

選果場

加工工場青果、野菜等県内の
ＪＡ 等

組合員
農家

連
携

直販事業

ファーマーズマーケット

「でこぽん」

ＪＡあしきた農産物直販ネットワーク協議会

コンビニエンスストア

あしきた農業協同組合

異業種との連携による６次産業化により農産物のブランド力を高め、
付加価値をさらに向上したい！

ＪＡの地域・事業の範囲に捉われない
異業種との連携

県内JAの特産物を

利用したコラボ商品
の開発

ファーマーズマーケット
「でこぽん」

・デコポンゼリー

熊本彩果（熊本ＪＡコラボ商品） サラたまちゃんドレッシング

○農産物のブランド力強化
→ユニークな形と甘さが特徴の「デコポン」、玉ねぎ

特有の辛みの少ない「サラたまちゃん」などの農産
物を特産化した。

○ＪＡ単体での新商品開発の限界
→平成19年に「ＪＡあしきた農産物直販ネットワーク

協議会」 を設立し、会員企業に新商品の試作等
の協力を依頼した。

○開発した新商品の販路
→直売所、レストランを整備し、直売所での新商品

の試験販売を行った。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】



○美味しくても売れない市場での規格外のぶどうは、
作ろうと思っても作れない奇跡のぶどうであり、新
たな個性として日の目を当てるため干しぶどうの
加工事業を開始した。

○ドライフルーツ市場は海外産が大宗であることに
着目し、規格外品を有効活用した事業を行うため、
ドライ加工技術を習得した。

○自らが生産する地域の特産品であるぶどう「巨峰」
や「シャインマスカット」等を使った干しぶどうの製
造と販売を中心に、ミカン、イチゴ、トマト等を使っ
たドライフード商品を開発した。

○ドライ加工技術（水分含有率・香味・賞味期限等
のバランス）の確立

→ 先進地への研修と１年間の加工試験を実施した。
また、品質検査・食品技術の専門家から支援を
受けた。

○加工施設・設備導入の資金の調達
→県の補助事業を活用した。

○生産量の拡大と輸出を含めた販売店舗
数を拡大させる。

○１次産業の人材育成を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大分県宇佐市安心院町下毛1193-1
・代表者 ： 宮田 宗武
・取組内容 ： 農産物生産、ドライフルーツの製造販売
・売上高 ： 1,480万円（H26）
・雇用者数 ： ８名(H27)
・ＵＲＬ ： http:// reamfarmers.jp/hosibudou.html

○売上高 1,480万円(H26)
○雇用者 ８名（H27）
○ミカン・イチゴ・トマト等の加工品の商品

化

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

ブランド巨峰を加工品に！
規格外ぶどうに日の目を当てる干しぶどうの加工・販売

株式会社ドリームファーマーズ

ドライフルーツ

（株）ドリームファーマーズ

<生産部門>

・青果出荷用
・加工用

<加工部門>
・ぶどう加工品
・ドライフーズ加工品

<販売部門>

・直売所
・インターネット

加工用

・スーパー
・小売店

等

販売

商品

食べても美味しい規格外のぶどうを加工することにより日の目を当ててあげたい！

化学肥料は使わず牛糞や魚粉など
有機質肥料で農薬の回数も減らし
ブランド化に成功

ドライフルーツのほか
ジャムやジュースにも加工

観光地である湯布院の駅前に立ち、
試飲など地道な販売活動を継続、
３年で直売所のほか関東の一部の
店舗でも販売できるようになった

干しぶどう乾燥途中のぶどう
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○大分大山町農協では、少ない耕地を活かした梅・
栗の栽培と加工品販売に加え、通年での収入確
保のために、エノキ、ハーブ、クレソン栽培を地域
一体となって推進した。

○生鮮農産物だけでなく、農産物を一番おいしい季
節に保存処理した付加価値の高い「大山ブラン
ド」としての加工品の販売拠点として、平成２年に
農産物直売所・レストランをオープンした。

○梅の生産・加工技術、付加価値向上のために「全
国梅干しコンクール」を平成３年から４年に１度大
分大山町農協で開催している。

○農産物の市場出荷が大半を占める時代に、直売所
の先駆けとして集客などに試行錯誤

→農産品に出荷月日、生産者名を記載することで、生
産者と消費者が相互に顔の見える関係をつくり、固
定客・リピーターを作ってきた。

○耕地が少なく中山間地域においては、水田作主体
の農業では所得向上が困難

→地域特性を逆手に取り、少量多品目・高付加価値
栽培をすることで、需要がある品目を生産農家が
価格設定して直売所で販売した。その結果、所得
が向上した。

○直売所・レストランに加えて、農林業の
体験・宿泊施設「五馬媛の里（いつまひ
めのさと）」を活用し、都市と農村の交
流を充実させていく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大分県日田市大山町
・運営主体 ： 大分大山町農業協同組合
・取組内容 ： 農産物直売所、加工、レストラン、 物産館

・売上高 ： 17億1,500万円（H26）
・出荷農家数 ： 3,797名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.oyama-nk.com/konohana-g/ 

農園のみずみずしさをパッケージ！
大山の心を伝える、ここにしかない農業者によるバザール

木の花ガルテン

○売上高
6,800万円（H2） →

17億1,500万円（H26）

○出荷農家数
210名（H2） → 3,797名（H26）

○地域ぐるみでの農業振興と所得向上、
生産・加工技術の向上と後継者育成
が図られている。

○福岡県と大分県で全９店舗を展開し、
おいしく安心して食べられる「大山ブラ
ンド」として固定客やリピーターを確保。

○差別化による大山ブランドが確立し、
客層の７割がリピーターであり都市と
農村の交流が活性化している。

地元の梅を使った梅干

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

木の花ガルテン

<生産部門>
・生鮮用
・加工用

<加工部門>
・特産品である梅
を使用した梅干な
ど農産物加工品

<販売部門>
・直売所９店舗
・レストラン
・パン専門店 等

感動とこだわりの産品を伝え、大山の魅力を広めたい！

組合員が生産する土づく
りからこだわった農産物

農業者自らの加工と
ＪＡ加工所による加工

美味しいものを一番
美味しいときに届ける

レストラン外観

本店直売所外観
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○美郷町の西郷地区は良質な栗の産地であるが、
栗の市場価格の低迷や高齢化により栽培面積
が減少してきた。このような状況から農家の所得
安定と生産量の確保のため、平成18年に「栗処
さいごう」を設立。自らが生産した栗に加え、西
郷地区で生産した栗を買い取り、１次加工品の
製造を開始した。

○栗あんの加工技術の確保
→岐阜県より栗加工の技術者を招き、栗あん製造

に関する技術指導を受けた。

○パート雇用者の確保
→季節雇用のため、その都度パートを探さなくては

ならなかったが、町内在住の主婦等に声を掛け、
人伝いに広がり雇用者を確保できている。

○栗製品の２次加工や、町内産の金柑、
梅などを使用した新たな加工品の製造
により、周年雇用による地域雇用の安
定化を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県東臼杵郡美郷町
・代表者 ： 甲斐 重光
・取組内容 ： 農産物の加工・販売
・売上高 ： 9,000万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員２名、パート20名（H26）
・電話 ： 0982-66-2629

太陽をいっぱい浴びた「さいごうの栗」を全国に！
～地域連携による栗製品の加工・販売～

株式会社栗処さいごう

○売上高
4,600万円（H18） → 9,000万円（H26）

○雇用者数
正社員１名、パート20名（H18）
→正社員２名、パート20名（H26）

○栗の栽培面積（西郷地区）
80ha（H18） → 91ha（H26）

園地の栗

【取り組むに至った経緯】

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

【今後の展望】

【取組の効果】

株式会社 栗処さいごう

<生産部門>
・栗

<加工部門>
・栗あん

<販売部門>
・業務用（卸売）

地域の加工グループ、直売施設が連携し、
栗を核とした地域ぐるみの６次産業化！

職人の技術による
１次加工品製造

高級和菓子の原料と
して全国へ販売

さいごうの栗あん

＜高級和菓子店＞

＜村の果菓子屋＞（町内）

・栗きんとん等の栗あん製品
製造・販売

＜美郷ノ蔵＞（町第３セクター）
・直売所
・栗加工品製造・販売

加工用 商品
連
携
・販
売

販
売

販売

徹底した剪定作業
で太陽が良く当たり、
高品質な栗を生産

・ＪＡ日向

栽培技術指導
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