
⑥ 農観連携や医福食農連携、
再生可能エネルギーなど新
しい分野の取組





熱、消化液

＜事業者の概要＞

・所在地 ：北海道大樹町
・代表者 ：代表理事組合長 鈴木 正喜
・取組内容 ：家畜ふん尿を活用した発電事業
・売上高 ：13.8億円（H26）
・ＵＲＬ ： http://mint.hokkai.net/~sanei/ 

バイオガスプラントによる一石四鳥の資源活用
（臭気対策、売電収入、熱利用、消化液利用）

農事組合法人サンエイ牧場

○地域の酪農・畜産を継続してゆくには規模拡大
が必須との考えから、地元ＪＡの青年部役員３名
が共同で全国有数の酪農メガファームを設立し
た。生乳事業を中心に肉牛事業も実施している。

○酪農の臭気対策を目的にバイオガスプラントを
建設し、発電事業を開始した。

【取り組むに至った経緯】

○バイオガスプラントの製造コストの削減
→地元農機具メーカー等と共同で既存技術を応用
した発酵槽等の設計を行い、製造コストの低減
を図った。

○プラントの建設資金の調達
→日本政策金融公庫からの融資と自己資金により
プラントを建設した。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○電力会社への売電のほか、自社での
活用や他社への販売を行う。

○消化液の販売を行う。

○コージェネレーションによる野菜・果実
の栽培

○和牛のアジア（中国、ベトナム、台湾）
向け輸出を行う。

【今後の展望】

○売上高
８億円（H20）→ 13.8億円（H26）

○最大糞尿処理数量
120トン/日（成牛約1,600頭分）

○最大発電可能量
6,121キロワット/日

【取組の効果】

バイオガスプラント フリーストール牛舎

（農）サンエイ牧場

<生産部門>

・乳用牛
・肉用牛
・畑作物

<加工部門>

・バイオガス
プラント

地域の農業者等 農機具メーカー

（生乳、肉等）
・ホクレン 等

（電気）
・北海道電力

生乳・素牛・肉

家畜ふん尿

電気

農地引受け プラント共同設計

牛舎への給湯、暖房用に
プラントからの熱を利用

地元の農機具メーカーが有す
る既存のロードヒーティング技
術の応用をはじめ、自社で発
案、工夫した発酵槽等設備の
設計により低コストで整備

バイオガスプラントにより酪農・畜産の悪臭を軽減したい！
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 新潟県新潟市西蒲区
・代表者 ： (有)フジタファーム代表藤田 毅
・取組内容 ： 農畜産物の生産・加工・販売
・売上高 ： 7,500万円（H26）
・雇用者数 ： 10名（H26）
・ＵＲＬ ： http://fujitafarm1866.com/（

○北海道の牧場発アイスクリームのブームなどを
受けて、平成15年にジェラート事業を担う（有）レ
ガーロを設立した。

○自社の牛乳を消費者へ直接販売したいとの思い
から、平成25年に「ミルクカフェ」を新設した。

○乳製品の加工技術やノウハウの不足

→国内外での技術研修に参加したほか、酪農家と
の意見交換等によりノウハウを取得した。

○新規事業（ミルクカフェ）の集客

→マスコミを活用したＰＲのほか､ジェラートショップ
来客者にミルクカフェの宣伝を実施している。

○地域内農業者とも連携しながら、加工
販売品目や体験メニュー等を増やすとと
もに、ミルクカフェを充実させ、年中楽し
める観光農場を目指す。
また、平成28年春に農家レストランを新
設予定。

○売上高
4,200万円（H15）→7,500万円（H26）

○雇用者数
３名（H15）→10名（H26）

○来店者数
約22万人（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】

高品質への追求を起点に耕畜連携を構築
ジェラート店の集客力により観光拠点へ成長

（有）フジタファーム、（有）レガーロ、（株）藤田牧場

（有）フジタファーム

（有）レガーロ
<ジェラート販売>
（ジェラテリア・
レガーロ）

・ジェラート製造・販売
・ミルクカフェ運営事業
牛乳・乳飲料提供

（有）フジタファーム
<酪農部門>
・酪農事業
・チーズ加工事業
・観光農園事業

<販売部門>
産直ショップ
メルカート
・精米販売
・野菜販売 等

（有）米工房いわむろ
<稲作部門>

・水稲栽培
・精米事業

情報提供

地元観光協会
連携・情報共有

情報共有

近隣農家

生鮮野菜

肥料・飼料・堆肥を全て自社
のネットワークの中で生産

地域住民をターゲットに、地元の
食材と自社の牛乳を原料に使用 飼料用作物を酪農部門

で利用

耕畜連携による循環型農業で、安心・安全を求める消費者に訴求する！

精米

情
報
共
有

ジェラート原料

(株)藤田牧場
<農家レストラン部門>

情報共有・食材提供
新潟市国家戦略特区の活用
生産者の顔が見える食の提供

情報共有・食材供給情報共有・食材供給

好評なジェラート

ミルクカフェの全景
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○地域の過疎化・高齢化が深刻化したため、地域
に定住する人を呼び込む取組が必要と考えた。
○まずは小水力発電の導入から始まり、発電した
電力を石徹白地区で休眠中だった農産物加工施
設に供給することにより、事業を再開させて、地域
の魅力作りに取り組んだ。

○地勢や気象条件に適した発電方法の選択
→山間部であり、冬は豪雪地帯という土地柄を生
かし、小水力発電を導入。低コストで安定的な電
力を確保することに成功。

○小水力発電を地域の魅力につながる取組とする
ための方法の模索

→休眠していた農産物加工施設を再稼働させ、地
域の女性の力を借りて新商品を開発。

○小水力発電施設を増設し、農業共同利
用施設等への電力供給を増やすことによ
り、地域の農業経営に貢献。
県・市による発電所 63ＫＷ（Ｈ27年6月稼働）
農協による発電所 116ＫＷ（Ｈ28年6月稼働予定）

○農業経営の安定により、農産物加工品を
充実させ、通年雇用を増やす。

○農村と都市の交流を増やし、石徹白地区
のファン作りを進める。

＜事業者の概要＞
・所在地 ：岐阜県郡上市
・代表者 ：石徹白 隼人
・取組内容 ：再生可能エネルギー、農産物加工
・雇用者数 ：10名（H26）
・売上高 ：596万円（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.itoshiro.net/index.html

「小水力発電による地域作りと農村維持！」
再生可能エネルギ－導入と６次産業化の取組

石徹白（いとしろ）地区地域づくり協議会

○小水力発電で得た電力で再開させた農
産物加工施設で生産された加工品の売
上高

596万円 (H26)

○定住者の増加
Ｈ19年の協議会設立からＨ27年までに
12世帯28名（うち５名誕生）増加した。

【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】

上掛け型水車らせん型水車

とうもろこし

石徹白地区地域づくり協議会

<加工部門>
・とうもろこしボイル粒
・とうもろこし乾燥粒

・道の駅

・岐阜市内
パン屋

小水力発電を活用した農産物加工品の開発

地域の女性の力を発揮して、新商品の開発

地域資源を有効活用

規格外品も農産
物加工へ出荷

販売

販売

電力供給 ＜販売部門＞
カフェ「くくりひめ」

原料供給

<生産部門>

・トウモロコシ

出荷

農産物加工品

機密性○情

報                                  

○○限り 

うわが 

小水力発電
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稲作で発生する廃棄物の籾殻を１００％使用したバイオ
マス燃料の製造・販売と自社生産米を精米・炊飯・調理
加工して販売する「おにぎり店」の出店事業

有限会社福江営農

＜事業者の概要＞
・所 在 地：岐阜県海津市
・担 当 者：有限会社福江営農 後藤 純二
・取組内容：籾殻を活用したバイオマス燃料の製造・販売

自社米を調理加工したおにぎりの製造・販売
・http://www.fukue-einou.jp/index.html

○籾殻活用燃料（モミガライト及びモミ炭郎）を製
造・販売することで、農業廃棄物を新たな収益源
とし、バイオマス燃料の供給による環境保全への
貢献及び製造に係る地域雇用の拡大を図った。
また、自社米の販売及びこれを調理加工して販

売するおにぎり店を展開することにより、米の収
益向上を図ると同時に、店舗で販売する惣菜の原
料となる野菜等を地域農家から調達することで、
地域農業全体の活性化に貢献してきた。

○モミガライト及びモミ炭郎については、籾殻の保
管場所が少ないことと農閑期での生産となるため、
製造期間が限られ、製造量の増加に限界

→籾殻の保管場所と製造人員の確保に努めている。

○売上高（籾殻活用燃料）
53万円(H24) ⇒ 231万円(H26)

○売上高（おにぎり）
0円(H24) ⇒ 966万円(H26)

○雇用者数
14人(H24) ⇒ 17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】

≪生産部門≫
・水稲
・籾殻

≪販売部門≫
(株)福江ｻｰﾋﾞｽ

原料
供給

地域農業全体の活性化！

地域農業の活性化

株式会社福江営農

○籾殻活用燃料については、加工機
械の能力アップ等により農閑期で
の製造量を増加し、受注に対応す
る体制を整備する。

○おにぎりについては、今後も新メ
ニューを開発していく。

≪販売部門≫
彩菜おにぎりnocca

（直売所）彩菜おにぎりｎｏｃｃａ

籾殻活用燃料

≪加工部門≫
・モミガライト
・モミ炭郎

≪加工部門≫
彩菜おにぎりnocca

商品

業
務
用
販
売
店

消
費
者

出荷

販売

農業廃棄物を新たな収入源へ環境保全への貢献・地域雇用の拡大
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○製造設備の整備備の整備

→高性能製造機械を導入した。

○複雑な関係法令等への対応
→専門知識が豊富な知人等に対応を相談した。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 滋賀県東近江市
・代表者 ： 代表取締役 池田 義昭
・取組内容 ： 牧場、ジェラート加工・販売、

農家レストラン、宿泊体験施設
・売上高 ： １億７千万円（H26）
・雇用者数 ： 20名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.ikeboku.com/

http://www.ikeboku.com/

大自然が育んだ本物の味
自家生乳ジェラートで生産者の思いを消費者へ伝える

有限会社池田牧場

○売上高（ジェラート）
3,900万円（H19）→１億円（H26）

○雇用者数（牧場全体）
15名（H19）→20名（H26）

○来場者数（牧場全体）
約7.5万人（H19）→約14万人（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】
○米国での低脂肪アイスのブームを受けて、日本で
も流行ると直感したことから、イタリアに渡りジェ
ラートの製造・販売技術を習得。自社生乳による
各種商品の開発、製造を開始した。

○女性取締役（代表の夫人）の着想により消費者
ニーズ（地産地消、スローフード）を捉え、レストラ
ンや宿泊体験施設の整備を行い、観光エリアを
創設して地域振興にも貢献している。

○近隣施設との連携と地域を巻き込んだ
着地型観光及びフェアツーリズムの視
点で展開を図る。

(有)池田牧場

<レストラン部門>
【香想庵】

・農家レストラン
ジビエ料理
田舎(山里)料理 等

加工用

・レストラン
・道の駅 等

販売ジェラート委託製造

・いちご生産者など
（県内外）

海外での低脂肪アイスブーム
が日本に波及することを予想

生乳の生産調整にともなう
余剰生乳の活用策を模索

酪農家として美味しい牛乳を通じて消費者とつながり、生産者の思いを伝えたい！

ジェラート工房【香想】

<加工・販売部門>
【香想】

・ジェラート 約３０種

<生産部門>
【池田牧場】

・生乳用

・加工用

<宿泊体験施設>
【あいきょうの森】

・バンガロー
・体験教室
（料理・木工等）

・林間散策 等
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○障がい者雇用の促進を図るため、平成18年12月
に会社を設立し、農業生産法人の認可（平成19
年１月）、操業開始（同年10月）を経て、平成20 
年3月にコクヨ（株）の特例子会社として認定され
る。

○水耕栽培で生産するサラダほうれん草の付加価
値向上を図るため、レトルトスープ等の加工事業
を着想した。

○消費者の食生活改善意識と実際の食習慣の
ギャップ

→コクヨ健康管理室や他の事業者と連携し、そこで
得た意見を参考にして、無理なく一定程度の野
菜摂取が可能となるコンセプトで商品開発を実
施した。

○高価でも商品を購入したいという客層への販路
拡大

→コクヨ本社等の社員食堂でテストマーケティング
を実施した。

○生活習慣改善の食事指導と関連させな
がら、社員食堂等で販売を行う。

○福祉施設向けに介護食としての販売を
検討する。

○障がい者を雇用する農園とネットワーク
を構築し、物流や商品を共同運用・開発
する事で、課題克服と規模拡大を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 大阪府泉南市
・代表者 ： 代表取締役社長 黒田英彦
・取組内容 ： 農産物の水耕栽培、加工、販売
・売上高 ： 8,500万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員19名（H26）
・ＵＲＬ ： http:// www.kokuyo.co.jp/heartland/

障がい者が主人公となり農業の可能性へチャレンジ！

水耕栽培で生産するサラダほうれん草等の６次産業化
ハートランド株式会社

○売上高
5,300万円（H23）→ 8,500万円（H26）

○雇用者数
16名（H23）→19名（H26）

○障がい者雇用促進
自社及び協力農場で積極的に障がい者
の雇用促進に寄与
施設見学の実施

平成19年以降、累計約3,300名
福祉施設７箇所から作業支援受（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】

<生産部門>
・生食用
・加工用

<企画部門>
・レトルトスープ
・乾燥スープ
・焼き菓子 等

<販売部門>
・卸売
・マーケティング

加工用 商品

認知度は低いものの食感が良く、生でも食べられるサラダほうれん草で
無理なく野菜を摂取して食生活を改善してほしい！

24時間コンピューター管理の
水耕栽培により安定した生産

コクヨ健康管理室の意見を
踏まえた商品開発・製造

本社社員食堂にてテス
トマーケティングを実施

ハートランド（株）

・スーパー、百貨店
・コクヨ社員食堂
・特例子会社
・福祉施設

等

食品メーカー
・商品開発支援
・製造委託加工

コクヨ健康管理室
・商品コンセプト

販売

ハートランドスタッフ

ハピアスミネストローネ



○姫路城改修後の公開とスマートインターチェンジ
の開設計画を新たな地域活性化のチャンスと考
えて、体験型メニューを提供する施設を整備した。

○観光事業を取り組む上で、菓子製造業者との連
携を有効な手段として考えた。

○農作業体験の受入に必要な農園環境の整備

→農薬低減の機器設置、環境や安全性に配慮し、
生物的防除・耕種的防除を組み合わせて管理す
るIPM農法を実践した。

○イチゴの保存、加工とロス率の低減方法。

→イチゴの冷凍保存により、ロス率の低減を図ると
ともに、アイス製造メーカーと連携して加工に取り
組んだ。

○農産物を利用したスイーツを開発する。

○年間を通した体験型農業プランを企画
する。

○直売所を中心とした新たな物流方法を
構築する。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 兵庫県姫路市
・代表者 ： 取締役 衣笠愛之
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所
・売上高 ： 7,500万円（H25）（イチゴ、直売所）
・雇用者数 ： ８名（H25）（イチゴ、直売所）
・ＵＲＬ ： http://www.y-yumekoubou.net/

両手いっぱいの感農体験
ゆめさき苺のもぎとり体験とスイーツカフェ

有限会社夢前夢工房

○イチゴ栽培面積
0.14a（H23）→33a（H25）

○雇用者数（パート含む）（イチゴ、直売所）
０名（H23）→８名（H25）

○来場者数
80人（H23）→5,000人（H25）

○売上高（イチゴ、直売所）
20万円（H23）→7,500万円（H25）

直売施設
「夢街道farm67」

【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）夢前夢工房

<生産部門>

米
大豆・小豆
野菜

<加工部門>
地元菓子製造企業と連
携し、「ゆめさき苺」や米
等を使ったスイーツメ
ニュー

<販売部門>

・農産物直売所
「夢街道farm67」
・スイーツメニューを
提供するカフェ

地域が密着して、これからの担い手となる若い農業者を応援したい！

安心安全ニーズへ対応する
無農薬・無化学肥料栽培

ゆめさき苺を使った
スイーツ

製造は食品加工のプロと連携

加工品 商品開発

体験～飲食～土産で利用
客の滞在時間を延ばす 旬野菜等直売

地元農家グループ 「farm67」
野菜・米等

<ゆめさき苺ハウス>

いちごもぎ取り
体験
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○地域づくりの延長線上で、地産地消、地域交流
の場として、農業者を中心とした地元住民の出
資により、平成11年に直売所「きてら」を設立。

○農業者や商工業者など支援者からの出資により、
地元の廃校舎を改装し、平成20年にグリーン
ツーリズム施設「秋津野ガルテン」をオープン。

○事業内容ごとに住民出資による法人を設立し、
補助金だけに頼らない地域づくりを進めている。

○売上げの伸び悩み
→地域住民の意見を取り入れ、地元特産のみかん、
季節の果樹や加工品を詰め合わせた「きてら
セット」を企画し、売上げを伸ばした。

○新商品の開発
→「俺ん家ジュース倶楽部」を立ち上げて、加工商
品の製造・販売を始めた。

○都市と農村の交流
→「秋津野ガルテン」を核として地域一丸となり、グ
リーンツーリズムに取り組んでいる。

○地域資源をフルに活用した新しい直売
所のスタイルを築き、直売所の機能強
化を図る。

○消費者との交流をより深めたグリーン
ツーリズム事業を推進し、農商工連携
による農村の６次産業化の推進を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県田辺市
・代表者 ： 代表取締役社長 森山 薫博
・取組内容 ： 直売事業、農産物の加工事業、体験型

農業、グリーンツーリズム事業
・売上高 ： １億5,000万円（H26）
・雇用者数 ： 30名（パート含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.kiteraga.com/

地域の資源、人材をフル活用して秋津野を盛り上げたい！
農業者を中心に地域住民が一丸となった６次産業化の取組

農業法人株式会社きてら

○売上高
1,050万円（H11）→１億5,000万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
５名（H11）→30名（H26）

○年間交流人口
約12万5,000人（H26）

直売所「きてら」

【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】

株式会社きてら

<生産部門>
（出資者）
・柑橘類 等

<加工部門>

（俺ん家ジュース倶楽
部）
・ジュース 等

<販売部門>
・直売所
・インターネット
・農家レストラン

地域の資源、人材をフル活用し、大好きな秋津野を活性化！

柑橘類の供給が途切れないよ
う、ニーズを先取りした多品種
生産

直売所ジュースサーバーで
の製造・販売で、消費者の反
応を確かめてから設備投資

ギフト需要にマッチさせるべく、
歳暮用に地域の特産品を詰
め合わせ

グリーンツーリズム施設
「秋津野ガルテン」

グリーンツーリズム
施設
「秋津野ガルテン」

廃校を活用した宿泊施設、
農家レストランと連携し、集
客等の相乗効果

加工用 商品
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○地元の人工透析医療機関から地元産食材にこ
だわったおいしい医療食供給の要請を受けた。

○タンパク質や塩分を制限する食事療法の重要性
から低グルテリン米の生産を開始した。

○患者の家族にもおいしく食べてもらうため、健康
食を提供する古民家レストランを開設した。

○「低グルテリン米」の品種の選定と生産計画
→県の支援により食味の良い低グルテリン米を育
成、それらの米をブレンドし「さとに医食同源米」
として商標登録した。

○医療食、健康食メニューの検討と提供方法
→専門医や管理栄養士、調理師と連携してメ
ニュー開発を行い、古民家レストラン等で提供し
た。

○「農・医・福祉連携のむらづくり」の担い
手として、地域の活性化を推進する。

○地域の農家とも連携して、自社ブランド
化、医療給食・健康食の開発、古民家
レストランの活用を通して食育の普及、
地域一体型6次産業化の確立を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：鳥取県鳥取市
・代表者 ：代表取締役 太田義教
・取組内容 ：農産物の生産、加工、直売所、古民家レ

ストラン運営のほか、医療給食の提供
・売上高 ：6,500万円（H26）
・雇用者数 ：22名（H26）（パートを含む）
・ＵＲＬ ：http://satoni.jp/

農業と医療が連携した低グルテリン米の里づくり
～古民家レストランでの健康食の提供～

株式会社さとに医食同源

○売上高
2,900万円（H23）→6,500万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
７名（H23）→22名（H26）

○主な原材料生産面積（低グルテリン米）
24.5a（H23）→190a（H27）

地域の担い手、エコファー
マーとして実践する農業

【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）さとに医食同源

<生産部門>
・低グルテリン米
・白ねぎ等野菜

<加工部門>
・健康食料理
・医療給食

<販売部門>
・直売所
・古民家レストラン

農業と医療が連携した里づくり
健康食を患者以外の家族にもおいしく食べて欲しい！

安定的な生産確保のため
近隣農地を集積し法人化

家庭料理のような手作りで美味
しいバランスの取れたメニュー

古民家の活用で落ち着いた
雰囲気の中で料理を提供

古民家レストラン
さとに「千両」の料理

地元生産者

米以外の
農産物の提供

専門医

管理栄養士
調理師

メニュー開発

中嶋米穀

精米加工・販売

病院
介護施設

給食サービス

消費者
患者以外の家族

販売・提供
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○水増集落の住民は、歴史ある集落や土地を自分
たちの手で守っていきたいとの思いを抱きつつも、
高齢化により集落の存続もおぼつかなく、共有地
の管理も難しくなっていた。
○共有地の有効活用を模索する中、熊本県が募集
する太陽光発電用地として立候補した。
○メガソーラー設置を希望する事業者のなかで、地
域再生の提案を行ったテイクエナジーコーポレー
ション（株）を誘致し、集落再生へと取り組みはじ
めた。

○集落で管理していた土地でソーラー事業を行い
たいが、自ら設置することが困難

→県のマッチング事業で民間企業によるメガソー
ラー事業を実施することができた。

○新たな取組に対する住民の合意形成
→住民にとっては第三者であるテイクエナジーコー
ポレーション(株)が緩衝役として客観的で丁寧な
説明に努めることで集落の合意形成に貢献した。

○土地の賃借料、売電収益の一部の活用方法の
模索

→地域再生のプランとして、農産物のブランド化や
農産物加工、農村カフェの建設などをテイクエナ
ジーコーポレーション（株）が提案し、これを実施
することにした。

○集落で生産した農林水産物のブランド
化や加工品の開発販売、ヤギ牧場、古
民家を活用した農村カフェ、空き家を利
用した宿泊施設の運営など、ソーラー
パークを拠点として集落住民と発電事業
者が協力して取組を進める予定。
○その結果、集落の雇用を生み出して地
域活性化を図り移住者を呼び込みたい。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 熊本県上益城郡山都町島木水増集落
・代表者 ： 荒木 和久
・取組内容 ： 農産物の生産・加工、農村カフェ
・構成員数 ： 水増集落18名、テイク社２名
・ＵＲＬ ： http://mizumasari-solarpark.com/

太陽光発電の売電収入を活用した農村集落の再生
～再エネをきっかけに幸せ実感日本一の集落へ～

水増（みずまさり）集落

【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】

○ソーラーパーク管理組合を設置したこと
で雇用の創出を予定。
○集落の財政基盤が強化されると同時に、
住民全体で新たな取組を行うことによっ
て、高齢化が進む集落に活力が生まれ、
心豊かに活き活きとしてきた。
○800年の歴史といわれる集落の一体感
が更に高まった。

水増集落

<生産部門>
・棚田米ブランド化

・八天狗（在来種の
大豆）の生産

発電事業者

テイクエナジーコーポレー
ション（株）

再生可能エネルギーを中心に地域の活性化
土地の賃借料、売電収益の一部を地域に還元
地域再生に向けた各種取組を提案

水増ソーラー
パーク管理組合

ソーラー事業の収益を活用し
各種取組を展開予定窓口となる任意団体

マーケティング包括協定

<加工等部門>
・農村カフェ

・集落で生産する
農産物を活用した
加工品
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○単なる食材供給基地ではなく、地域活性化に貢
献するテーマパークとすべく、農業生産・手作り
工房・直売所＆カフェ・総合的な教育ファームで
農業の６次産業化に取り組む。

○県産の小麦、大豆、柑橘などを使ったパン、豆腐、
ジャム等の加工製造により、地産地消を喚起し
つつ経営の安定を図る。

○沖縄の土地・気象条件に合った大豆の育種が行
われておらず栽培技術が未確立

→沖縄の土地・気象条件に合った品種を選定し、
栽培技術の蓄積を図るとともに、植え付け時期
をさらに早める等の工夫を行った。

○新たな商品を製造、販売するための人材の育成
と確保

→沖縄県の事業（健康サポートプログラム）により、
人材の育成と確保を図った。

○県内外への販売を強化する。

○農場の運営、農産物の収穫体験及び
加工体験により、宿泊施設を活用した
総合的な体験型ファームへの移行を図
る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県今帰仁村
・代表者 ：代表取締役 伊志嶺勲
・取組内容 ：有機無農薬野菜の栽培、廃校を活用した

総合体験型ファームの運営
・売上高 ： 1億7千万円（H26）
・雇用者数 ： 33名（H26）
・ＵＲＬ ： http://happy-aiaifarm.com/

総合体験型ファームで沖縄の活性化にチャレンジ

農業生産法人株式会社あいあいファーム

○売上高
256万円（H22）→1億7千万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
4名（H22）→33名（H26）

○栽培面積
14a（H22）→830a（H26）

農業体験

【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】

廃校を改装した施設と
体験農場

商品開発・
製造技術支援

(株)あいあいファーム

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・ジャム・ジュース
・パン ・豆腐
・豆乳アイス 等

<販売部門>
・直売所
・レストラン
・宿泊施設加工用

県内小麦、大
豆生産農家

連携・
原料確保

・生協
・道の駅
・直売所

等

販売

商品

親会社
飲食店

販売･農産物出荷

<食育体験ファーム部門>

・収穫体験 ・加工体験 ・宿泊体験

「健康はおいしい」を掲げ、６次産業化で沖縄を活性化したい！

生産した有機無農薬野菜を
グループ会社の飲食店で使用

県産材料使用で
地産地消需要に対応

体験プログラムを絡めた
ツーリズムで施設の集客を図る

生食用
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○伝統的島野菜であるクワンソウを栽培し、葉や茎
を野菜として販売するとともに、従来から睡眠改
善効果があるといわれ、研究が進められている
その機能性に着目して乾燥葉（一次加工品）を
製造し、流通業者を通して県外の製薬会社へ販
売を開始した。

○付加価値を高めるため、クワンソウの機能性を
いかした多様な商品の開発

→クワンソウの花や茎、葉粉末を混ぜ込んだス
イーツの開発を行うとともに、新規作物としてドラ
ゴンフルーツ、カボチャを導入して、ジェラートや
チップス等の商品を開発する予定である。

○「クワンソウ花摘み体験」の来園者の増
加を図る。

○観光土産品としてクワンソウを利用した
スイーツ等の開発を行う。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県今帰仁村
・代表者 ：代表取締役 座間味久美子
・取組内容 ：クワンソウの機能性を活かした多様な

商品の開発、花摘み体験ツアー
・売上高 ： 2,300万円（H26）
・雇用者数 ： 5名（H26）
・ＵＲＬ ： http://zamamifarm.com/index.html

女性パワーでみんなをぐっすり！
沖縄の伝統的島野菜の機能性に着目した取組

農業生産法人株式会社今帰仁ざまみファーム

○売上高
1,500万円（H23）→2,300万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
３名（H23）→５名（H26）

○栽培面積
165a（H23）→198a（H26）

○来客数
2,000人（H23）→2,300人（H25）

クワンソウ関連商品

【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】

クワンソウ花摘み体験

(株)今帰仁ざまみファーム

クワンソウの睡眠改善効果で睡眠不足の女性の悩みを解決したい！

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・乾燥葉
・ジェラート
・ゼリー 等

<販売部門>
・自社直売所
・卸売り

クワンソウ
花摘み体験

睡眠改善効果が期待されるこ
とから、加工原材料向けに
生産を拡大

製薬会社へ販売するため
の一次加工（乾燥葉）

体験型観光事業により
共感を醸成しつつ、来
園者へ販売

・道の駅
・直売所
・製造業者
・ホテル 等

流通業者を通じ販売

・製薬会社

商品加工用

・食品メーカー
・印刷会社

・バス会社

観光ツアーの
企画・運営

商品開発・
製造技術支援

安眠を期待す
る消費者を
中心に販売

生食用


