
⑧ 女性による取組





○持続可能な、食べ物を自給する暮らしを目指して
新規就農した。

○平成９年、子供たちが安心して食べられる卵づく
りを目指し、鶏の餌にこだわった卵の生産をス
タートした。

○採れたての卵や地元の食材を味わってもらいた
い、卵を食べてくれる人と直接話がしたい、という
想いからカフェレストランの開業を構想した。

○女性に受け入れられるカフェレストランの看板メ
ニュー等の開発

→代表の妻が自らの家庭料理をベースにしたオム
ライス等の看板メニューを開発した。

→焼菓子等にかわいらしいパッケージデザインを
採用して女性ファンを拡大した。

○来客数が大きく減少する冬季の集客
→冬季に、カフェレストランでの映画上映会等のイ

ベント開催、スローフード運動への参加等を積
極的に行い、自分達の想いを消費者に伝えるこ
とで、口コミにより来客数が増加した。

○地域ぐるみで農村の豊かさや食の魅力
を発信するため、東川町の道の駅で「東
川セット」（東川町産の米、卵、加工品等
のセット）などの販売を予定。

○平成27年から飼料用米の生産を開始。
今後は、餌に占める自家産飼料用米の
割合を拡大させて、これまで以上に餌に
こだわった卵を生産したい。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道上川郡東川町
・代表者 ： 代表 新田 由憲
・取組内容 ： 養鶏・稲作経営、カフェレストラン経営、

卵販売、プリン・焼菓子販売
・雇用者数 ： １名（H25）
・ＵＲＬ ： http://blog.goo.ne.jp/miyuki_rera

子供たちに安全・安心な食べ物を！母親の想いをカフェレス
トランに込めて ～こだわりの卵から生まれた６次産業化～

ファーム・レラ / ファーマーズ・カフェ風土

○売上高
カフェレストランの経営開始後、約1．8倍
に増加

○飼養羽数（採卵鶏）
400羽（H17）→800羽（H27）

ファーマーズ・カフェ風土

【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】

ファーム・レラ、ファーマーズ・カフェ風土

<生産部門>
・卵
・飼料用米

<加工部門>
・オムライス
・プリン
・焼菓子 等

<販売部門>
・直売
・カフェレストラン

こだわりの卵を通して、農村の豊かさ・食の魅力を発信したい！

北海道産のくず米、魚粉、
おからなど、素性の分かる
餌にこだわった卵を生産

こだわりの卵を使い、
母の味を基本にした
家庭料理

卵、焼菓子の直売、
カフェレストランでの
料理の提供

カフェレストランで
提供しているオムライス

・道の駅
販売
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○同社は少量多品目の有機農産物の栽培に取組
み、有機農産物を使用した加工・販売に積極的
に取り組んでいる。

○加工品の売上げが伸び悩んでいた平成21年に、
前職で自動車販売の営業や事務を経験してい
た代表取締役の妻が加工品の営業担当に就任
した。

○有機農産物の主な購買層である女性を惹きつけ
るためのブランドイメージ向上

→希少性の高い商品の開発、パッケージデザイン
の工夫等により高級路線を追求した。

→新聞、雑誌等の取材に対し、生産・加工現場を
積極的に公開することで多くのメディアに取り上
げられ、ブランドイメージの向上、販路拡大につ
なげた。

○女性目線での新商品の開発
→代表取締役の妻の発案により、女性向けのニッ

チなマーケットを狙ったドッグフード、干しいもを
開発し、同社の看板商品に成長させた。

○今後、代表取締役の妻を役員に登用す
るとともに女性従業員（現在３名）を増
員し、女性購買層に訴える新商品の開
発を加速化したい。

○輸出などの販路拡大に取り組む。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 北海道石狩郡新篠津村
・代表者 ： 代表取締役 大塚 裕樹
・取組内容 ： 有機農産物の生産・加工・販売
・売上高 ： 1億700万円（H26）
・雇用者数 ： 21名（臨時雇用者含む）（H26）
・ＵＲＬ ： http://otsukafarm.com/

夫婦二人三脚で有機農産物の付加価値向上に成功！
女性の活躍により、さらなる６次産業化を展開

有限会社大塚ファーム

○売上高
5,930万円（H21）→ 1億700万円（H26）

○雇用者数（臨時雇用者含む）
８名（H21）→ 21名（H26）

○主な原材料生産面積
サツマイモ 20a（H21）→150a（H26）
かぼちゃ 40a（H21）→86a（H26）

有機野菜を練りこんだ
ドッグフード

【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)大塚ファーム

<加工部門>
・干しいも
・ドッグフード
・スープ等

<販売部門>
・インターネット
・直売

少量多品目の有機農産物と継続的な新商品の開発により、
さらなる経営発展を目指す！

少量多品目の有機農
産物を生産

<生産部門>
・野菜（有機栽培）
・米

継続的な新商品の
開発

ブランドイメージを向上さ
せ、高級路線を追求

有機ほし甘いも

・情熱ファーム北海道（※）
・道の駅
・レストラン
・ペットショップ
・百貨店、生協、スーパー等

※大塚ファームを含めた複数
農業法人が新千歳空港内
に出店したアンテナショップ

製造委託

・食品メーカー

販売

商品開発支援
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○規格外農産物等の安定的な販路の確保、地域住
民の交流の場づくりによる地域活性化を目的に、
想いを同じくした地域の女性が中心となって平成
17年に立ち上げた。

○地域ブランド化されているスイートコーン「嶽（だ
け）きみ」のオーナー制度を手始めに、農産物直
売、地元食材を活用したレストラン等に事業を拡
大した。

○知名度が低く、弱い集客力
→女性の感性を活かしたコンサート、料理教室等の

イベントやメディアを使い、情報を発信した。

○嶽きみを使ったスイーツ、ドレッシング、焼酎等の
ANEKKOオリジナル商品の加工手段の確保

→女性の視点で商品を企画するとともに、製造委託
先の地元企業と相談し、商品を開発した。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 青森県弘前市
・代表者 ： 代表取締役 村上 美栄子
・取組内容 ： 農産物直売所、レストラン、市民農園、

収穫体験観光りんご園運営
・売上高 ： ２億2,200万円（H26）
・雇用者数 ： 正社員16名（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.anekko.jp/

市民と農家の交流の場から地域活性化！
女性を核とした地域密着型の企業

農業生産法人 有限会社ＡＮＥＫＫＯ（アネッコ）

嶽きみ加工品（焼酎、ロール
ケーキ、ドレッシング等）

【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】

○県外への販売を強化する。

○りんごを使った新しいオリジナル商品を
開発する。

【今後の展望】

○売上高
１億1,500万円（H19）→２億2,200万円（H26）

○雇用者数（正社員）
12名（H19）→16名（H26）

○直売への参加農家数
136名（H19）→146名（H26）

○来客者数
117千人（H19）→203千人（H26）

〇地産地消を目指し、地元食材を使った事
業及び商品開発を行ったことでお客様へ
の認知度が高まり、来客数と売上げが増
加。

【取組の効果】

有限会社ＡＮＥＫＫＯ

<直売・レストラン部門>
・直売所
・レストラン

市民と農家の交流の場から地域活性化！

嶽きみの提供

女性の視点・感性を活かしな
がら、製造委託先と相談しオ
リジナル商品を開発

直売所「野市里（のいちご）」
兼レストラン「こざくら」

工芸品体験やイベント等を行い、
観光客・地域住民と交流

バイヤー

（プレミアム
商品）

販路拡大

県外

インターネット通販販売

農家

<生産部門>
・りんご

交流や情報発信しながら販路を拡大

地元農家が直売
に多数参加

<加工部門>
・ドレッシング
・スイーツ
・焼酎等

りんごの収穫体験を
通じた交流
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＜事業者の概要＞

・所在地 ： 秋田県秋田市

・代表者 ： 代表 高橋 ますみ

・取組内容 ： 農産物の加工・販売

・売上高 ： －

・雇用者数 ： －

・メール ： anekomachi35@gmail.com

“女子力全開” で地域の農業を盛り上げる！

Ａｎｅ Ｋｏｍａｃｈｉ（アネコマチ）

○加工や交流に取り組みたいと考えていた女性農
業者が、秋田市の６次産業化地域リーダー育成事
業等を介して知り合い、情報交換や相談等の場を
作ろうと、平成26年12月に活動を開始した。

○グループで加工の研修や商品作り、イベント参加
等を重ね、６次産業化の実現に取り組んでいる。

【取り組むに至った経緯】

○メンバーの各々の農作業で忙しく、グループの活
動時間の確保に苦慮

→家族の理解と協力を得て、活動時間を確保してい
る。

○グループとして菓子等の加工・販売を行う体制の
確立

→若い女性ならではの発想ときめ細かさで、花見弁
当をつくってイベントで販売したり、地方自治体の
施設を活用して菓子の試作品を作る等により、体
制作りに取り組んでいる。

【取り組む際に生じた課題と対応方法】

○農産物の生産・加工・販売を事業として
展開する。

○そのために、自前の加工所や販売拠点、
農家カフェを整備し、生産した農産物を菓
子や惣菜等に加工して販売する。

○Ane Komachiイコール秋田の女性農業者
というイメージを根付かせ、全国へ秋田
の農産物や加工品等のPRを行う。

【今後の展望】

○キッシュ等の菓子を開発してイベント等
で販売する等の取組が地域に浸透し、メ
ンバーも５人（H26)→７人（H27)に拡大。

○グループでの取組を通じた加工・販売の
ノウハウ等の蓄積により、メンバー自ら
も加工・販売を実現（２名）。

【取組の効果】

農業法人

地方自治体

＜加工・販売＞
・キッシュ、シフォンケーキ、

クッキー等

連携

産地にこだわり、安全な野菜を使って作る農産物加工品を
全国に販売したい！

消費者

食育イベントなど連携

Ane Komachi

加工研修室の利用、研修等の
支援

＜生産＞
・米、野菜

米、野菜をメン
バー各自が生産

商品化に向け試作中の「キッ
シュ」（フランス料理の一種）

Ａｎｅ Ｋｏｍａｃｈｉのメンバー

イベント等への出店

加工用

メンバーがアイデアを出し
あって商品を開発
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○信州の伝統野菜である、牧大根を継承していくた
めに、平成23年３月にJAあづみ女性部西穂高
支部から、「牧大根プロジェクト」を発足。

○農家の収益向上、地域農業の活性化、牧大根の
伝承を目的に、生産・加工・販売を行うプロジェク
トとして６次産業化に取り組む。

○食べきりサイズが欲しいという消費者ニーズを受
け、大根の大きさを小ぶりなものへシフト

→生産部門において、播種時期を遅らせ、おろ抜き
間隔を狭めるなどして調整した。

○部員の高齢化（平均年齢70歳）
→女性のネットワーク（地域交流、広報活動）を生

かし、新規部員を募っている。

○力仕事への対応
→トラクター作業、大根運搬などに男性の応援を受

けている。

○安曇野市の「牧大根形質固定化採種
事業」（原形の統一と伝統継承のため、
原種の生産・無料配布）に参加し、自
らの原材料生産に活用する。

○ＪＡあづみが新たに建設している大規
模直売所（平成28年5月完成予定）で
販売予定。

○伝統の継承や地域への貢献など、同じ
目的を持った仲間が集まり、仕事に生
き甲斐を感じている。今後も女性なら
ではの視点を生かして取り組んでいく。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県安曇野市
・代表者 ： 委員長 降籏 房子
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売
・部員数 ： 女性25名
・ＴＥＬ ： 0263-82-3105

（ＪＡあづみ西穂高支所）

信州の伝統野菜である牧大根を次世代へ伝承するととも
に、地域農業の活性化への取組

JAあづみ女性部西穂高支部牧大根プロジェクト

○売上高
（H22→H26） 200％UP
部員の時給が50％UP

○主な原材料生産量（牧大根）
3.2t（H22）→ 3.0t（H26）

※小ぶり生産のため生産量は減少したが、
製造パック数の増加により売上増

【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】

・イベント販売
・ＪＡファームみどりの店
・ＪＡあづみ穂高農産物直売所
・ファミリーマートＪＡあづみ烏川店 等

牧大根プロジェクトメンバー 左から、醤油漬け・粕漬け・ぬか漬け

JAあづみ女性部西穂高支部
牧大根プロジェクト

<生産部門>
・牧大根
・本瓜
・大梅 等

<加工部門>
・ぬか漬け
・粕漬け
・しょうゆ漬け
・梅漬け 等

地域農業を支える女性農業者の活性化！

加 工
販 売

伝統の味を再現 ＪＡと連携し販路開拓牧大根の原種を播種
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○当初は地域の女性会員とする任意団体。会員が
生産する農産物の規格外品の有効利用するこ
とにより農家の所得向上を図るため、新たな商
品開発に取り組んだ。

○特に、地元特産の農産物を利用した加工品の開
発に対する地域の期待があったため、ねずみ大
根の加工品を中心として取り組むこととなった。

○事業の本格化に伴って株式会社に移行。かつて
の会員は、社員やパートとして活躍している。

○営業力・資金不足により進まぬ販路の拡大
→ネットでの委託販売を開始。また、地元企業が株

主へ配布する記念品に採用してもらうことにより、
安定供給先を確保した。

○ねずみ大根の常温保存が難しく、通年
加工が困難。特に年間を通じて食べら
れる郷土食「おしぼりうどん」の絞り汁
には生のねずみ大根が必要となるため、
大型冷蔵庫の導入を検討中。

○ねずみ大根のみならず、多様な商品開
発を進めるとともに、高品質化に取り組
む。

○加工品と地域の観光資源とを組み合わ
せることにより地域全体の活性化に貢
献。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 長野県坂城町
・代表者 ： 代表取締役 西澤 てる
・取組内容 ： 農産物の加工・直売
・売上高 ： 3,700万円（H27）
・雇用者数 ： 21名（非常勤含む）（H27）
・ＵＲＬ ： http://aji-lodge.com

地元の「おばちゃん」たちがつくる
安心な町特産の伝統野菜による新商品

味ロッジ株式会社

○売上高
3,000万円（H23）→3,700万円（H27）

○雇用者数
20名（H24）

→21名（非常勤含む）（H27）

ねずみ大根

【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】

各商品

味ロッジのみなさん

味ロッジ株式会社

<生産部門>

・生食用

・加工用

<加工部門>

・ねずみ大根ドレッ
シング
切り干し大根等
・アプリコットソース

<販売部門>
・直売所
・卸販売
・食堂

・インター
ネット

一部商品外注加工

・直営店
・地元企業
・食堂
・通販 等

販売

ふるさとの味をたいせつに
地域の農産加工によせる期待に応えたい！

地域特産のねずみ大根等、栽培から出る
規格外品等の利用

味の改良や商品を使
用したレシピの研究
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○平成２年に有限会社を設立し、稲作と畑作の複
合経営に取り組む。冬場の雇用対策としてさつ
まいもの加工を開始した。

○平成22年にさつまいもスイーツ加工場を建設し、
６次産業化の取組を強化した。

○消費者ニーズにあわせた商品開発
→大学時代からさつまいも加工を研究テーマとして

いた専務（女性）の発案により４名の女性従業員
が中心となってプリン等の商品開発を行った。

○開発した商品ごとにふさわしい加工適性を備え
たさつまいもの種類がこ異なること

→さつまいもの品種を色や肉質の異なる５種類に
増やして栽培している。

○リピーターの獲得
→学校と連携した農業体験、収穫体験ツアー等を

企画し、「農園ビギンブランド」をアピールしてい
る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 新潟県小千谷市坪野
・代表者 ： 代表取締役 南雲信幸
・取組内容 ： 農産物の生産・加工・販売
・売上高 ： 7,100万円（H26）
・雇用者数 ： ７名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.nouenbigin.jp/

女性従業員が中心となった自社産さつまいもを利用した新
たなスイーツ等の商品開発及び販路拡大事業

有限会社 農園ビギン

○売上高
6,600万円（H25）→7,100万円（H26）

○雇用者数
２名（H17）→７名（H26）

○主な原材料生産面積（さつまいも）
0.3ha（H17）→0.8ha（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】

○スイーツだけでなく、米や旬の野菜を定
期的に届ける会員制の頒布会システ
ムによる更なるファンの拡大を図る。

○地場産の食材を使った魅力的な商品開
発による地元への集客・活性化を目指
す。

○農業体験や農業受入研修を通じた農業
後継者の育成に取り組む。

【今後の展望】

【取組の効果】

（有）農園ビギン

<生産部門>
・生食用
・加工用

<加工部門>
・各種スイーツ
・業務用ペースト

等

<販売部門>
・インターネット
・青果出荷

さつまいも供給

・飲食店
・学校給食
・生協 等

販売

スィーツ供給

消費者

収穫体験ツアー

小・中・大学等

農業体験・農業研修生の受け入れ

普及センター

商品開発・製造技術支援

にいがた産業創造機構

販路開拓支援

消費者

ネット販売

自社産野菜供給

私たちが作ってますさつまいもプリン

農家だから作れる、農家しか作れないお菓子を通じて、美味しい笑顔を育てたい！

女性発案、女性中心の
スイーツ開発

農業体験、収穫体験を行うこと
で、「農園ビギンブランド」をPR

加工適性の相違に注目し、様々
な色、肉質のさつまいもを栽培
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○平成21年、漁協の女性有志が、へしこと呼ばれ、
越廼地区に伝統的に引き継がれている「魚のぬ
かづけ」の商品化への取組を開始した。

○平成23年には、今まで利用されてこなかった資
源（未利用資源）の商品化に取り組むとともに、
商品を「越廼漁協ブランド」として確立していくた
め、越廼漁協女性部有志による「越廼漁協ぬか
ちゃんグループ」を設立した。

○ 漁獲量の減少による所得の減少
→ 未利用資源の魚を活用することに着目し、新商

品の開発を行った。
○ 既存の商品のブラッシュアップ
→ これまで、魚１匹丸ごとを真空パックで販売して

いたが、マーケティング調査等に基づき、老若男
女全ての人が手軽に購入できる商品となるよう、
内容量の調整及びパッケージの見直しを行った。

○ 「ぬかづけ」は、パッケージデザイン等
商品のリニューアルに取り組み、首都
圏を中心とした委託販売や贈答品へ展
開。

○ 「アカモク」の特徴を生かした料理やレ
シピを開発し、販売促進を図る。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福井県福井市茱崎町14-32
・代表者 ： 代表理事組合長 北﨑 壽男
・取組内容 ： 糠漬け製品を中心とした加工生産
・売上高 ： 650万円（H26）
・構成員 ： ５名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www4.fctv.ne.jp/~kamomegg/

豊かな海と女性の力で越廼の伝統料理を発信
発酵食品「へしこ（ぬか漬け）」が、おしゃれに変身！

越廼（こしの）漁業協同組合（ぬかちゃんグループ）

○販路開拓してネット販売を始めたほか、
首都圏のアンテナショップでも取扱い
を開始。

○販路拡大により売上高が増加
ぬかちゃんグループ売上高
33万円（H23） →650万円（H26）

○各種メディアの取材に積極的に応じる
ことで「ぬかちゃんグループ」の知名度
向上にも大きく寄与

新商品「シイラへしこ」

【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】

へしこオイル漬け商品

<漁業部門>
・漁獲物

越廼漁業協同組合

福井県内
・ファーレふくい
・丹生膳野菜
・清水商店（贈答用）
・福井県

水産会館情報館
東京

・アンテナショップ 等

販売
<加工部門>
・ぬかづけ
・アカモク

<販売部門>
・インターネット
・卸売

商品

越廼の伝統料理「ぬかづけ」を福井ブランドへ育て、全国に発信したい！

越廼漁協ぬかちゃんグループ

未利用魚も有効利用 へしこの新しい食べ方を提案

食の雑誌掲載や首都圏
への販売促進を実施

老若男女すべての人が気軽
に購入可能な商品開発
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「都会の子供たちに自然の恵みを感じてもらいたい！」
漁家のお母ちゃんたちが子どもたちに、

漁業の魅力を伝える取り組み
株式会社 篠島お魚の学校

＜事業者の概要＞
・所 在 地：愛知県南知多町
・担 当 者：篠島お魚の学校 辻 根美
・取組内容：篠島産のえび、しらす、わかめ、海苔を

活用した商品の開発・加工・販売
・雇用者数：５名（H26）
・売上高 ：292万円（H26）
・ＵＲＬ ：http://www.osakana-school.com/

○漁獲物を生鮮で市場に出荷していたが、売上げ
が市場の価格動向に左右されるため、収入が安
定しなかった。それを克服するため、漁師の妻
とその姉妹が中心となり「お魚の学校」を設立。
保存・貯蔵の利く加工品の生産により、安定的
な収入を確保することを目指した。

○加工技術の不足、加工設備の導入費用の確保
→県や６次産業化プランナー等が開催する勉強会

の参加により技術を習得。６次産業化プラン
ナーのアドバイスを受け、補助金を活用した。

○販路先の確保と拡大
→販路拡大のため、展示会や商談会に積極的に参

加した。

○売上高
０円(H25) → 292万円(H26)

○雇用者数
３人(H25) → ５人(H26)

○平成26年度
ディスカバー農村漁村（むら）の宝
優良事例選定

○商品購入者が観光目的で篠島を訪れ
るようになりつつあり、この経済効
果が篠島全体の活性化につながるこ
とを期待。

【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 篠島お魚の学校

≪商品開発・加工部門≫
(二女）

・小女子せんべい
・旨辛ラー油 等

≪事務・販売部門≫

（長女）
・直売所
・島の駅 等

≪販売協力≫
（三女）

・魚菜食堂

(株）お魚の学校スタッフ
の皆さん

旨辛ラー油

≪販売協力・商品開発
協力≫

・中津川七ッ平高原

漁業体験
魚料理体験

体験
指導

原料供給

体験
指導

連携

旬の海産物のおいしさと、
島の魅力を伝える

安全で安心な加工品の開発

≪漁獲部門≫
のり漁・しらす漁
うたせえび漁
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消費者

皆さんに喜んで頂ける良いユズや加工品作りに一生懸命
頑張っています

農事組合法人 古座川ゆず平井の里

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県東牟婁郡古座川町
・代表者 ： 代表理事 羽山 勤
・取組内容 ： ユズの生産、加工、体験交流
・売上高 ： １億2500万円（H26）
・雇用者数 ： 運営 48名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.yuzusato.jp/

○林業主体の町として栄えた時期もあったが、近年、
木材需要の不振が続く中、過疎化、高齢化が進
行、集落の存続が危ぶまれる状況に陥った。

○集落内にあるユズに着目した「古座川ゆず平井婦
人部」がゆず加工、「平井友の会（女性で構成）」
が郷土料理等の料理事業をスタートさせ、他の集
落内組織と「平井の里づくり」を目的に一体化、法
人として事業拡大に取り組む。

○高齢化で生産を中止した農地の荒廃防止
→農業生産法人の資格を得、自ら農業者となる。

○多数の引き合いがあっても、原料供給が追いつか
ず受注を断念

→農地を確保し、生産を拡大するとともに、従業員を
確保した。

○売上高
6,500万円（H15）→１億2500万円（H26）

○雇用者数
48名（うち女性28名）（H16）→

41名（うち女性31名） （H25）
○組合員数の状況

62名（H16）→89名（H26）
○主な原材料生産面積と生産量（ユズ）

７ha（H16）→12ha（H26）
64ｔ（H15）→161ｔ（H25）

○つながりを大切に交流活動を充実。
○若者の定住、郷土文化の伝承、高齢者

が生きがいを持てる地域に成長するよ
う一翼を担う。

【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 古座川ゆず平井の里

〈総務営業部〉
・インターネット
・店頭販売等
〈体験交流部〉
・ゆずの学校
・農業体験
・加工体験等

（運営組織の皆さん） （ゆずの加工品）

園地の管理・収穫等
ゆずの加工・製品
づくり

私たちの「ゆず」で、幸せな笑顔をみんなに届けたい!

古座川のゆずと自然をたっ
ぷり楽しんでいただけます

〈農業生産部〉
・ゆず生産

〈製造部〉
・商品開発
・品質管理
・製品加工
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女性の感覚で商品開発、少量多品目と繊細な加工方法で
世界へ販売

株式会社 ふみこ農園

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 和歌山県有田郡有田川町
・代表者 ： 代表取締役 成戸文子
・取組内容 ： 梅の生産、農産物の加工・

販売、輸出
・売上高 ： ４億7,000万円（H26）
・雇用者数 ： 20名、うち女性15名（Ｈ26）
・ＵＲＬ ： http://www.fumiko.co.jp/

○製麺業を営む親会社から、平成５年に梅干製造を
中心とした会社として独立。特色のある商品を目
指して、ギフト商品の開発やパッケージのデザイ
ン等に女性の感性を生かしたかった。

○小規模な事業者が競争力をもつために、少量多
品目をコンセプトに商品開発を進めており、加工
工程で手作業が多いことや包装作業等において、
繊細な作業ができる女性が必要になった。

○子育て中の女性は働きたくても働く場所がない。
→育児室を設置や勤務時間の工夫など子育て中の

女性が働ける環境を整備し、積極的に採用した。

○商品アイテム数が多く委託製造が多いため、製造
コストが高い。

→平成27年に加工場を増築し、委託製造から自社
製造に、徐々に切り替えていく。

○売上高
3億3,000万円（H21）→ 4億7,000万円（H26）
○雇用者数

10名（H21）→ 20名（H26）
○主な原材料生産面積（梅等）

０a（H21）→70a（H26）
○海外展開の状況

輸出先：東南アジア
０円(H21)→2,000万円(H26)

○加工施設
０㎡ (H21)→ 200 ㎡(H27) 

○東南アジアだけでなく、中国をはじめ世
界へ拡大していく。

○和歌山県産農産物を使った商品開発の
拡大。

【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

ふみこ農園のスタッフ

加工業者・障害者施設

大手百貨店のギフト商品に
採用される

安心・安全な農産物
にこだわり

製造委託 ギフト用

ギフト商品

（株）ふみこ農園

<生産部門>
・梅

<販売部門>
・直売所
・卸売
・通信販売

商社

契約農家

百貨店、スーパー
商品開発

海外
輸出

買取

生産から販売まで自社が手がけ「顔の見える農産物加工」を訴求

原料は和歌山県産に
こだわり

和歌山県の特色を
アピール

現地開催の商談会へ
積極的に参加

大学等

<加工部門>
・ジュース
・ドライフルーツ
・コンポート 等
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○４代にわたって牡蠣養殖を行ってきたが、消費の
低迷や価格の下落から、加工によって付加価値
を高める事業を展開し、所得の向上に取り組む。

○牡蠣の美味しい時期が２・３月で、販売ピークが
年末のため、年間を通して安定した価格で販売
できる加工品づくりを開始。

○消費者の好む味を引き出す
→代表者の妻が、岡山市内のシェフのアドバイスを

受けながら牡蠣オリーブ漬けの試作を重ねた。

○販路開拓
→代表者の妻が、関東や関西などへ出向き、熱心

に営業活動。（年間約４０日）

○地域の牡蠣や魚介類を活用した商品が
売れることによって、地域全体の活性
化に繋げたい。

○海外展開も視野に入れる。

○次世代（息子夫婦）へのスムーズな事
業の継承。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 岡山県瀬戸内市邑久町虫明4241
・代表者 ： 野崎 末廣
・取組内容 ： 牡蠣と魚介類を活用した商品の加工・

販売
・売上高 ： 2,897万円（H26）
・雇用者数 ： 8名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.kaki-shiokaze.jp/

瀬戸内市虫明海域の牡蠣と魚介類を活用！
保存性の高い売れる加工品の製造・販売事業

野崎 末廣

○売上高（加工品）
307万円（H25）→528万円（H26）

○雇用者数
６名（H23）→８名（H26）

○販売数量

牡蠣の燻製オリーブオイル漬け
3,084本（H２５年）→4,552本（Ｈ２６年）

牡蠣の燻製オリーブオイ
ル漬け「海燻」

【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】

野崎 末廣

<生産>
・牡蠣
・魚介類

<加工・販売>
・全国へ営業

・県内外のデパート
へ販売

<商品開発>
・牡蠣の燻製オリー
ブオイル漬け（海
燻）

・魚介類の燻製商
品（海燻）

商品開発から販売までを妻が切り盛り！

シェフ

牡蠣と魚介類を地元
虫明海域で確保

魚介類の燻製「海燻」

商品開発

シェフと試作を重ねな
がら売れる商品を開発

妻が全国を歩き回り
ながら販路拡大

地域を支えようとする野崎さん家族
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○萩大島地域の中で、まき網漁業は主要な漁業で
あるが、近年、水揚量の減少、魚価の低迷など
深刻な状況にある。

○漁獲される魚は高い評価を得ているが、市場で
の選別や仲買人の運送に時間を要し鮮度が落
ち、所得の向上につながらない状況であった。

○品質の確保による付加価値の向上
→鮮魚を船上で箱詰めし、高鮮度・高品質の状態

で直接販売する「鮮魚ボックス」の商品化
○船上における選別の規格化、加工手法の統一

化・標準化
→取引先からの意見を反映し、鮮度保持技術等の

確立（船上での生絞め→箱詰め→発送）
○鮮魚の品質を理解する実需者の取り込み
→Ｉターンした女性が首都圏の料亭等、品質重視の

顧客への営業を担当し、新規販路を開拓

○漁獲量の安定と鮮魚ボックスの更なる
販路拡大

○市場価格の安定、禁漁中における収入
確保のため、「船上一夜干し」「寒風一
夜干し」の安定的な製造・販売

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 山口県萩市
・代表者 ： 代表 長岡 秀洋
・取組内容 ： 水産物の生産、加工、直売
・売上高 ： 3億5,038万円（H27）
・雇用者数 ： 51名（H27）
・電話 ： 0838-22-2122

まき網漁の起死回生！
船上で箱詰めし、首都圏などへ産地直送！

萩大島船団丸

○売上高
３億967万円（H25）→３億5,038万円（H27）

○Ｉターン受入者
Ｈ24年よりＩターンの受け入れを始め
Ｈ27年には8名となった。

○取引先数
20件（H25）→100件（H27）

○主な加工商品の売上状況（鮮魚ボックス）
80万円（H25）→595万円（H27）

鮮魚ＢＯＸ

【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】

萩大島船団丸

<生産部門>
・鮮魚

<加工部門>
・船上での箱詰め
（鮮魚ボックス）

<販売部門>
・小売に直販
・市場に出荷

船上から直接、料亭へ！

漁獲情報の共有 船上で生絞めし箱詰め 新鮮な状態で食材提供

作業風景

首都圏の
飲食店など

６次産業化の取組事業者
との情報共有

ＳＮＳを活用し、漁獲情報を販売先へ提供し、発注を受ける仕組み
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○地域の農家の奥さんで構成する「上畑の郷かあ
ちゃん会」は、会員が生産した野菜や果物等を近
隣の観光関連業者やスーパー、百貨店等へ販売
していた。

○青果出荷だけでは返品ロス対策、売上高の増加、
若手後継者育成等の課題解決につながらないた
め、平成24年８月24日にかあちゃん会の有志３名
が中心となって法人化を見据えた加工部会を発
足し、加工分野への進出を検討した。

○平成25年２月８日に「農事組合法人上畑の杜」設
立し、平成26年６月１日から新施設の稼働を開始
した。

○弁当用メニューの開発
→顧客からの助言や意見を参考に、「おふくろの味」

にこだわったメニュー開発を行った。

○大量生産に向けた加工技術の習得
→視察研修の実施、調理実習への参加、他の加工

グループでの修行に取り組んだ。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 福岡県遠賀郡岡垣町
・代表者 ： 代表理事 神谷 静江
・取組内容 ： 農業、弁当・漬物等の製造販売
・売上高 ： 543万円（H26）
・雇用者数 ： 常勤１名（H26）

（雇用者以外に役員2名が勤務）
・電話 ：093-282-0085（水曜定休）

おふくろの味で地場産農産物を商品化し地域を活性化！
～上畑の郷夢プロジェクト～

農事組合法人上畑の杜

○売上高
０円（H23）→543万円（H26）

○雇用者数
０名（H23）→常勤１名（H26）

○主な原材料生産面積（主食用米）
０ha（H23）→１ha（H26）

○宅配弁当
9,900食（Ｈ26）

加工所外観

【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】

【取組の効果】

農事組合法人 上畑の杜

<生産部門>
・野菜
・果物
・米 等

<加工部門>
・弁当
・漬物
・ポン菓子 等

<販売部門>
・宅配弁当

・ＧＷ、運動会、会議
等のイベント対応

上畑地域の農産物のさらなるブランド化を目指したい！

上畑の杜の構成員が
生産する農産物

地産地消でお客さんの喜ぶ
おふくろの味の加工品を開発

上畑の郷かあちゃん会

野菜、果物等

販売

加工所内部

・直売所
・観光関連業者
・スーパー
・百貨店
・イベント

加工
商品

意見

意見

地域活性化に向
け連携強化

地域活性化に向け連携強化

既存ルート（かあちゃん会）に
加え宅配弁当で販売強化

地元野菜をたっぷり使った
おふくろの味のお弁当

○漬物、ジャム、パンの新商品開発。

○「上畑の郷かあちゃん会」の野菜のさら
なるブランド化・高付加価値化。

【今後の展望】
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○母から娘へ継承されてきた郷土の味とおふくろの
味を後世へ伝えたいという思いから、昭和62年
に守山女性部加工組合を設立し、農産加工・直
売所を開設した。我が子をアレルギーから守りた
いという女性の視点で、無添加物の商品開発を
実施し、製品の強みになっている。

○雲仙市に伝わる希少価値の在来種「雲仙こぶ高
菜」の保存や復活のため、「雲仙こぶ高菜再生
プロジェクトチーム」が結成され、それを機に平
成18年より「雲仙こぶ高菜」の加工販売を開始し
た。

○「雲仙こぶ高菜」は交雑や低収量の問題により
衰退し、生産量が減少

→交雑防止のため採種を特定の者にのみ認めるこ
と、化学肥料、合成除草剤、化学農薬の使用を
禁止などの生産規定を細かに定めることで、安
定して生産ができるようになった。

○ 『プレシディオ』 はヨーロッパでも認知さ
れていることから、輸出に取り組み、販
売拡大を図る。

＜事業者の概要＞
・所在地 ： 長崎県雲仙市吾妻町
・代表者 ： 馬場 節枝
・取組内容 ： 農産加工品の製造、販売
・売上高 ： 1,550万円（H26）
・雇用者数 ： ８名（H26）
・ＵＲＬ ： http://www.k5.dion.ne.jp/~kobu/

ながさき伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域活性化
～世界に羽ばたく地域の宝で『食の文化遺産』を目指す～

農事組合法人守山女性部加工組合

○売上高
1,249万円（H19）→1,550万円（H26）
【雲仙こぶ高菜の売上高】
76万円（H19）→911万円（H26）

○主な原材料生産面積（雲仙こぶ高菜）
５a（H15）→110a（H26）

○スローフード協会国際本部(イタリア)か
ら日本で唯一、スローフードの最高位
『プレシディオ』の認定を受ける。

雲仙こぶ高菜まんじゅう

【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】

農事組合法人守山女性部加工組合

<生産部門>
・「雲仙こぶ高菜」

<加工部門>
・雲仙こぶ高菜入りヘルシー
からあげ
・雲仙こぶ高菜まんじゅう 等

<販売部門>
・直売所
・インターネット
・朝市 等

ながさき伝統野菜「雲仙こぶ高菜」を守り育むことで
農業所得向上と地域活性化を目指す！

生産規定を定め栽培
(生産者12名)

食育やグリーンツーリ
ズム等の取組も実施

地元での販売とバイ
ヤーを通じた輸出

△△△

雲仙市伝統野菜
をはぐくむ会

加工用 商品

バイヤー
・百貨店

・イタリア、オラ
ンダ(輸出)

・旅館、ホテル
・給食センター

生産管理

販売
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○きらり農場高木生活部は、子供たちに食文化を伝
承するため、自法人で生産した甘藷を材料に、平
成20年６月、郷土料理である「がね」の加工と販
売を開始した。

○平成26年２月、加工施設「きらり夢工房」を整備。
「豆おこわ」、「きらりの合わせ味噌」、「コロッケ（さ
といも他５種類）」等の加工・販売にも取り組んで
いる。

○県外の消費者から日持ちする商品にして欲しいと
の要望

→商品の真空パック化を行った。
○パッケージデザインや容量など消費者ニーズの的

確な把握
→女性視点で商品の軽量化（容量変更）を行うととも

に、デザインを一新することでイメージアップを
図った。

○生産した農産物の更なる活用のため、
試作を重ね、ほうれん草のペースト等
の商品開発を図る。

○商談会等に積極的に参加し、販路の開
拓に当たる。

＜事業者の概要＞

・所在地 ： 宮崎県都城市
・代表者 ： 代表理事組合長 松原照美

生活部長 山中美代子
・取組内容 ： 農産物の生産、加工、直売所
・売上高 ： 売上高３億7,235万円（H26）

加工部門売上高1,334万円
・雇用者数 ： 雇用者50名（H26）

加工部門雇用者14名
・電話 ：0986-38-6246 ＦＡＸ ：0986-38-2442

郷土料理「がね」を商品開発!
～次代を担う子供たちに食文化を伝承～

農事組合法人きらり農場高木

郷土料理「がね」
※細切りにしたさつまいも

を主体とした揚げ物

【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】

農事組合法人きらり農場高木

<生産部門>
・水稲
・麦
・大豆
・馬鈴薯
・甘藷
・ほうれん草

<加工部門>
・がね
・がね（真空パック）
・６種類のコロッケ
・豆おこわ
・きらりの合わせ味噌
・トマト味噌

<販売部門>
・直売所

地元の農地で、地元の素材を中心に作られた郷土料理！

機能性成分が多く含ま
れる品種や南九州の気
候にあった品種を選定

食文化の伝承、地産地消
の推進

若い世代や県外の人を取
り込み、需要の喚起を図
る

写真２写真１

加工施設「きらり夢工房」

商品開発

・道の駅

・イベント

販売

・普及センター
・ＪＡ

栽培指導

加工

商品

○社全体の売上高
２億8,108万円（Ｈ23）→

３億7,235万円（Ｈ26）

○加工部門売上高
287万円（H23）→1,334万円（H26）

○加工部門における商品数
２品目（H20）→９品目（H26）

意見 意見

・専門家の指導
・宮崎県食品開発センター168



○サトウキビに代わる新たな換金作物育成のため、
当時、庭先で自家用に栽培されていた、ビタミン
C豊富なアセローラの栽培・加工に取り組む。
（収穫後の青果は傷みが早く、加工が必要）

○女性（母親）目線の商品開発コンセプト。原点は、
我が子に食べさせたい安全安心な商品作り。

○既存商品パッケージ等の改善
→プロのデザイナーに、商品や名刺に使用する「ア

セローラ・女性」をイメージしたピンクを基調とし
た統一的なデザインを依頼した。

○収穫期（繁忙期）の人手不足
→障害者支援施設と連携し、繁忙期の人手を確保

できた。障害者支援施設には新たな雇用の場が
でき、双方のメリットが合致した。

○既存商品を統一的な新デザインに更新
し、消費者への訴求力をアップし売上
拡大を図る。

○従来、廃棄していた種子の利活用（新
商品の開発）を目指す。

＜事業者の概要＞

・所在地 ：沖縄県本部町
・代表者 ：代表取締役 並里哲子
・取組内容 ：アセローラ生産農家の育成、アセローラ

の集出荷、アセローラ商品の加工・製造
・販売

・売上高 ： 5,400万円（H26）
・雇用者数 ： （パート含む）6名（H26）
・ＵＲＬ ： http://acerola-fresh.jp

「一粒でレモン５個分のビタミンC」アセローラで女性も地域
も元気に！

農業生産法人株式会社アセローラフレッシュ

○売上高
955万円（H11） → 5,400万円（H26）

○雇用者数（パート含む）
１名（H11） → ６名（H26）

○生産農家数
17戸（H11） → 30戸（H26）

○栽培面積（アセローラ）
30a（H11） → 45a（H26）

工場直営パーラー

【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】

アセローラフレッシュ

<生産部門>
・連携農家

<加工部門>
・ピューレ
・ジュース
・ジャムほか

<販売部門>
・直営店
・通信販売

アセローラで地域活性化！

規格外も含め全量買
い取りにより、生産者
に貢献

アセローラを活用した
各種商品の開発

直営店を加工所に併
設し、観光客等にでき
たての商品を提供

写真２写真１

アセローラ果実

・沖縄本島内ホテル
・お土産品店

障害者
支援施設

沖縄県農業振興
センター

農協（糸満市）

・本部町
・本部町商工会
・本部町観光協会

選別・調整 青果供給栽培指導 販売

PR活動
ブランド化

新しいパッケージ等
の統一デザイン
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