
③ 異業種から農林漁業に参
入した取組





＜事業者の概要＞

・所在地 ：北海道奥尻町
・代表者 ：代表取締役 海老原 浩
・取組内容 ：自社生産のぶどうを使用したワインの

製造・販売
・雇用者数 ：31名（H26）
・ＵＲＬ ： http://okushiri-winery.com/ 

海を感じる味わい！
天然ミネラル豊富な奥尻ワイン

株式会社奥尻ワイナリー

○人口減少に歯止めを掛け、奥尻島活性化の一助
となる取組を模索した。

○離島でしかできない潮風が育むミネラル豊富な
ぶどうからできるワインのブランド力に着目した。

【取り組むに至った経緯】

○醸造技術者の確保
→醸造技術者養成のため、道内ワイナリーの協力

を得て、社員を派遣し技術を習得した。

○塩害や荒地を開墾したぶどう畑のため、原料ぶ
どうの収穫量が不安定

→防風林や防風柵を設置し塩害対策、アミノ酸や
ケイ酸を活用した栽培により、原料ぶどうの生産
を安定させた。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○地域の農家に苗木や栽培技術を提供し、
地域農業者と連携したぶどう栽培とワイ
ナリー経営の拡大を目指す。

○町役場などの行政機関や高校と連携し
た後継者の育成、島外からの雇用の受
け入れ、町観光協会等と連携した観光
客の誘致等により奥尻島の活性化を図
る。

【今後の展望】

○栽培面積
8.6ha(H14) → 28ha(H26)

○ワイン醸造（仕込)量
3,000本（H20） → 60,000本（H26）

○地域における雇用の拡大（パートを含む）
20名（H19） → 31名（H26）

【取組の効果】

ワイナリー外観

奥尻ワイン

（株）奥尻ワイナリー

<生産部門>
・加工用

<加工部門>
・ワイン

<販売部門>
・直売所
・インターネット 等

・小売店
・専門店
・レストラン 等

販売商品

悪条件の気候のもと、条件
に適したぶどう栽培に成功

島の新たな観光資源
（工場見学）

十数種類のラインナップ
で展開

ミネラル豊富な奥尻島のワインを飲んでもらいたい！

原料

ワイン樽
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○平成20年に人材派遣会社が農業に参入し、規格
外の野菜でも中食に利用することで、おいしく、
無駄なく食べられることに着目した。

○減農薬で栽培する野菜は規格外品が多く発生す
るため、収益が上がらなかったことから、付加価
値向上を目指し、加工事業に着手した。

○野菜を主役にした惣菜メニューの開発
→調理師を採用して健康に配慮したヘルシー

メニューを開発した。

○複数地域に圃場が点在し、作業が非効率
○異業種から農業に参入したため、栽培技術や栽

培計画策定等の知識が不足
→圃場のある地域ごとに地元の高齢農業者等へ

作業委託を行い、作業効率を向上させるとともに、
栽培技術等の指導を受けた。

○地域に密着した小規模直営店による店
舗展開を目指す。

○滞在型グリーンツーリズムへの参入と
障害者雇用の受け入れを行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県静岡市
・代表者 ： 代表取締役 光山 李男
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、惣菜の販売のほか

直売所を運営
・売上高 ： 4,760万円（H26）
・雇用者数 ： 10名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.sfarm-kk.jp/company.html

野菜の旬のおいしさにこだわる！
規格外の野菜を有効利用した「ランチボックス」

株式会社エスファーム

○売上高
480万円（H22）→4,760万円（H26）

○雇用者数
６名（H22）→10名（H26）

○主な原材料生産面積（野菜）
２ha（H21）→５ha(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】

野菜たっぷりランチボックス

（株）エスファーム

＜生産部門＞

・野 菜

＜加工・直売所＞

・野菜の惣菜

・スーパー、コンビニ
・ＪＡ直売所
・飲食店
・カット野菜工場
・一般消費者 等

販売

加工用

地元の高齢農家との連携
調理師を採用して野菜
のヘルシー総菜を開発

規格外の野菜でも、おいしく食べられることを伝えたい！

生食用
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○造園業や廃棄物処理業から農業に参入し、焼却
処分されていたうなぎ残渣を肥料化したさつまい
もの栽培に着目した。

○生鮮販売では価格が安く、自社の生産規模では
経営が成り立たないと判断し、６次産業化による
付加価値の向上を決意した。

○特産品である「うなぎ」のブランド力を生かしたさ
つまいもの商品開発に着手した。

○生産を行うための農地の確保
→補助事業を活用し、農地として利用できるよう耕

作放棄地を再生した。

○初期投資費用、自然災害（台風）、農産物価格低
迷等による資金繰りの悪化

→収益性の課題から６次産業化に着目し、「うなぎ
いも」のブランド化と新商品開発を行った。

○栽培規模の拡大を行うとともに、ブラン
ド力を高めて浜松地域における「うなぎ
いも」の産地化を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 静岡県浜松市
・代表者 ： 代表取締役 三輪 一貴
・取組内容 ： さつまいもの生産、紅はるかのペースト

を利用したプリンの製造・販売
・売上高 ： 6,000万円（H26）
・雇用者数 ： 21名（H26）
・ＵＲＬ ： http://unagiimo.hamazo.tv/

浜松の新ブランド「うなぎいも」を新たな名物に！
特産品であるうなぎとコラボしたさつまいもによる新商品開発

有限会社コスモグリーン庭好

○売上高
330万円（H23）→6,000万円（H26）
さつまいも加工の相乗効果で売上増

○６次産業化による新規雇用
正社員５名、パート12名、

研修生４名（H26）

○主な原材料生産面積（さつまいも）
３ha（H23）→１７ha（H26）

○自社の取組から地域の取組へ、うなぎ
いもプロジェクト発足（H25：生産者35社
（者）、企業51社、個人150名）

○プロジェクト全体の関連商品は32種類
に拡大（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】

【取組の効果】

うなぎの残渣を肥料にした
うなぎいも

うなぎいもぷりん

（有）コスモグリーン庭好

＜生産部門＞

・生鮮用
・加工用

<うなぎいも協同組合>
・生鮮用
・加工用

＜加工部門＞
・プリン
・ペースト

＜販売部門＞
・直売所
・ネット販売

<うなぎいもプロジェクト>
・宣伝
・市場調査
・新商品開発

・キヨスク
・道の駅
・サービスエリア
・スーパー
・ファーマーズマーケット
・地元菓子業者

＜６次産業化プランナー＞
・食品衛生

うなぎの残渣を肥料として循環利用
菓子店向けに
一次加工（ペースト） 浜松市特産のうなぎを商品名に使用

浜松産うなぎのブランド力を生かして
新しい名物になって欲しい！



「地元を元気に！農家も元気に！！体も元気に！！！」
長期熟成のフルーティー食感、山県産黒ニンニクを活
用した６次産業化プロジェクト

梅田建設株式会社

＜事業者の概要＞
・所 在 地：岐阜県山県市
・担 当 者：梅田建設株式会社 美濃山県元気ファーム

元気ファーム事業部 梅田 恵梨子

・取組内容：黒ニンニクを活用した商品開発・販売
・従業員 ：３名（H26）
・売上高 ：23万円（H26）

・http://www.minoyamagata.jp/

○梅田建設は、地元の皆様のおかげで成長するこ
とができた恩返しとして、黒ニンニクで地域活
性化を図るため、６次産業化に取り組むことと
し、計画認定を受けた。

○加工原料として、自社生産分のほか、地元農家
が荒廃する農地を活用して、栽培したニンニク
を安定した価格で買い取って活用。これを地元
の福祉施設等と協力して加工し、販売する。

○地元農家から、ニンニクを安定した価格で買い
取るため、商品価格が相場より高くなることが
あり、販売先の確保が困難

→ニンニクの自家生産面積の増加等により製造原
価を圧縮して利幅の確保を図るほか、商談会へ
の参加などによる販路開拓に力を入れている。

○事業計画新商品の売上高
０円(H25) → 23万円(H26)

○雇用者数
１名(H25) → ３名(H26)

○主な原材料生産面積
70ａ(H25） → 80ａ(H26)

○いろいろなイベント等に出展して、
黒ニンニクの知名度アップを図る。

○女性ならではの更なる新商品の開発
○地元で作られた農産物を加工するこ

とで収益性を高め、地域活性化に貢
献する。

【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】

美濃山県元気ファーム（梅田建設株式会社）

≪生産部門≫
・ニンニク

≪加工部門≫
・黒ニンニク

≪販売部門≫
・直売所
・通信販売

加工 商品化

黒ニンニクで、美濃山県を元気にしたい！

消費者

地元生産者

黒にんにく商品

原料供給

売り場の様子 荒廃農地の活用
黒にんにくで
地域活性化

黒にんにくの
知名度アップ
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ブルーベリーを使った商品開発へ挑戦！
建設会社による耕作放棄地を活用した農業への参入

株式会社杉田組

＜事業者の概要＞
・所 在 地：愛知県豊田市
・代 表 者：株式会社 杉田組

代表取締役 杉田 昌巳
・取組内容：ブルーベリーを使った新商品の開発、加工販売
・雇用者数：６名（H26）
・売 上 高：2,290万円（H26)
・http://www.komichi-inabu.jp/blueberry-picking.html

○自社の建設重機を活用し、園地の整備を行う
とともに、ブルーベリーが他の作物と比較して
初期投資が掛からないことに着目した。

○生鮮販売だけでは需要が乏しく、観光農園も開
園時期が限定されることから、６次産業化によ
る付加価値向上を決意した。

○ブルーベリー収穫期しか営業できない観光農園
→加工施設と直売所を整備することにより、収穫

期以外にも集客力を確保した。
○加工設備、加工技術の不足
→補助事業を活用して、加工場を整備した。
補助事業を活用して、有名パティシエからス
イーツの加工技術を習得した。

○少ない加工品の種類と話題性
→女性の目線により、来園者や観光客に受け入れ

られる新商品を開発した。
地元特産の米粉を使用した新商品を開発した。

○加工品の製造販売により、年間を
通じて安定的な収入の確保と雇用
が可能

○来園者数 約1,600人（H25）
○来店者数 約9,100人（H25）

○加工商品の更なる充実を目指す。

○都市部へ積極的な販路拡大を図る。

【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】

＜生産部門＞

・生食用
・加工用

・消費者
・学校給食

土壌にあったブルーベリー
の品種を選定

冷凍倉庫による
原料の周年利用

地産池消の取組
（学校給食）

荒れ果てた農地の再生・保全にもつながるブルーベリー栽培
により建設業の労働力を有効活用したい！

＜加工部門＞

・スイーツ

＜販売部門＞

・直売所

（株）杉田組

【今後の展望】

ブルーベリー ブルーベリーパイ

直売所



○お茶の栽培は気象条件に左右されやすく、安定
した経営が難しいため、６次産業化により付加価
値の向上を決意した。

○健康志向のニーズを捉え、有機ＪＡＳ認証を取得
し、訴求力を高めたお茶に着目した。

○茶園の土壌状態のバラツキによる茶葉の生育不
均衡

→植物性堆肥を施用し、圃場管理を行うことにより、
収穫物の品質を均一にした。

○収穫作業時間の長大化
→収穫機械を導入して労働時間の短縮を図った。

○茶製品価格の低迷
→加工場の有機JAS認証により商品への有機表示

を可能とした。

○栽培面積を拡大して生産量を増やし、
販売先の開拓を行う。

○観光会社とタイアップし、生産圃場・加
工場の見学と地域の観光地を巡るツ
アーを計画する。

○茶以外の取組として、自社製品の「あん
ぽ柿」を使用した新商品の開発を目指
す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 島根県松江市
・代表者 ： 代表取締役 松浦幸一
・取組内容 ： お茶の生産、加工、販売
・売上高 ： 900万円（H26）
・雇用者数 ： ５名（H26）
・ＵＲＬ ： http://e-takarabako.com/taabako.com/

６次産業化の力で自慢のお茶を消費者へ！
人にも環境にも優しい有機ＪＡＳ認証のお茶づくり

有限会社宝箱

○売上高
50万円（H16）→900万円（H26）

○雇用者数
５名（H16）→５名（H26）

○主な原材料生産面積（茶）
0.4ha（H16）→6.2ha（H26）

○農産物の付加価値を高めた有機JAS
マーク入りの番茶、煎茶、紅茶の生産、
販売。

有機ＪＡＳ認証工場

【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】

(有)宝箱

<生産部門>
・加工用

<加工部門>
・有機煎茶
・有機紅茶
・有機番茶 等

<販売部門>
・直売所
・インターネット

有機ＪＡＳ認証を受けた自慢のお茶を飲んでもらいたい！

造園業から発生する
木くずを利用した循環
型の有機農法

衛生面や安全性を厳
重管理したＪＡＳ認証
加工

有機ＪＡＳの認証を受
けたお茶の販売

総合化事業計画認定
による開発商品

・スーパー
・施設売店
・卸小売店
・消費者 等
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○公共事業の減少により、建設業から成長性のあ
る農業へ新規参入した。

○超高齢化社会を考え、えごまに含まれる「オメガ
３脂肪酸」を活用した機能性食品の開発を着想
した。

○鳥獣害対策で栽培していたとうがらしを原料とし
た加工品を「いいもの＆ローカルブランドコレク
ション2008」に出品した。

○えごまの栽培技術が確立されていないことによる
低い単収

→県に品種改良を依頼するとともに、県の指導を受
けて栽培技術の確立に取り組んだ。

○えごまの収穫を汎用コンバインで行うことによる
高い収穫ロス

→えごま専用コンバインの開発をメーカーに依頼し
た。

○県、(株)トマック（出雲市）、（株）奥出雲
中村ファームの３者共同開発による「エ
マルジョン（乳化）方法」で精製した油
脂成分が分離しないえごま油「えがお
いる（自社製品）」を使用した新商品の
開発を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 島根県奥出雲町
・代表者 ： 代表取締役社長 柴田晶夫
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所の運営
・雇用者数 ： 18名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nakamura-farm.jp/

中山間地域「奥出雲ブランド」の確立
～建設業からの農業参入による６次産業化～

株式会社奥出雲中村ファーム

○雇用者数
３名（H18）→18名（H26）

○主な原材料生産面積（えごま）
0.3ha（H18）→21.8ha（H26）

○栽培面積の拡大による耕作放棄地の減
少（農業参入したことにより約40haの耕
作放棄地を解消）

えごま関連商品

【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)奥出雲中村ファーム

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・えごまドレッシング等

（えごま関連商品）
・唐辛子関連商品 等

<販売部門>
・直売所
・インターネット

農業参入により雇用を守り、地域活性化のため「奥出雲」を盛り上げたい！

収量を増加させるた
め、栽培技術と作業
機械を改良

機能性成分や風味を生
かすため、生のまま低温
圧搾、未精製で搾油

古民家を活用した交流
施設で田舎の癒やしを
提供

唐辛子関連商品

島根県（生産技術・商品開発・製造技術等）

加工用 商品

販売

支援

・ＪＡ
・道の駅
・スーパー

等
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○本業の精密機械製造による生産管理と品質管理
システムが菌床椎茸の栽培に応用できることを
着想した。

○従来の原木椎茸と違い、コンテナは天候に左右
されず、労力の軽減から生産コストが抑えられる
ことに着目した。

○規格外品等を用いた加工品の開発と加工所の
準備

→工場の事務所を食品加工所へ改装し、加工品ア
イテムを３種類開発した。

○販売体系の確立と地域ブランドとしての認知度
アップ

→委託販売を中心とした販路開拓を行い、企画提
案型の営業により、知名度の向上を図り、スー
パーとの直接取引を拡大した。

○６次産業化事業体として設立した「(株)
さんまいん」と以下の事業を実施する。

○地域ブランドとしての付加価値向上を
目指し、販路の更なる拡大に取り組む。

○生産性の向上を図るため、菌床の製造
にも取り組み、連携する周辺農家等に
販売する。

○ゼロエミッションを目的とした廃菌床に
よる堆肥化プロジェクトを行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県 美祢市
・代表者 ： 代表取締役 坂本 睦海
・取組内容 ： コンテナを活用した天候に左右されな

い菌床椎茸の安定供給栽培の開発と
新商品の開発・製造・販売

・売上高 ： 約3,200万円（H26）
・雇用者数 ： ７名（H26）パート含む
・ＵＲＬ ： http://www.sunmine.co.jp

コンテナで椎茸！？コンテナ型保冷庫を活用するアイデア
から生まれた菌床栽培の椎茸

株式会社 サンエイ興業

○売上高
約700万円（H24）→約3,200万円（H26）

○雇用者数
２名（H24）→７名（H26）パート含む

○菌床数
12,000菌床（H24）→24,000菌床（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】

生椎茸 辛子麹和え
「ぴりっとさん」

（株）サンエイ興業

コンテナを活用するアイデアから生まれた
見た目がきれいでおいしい菌床椎茸を食べてもらいたい！

コンテナ型保冷庫に
よる安定供給

椎茸の規格外品を
利用

コンテナ保冷庫栽培
により年間を通した
販売

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・からし漬
・麹漬
・乾燥椎茸 等

<販売部門>
・インターネット

加工用 商品

スーパー等

販売

行 政生産技術指導
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○運送業の経営で感じた荷下ろし後のトラックの有
効活用を図りたいという発想から、大隅半島の温
暖な気候をいかした農産物の生産を開始した。

○農産物の高付加価値化と流通の効率化に着目し、
乾燥野菜や飲料、茶葉の加工を着想した。

○生産する野菜を乾燥野菜や飲料等に加工し、他
の事業者と連携して更に加工度の高い商品を開
発。商品の流通は運送業を営むグループ企業が
担当した。

○異業種から参入したため、販路の確保が困難で
あり、会社の認知度が低いため、商談も困難

→全国各地の商談会等へ積極的に参加し、情報
収集を行うとともに、会社のＰＲを行って顧客を
獲得した。

○加工技術を習得するための指導先が不明
→試行錯誤の末に加工技術を独学で習得した。

パッケージデザイン等については専門家へ依頼
した。

○大隅半島の温暖な気候をいかした観光
事業との連携を行う。

○主力商品である機能性食品の開発を重
点的に行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 鹿児島県鹿屋市上高隈町1910-3
・代表者 ： 岡本 孝志
・取組内容 ： 農産物の生産、乾燥野菜・お茶製品・野

菜パウダーの製造販売
・売上高 ： 4億4,280万円（H25）
・雇用者数 ： 17名（パート含む）（H25）
・ＵＲＬ ： http://www.oks.cc/

○売上高
２億3,300万円（H24）

→ ４億4,280万円（H25）
○経営規模（直営農場） ５ ｈａ（H24）

→ 10 ｈａ（H25）
○雇用 常勤 ３名（H24）

→ 常勤 12名、ﾊﾟｰﾄ ５名（H25）
○連携業者等：食品企業との契約も増加

【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】

大隅半島で生産された「薩摩の恵」を全国の食卓へ
流通効率の高い乾燥野菜、飲料等の加工、販売

株式会社オキス（鹿児島県鹿屋市）

契約農家

温暖な大隅半島で生産した農産物を全国各地の食卓へ届けたい！

（株）オキス

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・乾燥野菜
・野菜茶
・調味料 等

<販売部門>
・ネット販売

加工用

・商社
・百貨店
・スーパー
・直売所
・飲食店
・消費者

販売

商品

加工用

温暖な機構である大隅半島
で多様な農産物を生産

付加価値が高く、流通効率
の良い乾燥野菜に着目

商談会への積極的な出展と
商品のストーリー性を表現

乾燥野菜

ごぼうちゃ

生産風景


