
23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

1

自社生産の富良野産「ハル
ユタカ」や「きたほなみ」を使
用したパン・スイーツの商品
開発及び販売事業

自社生産小麦（「ハルユタカ」、「きたほなみ」）を活用し、新たにパ
ンや菓子類の商品開発・生産・販売を行うことにより、新事業を創
出し雇用の拡大を図る。
具体的には、まぼろしの小麦と言われる「ハルユタカ」を使用した
「パン」や「きたほなみ」を使用した「クッキー」「ロールケーキ」を開
発・生産し、今後設置を予定している自社直売所兼カフェや自社
ホームページなどを通して販売していく。

有限会社
興農社

北海道
空知郡

上富良野町

2
ミニサイズのたまねぎやジャ
ガイモを用いた加工野菜の
開発および販路開拓事業

自ら生産するたまねぎやジャガイモの規格外品を活用し、新たに１
次加工・販売することにより所得の向上を図る。
具体的には、真空パック詰めした「皮むきたまねぎ」「皮むきじゃが
いも」を開発・生産し、一般消費者向け及びホテルなど業務用とし
て販売していく。

森井　克幸 北海道 岩見沢市

3
農家のオリジナルブランド｢
小麦粉｣及び｢蕎麦粉｣の商
品開発・販売事業

自ら生産する小麦、蕎麦を活用し、新たに小麦粉、蕎麦粉の開発・
生産・販売を行うことにより所得の向上と経営改善を図る。
具体的には、３農家共同の農家オリジナルブランド商品として「小
麦粉」「蕎麦粉」を開発・生産し、道の駅、パン屋、蕎麦屋をターゲッ
トに販売していく。

田中　哲夫
西島　努
松岡　和博

北海道
石狩郡

新篠津村

4
北海道唯一のうずら卵と肉
を活用した新商品開発・販
売事業

自社生産うずら卵、うずら肉を活用し、新たにアイスクリームなどの
商品開発・生産・販売を行うことにより農業経営の改善を図る。
具体的には、うずら卵から「うずらのアイスクリーム」、「うずらの
ロールケーキ」、うずら肉から「うずら肉味付炭火焼」を開発・生産
し、百貨店での物産展や既存の販路のほか新規取引先の拡大・道
外への販路拡大に取り組む。

株式会社
室蘭うずら園

北海道 室蘭市

5
自社生産の赤井川村産『そ
ば』『米』による新商品の生
産・販売促進事業

自社生産する玄そば、玄米を活用し、新たに製粉・販売を行うこと
により経営の改善・所得の向上を図る。
具体的には、「そば粉」「米粉」を開発・生産し、促進事業者への販
売のほか道の駅の活用など販路拡大に取り組む。

農事組合法人
ロックスプリング
農場組合

株式会社
フライヤーズカン
パニー

北海道
余市郡

赤井川村

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6
宇野牧場の放牧牛から生産
される生乳を利用した「ミル
ク豆腐」の加工・販売事業

自ら生産する生乳を活用し、新たにスイーツの商品開発・生産・販
売を行うことにより農業経営の改善を図る。
具体的には、放牧牛の生乳の風味を活かした「ミルク豆腐」を開
発・生産し、販売については、ネット販売、道の駅を想定するととも
に、催事等に出展するなど販路開拓に取り組む。

宇野　剛司 北海道
天塩郡
天塩町

7
有機質の飼料で育てた自家
有精卵を使用した洋菓子開
発・生産及び販売事業

自ら生産する鶏卵を活用し、新たにロールケーキ等菓子類の商品
開発・生産・販売を行うことにより経営の多角化、農業経営の改善
を図る。
具体的には、自家ブランド卵を使用した「ロールケーキ」「マカロン」
「シュークリーム」を開発・生産し、既存の販売先に加え、新たな販
売ルートの構築を行う。

岩城　国男 北海道 石狩市

8
自社生産の「そば」と「米」を
活用した新たな加工商品開
発・販売事業

自社生産するそば、米を活用し、新たにそば粉などの商品開発・生
産・販売を行うことにより農業経営の安定化を図る。
具体的には、「そば粉」「生そば麺」と「米粉」「生米粉麺」を開発・生
産し、自社のそば店での販売のほか、インターネット販売及びスー
パーへの販売を行っていく。

有限会社
新拓興業

北海道
久遠郡

せたな町

9
登別・室蘭産の生乳を使用
した機能性チーズの加工・
販売事業

構成員が生産する生乳を使用し、新たにチーズの商品開発・生産・
販売を行うことにより農業経営の改善を図る。
具体的には、生乳を使用した「フレッシュチーズ」「プロセスチーズ」
「ソフトチーズ」「ハードチーズ」を開発・生産し、既に実施している直
売での販売のほか道の駅や百貨店での販売を目指す。

株式会社
のぼりべつ酪農
館

北海道 登別市

10
自社生乳を活用したラクレッ
トチーズとミモレットチーズ
の開発・販売事業

自ら生産する生乳を活用し、新たなチーズの開発・生産・販売を行
うことにより酪農経営の改善を図る。
具体的には、「ラクレットチーズ」「ミモレットチーズ」を開発・生産し、
百貨店やホテル、地域のレストランといった既存の販路のほか、イ
ンターネット販売など新な販路開拓を行っていく。

有限会社
冨田ファーム

北海道
紋別郡
興部町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11

石田めん羊牧場産羊肉を活
用した新商品開発・販売及
び自社レストランメニュー開
発・提供事業

構成員が生産する羊肉を活用し、ラムカレーなど自社レストランに
おける提供と加工品の開発・生産・販売を行うことにより農業経営
の改善を図る。
具体的には、開業予定の自社レストランのメニューとして「ラムカ
レー」「ラムのテリーヌ」などの提供を行うとともに、「レトルトカレー」
「ハンバーグ」などの新商品を開発・生産し、レストランでの直売と
通信販売に取り組む。

株式会社
ＳＤ企画

北海道
足寄郡
足寄町

12
標茶町の新鮮な生乳を使用
したチーズの製造・販売事
業

構成員が生産する生乳を活用し、新たにチーズの開発・生産・販売
を行うことにより構成員の農業所得向上を図る。
具体的には「モツァレラチーズ」「ストリングチーズ」「クリームチー
ズ」などのチーズを開発・生産し、既存の販売ルートのほかイン
ターネット販売に取り組む。

有限会社
風牧場

北海道
川上郡
標茶町

13
自然エネルギーを利用した
本わさび・しいたけ等の商品
開発・加工・販売

自社生産する本わさび等を活用し、新たに漬け物等商品の開発・
生産・販売を行うことにより農業所得の向上を図る。
具体的には、本わさび、ギョウジャニンニク及びウドを使用した漬
物や原木しいたけを乾燥させた「乾燥しいたけ」を開発・生産し、直
売所での販売及びネット通販を行う。

ホクオー農産
有限会社

北海道
中川郡
幕別町

14
十勝・更別産ゆめちからの
小麦粉製造・販売事業

自社生産の小麦「ゆめちから」を活用し、新たにパン用小麦粉の製
造・販売を行うことにより農業所得の向上を図る。
具体的には、自らが生産・収穫・乾燥・製粉を行うこだわりの「パン
用小麦粉」を製造し、地域のパン店や食品メーカーに販売してい
く。

株式会社
泰章農場

北海道
河西郡
更別村

15
ブランド豚『ホエー豚』を原
料とする新商品の加工・販
売事業

自社生産する豚肉を活用し、新たに総菜等の商品開発・生産・販
売を行うことにより経営の多角化を図る。
具体的には、ホエー豚を原料とした「メンチカツ」「コロッケ」「肉巻お
にぎり」「ホエー豚使用惣菜」を開発・生産し、百貨店など新たな販
路構築に取り組む。

株式会社
花畑牧場

株式会社
花畑牧場夕張

北海道
河西郡

中札内村
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16
自社生産の野菜を活用した
新たな野菜ジャムの開発・
生産および販売事業

自社生産する野菜を活用し、新商品の開発・生産・販売を行うこと
により農業経営の改善を図る。
具体的には長ネギ、トマト、ほおずき、生姜のほか地酒も原料とし
た「ジャム」を開発・生産し、自社レストランやインターネットでの直
販を行う。

かわにしの丘し
ずお農場
株式会社

北海道 士別市

17
農産と海産のコラボレーショ
ンによる「海鮮おかゆ」の製
造・販売事業

構成員が生産する米を活用し、新たに海鮮おかゆの商品開発・生
産・販売を行うことにより経営改善と所得向上を図る。
具体的には、米を原料としたレトルトパック入り「鮭おかゆ」「蟹おか
ゆ」「ホタテおかゆ」「海老おかゆ」を開発・生産し、既存の取引先へ
の販売のほか高齢世帯への宅配事業を行う。

株式会社
北海道夢民村

北海道 旭川市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1

自家生産している米とりん
ごの直販による販路拡大及
び、りんご加工品の開発・販
売事業

自家生産のりんごの加工品（ジュース、ドライアップル等）を開発す
る。また、ホームページ開設や冷蔵庫を活用した長期直販体制を
確立し、新たな販売方法を導入することで経営の改善を図る。

久米田　均 青森県 板柳町

2
廃鶏を利用した新商品の開
発並びに直接販売等販路
拡大事業

廃鶏肉を利用した商品の開発並びに直売所の設置と新たな販売
ルートを構築することにより、農業経営に付加価値を取り込み、経
営の改善を図る。

農業生産法人
有限会社つがる 青森県 黒石市

3

妙力米（紫黒米）やつくね芋
を活用した商品開発及びト
マト加工品など多角的小規
模生産者商品開発事業

商標登録した妙力米を使用し開発済みの「妙力麺」を、よりおいし
い商品に改良する。また、つくね芋を使用したお菓子、トマト加工品
（ジャム、ジュース）、自家製野菜で作ったドレッシングの商品開発
など、小規模多角的加工に取り組む。

合同会社奈良農
園

青森県 五所川原市

4
にんにく自家生産量倍増と
にんにく加工品の販路拡大
事業

現在の業務用にんにく加工品について、一般小売り用として価格・
量目・パッケージ等の規格を変更し、NPO法人プラットホーム、コラ
ボ産学官青森支部の持つネットワークを活用した販路開拓を行う。

農業生産法人
四季菜にんにく
株式会社

青森県 三戸町

5
オリジナルブランド牛「健育
牛」と金子ファームの経営資
源を活用した新事業展開

オリジナルブランド牛「健育牛」を使用した、ハンバーグ、メンチカツ
等及びジャージー乳を使用したチーズの製造を行う。また、牧場内
に工房兼売店を建設し、来場者に直接販売を行う。

有限会社
金子ファーム 青森県 七戸町

6
地域資源である田子産にん
にくの販路拡大事業

にんにくを品質やサイズ別に分類した新商品を開発し、高級スー
パー、大手ギフト業者等に販路を拡大する。

株式会社
ＴＡＫＫＯ商事 青森県 田子町

5



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

7
もち小麦の商品化と地域ブ
ランドの確立及び大豆加工
品の促進事業

もち小麦の特性を生かした各種商品開発（郷土食である「かます
餅」等）を図るともに、もち小麦産地のブランド化を進める。また、組
合が生産した大豆、野菜を利用した味噌、漬物の商品化に取り組
む。

農事組合法人
赤沼営農組合 青森県 十和田市

8
トマトのジュース加工や販売
開拓による経営改善事業

自ら生産するトマトを原材料としてトマトジュース加工に取り組む。
収穫時期の味の違いを売りに、ネーミング等季節感のある商品作
りを目指す。なお、トマト、米、アスパラガスをトマトジュースの販路
を活用した直売を行う。また、台湾等への輸出についても検討す
る。

佐藤　真哉 青森県 中泊町

9
差別化できる作物と新開発
商品の販路開拓による収益
力強化事業

ミニトマトを使用した新商品「ミニトマトジュース」を開発し、既存商
品とともに、ホームページの活用による、ネット通販・会員への定期
個別宅配システムを構築する。また、青森産直の会への商品供給
による首都圏での販売量拡大を図る。

沼畑総合ファー
ム

青森県 南部町

10
ニンニク生産、加工、販売の
一貫システムによる地域活
性化事業

多くの料理に合う万能調味料、にんにく加工品「にんにくこうじた
れ」を開発し、首都圏等の外食店等に販路開拓を行う。また、将来
的には「にんにくこうじたれ」の商品アイテム充実に取り組む。

農事組合法人
鬼丸農園

青森県 弘前市

11
6次産業化を活用した地域
雇用事業（製造業から食産
業への転換）

女性従業員の多い企業と連携した野菜販売、りんごの加工品（カッ
トりんご、りんごティー）及びにんにくの規格外品を有効利用した加
工品（にんにく調味料、黒にんにく等）を開発し首都圏等の卸業者
に直接販売を行う。

株式会社前田農
園

青森県 弘前市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

12
ゴールドトマトの加工による
地域ブランドの構築事業

生食でも付加価値のあるゴールドトマトの規格外品を利用した、
ジュース、ジャムの加工品を開発し、将来的には地域ブランド化を
構築する。

中村　孝二 青森県 深浦町

13
町の特産である牛乳を活か
した商品（ジェラート・ランチ）
の製造・販売事業

会員の牧場で生産された牛乳を使い、ジェラートの商品開発と、併
せて自ら生産した牛乳・野菜を使ったランチを新たに整備する工房
で販売するとともに、ジェラートについては移動販売車による販売
を行い売り上げを伸ばすことで、会員の所得向上につなげる。

くずまき乳製品加
工研究会

岩手県 葛巻町

14

たんたん米（特別栽培米）を
活用した新たな米粉商品の
開発及び加工の内製化と新
たな販路開拓

米粉製造のための乾燥・製粉施設の整備により、米粉及び米粉加
工品を自社製造・加工とし、新たに米粉スナックの商品開発によ
り、顧客ニーズを掘り起こし、自社通販サイトを開設・運営すること
で、新たな顧客や販路の開拓につなげ、農業経営の改善及び品質
の向上、更なる事業の安定・拡大を目指す。

有限会社
ファーム菅久

岩手県 雫石町

15

市場規格外農産物を有効
活用したジュース（トマト、ブ
ドウ）及び、トマトソース加工
販売

これまで組合員が生産した市場規格外果実を使い製造・販売して
いるぶどうジュースの加工施設を拡充し、ブドウジュースの増産を
図るとともに、新たにトマトジュース・ソースの開発・製造を行い、直
売のほか他の産直施設へ出品することにより、農業所得の向上を
目指す。

農事組合法人
赤沢農産物直売
組合

岩手県 紫波町

16

自家生産した野菜・豆類と
地域特産品のナンブコム
ギ・ひとめぼれを利用した新
商品の加工・販売事業

新たに加工施設を増設し、自ら生産する野菜（南瓜、玉葱）、豆類
と地域特産品の小麦（ナンブコムギ）及び米（ひとめぼれ）を原材料
とした、新商品「おやき」を開発し、直売施設への出品・販売等によ
り、経営の多角化・高度化及び、農業経営の改善を図り地域農産
物の生産増加を促進し、雇用創出を目指す。

手作り工房
きくぱん

岩手県 紫波町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

17
当社が生産した野菜を活用
した加工品の開発及び自社
店舗による販売促進事業

自社で生産した野菜と地域特産であるナンブコムギを活用した新
商品としてパイケーキを開発・商品化し、農産物及び餅菓子等の
加工品と併せて直売施設内の自社店舗において加工・販売するこ
とにより、経営の多角化・高度化の実現を目指す。

株式会社
高橋農園

岩手県 紫波町

18

りんごをはじめとする、自ら
生産した農産物を活用して
新商品の開発及び加工・販
売による経営の多角化事業

加工施設を整備し、自社生産のりんご、西洋なしや野菜を使った乾
燥果実・野菜などの新商品開発と、水稲育苗時期以外に利用のな
いハウスを使いベビーリーフを生産し、関東圏の既存顧客の他、特
産品の販売店やアンテナショップなど販路を拡大することにより、
農業経営の多角化・高度化を図り、所得の向上による経営の改善
を図る。

有限会社
高橋農産

岩手県 紫波町

19
ニンニクの地域特産化とそ
の加工・販売システム確立
事業

黒ニンニクの乾燥調製、加工施設を新たに整備し、遊休農地を利
用した自社生産拡大と、周辺地域協力生産者による規模拡大によ
り供給体制を整え、加工品の製造・販売により、雇用及び協力生
産者の所得向上と新規の担い手参入を促す。

東北エンジニアリ
ング株式会社

岩手県 滝沢村

20
遠野和牛の生産と肉及び加
工品の製造・販売

(株)イトーヨーカ堂及び遠野市と連携・協力し、遠野市内において
和牛の繁殖、育成及び肥育までを一貫生産し、食肉及び肉等加工
製品を開発・製造し(株)イトーヨーカ堂の店舗等において販売する
生産方式の確立を目指す。

株式会社
遠野牧場

岩手県 遠野市

21

西和賀の山の恵み「山菜」・
「きのこ」等を活かした商品
開発とキッチンカーによる販
売展開

山菜、きのこを利用した炊き込みご飯の素、鍋セットの開発・製造、
わらび粉の量産化及びスイーツ等の開発・製造、そばの乾燥調製
施設整備によるそば粉、そば粉加工品の開発を行い、通信販売の
拡大を図るとともに、キッチンカーを導入し出張販売や首都圏での
販売促進を行い、町内の農業者や加工業者の所得拡大につなげ
る。

株式会社
西和賀産業公社

岩手県 西和賀町
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

22
山ぶどうを活用した付加価
値商品の開発及び山ぶどう
ジュースの販路拡大事業

自園産の山ぶどうを使った新たな加工品として、摘蕾した新芽を活
用した新芽ピクルス、山ぶどうの搾汁残渣を使った山ぶどうティー
の開発・商品化を行い、地元での販売の他、ネット通販及び都内で
の販売を行うほか、自社生産のジュースに加え、近隣農家及び久
慈市産の山ぶどう果実、ジュースを買い付け、ジュースの商品ライ
ンナップを増やし販路拡大を図る。

WILD GRAPE
FARM八幡平
山ぶどう農園

岩手県 八幡平市

23
自ら栽培した安全でおいし
い果実（ぶどう等）を活用し
た新商品開発と販路開拓

ジュース加工施設を整備し、自園で栽培したぶどう、ブルーベリー
を利用した高品質なジュース、無添加ジャムを開発・製造し、イン
ターネット販売など新たな販売ルートを開拓することにより、収益力
の強化に努め、農業経営の改善を図る。

有限会社
菅原ぶどう園

岩手県 花巻市

24

ブルーベリー等を活用した
オリジナル商品の開発・販
売及び”旬”食材の通年提
供の実現

自社生産の加工向けおうとう、ブルーベリー、りんご、もも等を利用
したジャム、乾燥りんご、コンポートの開発・加工と、アイスクリーム
やロールケーキの加工委託を行うとともに、保存設備の整備により
果実の長期保存・通年供給体制を構築し、小売店への卸の他、直
売、インターネット通販による加工品の通年販売を行うことにより、
長期的な事業の成長を目指す。

有限会社
サンファーム

岩手県 盛岡市

25
イチゴを核とした新たな農産
物の生産と販売

新たにイチゴ栽培に取組み、業務用販売及び観光農園化などの
多角的なアグリビジネスの展開を行う。

株式会社
フレッシュファー
ム

宮城県 岩沼市

26
農家レストランを中心とした
農業多角化事業

地元食材にこだわった料理を提供する農家レストラン及び加工施
設を整備し、米粉や野菜を原材料とした菓子等の開発に取組む。

たんぽぽ農産加
工くらぶ

宮城県 仙台市

9



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

27
自家生産の豚肉を利用した
商品加工と販売事業

自社で生産したブランド豚肉を主原料とした、乳酸菌発酵の生サラ
ミ等の新商品の製造・販売及び自社レストランメニューの開発を行
うことによる、雇用及び研修生の育成に繋げる。

農業生産法人
有限会社
伊豆沼農産

宮城県 登米市

28
イチゴを活用した新商品開
発事業

自ら生産しているイチゴを活用した新たな加工食品を開発し、イチ
ゴ狩りの来場者への販売を含めた販路拡大を図り、羽後町の観光
スポットを目指し地域の活性化に貢献するとともに、経営改善によ
る雇用の促進に繋げる。

農事組合法人
こまち野

秋田県 羽後町

29
秋田産枝豆及び大豆の加
工品を中心とした新商品開
発・販売事業

新たに枝豆及び大豆を生産して、枝豆、大豆の加工品（ペースト、
豆乳、豆腐等）を製造し、既存の販売先に加えて、新たに設置する
直売所及び病院、老人ホーム、学校給食等への販路開拓により経
営の安定と向上を目指す。

農業生産法人
有限会社
ナチュラルファー
マーズ

秋田県 大館市

30
野菜及び山菜等を利用した
加工食品（乾燥野菜、粉末
茶等）の開発・販売事業

高温セラミック熟成乾燥による野菜、山菜等の乾燥品、粉末及び
粉末を利用した加工食品を開発する。また、自社ホームページを
栽培履歴、料理方法等の情報の提供を行えるようリニューアルし、
ネット販売の強化を図る。

有限会社
栄物産

秋田県 北秋田市

31

自家栽培のこだわりトマトを
利用した商品開発と販路開
拓及び農家カフェを開設し
料理の提供

トマトの生産、出荷の過程で出来る規格外品を活用したトマトの１
次加工品を製造・販売するとともに、農家カフェを開設し、トマトの１
次加工品と自家製野菜を使った料理メニューを提供することによ
り、収益の向上と農業経営の改善を図る。

山川　正信 山形県 大江町
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

32
にんにくを活用した加工商
品の改良及び新商品の開
発・販売促進事業

にんにくの生産、出荷の過程で出来る規格外品を活用した加工品
（にんにく味噌、焼肉のたれ）の常温保存可能な製品として商品
化、量産化に向けて改良を行う。また、新たな加工商品「にんにくド
レシッシング」を開発・販売することにより、農業経営の基盤強化を
図る。

株式会社
ジオンジファーム

山形県 寒河江市

33

最上の豊かな自然の中で、
耕作放棄地・減反農地を利
活用し生産したハト麦と薬
草を原料とした健康商品の
製造販売事業

耕作放棄地等を利用し、無農薬・無化学肥料で生産したハト麦を
原料として、ハト麦茶、ハト麦ヨイクニンを製造・販売する。また、薬
草「大和当帰」の苗を協力農家に供給し、地域全体で本格的生産
に取り組み、生薬原料として漢方会社等に販売することで、地域の
活性化につなげる。

農業生産法人
有限会社
新庄最上有機農
業者協会

山形県 鮭川村

34
低カロリーご飯及び冷凍ご
飯の開発と販路の拡大事業

自社生産の米を利用して、米飯加工として低カロリーご飯や、炊き
込みご飯（冷凍製品）を新商品として開発・生産・販売に取り組む。

有限会社
ドリームズファー
ム

山形県 鶴岡市

35
山形名物「芋煮」の主役で
ある里芋の生産・加工・直接
販売事業

自社で生産する里芋を使用した加工品として、１年間保存可能な
里芋のレトルト商品の開発に取り組み、年間を通じて需要が見込
める飲食店事業者向けに製造・販売する。また一般消費者向けに
は、芋煮のレトルト商品の開発・製造・販売を行うとともに、直接販
売ルートの充実を図る。

さとう農園
株式会社

山形県 山形市

36

耕作放棄地を活用し、栽培
したコケを使った個人向け
緑化商品の開発と販路開拓
事業

耕作放棄地を利用してコケの栽培を行い、個人の趣向に合わせて
屋内外で楽しむことのできる、コケを使った一般個人向け緑化商品
として、コケトピアリーキット（コケを張り付けて形づくられた置物や
飾り物)、コケ盆栽キット、コケタペストリー等の新商品を開発し、新
たな市場と販路を確保することで経営の安定化を図る。

株式会社
モス山形

山形県 山形市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

37

会津ブランド産品である馬
肉等を利用したレトルト食品
並びに缶詰等の新商品の
開発・製造・販売事業

自社が肥育している馬肉を利用したレトルト食品、缶詰等を開発・
製造するとともに、これまで廃棄していた馬油を活用した新商品を
開発する。
販売については、自社直営の直売所の整備や馬肉の食文化が根
付いている関東地域への新たな販売ルートを構築し、販路拡大を
図る。

株式会社
会津畜産

福島県 会津若松市

38
自家生産した会津コシヒカリ
を活用した高付加価値おに
ぎりの加工・販売

自家生産のコシヒカリ（エコ米）をこれまでの玄米出荷等に加え、
「搗き立て、炊き立て、握り立て」の手作りおにぎりの開発・製造を
行い、地元の高校や温泉旅館等を対象に販売。

アグリピュア
ハウス

福島県 会津若松市

39

色彩豊かな贈答用加工餅
の開発・加工・販売、ならび
に消費者直売を通じた新規
顧客の開拓

自家生産のもち米を利用し、自社の加工施設において「贈答用加
工餅」の製造・販売を行う。
　具体的には、味噌、そば、よもぎ、枝豆、しそ、梅、桜等を練り込
んだ季節感や色彩に配慮した商品を取り揃え、顧客や首都圏の消
費者を対象に販売。

株式会社
上馬渡夢農場

福島県 会津若松市

40

自然食品であるこんにゃくを
利用した新商品の開発・販
売及び遊休農地を利用した
蒟蒻芋の栽培事業

遊休農地を利用した自社生産の蒟蒻芋の生産と、これらを原料と
した新たなこんにゃく商品（米粒状のこんにゃく、こんにゃくラーメ
ン）を開発し、通信販売やインターネット販売を実施。

有限会社
紙屋商店

福島県 会津若松市

41
乾燥・パウダー化した自家
製味噌を使ったインスタント
タイプのオフィス飲料の開発

自社生産の減農薬栽培米を活用した生味噌加工に加え、新たに
生味噌を二次加工（低温乾燥・パウダー化）し、お茶やコーヒー代
わりに飲むカフェインレスの「健康系・発酵系オフィス飲料」として既
存の顧客やＯＬ等を対象に販売。

有限会社
すとう農産

福島県 会津若松市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

42
会津地方のナツハゼと蜂蜜
によるソース・ゼリーの開
発、加工及び販路拡大事業

ナツハゼ（ブルーベリーに似た果実）と自社生産の蜂蜜を合わせた
ソース（料理、菓子類向け）及びゼリーの商品開発を行い、首都圏
の百貨店や県内のアンテナショップ等で販売。

有限会社
ハニー松本

福島県 会津若松市

43
「農園カフェ」を中心とした体
験農園の集客力と販売力の
アップ事業

自家生産のブルーベリー等を活用したジャム、ドライフルーツなど
新商品を開発するとともに、体験型農園への集客を図るため「農園
カフェ」（トレーラーハウス）を開設し、ジェラート、ピザ、ケーキ等を
販売。

大和田自然農園 福島県 いわき市

44
ナツハゼ等の栽培、商品の
加工販売事業

耕作放棄地を活用したナツハゼ（ブルーベリーに似た果実）を原料
としたジュース及びペーストの加工を行い、ジュースはお酒用とし
て地ビール工場、ペーストは菓子用として地元菓子店に販売。

株式会社
エガワコントラク
ター

福島県 喜多方市

45

米の多品種化を通じた直販
の強化、ならびに酒蔵との
つながりを活かした新たな
商品開発・販路開拓

自社生産の酒造米とコシヒカリに加え、消費者ニーズに対応する
多様な品種を生産するとともに、新たに甘酒の商品開発・製造を行
い、顧客への直販やインターネット販売のほか、宅配事業者への
販路開拓を実施。

農業生産法人
有限会社大和川
ファーム

福島県 喜多方市

46
無農薬・無化学肥料（松本
農法）栽培による米、野菜を
利用した加工・販売事業

都内に新たに設置する店舗兼加工調理施設において、自社の無
農薬・無化学肥料で栽培した米、野菜を活用した弁当、総菜を製造
し、健康趣向の女性や大手企業の社員等を対象に販売。

農業生産法人
株式会社山燕庵

福島県 鮫川村
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
大麦栽培・加工（シフォン
ケーキ・ピザを中心とした）
からの新商品開発・販売

自社生産100％の新品種（ビューファイバー）の大麦粉を活用した
シフォンケーキ・ピザ生地等加工品の商品開発及びサプリメント・
パンの原料としての販売を行うことにより経営の改善及び安定化を
図る。

有限会社
くらぶコア

茨城県 行方市

2
常陸秋蕎麦を中心とした全
て自家生産のそばレストラ
ン事業と物販事業

自ら生産した常陸秋蕎麦と農産物等を活用したそば関連商品の提
供及び人参ジュース・ケーキ等の販売により経営の多角化及び安
定化を図る。

有限会社
森ファームサービ
ス

茨城県 古河市

3
自社生産品であるいちごと
小麦を利用した商品開発・
販売事業

自社生産のいちごと小麦を活用したいちごシロップや飲料、カステ
ラの商品開発とカフェ等での販売により経営の多角化、高度化を
図り、経営の改善を図る。

有限会社
いちごの里湯本
農場

栃木県 小山市

4
加藤農園の手作りフルーツ
ジャム製造・販売

自ら生産したリンゴの規格外品を活用したジュース、ジャム、コン
ポート等の商品開発・製造・販売を行い、果樹経営の充実を図る。

加藤　隆重 栃木県 矢板市

5
種豚の育種、改良を目指し
たハム・ソーセージ・精肉の
製造・販売

種豚の育種、改良を目指したハム、ソーセージ等の加工品と精肉、
総菜の販売により畜産経営の高度化、改善化を図る。

有限会社
星種豚場

栃木県
那須郡

那珂川町
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6
廃棄しているトマトの規格外
品を選別し活用した多角的
飲食事業

規格外の未利用トマトを活用したトマトカレー等加工品製造及びト
マトカフェでの販売により経営の多角化、効率化を図る。

菜々彩畑
柳澤　治樹

群馬県
利根郡
片品村

7
野菜ソムリエが提供する自
家栽培ブランド野菜の生鮮
販売と加工・販売事業

自ら生産した野菜を活用して漬物等の新商品開発や野菜のブラン
ド化を図り、経営の多角化・高度化による農業経営の改善を図る。

渡邉ファーム
渡邉　初夫

群馬県 前橋市

8

ガーデニングセンターの開
設とブルーベリー、オリー
ブ、柑橘類の加工・販売事
業

未利用農地を利用した花卉苗、実用苗の販売やブルーベリー、オ
リーブ、柑橘類の加工・販売を行い経営の多角化・高度化による農
業経営の改善を図る。

アグリみらい21
山田　茂

群馬県 太田市

9

多品目野菜の栽培・販売と
新たな商品開発で「県民の
野菜生活や食育」に貢献す
る「まえばし野菜パーク」事
業

自ら生産した多品目野菜を活用したドライ野菜やスイーツトッピン
グ等の商品開発を行い、野菜のブランド化による農業経営の安定
化を図る。

長谷川農園
長谷川　和俊

群馬県 前橋市

10
有機JAS認定の高山村地場
産野菜を利用した惣菜加工
と販売事業

有機ＪＡＳ認定の高山村地場産野菜を活用し、惣菜等の商品開発・
製造・販売による経営の安定化を図る。

銀河高原ファー
ム
後藤　明宏

群馬県
吾妻郡
高山村

15



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11

直売所設置による直接販売
と、地域の特産物である
「米」と観光資源である「菜
の花」を利用した新商品の
開発・加工・販売事業

地域特産物である米や観光資源である菜の花を活用し、加工品開
発と直売所を軸とした地産地消の推進と地域農業の活性化を図
る。

埼玉みずほ
農業協同組合

埼玉県 幸手市

12
御宿岩和田漁港に水揚げさ
れるスルメイカの加工・販売
事業

御宿岩和田漁港に水揚げされるスルメイカを活用しイカの沖漬や
沖干し等の商品の開発と加工・販売により漁協経営の安定を図
る。

御宿岩和田
漁業協同組合

千葉県
夷隅郡
御宿町

13
完熟トマトの販売の改善とト
マト利用の商品開発と販売
の取り組み

自ら生産した完熟トマトを活用した販売とトマト漬物やジュレ等の商
品開発・販売により経営の改善及び安定化を図る。

関根　丈将 千葉県 旭市

14
梨と米を利用した新規商品
開発と直接販売の取り組み

自ら生産した梨と米を活用したジャム、ドレッシング、焼き菓子等の
商品開発と直接販売により経営の多角化・安定化を図る。

杉野　光明 千葉県 柏市

15
無農薬バジルを活用したバ
ジル商品開発販売事業

周年栽培による無農薬バジルを活用し、バジルソース等の商品開
発・販売により経営の改善及び安定化を図る。

有限会社
アーバンファーム

千葉県 柏市

16



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16

自農場生乳を原材料とした
既存商品（ヨーグルト類）の
少量化と新製品（チーズ）の
開発

自農場生乳を活用しヨーグルト及びチーズ等の関連商品の開発・
加工・販売による経営の改善及び安定化を図る。

磯沼ミルクファー
ム
磯沼　正徳

東京都 八王子市

17
パッションフルーツの地域ブ
ランド化を目指した神津島
特産品の開発

神津島特産のパッションフルーツを活用し、ゼリー等新商品開発と
販売により経営の改善及び安定化を図る。

清水　靖男 東京都 神津島村

18
自社栽培しているいちごの
加工・販売業

自社生産のいちごを活用し乾燥イチゴ、菓子の製造販売等により
経営の多角化・安定化を図る。

株式会社
ピュールアイ

神奈川県 大和市

19

カスタードクリームの菓子製
造と鶏肉のササミの部位を
使用した惣菜製造と弁当開
発

自社飼育鶏及び鶏卵を活用し鶏肉の加工品やカスタードクリーム
等の商品開発を行い、催事販売等を通じ経営の安定化を図る。

有限会社
勝栄

山梨県 北杜市

20
自社栽培のフレッシュきのこ
を活用した、新商品、新メ
ニューの加工・販売事業

自社栽培のフレッシュきのこ類を活用した商品開発・加工・販売に
より農業経営の改善・安定化を図る。

加賀美しめじ園
加賀美　功

山梨県
南巨摩郡
富士川町

17



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

21
長野県の地域資源であるブ
ルーベリーを利用した製品
の加工・直接販売事業

自社生産したブルーベリーを活用した加工品の開発及び直売によ
る農業経営の改善・安定化を図る。

農業生産法人
株式会社
未来農業計画

長野県 長野市

22
特産果実を活用した新加工
商品の開発と新たな販売シ
ステムの事業化

管内で生産される特産果実等を活用した加工品の開発及び直売
所を核としたネット販売システムを構築し、農産加工品等の販路拡
大により農業経営の改善・安定化を図る。

須高農業協同組
合

長野県 須坂市

23
自社生産イチゴとフルーツト
マトの加工製品開発とイン
ターネット販売体制の確立

自社生産イチゴとフルーツトマトを活用したジャム、ジュレ、ドライフ
ルーツ等の商品開発とインターネット販売により農業経営の改善・
安定化を図る。

長野ベリーファー
ム株式会社

長野県 長野市

24
長野県の伝統野菜である牧
大根を中心とした６次産業
化

長野県の伝統野菜「牧大根」を活用した、漬物等の加工品の開発
と販売促進を通じ地域伝統食の継承と価値の創出を図る。

JAあづみ女性部
西穂高支部
牧大根プロジェク
ト

長野県 安曇野市

25
平谷村・特産トウモロコシ等
活用の６次化村おこし事業

平谷村・特産トウモロコシ等活用した加工品の開発及び村民レスト
ランでの提供により農家所得の向上及び農業経営の安定化を図
る。

有限会社
みなみ信州
平谷リゾート

株式会社
信州平谷温泉

長野県
下伊那郡
平谷村

18



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

26

小谷村放牧豚（野豚）の内
蔵肉を活用した地域特産品
「小谷野豚のもつ鍋」の開発
と販売事業

小谷村放牧豚（野豚）の内臓肉を活用した地域特産品「小谷野豚
のもつ豚」の商品開発・販売により経営の改善・安定化を図る。

松井　康彦 肉のまる公 長野県
北安曇郡
小谷村

27

地域の野菜を利用した、環
境にやさしく地域に密着した
消費者指向の漬物加工・販
売事業

地域の野菜を活用し、環境にやさしく地域に密着した消費者志向
の漬物の商品開発・製造・販売により地域の雇用を創出し、地域に
根差した新たな農業経営体を目指す。

B.A株式会社
信州うまいものや

長野県 松本市

28
米・リンゴなど地元素材を活
用した新たな菓子加工・直
売事業

自ら生産の米・リンゴなど地元素材を活用し、新たな菓子加工品の
開発及び加工・直売事業の展開により地元商品のブランド化を図
る。

小池手造り農産
加工所有限会社

長野県
下伊那郡
喬木村

29

夏いちごを中心としたいちご
新商品の開発による「朝霧
高原いちご」のブランド化事
業

「夏いちご」など自社生産のいちごを活用し、菓子、アイス等の加工
食品の開発と製造・販売により、「朝霧高原いちご」のブランド化を
図る。

農業法人
株式会社
朝霧高原
フルーツ村

静岡県 富士宮市

30
自社畑の生姜を使った乾燥
生姜、生姜茶、生姜糖の開
発事業

自社生産の生姜、お茶を活用し、乾燥生姜や生姜茶等加工食品
の開発・販売をすることにより農業経営の改善・安定化を図る。

望月製茶
望月　稔 静岡県 富士市

19



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

31
苔種から苔を栽培する機能
を有し、屋上にも屋内にも使
える緑化キットの開発

自社生産のコケを活用し、緑化用資材の開発・販売による経営の
改善・安定化を図る。

株式会社
モスファーム

静岡県 富士宮市

32
野菜ジェラート等の新商品
開発及び販売方法の一部
改善

自社生産の野菜を活用し、ジェラートやチップス等の新商品開発及
び直売所等での販売により農業経営の改善・安定化を図る。

有限会社
佐野ファーム

静岡県
周智郡
森町

33

多様な地域農産物を活用し
た新型コロッケ・餃子等の共
同開発と販路開拓及びブラ
ンド化

自ら生産する多様な地域農産物を活用し、新型コロッケ等の商品
開発・販路開拓を通じ、ブランド化による経営の改善・安定化を図
る。

有限会社
三和畜産

大西農園
大西辰幸

株式会社
ゆめ市

静岡県 浜松市

34

既存作物であるレタスや水
菜、新規作物であるミツバを
利用した野菜のカット加工・
販売事業

自ら生産するレタスや新規作物であるミツバを活用し、野菜のカッ
ト加工・販売による所得向上を目指す。

川上　隆三
静岡県 浜松市

20



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
耕作放棄地で生産した｢に
んにく｣等の利用による新商
品開発と販売事業

近年地域で増加傾向にある耕作放棄地を利用して野菜の生産拡
大を目指し、ドレッシング・スープの製造等を実施。
付加価値をつけた新商品開発と販売にて６次産業化に取り組み、
所得の増加を図る。

株式会社
健幸食品

新潟県 新潟市

2
食品残渣を餌とした肥育豚
の食肉加工・直接販売事業

現状全頭を精肉販売会社に出荷しているが、自ら加工に取組み
ベーコンとウィンナーを販売する。販売に関して弊社のビール販売
ルート（外販）を利用して販売するほか、社内事務所を一部改修し
て直売スペースを設ける。このことによって自社生産の肉加工で付
加価値をつけ、販路開拓により売上高の増加と経営の安定化を図
る。

新潟麦酒
株式会社

新潟県 新潟市

3
当集落で生産した野菜を利
用したキムチを主とした漬物
開発・製造・販売事業

当集落において独自堆肥技術で生産した野菜を活用した田舎風
白菜キムチ「辛味の強い『おやじキムチ』、辛み控え目の『おふくろ
キムチ』」及び「キャベツや大根を原料とした『漬物』」の商品開発・
生産を実施。
小矢部市道の駅およびJAいなばＡコープでの「顔の見える」直接販
売により、地域ブランド化を進め、当集落の更なる収益拡大並びに
経営向上を図る。
結果として、小矢部市特産品の商品認定も受け、広く地域に末友
野菜の認知度を高めていく。

農事組合法人
末友営農組合

富山県 小矢部市

4
氷見稲積梅を原料とした新
たな商品の開発と販路拡大
事業

生産者の高齢化などにより生産量は減退し荒廃化する中、山間地
域を整備しながら梅林化してきたことにより復活させた「氷見稲積
梅」を原料とする新商品を開発することと、広くPRすることにより認
知度を向上させ、地域特産品のブランド化と地域農業の振興を図
る。梅酒の製造中に出る漬けていた梅の商品化と梅ドリンクの５倍
希釈エキス、梅シソ、梅肉チューブの商品開発を行う。

氷見稲積梅
株式会社

富山県 氷見市

5

地域の特産品である加賀野
菜のひとつ【加賀れんこん】
を利用した商品の加工・販
売事業

加賀れんこんを使用したれんこんチップス、れんこんのすりおろし
（冷凍）、ふりかけ（ビン詰め）を商品開発・生産するとともに、新た
な販売ルートを構築することによって、経営の多角化・高度化を図
る。

農事組合法人
蓮だより

石川県 金沢市

21



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6

五郎島農園で生産するトマ
ト・イチゴ等の加工品開発と
直売及び直売所と農家レス
トランでの販売事業

自社生産の稀少イチゴ及びトマトを活用したジャムとミディトマトの
ジュース等の加工商品の開発・生産と、直売所や農家レストラン等
を行うとともに、加工施設を導入。地産・地消による生産・販売と消
費者の健康志向を的確に反映させて製品の開発と販売を実施。

株式会社
五郎島農園

石川県 金沢市

7

自社農産物Ｂ品活用主体の
加工商品化及び農業体験
観光による集客販売で地域
活性化

自らが生産する米及び甘藷を活用した加工品を製造するほか農業
体験型観光実施で集客化し、新設直売所で加工商品販売を実施
する。
新庄地区集落者がワークシェアできる小さな雇用の場を創出し地
域の６次産業化を実現させる。

（農）
新庄わいわい楽
舎

福井県 美浜町

8

福井県海域・福井市越廼地
先の水産物・未利用資源を
活用した新商品の開発及び
販売拡大事業

これまでイベント等でテスト販売、商品リサーチを行ってきた「ぬか
づけ」商品、及び未利用資源を活用した加工品を越廼漁協ブランド
商品としてブラッシュアップし、商品化を図るとともに、販路の確保
を図る

越廼漁業協同組
合

福井県 福井市

22



23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
当園オリジナルいちご「美人
姫」を活用した高濃度いちご
果汁飲料の製造・販売事業

ハウス栽培した岐阜県産いちご美人姫を使用したいちご果汁飲料
の新商品を開発・委託加工し、販売することで経営の安定化を図
る。大手百貨店や青果会社に販売するほか、他の販売チャネルを
開拓するとともに展示会等に出展し販路拡大を行う。
　さらに将来的にはアジアへの輸出にもチャレンジし、岐阜県産い
ちごの知名度向上・ブランド化を目指し、経営の多角化・高度化を
図っていく。

奥田　美貴夫 岐阜県 羽島市

2

循環農業による飼料用米で
育てた「揖斐米豚(イビッコブ
タ)仮称」の精肉、ハム・ソー
セージ加工と直売事業

自ら栽培した米を飼料として飼育した豚を、自ら精肉及びハム・
ソーセージに委託加工して消費者及び飲食店に直売することによ
り、収益性を高めて農業経営を改善し、地域農業の保全と活性化
に貢献する。

高橋　正美 岐阜県 揖斐川町

3

化学肥料・農薬不使用で栽
培したエゴマの葉および実
を使った、「漬物」「煎餅」
「ケーキ」の製造および販売

農薬・化学肥料を使わず栽培したエゴマの葉および実を活用して、
漬物・米粉煎餅・ケーキなどの加工食品を開発し、直売所や直売
会で販売することにより、収益を向上させて農業経営を改善する。

服部　晃 岐阜県 白川町

4
中津川産栗・落花生を使用
した加工品の製造・販売事
業

栗及び落花生を氷温冷蔵庫で貯蔵することにより「高糖度」となっ
た栗を使った栗スイーツ（最中、渋皮煮）の開発・製造・販売や焙煎
加工により香りとおいしさを向上させた落花生を販売する。
　これにより販売基盤の安定的な拡充を図るとともに栗の生産加
工による経済的自立農家のモデルケースを目指す。

林　雅広 岐阜県 中津川市

5
地域の特産物である「飛騨
山椒」を利用した商品の加
工・販売事業

岐阜県の奥飛騨温泉郷で代々栽培されてきた香りの良い山椒を
使い、従来の顧客からの要望を踏まえた「ミル付き山椒」・「山椒醤
油」・「実山椒の佃煮」といった新商品を開発・販売することにより経
営の多角化を図る。

(有)飛騨山椒 岐阜県 高山市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6
高原野菜を無駄なく活かす
野菜加工商品の開発事業

ひるがの高原野菜の食味、食感を生かした自社完結型の野菜加
工商品を開発・販売することにより、Ｂ級品等の活用度合いを高め
ながら販路を拡充し、収益基盤の強化を図る。
　具体的には、鮮度保持効果の高い電解水洗浄システムや急速
冷却システムを導入し、自社一貫生産の鮮度のよさを生かした冷
凍、チルド、ドライ等の野菜加工品を開発して、近隣のスキー場・道
の駅やこれまで取引のある学校給食施設への販売する。
　また、青果も併せて全国への販路の拡大を図る。

(有)ひるがのラ
ファノス

岐阜県 郡上市

7
地域特産のつるむらさきを
使ったスイーツの開発・販売
事業

平成８年「農業婦人クラブ」を母体にして平成１５年に農家レストラ
ンを運営する当組合が設立。
　従来のつるむらさきうどんに加えてつるむらさきのパウダーを
使ったスイーツ製品を開発、委託加工し、顧客層の拡大と販路の
拡大により収益基盤の強化を図るとともに、つるむらさき産地とし
て地域の活性化を図る。

武芸川町特産品
開発企業組合

岐阜県 関市

8

完熟ブルーベリーを活用し、
岐阜県産素材にこだわった
ブルーベリー加工商品の製
造・販売事業

銀座の有名レストランや地元のこだわり素材を扱う小売店等と取
引のあるブルーベリーを活用して、新たに特徴のある加工品（ブ
ルーベリーのパンケーキ、ベーグル、ドレッシング、シフォンケー
キ、アイスクリーム）を開発し、ラインナップを充実させ、経営の多
角化・高度化を図り、経営基盤を強化し売上向上を目指す。

(株)紫屋 岐阜県 関市

9
高糖度ミニトマトの摘み取り
園訪問者への販売事業

現在の１ｈａの施設（プチトマト）に加えて観光地（吉良温泉）に近い
立地条件を活かしたトマト摘み取り園を新たに整備し、来園客にト
マトを販売することにより自社の収入の向上を図るとともに、規格
外トマトを有効利用し、加工品を開発することによりさらなる収益向
上及び経営の安定を図る。

天野　正巳 愛知県 西尾市

10
石原農園の規格外トマトを
利用した加工品開発、販売
事業

施設栽培の規格外トマトを使ったジャムやドレッシング等加工品の
開発・販売を行うことで、年間を通して消費者が石原農園トマトに
触れる機会を増やし、付加価値の向上と直接販売比率の増大に
努めることにより、農業経営の改善を図る。

石原　常雄 愛知県 愛西市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11

合鴨農法で生産した古代米
玄米と自社生産うるち米を
原料とした、米粉100％のう
どんの開発・製造・販売事業

古代米とうるち米を原材料とした米粉１００％の「古代米玄米米粉う
どん」を開発し、自社製造を行う。うどんのほか、米粉（古代米玄
米、うるち）の商品化やうどんと米粉をセットにした商品等を販売す
ることで、農業経営の多角化を目指す。

株式会社
シバタファーム

愛知県 日進市

12

米の精米工程の見える化を
導入した、直売所での農産
物販売及び大豆加工品の
製造・販売事業

新たに直売所を整備し、米、麦、大豆、野菜を販売する。この直売
所に独自に無洗米精米機を設置し、無洗米を新たな主力商品とす
る。直売所の魅力を高めるため、大豆を使った新商品開発を取り
組み、農業経営の多角化を図る。

(有)小久井農場 愛知県 岡崎市

13

地域の特産品であるうずら
卵の新しい用途性を生み出
す新商品の開発・生産・販
売事業

うずら卵を活用して、温泉卵や半熟卵及び燻製卵など、競合品と
差別化を図る加工方法で新商品の開発・生産を行うとともに既存
の生卵の販売ルートを活用した販路開拓を行うことにより新たな事
業を創出し、農業経営に付加価値を取り込み、農業経営の安定化
を図る。

塩野谷商店
株式会社

愛知県 豊橋市

14
豊根村の間伐材を利用した
安心「つみき」製作プロジェ
クト

愛知県豊根村の間伐材を使用して「つみき」を製作・商品化し、安
心をテーマに広く販売する。なお、「つみき」を通して山や森林が抱
えている問題提起を行う。既存商品（犬小屋・縁台・木質ペレット
等）との相乗効果を生み出し、販路拡大を行って林業経営の発展
を図る。

豊根村森林組合 株式会社豊川堂 愛知県 豊根村

15
野菜加工品（干し野菜等）の
開発と、野菜、野菜加工品
等の販路拡大事業

干し野菜等の野菜加工品の商品開発、生産、販売に取り組む。ま
た、直売所を整備し、自社生産農産物及び野菜加工品を販売する
ことにより、さらなる付加価値をとりこみ、農業経営の利益率の向
上を実現する。

株式会社中甲 愛知県 豊田市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16

地域循環資源システムに
則って栽培した愛知県産ナ
ノハナの加工品等の開発・
生産・販売事業

菜の花を活用して新商品の開発・生産・販売を行い、経営の多角
化と向上を図る。
具体的には、地域の遊休農地を活用し菜の花を栽培する、収穫物
をなのはな油に委託加工し販売する。また、加工時に発生する副
産物を活用したドレッシング等を開発し販売する。

なのはな農園
株式会社

愛知県 豊田市

17

ブルーベリー、ガーデンハッ
クルベリー及びマコモ若葉
を利用したジャムや粉末の
加工・販売事業

ブルーベリーとハックルベリーを機能性活かすためのミックスジャ
ムの製品化と、生食には不適であるが機能性成分を多く含んだ
ハックルベリー及び組合員らが休耕田対策として水田に栽培を開
始したマコモ（イネ科の水生植物）の若葉の粉末加工品を製品開
発・生産することにより経営の多角化を図り、農業経営に付加価値
を取り込むことによって、組合員らの農業経営の安定・改善を図
る。

東三河農産加工
販売協同組合

愛知県 新城市

18
国産グレープフルーツ等を
利用した加工品の企画・加
工・販売事業

自ら栽培したグレープフルーツ等柑橘類を利用したジャム等の加
工品を開発し、卸売中心の経営から製造小売への転換を図り、経
営の安定化と規模拡大、地域活性化を目指す。
　具体的には、新たに加工施設を整備し、国産グレープフルーツの
生鮮流通だけでなく、ジャム・ピール、ジュースや菓子等の新商品
に加工し、直売所やネット販売等に取組む。

(株)萬秀フルーツ 愛知県 美浜町

19
枯草菌栽培のホウレンソウ
を使用した翡翠麺開発・販
売事業

ハウス栽培のホウレンソウを練りこんだ乾麺である「翡翠麺」を開
発・販売することにより付加価値を高め、当社カントリー事業部の
経営の安定化を図り、障害者の継続雇用の場を整備する。翡翠麺
は、既存取引先、自社生花事業部店舗「いちはな・花彩」での販売
から知多半島内の観光土産店・飲食店、ネット通販等へ販路を開
拓し経営の安定化を図る。

(有)ライフコーポ
レーション

愛知県 半田市

20

石榑地域で生産した伊勢茶
の退色を防いだ加工用ペー
スト商品の開発・販路拡大
事業

伊勢茶のうち、販売価格が低いニ番茶を利用した一次加工商品
（ペースト）を開発、委託加工・販売を行う、新たな販売ルートを構
築し、経営の多角化及び安定化を図る。
　具体的には、石榑産伊勢茶から退色を防いだ「ペースト」の商品
開発を行い和洋菓子店や食品加工会社等に販売する。

伊藤　一信 三重県 いなべ市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

21

いなべ市の特産品である黒
米、赤米、もち米及びうるち
米を利用した商品の加工・
販売事業

いなべ市の特産品である黒米、赤米、もち米、うるち米を利用した
新商品を開発・製造・販売し、経営の改善、多角化及び地域の活
性化を図る。
　具体的には、長期保存できる加工もち、五平餅、みたらしだんご
を開発・製造し、自ら経営をおこなっている直売所「うりぼう」での販
売や卸売販売を行う。

農事組合法人
うりぼう

三重県 いなべ市

22

地域特産の柑橘に加えブ
ルーベリー、イチゴ栽培導
入による通年販売可能な新
たな加工品の開発および販
売事業

栽培面積では主となる温州ミカンとは作業労力が競合せず、一年
を通した収穫が可能な栽培品目として、周辺地域でもまだ栽培の
少ないブルーベリー、イチゴ栽培を新たに導入し、ブルーベリー、イ
チゴを使用した、ジャム・ソース類およびデザート類（アイスクリー
ム、ゼリー等）を新たに商品化し販売することで、通年雇用体制の
強化および経営の安定化を図る。
また、既存の柑橘についても、新たな品種を導入することで、付加
価値を付けたジュースの加工販売を行い、経営の多角化を図る。

株式会社
金山パイロット
ファーム

三重県 熊野市

23
久間田地区の大豆・米を利
用したみそ及びもちの新商
品開発・販売事業

大豆・米を利用したみそや既存商品である切餅に加え、もち米を活
用した新商品の開発、製造、販売を行う。
また、加工直売施設を整備し、直売所での一般消費者への販売や
県内スーパーへ委託販売することにより農業経営の改善を図る。

農事組合法人
クマダ

三重県 鈴鹿市

24
波多瀬地域の米粉を使った
菓子、離乳食・介護食、調味
料等の開発・販売事業

米粉用の稲作を増加させ、より多くのお客様に地元の米の美味し
さを知っていただくよう、米粉を菓子、調味料などに加工し、米飯以
外の形で提供することにより、農業経営の向上を図る。

元丈の里営農組
合

三重県 多気町

25

新鮮な生乳を原料にした自
家製チーズ及びチーズを使
用したパンの製造・販売事
業

新商品製造の為の工場及び設備を新設し、従来のアイスクリーム
に加えて自家生産の生乳を原料にナチュラルチーズを製造販売す
る。さらに製造したチーズを使用したパンの製造販売する。また、
従来からの通信販売顧客に対し、新たな商品の紹介を行い、全国
販売等の販路拡大により売上向上を図る。チーズは地元の菓子
店・飲食店等に地元産チーズを材料にしたスイーツ・料理を提案し
卸販売を行い地域活性化に取り組む。

株式会社
ミルクパレット

三重県 津市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

26

いなべ市の特産品である
「そば」及び「唐辛子」を利用
した新商品開発・販路拡大
事業

いなべ市産蕎麦を利用した新商品（冷凍麺及び乾麺）を開発、三
重県内の製麺業者に加工委託を行い、市内の飲食店を中心に販
売するほか、地元の直売所などで販売する。また、自ら生産したと
うがらしを用いて一味唐辛子を開発・製造、麺商品の販路に合わ
せて販売し農業経営の改善を図る。

藤田　克己 三重県 いなべ市

27

中山間地域活性化作物で
あるこんにゃくいもを使用し
た手づくりこんにゃくの新た
な加工・販売事業

当組合において栽培したこんにゃくいもと木灰のみでこんにゃくを
製造することで、余計な素材を一切加えない、昔ながらのこんにゃ
く商品としてのブランドを確立し、販路の拡大による収益の確保お
よび経営の改善を図るとともに、地域農業の活性化に寄与する。

企業組合別天地 三重県 松阪市

28
昔ながらの肥育方法にこだ
わった松阪牛の肉の販売及
び加工品の製造・販売事業

自社で肥育した松阪牛の枝肉を従来の卸売に加えて新たに小売
販売を行うとともに、その牛肉を活用した牛肉弁当及びしぐれ煮等
の加工品の製造、販売を行うことにより経営の多角化及び高度化
を図り、農業経営に付加価値を取り込むことで農業経営の改善を
図る。
また、生産から販売及び、加工までを生産者が行うことにより、消
費者に顔の見える安心・安全を提供し、味のぶれない商品の提供
を行う。

有限会社
松本畜産

三重県 多気町
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
少量土壌培地耕作システム
によって栽培したトマトの加
工及びその販売事業

新たに加工施設を新設して、トマトのジュースやジャムを開発・生
産するとともに新たな販売ルートを構築することによって経営の多
角化・高度化を図り、農業経営の改善を図る。

農業生産法人
株式会社
青友農産

滋賀県 近江八幡市

2
自家製の「滋賀羽二重糯」
米のみを使った「大福榮も
ち」の開発・販売

「滋賀羽二重糯米」のみを使った「大福榮もち」を開発・販売し、白
餅（榮もち）の需要の季節変動（正月前後に集中）を緩和し、餅加
工設備の稼働率を上げる。将来的には、直売所、レストランを設置
し、ぜんざいの提供等により需要を開拓していく。

中井　榮夫
（榮農場　場主）

滋賀県 栗東市

3
近江茶を使用した洋菓子の
開発・販売事業

近江茶を利用したスイーツ（緑茶、焙じ茶、玄米茶風味のソフトクッ
キー）の商品開発、販売を実施するとともに、そのための新たな販
売ルートを開拓・構築することによって経営の多角化、高度化、知
名度アップを図る。本来のリーフ茶の売上増加を目指す。

北川製茶
北川　義一

滋賀県 野洲市

4

小規模農家の生き残り戦略
－農場直売方式の導入と農
家グループ方式による業者
向け販路開拓－

高品質のトマトを中心に野菜の生産を拡大し、農場での直接販売、
オークション形式の販売、東京や大阪への販路開拓、南丹市や亀
岡市のスローフード店への販路開拓、農家グループの構築による
大口加工業者への販路開拓に取り組んでいく。

アストグリーン
代表　星野　隆護

京都府 南丹市

5
美山町内産の生乳を活かし
た自家製チーズ等の新たな
乳製品開発事業

美山牛乳の消費拡大を目的に乳製品加工施設を新設し、チーズ
やバターの商品開発に取り組む。また、洋菓子店との新商品開発
や連携販売に取り組み、新たな美山町のブランドとして確立してい
く。

美山ふるさと
株式会社

京都府 南丹市

29
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6

土耕によるこだわりトマトの
Ｂ級品の加工品開発とカ
フェを併設した直売所の開
設事業

土耕によるこだわりトマトを使用したアイス、プリン、ジャム、ロール
ケーキ等の商品開発を行うとともに、カフェ併設の直売所を設置す
る。またトマトの周年栽培、JGAP導入、法人化に取り組み、戸田農
園トマトのブランド化を図る。

戸田　泰嘉 有限会社市與 京都府
久世郡

久御山町

7

Ｂ級椎茸の加工品開発と栽
培後のたい肥の有効販売を
行い菌床椎茸栽培経営を発
展させる事業

椎茸の芽をかいたものを有効活用するため佃煮、パウダーの商品
開発に取り組むとともに、栽培後の菌床をたい肥として利用し、菌
床椎茸栽培経営の発展を目指す。

村瀬　博 有限会社市與 京都府
久世郡

久御山町

8

第一回和泉ブランド認定品
である植物工場産葉物野菜
を利用した商品の加工・販
売事業

ベビーリーフの粉末野菜ジュースや野菜のふりかけ・漬け物、さら
にバジルペイストやバジルソース、各種ハーブ類を有効利用した調
味料を商品開発・生産し、経営の多角化・高度化を図る。

株式会社
みらくるグリーン

大阪府 和泉市

9
地域の特産品である養殖わ
かめ等の海産物を利用した
商品の加工・販売事業

養殖わかめを使った乾燥わかめ、わかめの佃煮の商品開発・生産
し、既存の加工品を含めた新たな販売方法、販路の開拓を行い、
経営の多角化・高効率化を図る。

岡田浦漁業協同
組合

大阪府 泉南市

10

　「真空パックの『神戸米』
（商標登録第5339970号）」
を新商品開発・販売する事
業

「自社栽培の『神戸米』(小池潤を商標権者として商標登録第
5339970号)を、真空パックした新商品」の開発・販売を行う。
真空パックにすることで、より商品自体の鮮度を保ち、主にギフト需
要の獲得をはかる。ギフト商品としての適性や、神戸米というイメー
ジに相応しいよう宣伝媒体（パンフレット・シール等）にも工夫をこら
し、一層の付加価値をつける事業展開に取り組む。

株式会社
小池農園こめハ
ウス

兵庫県 神戸市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11
漁業者が海苔・魚を加工し、
インターネット販売する事業

海苔、鯛、たこを利用して、「海苔のつくだに」、「鯛めし」、「たこ釜
揚げ」の商品開発を行い、インターネットを用いた販路開拓により
直接に消費者に販売を行い、経営改善を目指す。

中谷　正男
井上　雅夫
井上　晃良

兵庫県 明石市

12

自社の資源再利用した有機
肥料を施し、一般より農薬
使用を半減して栽培した大
豆を原料とした全粒利用豆
腐の加工販売

耕作面積を増やし、大豆を増産し、丸大豆を原料に、赤穂産にが
り、西宮宮水を使用する全原料兵庫県産の安全安心な全粒豆腐
の商品開発を目標に、三晃総合食品㈱と共同開発し商品化する。

松本造園土木
株式会社

三晃総合食品
株式会社

兵庫県 三田市

13
集落丸山の里山特産品の
開発製造販売事業

休耕地の整備を進め、栽培面積を広げると同時に、加工設備を充
実し、集落内での加工品（黒大豆味噌、ユズ胡椒、エゴマドレッシン
グ、ショウガ佃煮、栗菓子）の開発製造を行い、土産物販売及びイ
ンターネット販売を行っていく。

集落丸山
代表
佐古田　直實

株式会社めぶき
農房
佐古田　浩治

兵庫県 篠山市

14
自社生産の米と玉葱を活用
した新商品の開発・販売及
び観光事業

生産した米を使用してギフト商品や量販店向けに炊き込みご飯を
開発する。また、玉葱スープ、玉葱ジュース、玉葱漬物を開発し、
百貨店・スーパー等への販路開拓により収益の改善を目指す。

有限会社
光輝

兵庫県 南あわじ市

15

但馬産ジャージー牛乳を利
用したスイーツ、パン等の加
工食品の製造・販売、ブラン
ド化

プリン、ブリオッシュ、レアチーズケーキ、クリームチーズの新商品
を開発し、ジャージー牛乳の特徴を生かしたスイーツ商品のライン
ナップを充実することで、季節とは関係なく安定した売上高を確保
する。

吉井　英之 兵庫県 朝来市
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23年度第3回認定一覧（総合化事業計画）

申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16
玉葱を主とした淡路産野菜
の生産規模の拡大と一次加
工野菜の販売事業

地域の遊休農地を活用して大規模農場化を進め栽培面積を拡大
させ、一次加工場施設を整備し、玉葱・ブロッコリー・キャベツ等の
カット野菜の販売により、農業生産及び売上げの拡大を目指す。

有限会社
イザナギ開発

兵庫県 淡路市

17
玉葱を主とした淡路産野菜
の生産・販売と一次加工野
菜の販売

淡路島の特産品である玉葱を中心としたネギ・キャベツ・さつまい
もなどの栽培と、淡路産野菜のカット野菜等の一次加工に取り組
み、淡路島の立地条件と淡路島産玉ねぎの知名度を活かして阪
神間に販路を拡大することで、農業経営の確立と収益拡大を目指
す。

株式会社
ショーゼンファー
ム

兵庫県 淡路市

18
安心安全な姫路のふるさと
野菜の栽培と販売事業

姫路のふるさと野菜の栽培を目指し、農薬・化学肥料を使用しない
特別栽培の導入によりハウストマト、にんにく、黒豆、白葱、ハウス
メロン、自然薯、玉葱の栽培に取り組みインターネットでの販売や
地域のレストランへの販路開拓を行う。

株式会社
ジャパンファー
マーズヤード

兵庫県 姫路市

19
自社牧場の牛乳を利用した
菓子類の加工・販売事業

牛乳を使用したロールケーキ等の商品開発と生産を行うとともに、
新たな販売ルートを構築することによって、経営の多角化・高度化
を図る。

有限会社
ブリランテ

兵庫県 加東市

20
いなみの漬物と餅の製造・
販売事業

耕作依頼農地を引き受けて、新規就農者を育成するために安定か
つ付加価値を高める６次産業化を行っていく。未利用となっている
キュウリ、キャベツ、白菜等の漬物の商品開発や、「餅」の製造販
売を行う。

松井　義輝 兵庫県
加古郡
稲美町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

21
大和茶のスーパープレミア
ム品の開発と販売

大和茶の付加価値を高めたスーパープレミア～プレミア級の大和
茶を開発し、商品に見合った価格帯での直売強化を図る。

井ノ倉茶園
井ノ倉　光博

奈良県 奈良市

22
農産物直売所の開設と手作
りジャム等の加工品開発事
業

野菜について栽培面積を拡大して生産品目を増やし、既存顧客へ
の売り込み強化を図るとともに、天理市内に直売所を開設して、直
売体制の確立を図る。また、果樹についても作付面積の拡大によ
り、栗と無花果の販売強化を行う。併せて、手作りを基本にいちご
ジャム、いちご大福、トマトケチャップ、栗ケーキ、いちごジュースの
加工品製造を行い、直売所で販売する。直売所にはカフェを併設し
て地域の交流の場とする。

岡田　明 奈良県 天理市

23

自家生産のブルーベリー、
サフランを活用した加工品
の新商品開発とその販売及
びカフェレストラン事業

ブルーベリーの廃棄ロスを減らすため、ジャム、ソース等の加工品
の開発に取り組む。また、サフランを原料としてサフランティ等の開
発に取り組む。さらに、ブルーベリーとサフランに特化したカフェレ
ストラン及び直売施設を新たに整備し、地域への集客と活性化を
図る。

エトファルト　笹
岡暁介

奈良県 桜井市

24
有機大和野菜を使ったピク
ルス、ドライベジタブル、カッ
ト野菜の研究開発事業

自社で栽培した大和野菜を用いたピクルス、ドライベジタブル、カッ
ト野菜の商品開発に取り組み、経営の多角化・高度化を図る。

株式会社グリー
ンワーム２１

奈良県 宇陀市

25
梅を使用した商品の加工、
販売事業

我が家で生まれた梅「ミスなでしこ」（※商標登録済）は梅酒等に利
用した場合、綺麗なピンク色になるのが特徴であり、これを活かし
たオンリーワンの梅サワーの商品開発に取り組み、生果とともに高
付加価値販売を行う。

那須　誠 和歌山県 田辺市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

26

カンキツ類を主な原材料に
新ジュース・ジャム・シロップ
の新商品開発及び自社ブラ
ンド強化事業

自社の加工施設を整備し、お客様の要望に応じた、はっさく・清見・
はるか・グレープフルーツのジュース、ジャム、シロップの商品開発
を行い、新商品を既存の流通チャネルで販売し、販売量と利益を
増加させる。

有限会社
柑香園

和歌山県 紀の川市

27
にんにくの規格外品を使用
した商品の加工、販売事業

にんにくの生産を行っているが、今後、生産面積を拡大し、収量を
増やすとともに、加工施設を整備して「ニンニクオリーヴ漬」の商品
開発を行い、付加価値を高めて売上げを増加させる。

農業生産法人
株式会社
ヨシムラファーム

和歌山県 紀の川市

28

甘夏・不知火・清見を利用し
た各オレンジピールとその
混合果汁サイダーの開発と
販路拡大事業

温州みかんだけでなく、甘夏、不知火、清見などを使用したご当地
サイダーを開発し通年販売するとともに、柑橘果皮を利用した柑橘
オレンジピールを開発し付加価値を高め、青果とあわせて販売を
展開することで経営の向上を図る。

的場　正倫 和歌山県
有田郡

有田川町

29
南高梅を使用した契約販売
事業及び加工品の開発、販
売事業

現在市場出荷している青梅を使用し、梅干しの新商品を開発し、販
売を行う。消費者・顧客との関係を新たに築き上げ、口コミなどによ
るリピーターの確保や新たな販路獲得も視野に入れた販売体制を
確立し、安定した所得を確保できる農業経営を目指す。

中本　憲明 和歌山県
日高郡

みなべ町

30
青梅の経営発展のための
加工販売

農薬を使用しない栽培方法による青梅の栽培に取り組み、この梅
を用いて梅エキスを開発し、付加価値を高めることで農業経営の
改善を図る。

堀口　育男 和歌山県
日高郡

みなべ町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1

生産する低タンパク米を医
療給食に活用し、古民家レ
ストランで健康食を普及・提
供する事業

腎臓病患者からのニーズのある低タンパク米を活用し、健康食メ
ニューを開発し、古民家レストランでの販売を行うほか、インター
ネット販売を行う。

株式会社
さとに医食同源

鳥取県 鳥取市

2
自社ブランドの「天美卵(て
んびらん)」を活用した「新・
鳥取みやげ」の創造事業

平飼い鶏の「天美卵」を活用した、鳥取を代表する「おしゃれで、お
いしい」お土産品となる新商品を開発・製造する。

有限会社
ひよこカンパニー

鳥取県
八頭郡
八頭町

3
農家と一流料理人のコラボ
レーションによる６次産業化
で創る農家ブランド

自ら栽培した野菜や香草を活用し、一流料理人のレシピに基づい
て、これまでにない良質・美味なるドレッシングソース、調味料や惣
菜を製造・販売する。

前田　修志 鳥取県
東伯郡
北栄町

4

自社ブランド米（特別栽培
米）を活用した焼きかき餅な
ど米加工品の製造・販売事
業

良質な国産米を活用した焼きかき餅など米加工商品の製造販売を
行う。デパート、スーパー、インターネット等での販路開拓に取り組
む。

有限会社
真栄農産

鳥取県 倉吉市

5
鳥取県境港産スルメイカと
アカイカを活用した新商品
開発と販路拡大事業

姿売りに適さない小規格で安価な冷凍スルメイカ、アカイカを活用
した、新商品を開発・製造する。道の駅、コンビニエンスストア等の
新たな販路を開拓する。

株式会社
福栄

鳥取県 境港市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6
原木栽培しいたけと地域の
魚介類及び海藻等を利用し
た加工、販売事業

原木栽培の生しいたけ規格外品を活用した「しいたけ入りもずく等」
の新商品を開発・製造し、東京、大阪に販路開拓を進める。

株式会社
吉崎工務店

島根県
隠岐郡

隠岐の島町

7
有機ＪＡＳ認証お茶の生産
加工と販売事業

既に認可を受けている生産工程に加え、出荷加工までの有機ＪＡＳ
認可を取得し、有機ＪＡＳ認証煎茶・番茶・紅茶として販売する。

有限会社
宝箱

島根県 松江市

8
自然薯規格外品及びむかご
を用いた漬け物、総菜の開
発・周年販売事業

自然薯規格外品を用いた漬け物、むかごとレンコンを原料にした
炊き込みご飯の素及び、自然薯とレンコンを原料としたコロッケを
開発・販売する。

真砂産業
株式会社

島根県 益田市

9
ぶどう果肉入りアイスミルク
の加工・販売事業

各品種のぶどう入りアイスミルクを年次計画で商品開発・生産し
て、既存の販売先に加えて、県外のデパートや高級スーパー等で
販売し農業経営の改善を図る。

足立　昌俊 島根県 安来市

10
つやま青うなぎの養殖と加
工販売

青うなぎの養殖技術を確立し、認知度を高め、供給を安定化した上
で開き、白焼き、蒲焼き等加工品開発・販売、飲食店経営を目指
す。

アールビーシーコ
ンサルタント
株式会社

岡山県 津山市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11
「ドラゴンフルーツ」と「加工
専用ぶどう」を活用した新商
品開発及び販売事業

自社生産するドラゴンフルーツ、加工専用ぶどうを使ったフルーツ
ソフトクリーム、フレッシュジュース、ドライフルーツ等新商品を開発
し製造・販売を行う。

有限会社
スコレー

岡山県 岡山市

12
「ふくほのか小麦」と「五穀
鴨 」を活用した新商品開発
及び販売事業

自ら栽培するふくほのか小麦を加工し、うどん・素麺・菓子など二次
加工製品に使用できる「瀬戸内市産石臼挽き小麦粉」として商品化
する。
五穀鴨については、飼料の改良により、五穀合鴨農法で育てた鴨
肉の肉量の改善をはかり、業務用商材「五穀鴨肉」として商品化す
る。

株式会社
一文字

岡山県 瀬戸内市

13
ハーブを活用した商品（ハー
ブティー・甘味料）の開発、
販路拡大、地域雇用事業

自社で栽培する、国産品の少ないハーブ２種類（セントジョンズ
ワート、ステビア）のハーブティーと粉末パウダーをそれぞれ開発し
製造・販売する。

株式会社
夢百姓

岡山県 岡山市

14

生姜、ニンニクの保存技術
を活用した新商品開発と、
直接販売による流通と販路
開拓

自社産の生姜、ニンニクの規格外品を活用し、粉末、生姜湯、シ
ロップ等、加工品を開発し販売する。地元の飲食店に対し販路開
拓に取り組む。生姜粉末、生姜湯等は地元直売所、道の駅を主な
販路として開拓する。

株式会社
岡本工業所

岡山県 総社市

15
料理素材としての「乾燥いち
じく」「いちじく酢」「シロップ
漬け」 の商品化及び販売

規格外いちじくを活用し、乾燥いちじく、いちじく酢、いちじくシロップ
漬けを開発、販売する。また自社農園内に、直売所を設置し直売
にも取り組むことで、経営の安定化を目指す。

久本  菊実 岡山県 備前市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16
美作産米麹を使用し自社生
産の旬素材を活用した米麹
漬物の加工・販売事業

自社農園の野菜を活用した四季折々の漬物の加工、販売を行う。
特に美作地域での米麹を使用し美作地域全体の事業拡大と競合
商品との差別化を図る。

株式会社
西本建設

岡山県 美作市

17

西粟倉村の間伐材を利用し
ての「オリジナル割り箸」「無
垢床タイル」への加工およ
び販売

間伐材を活用した「割り箸」や「無垢床タイル」の製造・販売を行う。
割り箸は、村内の観光施設等のほか、海外飲食店、大手飲食店、
航空会社等向けにも販路開拓に取り組む。

株式会社
西粟倉・森の学
校

岡山県
英田郡

西粟倉村

18
酪農家が作ったカマンベー
ルチーズケーキの新商品開
発と販路開拓

自社生乳チーズを活用したケーキ等新商品を開発・製造し、安価
に提供できる強みを活かして、若い世代女性層向けに、贅沢な洋
菓子を自社農場内で販売するほか、ネット販売にも取り組む。

有限会社
カドーレ

広島県 東広島市

19
江田島産オリーブの産地化
を目的とした国産オリーブ商
品の生産、加工、販売

自社の生産する、希少な国産オリーブを活用したオイル・新漬け・
茶等の加工・販売に取り組み、市と一体となった地域振興、江田島
市「オリーブの島プロジェクト」で江田島産オリーブのブランド化を
図る。

江田島オリーブ
株式会社

広島県 江田島市

20

寄せ植えが簡単にできる寄
せ植え用ポットの開発及び
詰替え用花苗等の販売事
業

生産用のポリポットに入った花苗を特注の寄せ植え用ポットに入れ
てセット販売する、寄せ植えポット「プランツアレンジメント（仮称）」
を開発し、継続的な花苗の詰め替え需要を開拓し、個人宅や店舗
に毎月新しい花苗を宅配する。

西森　勝時 広島県
世羅郡
世羅町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

21
地域特産の果樹・薔薇を活
用した新食感スイーツの開
発と販路開拓

自家栽培の果実及び花卉を有効に活用し、近年の消費嗜好の変
化に沿ったプリン、タルト（焼き菓子）及び冷菓（アイスクリーム）の
新商品開発を展開する。

濱浦　志保香 広島県 尾道市

22

山羊と牛の乳を利用した
ハードチーズ等乳製品と
ケーキ等の加工販売及び生
乳の販売

冷蔵保存でも賞味期限が長い｢ハードチーズ｣、｢チーズ入りアイス
クリーム｣の開発、また常温で販売できる｢こだわりの山羊乳・牛乳
入りケーキ｣や｢こだわりの山羊乳・牛乳入り焼菓子｣の開発、加工
を行い、｢牛乳・山羊乳｣の販売にも取り組む。

松原  正典 広島県 三次市

23
世羅町産の農産物を利用し
た総菜「ケセラセラ（世羅）デ
リカ」の開発販売

自ら栽培する野菜類を活用した加工品「世羅牛コロッケ」「カボチャ
コロッケ」「ライスコロッケ」を開発し、世羅町の観光農園への来訪
者や、地元消費者等も含めた地域内での販売に取り組む。

農事組合法人
聖の郷かわしり

広島県
世羅郡
世羅町

24
押し出し製法の導入による
幅広い消費者をターゲットと
した新米粉麺の製造・販売

米粉麺については新たな製造技術である「押出し製法」を導入し、
消費者が日常的に購入し利用できる品質と価格帯の米粉麺を開
発し、スーパー、外食チェーン、食品問屋等広い販路を確保する。

有限会社 大和 広島県 三原市

25
自家産の牛糞及び牛乳を利
用した熟成堆肥と高脂肪ア
イスクリームの加工販売

自産の牛糞及び乳を利用した、臭いがほとんど無く手触りの良い
牛糞の熟成堆肥、高脂肪アイスクリームの加工、販売に取り組む。
併せて新たな販路の開拓を行い収入の拡大を目指す。

岡田  健夫 広島県
世羅郡
世羅町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

26

養鶏の一部事業転換及び１
次産業間連携堆肥「長門の
恵」による野菜の地域ブラン
ド化

山口県地鶏「長州黒かしわ」の生産に新たに取り組むほか、野菜
生産事業の付加価値の創出を目指す。サトウキビの生産に取り組
み、黒糖・シロップ調味料を活用した野菜加工品、黒糖ジャムなど
の加工・販売により経営改善を図る。

農業生産法人
有限会社
長門アグリスト

山口県 長門市

27

規格外トマトを活用した
ピューレ・ジャムの商品開
発・生産と新たな販売システ
ムの確立

農園で生産しているトマトの規格外品約３ｔを使ったピューレ及びト
マトジャムの商品開発を行い、パン屋・ケーキ屋・飲食店等をター
ゲットに新たな販売システムを構築することによって、経営の多角
化・高度化を図り経営の安定を図る。

江越　正和 山口県 防府市

28
すだちやゆずを活用した、
個別パッケージの氷菓子類
の開発・製造・販売

すだち・ゆずを活用した氷菓子類（個別パッケージ）を開発・製造
し、地元産や本物素材のスイーツを求める層をターゲットに卸販
売、直販、インターネット等で販売する。

後藤田　博之 徳島県 吉野川市

29
おむすび大根、春人参等を
原材料としたジャム等の開
発、生産、販売事業

春ニンジン、おむすび大根、紅芯大根、トマト、レンコンの 規格外
品を活用し、ジャム、ドレッシングの新商品開発を行い、地元を中
心に販路開拓をすすめ、経営の安定化を図る。

安崎　浩二 徳島県
板野郡
藍住町

30
ブルーベリーの付加価値を
高めた地域循環型新商品
の開発・販売事業

ブルーベリーを活用したブルーベリージュース（びん詰め）の開発
を行い、新たな販売方式（びんを回収等）で近郊の消費者へ販売
する。さらに通販も行い、まとめ買いやリピート、ギフト購買を即す
ようなしくみを構築していく。

増田　一城 徳島県 小松島市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

31

とくしま安２認証を受けた菌
床椎茸を利用した加工食品
の開発による高付加価値化
の実現

椎茸の未使用品、安く販売している小規格のものを活用し、”液体
調味料”“加工食品”“レトルト食品”の新商品開発、生産、販売を行
う。

有限会社
丸浅苑

徳島県 徳島市

32
自ら生産したフルーツトマト
を活用した焼き菓子の開
発・製造・販売

フルーツトマトを活用した焼き菓子を開発し、「健康」「本物志向」の
強い顧客層をターゲットに通販を含む直販と百貨店販売等の卸販
売を行う。

原田　隆男 徳島県 阿波市

33
ビタミンＣの含有量が多い
「さちのか」いちごを原材料
とした商品開発、販売事業

SS規格品（小粒で単価が低い）を活用したジャム、ドレッシング、業
務用ピューレ等の新商品開発を行う。販売先として産直市、ＨＰ等
の直販、量販店の卸販売を中心に計画している。

大住　末喜 徳島県
板野郡
松茂町

34

繊細な味の豊水梨としゃり
味のある幸水梨を原材料と
したジャム等の商品開発、
販売事業

豊水、幸水の規格外品を活用し、ジャム、ドレッシングの新商品開
発を行う。果糖を使ったさっぱりタイプときび糖を使った「こくうまタイ
プ」の2種類を開発する。

一森　正宏 徳島県
板野郡
松茂町

35
エコファーマーが作るとくし
ま安２認証レンコンを使用し
た加工品の製造販売

規格外のレンコンを活用し、”レンコンパウダー”、”酢レンコン”を開
発し、卸販売・業務店販売・産直販売等を行う。

有限会社
酒井農園

徳島県 鳴門市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

36

自社ビル屋上等で養蜂した
蜂蜜を原料としたスイーツ
及び飲食メニューの開発、
販売事業

蜂蜜を活用したロールケーキ、プリン、アイスの商品開発を行い、
自社飲食店・移動販売・自社ホームページでの直売と百貨店等へ
の卸販売を行う。

有限会社
野々瀬商事

徳島県 徳島市

37
規格外の「花卉」の新たな加
工と販路開拓の取組

規格外薔薇を活用したプリザーブドフラワーの加工と新たな販路開
拓により、経営の多角化と安定化を図る。

Art Rose研究会 愛媛県 西条市

38
鬼北産新鮮野菜の新商品
開発・製造販売事業

地域のお年寄り、野菜ソムリエ、北宇和高校生の協力を得て、自ら
生産する野菜を加工し「サラダ感覚(仮称）の新たな漬物」の開発・
製造・販売を行う。

清家　頭仁 愛媛県
北宇和郡
鬼北町

39

自社農場で生産したイチゴ・
トマトの新たな保存方法へ
の取り組みと加工・販売事
業

完熟イチゴを用いた加工品の開発・製造を行い、近隣の産直市等
への販路開拓や、収穫・加工体験などを行い、観光農園内での販
売へ繋げる。

窪中　良樹 愛媛県 伊予市

40
「はなしがいたまご・親鳥」を
使った美味しいものづくり事
業

自ら飼養する鶏の「はなしがいたまご」の規格外の卵を活用した加
工品として、プリン、温泉卵、たまご豆腐等を、また廃鶏を活用して
スープ、鳥節を製造する。

合同会社
しゅりの里自然農
園

高知県
幡多郡
三原村
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都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

41
有機栽培生姜を使った「ジン
ジャーパウダー」の開発およ
び販路拡大

女性に特化した生姜加工新商品「ジンジャーパウダー」の開発並び
に農産物及び加工品でJAS 有機規格の申請・取得し、高付加価値
をつけ、販路拡大に取り組む。

刈谷　忠裕 株式会社and. 高知県
吾川郡
いの町

42
土佐の沖合底びき網漁船
「幸成丸」の販路拡大・ブラ
ンド構築事業

漁獲の中心である沖ウルメ及びメヒカリの干物や、メヒカリの佃煮
などの加工品開発・販売に取り組む。幻の魚である「のどぐろ」、カ
レイ、スルメイカなどの規格外品も干物に加工し、プレミアムな贈答
品として販売する。

山崎　八州子 高知県 高知市

43
ブランド地鶏「土佐ジロー」
による畑山まるごと６次産業
化事業

自ら生産する高知県特産地鶏を活用した鍋セット商品及び炭火焼
き等加工品の開発を行い、これまで外注していた商品の自社制
作、販路拡大を目指す。

有限会社
はたやま夢楽

高知県 安芸市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
新たな凍結手法による高品
質な活き〆車えび凍結品の
販路開拓

車えびを従来の「活き」状態での特殊で規模の小さいマーケットを
対象に販売するのではなく、新たな凍結加工技術を導入して、「活
き車えび」と遜色のない「高品質凍結車えび」を生産するとともに、
その使い勝手のよさから可能となる流通システムを構築することに
より、これまで車えびを利用できなかったホテル、レストラン、料理
店などへの販路を拡大することを目標とする。

株式会社
拓水

福岡県
福岡市
博多区

2
自家生産の牛肉を利用した
食肉加工品の販売及びレス
トラン経営事業

既設の精肉等直売所（堀ちゃん牧場）では、多くの固定客を確保す
ることができていますが、顧客にとってより利便性の高い場所に直
売所兼レストランを新設し、従来の精肉に加えハンバーグ、コロッ
ケ等の食肉加工品を販売するとともに、牛肉料理等を提供するレ
ストランを経営することで更なる経営の改善を目指します。

堀ちゃん牧場
堀田和秀

福岡県
福岡市
西区

3
農薬不使用の米及び雑穀
米を活用した米麹、手作り
甘酒セット品の開発・販売

農薬、化学肥料を使用しないで栽培した米を使用して、日本の伝
統的調味料であり、最近人気が出てきた「塩こうじ」や「手作り味
噌」も自宅で簡単に作ることができる米麹を商品化して販売しま
す。また、米麹に玄米、古代米（赤米、黒米、緑米）、押し麦、もちき
び、アマランサスなどを加えた甘酒手作りセットを商品化して販売
することで、自家栽培している農産物の付加価値の向上と農業経
営の改善を図ります。

田中　邦彦 福岡県 久留米市

4

こだわり農産物（減農薬及
び有機肥料栽培）のイン
ターネットによる受注宅配事
業及び自家製ジャムの製
造・販売

現在、観光農園において減農薬及び有機肥料栽培による野菜・果
実を販売して好評を得ていますが、顧客の利便性向上のためにイ
ンターネットを利用した受注宅配事業を導入して顧客の購入機会を
増やします。また、新たに「いちじく」及び 「いちご」を用いたジャム
の製造・販売も行うことで、収益の増大と農業経営の改善を図りま
す。

横溝　文男 福岡県 久留米市

5
「はかた地どり」の新メ
ニューを提供する料理専門
店の新店舗展開

地鶏肉特定ＪＡＳの認定を受けている「はかた地どり」を活用し、顧
客中心ターゲットを30代～50代の女性に設定した新料理メニュー
の開発と高品質な接客サービスを提供することで、「はかた地どり」
の知名度・ブランド力の向上を図るとともに売上の拡大と収益性の
改善を目指します。

農事組合法人
福栄組合

福岡県 久留米市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

6
自社で生産した農産物・麹
を利用したみその製造・販
売事業

自社生産の農作物(米・麦・大豆)と麹を利用して、「手作りみそ」の
製造・販売を行うとともに、「手作りみそセット」(材料素材とレシピ)
の販売を行う。
みそは、製造に一定の熟成期間が必要になるが、商品のバリエー
ションを多彩にできるメリットがある。手作りにこだわった高付加価
値みそを製造販売するとともに販路開拓を行うことで所得の底上
げを目指す。

有限会社
福岡ファーム

福岡県 筑紫野市

7
新鮮なトマトの旨味を生かし
た商品づくりと販売促進

鮮度状態が品質に影響するトマト加工の生産体制を築き、高鮮度
の素材を生かした使いやすく保存性のある商品づくりを進め、地域
内外の商工事業者と販売店との協力体制のもと、市場ニーズに照
らした商品群の開発を行う。そしてＪＡにじ本体のトマト加工の生産
体制の整備とＪＡにじ直営の農産物直売所での対消費者ＰＲ等に
より、産地での農産加工商品の流通促進を推進する。

にじ農業協同組
合

福岡県 うきは市

8
高倉びわの「種」を活用した
「高倉びわ種の焙煎茶」の
製造と販売

「高倉びわ」のブランド化としての取り組みの一つとして「高倉びわ
の葉茶」は定着化してきているが、規格外品で、廃棄しているびわ
の種を原料とした「高倉びわ種の焙煎茶」として商品化をする。これ
を機会に、私が経営する「やっぱぁ～岡垣」のホームページでの商
品を充実させ、販売量を拡大し地域農業の活性化を目標とする。

早苗　泰博 福岡県
遠賀郡
岡垣町

9
鶏卵・野菜の直売と鶏肉・鶏
卵を使用した加工品の製
造・販売及び飲食店事業

新たに設置する直売所において自社生産の鶏卵と野菜を販売す
るとともに、直売所と併設したレストランも設置し、鶏卵・鶏肉を使
用したメニューを開発・提供する。さらに、出し巻き卵をメインとした
弁当類も併せて開発・生産・販売する。
また、加工設備も整備し、真空パックの煮卵や鶏肉ハンバーグと
いった日持ちのする加工食品を開発・生産し直売所内にて販売す
る。

有限会社
みのり農場

佐賀県 唐津市

10
壱岐産養殖アワビを利用し
た煮貝など高付加価値化商
品の加工・販売事業

アワビの自家養殖を拡大して、新たなアワビ加工品を開発し、販売
ルートの拡充及び販売拠点の構築を行い、経営の付加価値を高
め、経営改善を図る。
また、アワビの輸出向け商品を開発し、需要が見込める中国を中
心に輸出にも取り組んでいく。

株式会社
若宮水産

長崎県 壱岐市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

11
椎茸の風味・食感を活かし
たスープ及びお菓子などの
加工・販売事業

椎茸を増産し、椎茸を加工した新商品開発を進める。また、現在、
未利用となっている椎茸茎部と規格外等のため廃棄となる地元野
菜を有効に活用してスープを開発し、新たな販売拠点、販売ルート
を構築して、農業経営に付加価値を取り込み、農業経営の改善を
図る。

農事組合法人
サンエスファーム

長崎県 南島原市

12
カンパリ種トマト（塩トマト）を
原料とするドライトマトの製
造・販売事業

自ら生産しているトマトを、加工施設を整備し野菜乾燥機を使用し
たドライトマトを開発・生産することによって、付加価値を取り込み
農業経営の改善を図る。ドライトマトは、ひび割れトマトも原料とし
て使用できるので廃棄が回避でき、収益の向上を図ることができ
る。

井手　謙一 熊本県 熊本市

13
鶏卵と鶏肉（親鶏）を利用し
た商品の加工・販売事業

自ら生産する鶏卵と親鳥鶏肉を使用した炭火焼、マヨネーズを開
発・生産する。関東のマーケットを産地直送として卵及び加工品の
販売を強化する。また、熊本県の輸出促進に呼応して、香港の高
級スーパーへ生食用卵の輸出に取り組む。さらに自社ホームペー
ジの改善を図りインターネット販売を強化する。

有限会社
那須ファーム

熊本県 宇城市

14
農園の特色である、ぶどう・
桃・梨等を活かしたフルーツ
パイ等の加工・販売事業

生産の主要品目である、桃・梨・ブドウ及び小麦を使ったフルーツ
パイ等を新商品として開発・生産するとともに、新たな販売ルートを
構築することによって、経営の多角化や高度化を一層高め農業経
営の改善を図る。

有限会社
高司農園

熊本県 合志市

15

環境保全型農法によるハー
ブ・ブルーベリーの新たな乾
燥による品質向上と新商品
の開発・販売

ハーブ・ブルーベリーの多品目化と増産に取り組み、遠赤外線乾
燥機の導入により高品質の乾燥物を生産する。それにより、新しい
ドライハーブティーの開発や国内でも珍しい自園型ドライブルーベ
リーの新たな商品開発・生産を可能にする。また、ネット販売（会員
通信販売）構築を行うことで、農業経営の安定改善を図る。

あっぷるみんと
ハーブ農園
代表　梅木正一

熊本県
阿蘇郡

南小国町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

16

自社牧場生産のジャージー
牛乳を利用した乳製品（バ
ター、生クリーム、クロテッド
クリーム、スキムミルク、アイ
スクリーム）の加工、販売事
業

ジャージー牛乳のクリーム搾取事業に取り組み、クリーム製品（バ
ター、クロテッド、生クリーム、副産物のスキムミルク）の商品開発、
生産を行う。また、それらを活用した、アイスクリームの製造を行
い、新たな販路開拓を行う事により、農業経営の安定化を図る。

有限会社
山のいぶき

熊本県
阿蘇郡

南小国町

17
トマトを利用した加工品と野
菜スイーツの開発・販売事
業

トマトを利用した加工品の製造・販売を行うとともに、促進事業者で
ある洋菓子店と共同で野菜スイーツの開発・製造販売を行う。具体
的には「トマト入りシュークリーム」とし、双方の直販店で販売する。
その効果として２名の新規雇用創出と売上の向上を図る。

有限会社
マルカ農園

ＹＡＳＡＩ　ＤＵ ＭＯ
ＮＤＥ
（渡辺庸介）

大分県 日田市

18
地元産根菜類を使用した味
付け惣菜加工・販売事業

大分県産の竹の子や里芋等の根菜類を原材料とした味付け惣菜
加工を新たに行い、小売店へ直接販売を行う。具体的な味付け惣
菜加工は、根菜類のレトルトシュリンクパウチとし、原材料の生産
及び製造過程から製品までのトレーサビリティ（生産履歴）の確認
ができる安心が確保された商品として売上増を図る。

農事組合法人
JAPANクロー
バー

大分県 豊後高田市

19
地域特産品であるカボスの
加工・直接販売事業

完熟カボス果汁を使った調味酢を商品開発・製造するとともに、完
熟カボスを含めた青果の新たな販売ルートの構築を図り、経営の
安定化を図る。

あねさん工房
株式会社

大分県 豊後大野市

20

栽培期間中農薬不使用の
自家生産小麦と天然由来の
素材を使用した「せんべい」
の開発・販売

栽培期間中に農薬を使用しないで栽培した安心・安全な小麦粉と、
その他調味料もすべて天然由来の素材を使用した新商品（せんべ
い）の製造をする取り組み。ギフト商品としての開発を目指し、高付
加価値のギフト専用の販路開拓を行う。

井野　義美 宮崎県 宮崎市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

21
米粉を利用した「米粉うど
ん」「米粉ラーメン」の開発、
販売

加工施設を整備し、自ら生産する米を粉末化して「米粉うどん」「米
粉ラーメン」を製造販売する。これにより新たな事業を創出し、経営
に新たな付加価値を取り込むことで、経営の改善を図る。

松田　宗史 宮崎県 延岡市

22
新しいタイプのゆず果汁の
開発と、ゆずを素材とした新
商品開発

新設備「ゆず搾汁ライン」と真空殺菌機能を有する「果汁殺菌設
備」を導入し、冷凍庫も整備することで、鮮度の高い果汁を生産す
る。また、鮮度の高いゆず果汁を素材として「ゆずジュース」の新商
品開発・生産を行う。販路については、現在、ゆずや栗のお菓子を
中心とした二次加工品を販売しているコンビニや従来の業務用卸
チャネルを中心に開拓する。

農業生産法人
有限会社
すき特産

宮崎県 小林市

23

地域資源イチゴの通年出荷
を可能にする冷凍苗の直売
およびイチゴペーストの加
工・販売

自社が研究したイチゴの特殊培地冷凍苗の技術を利用し、国産の
イチゴが品薄となる夏場の出荷に合わせて定植を行うことで、イチ
ゴの通年栽培が可能となることから、この冷凍苗の販路開拓を行
う。また、新設する加工施設はクリーンブースを用いた製造ライン
を導入。冷凍苗で生産したイチゴをこの製造ラインで加工すること
で、より付加価値の高い加工品を製造し、販路の開拓を行う。

農業生産法人
株式会社
食健農園

宮崎県 日向市

24
地域の特産品である”へべ
す”とカラフルなトマトを利用
した加工・直接販売事業

日向市の特産品である「へべす」の規格外品を活かしたへべすジェ
ラードの商品開発と、カラフルなトマトと旬のへべすを組み合わせ
た手軽な小袋形態を作り、イタリアンレストランや、観光飲食施設
等で消費者へ直接販売する。このことで農業経営に付加価値を取
り入れ農業経営の改善を図る。

黒木　芳幸 宮崎県 日向市

25
地域の特産であるごぼうを
使用した商品の加工・販売
事業

加工施設・工場を新たに整備し、ごぼうの新商品を加工開発する。
道の駅、大手デパートでの加工品の新規販路を開拓する。加工施
設・工場の新設に伴い、工場見学ルートを作り、施設内に直売所を
設け、販売の改善に取り組む。

星田　光義 宮崎県 串間市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

26
中山間地の集落活性化を
目指す「きくらげ」の生産・加
工直販事業

 「あらげきくらげ」の青果・加工品（乾燥）とデザート利用向け「白き
くらげ」を、スーパー、ラーメンチェーン店へ直接販売する。また、イ
ンターネット販売にも取り組む。将来、地元集落で「きくらげ」生産者
グループの組織化を目指し地域の特産品づくりに取り組む。

溝口　克己 宮崎県 えびの市

27
トロピカルプランツの特化し
た商品開発、及び、Ｗｅｂ販
売などの新しい販路開拓

トロピカルプランツの新種導入や接ぎ木の自社栽培技術を活用し
て品揃えの拡大を行い、インターネットを利用して消費者へ直接販
売する取り組み。
ＨＰ等で各商品の紹介や栽培方法、また愛好者向けの交流手段の
確立など、ビギナーからセミプロまで幅広い顧客層をフォローでき
るシステムを構築する。

有限会社
東海ナーセリー

東海造園土木株
式会社

宮崎県
児湯郡
川南町

28

かごしま黒豚と米粉を使用
した高付加価値の新商品
（餃子・肉まん）の開発・販
売事業

自社で生産したかごしま黒豚と米粉を使用した高付加価値な商品
（餃子・肉まん）の開発を行い、製造と販売を一体的に行うことに
よって、養豚業の経営の改善を図る。

株式会社
薩摩八重ファー
ム

鹿児島県 薩摩川内市

29

組合員（採卵鶏農家）等から
出される鶏肉を活用した新
商品（焼き鳥他のレトルト商
品）を加工・販売する事業

組合員（採卵鶏農家）等から出される鶏肉の特徴（食感・味に優れ
る）を生かし、今までになかった常温保存できるレトルト食品に加工
することで、首都圏などの様々な販売先へアピールする。さらに、
イスラム教国向けの販路も開拓中で、新工場ではイスラム教国向
けのハラール食品の製造も新たに開始する。今回、新たな加工の
事業に取組むことで売上増を目指し、組合員農家の農業経営改善
を図る。

農事組合法人
エヌチキン

鹿児島県 南九州市

30
「最南端育ちの健康豚」の
鮮度と旨味を生かした加工
商品の開発・販売

肥育に適した山間地域にある農場で育った旨味成分が豊富な健
康豚を使った調味加工肉や、新鮮な骨・臓物を使った総菜等の加
工品の製造、販売に取り組む。

農事組合法人
岬養豚

鹿児島県
肝属郡

南大隅町
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

1
地域の特産品であるシー
クヮーサーの残渣を利用し
た商品の加工・販売事業

シ－クヮーサー加工残渣からエキスを抽出し、これを使ったジュー
ス等の商品開発及び販売

株式会社
夢感動ファーム

沖縄県
国頭郡

大宜味村

2

パイナップルを基軸とした循
環型農業の推進によるパイ
ナップル、アグー交配豚、黒
毛和牛の生産、並びに加工
品開発・販売

自家製パインアップルを活用した製菓等の加工品や、沖縄在来豚
（アグー）の交配豚及び黒毛和牛のハム等加工品の商品開発・販
売事業

有限会社
カナンおきなわ

沖縄県
国頭郡
東村

3
勝山シークヮーサーをメイン
商品とした商品開発・加工・
直売所事業

自社及び名護市勝山集落で生産したシークヮーサーを原料とする
焼き菓子、マーマレード等加工品の商品開発と直売事業

有限会社
勝山シークヮー
サー

沖縄県 名護市

4

パッションフルーツ、黒糖を
原料とした商品の加工・販
売、ファーマーズレストラン
の経営及び主に子供を対象
とした農業体験を受け入れ
る体験型観光農園化事業

自社生産パッションフルーツ、黒糖を使ったゼリーの加工・販売、
自社生産農畜産物を主としたレストラン及び子供を対象とした体験
型観光農園事業

農事組合法人
うるま農場

沖縄県 うるま市

5
伝統的島野菜等の生産、1
次加工品等の製造販売・商
品開発

耕作放棄地を活用して沖縄の伝統的島野菜であるシマナーやニガ
ナ等を生産し、ペーストや粉末などの一次加工品を製造販売する

株式会社
農業生産法人
西原ファーム

沖縄県
中頭郡
西原町

6

アロエ、糖蜜等沖縄産農産
物を飼料に混合した豚の生
産化と自社加工・商品開発・
販売事業

自社生産豚の精肉加工、「道の駅いとまん」内での直売コーナーと
屋台（売店）の運営及び、ハム・ソーセージ等加工品の商品開発

農業生産法人
株式会社福まる
農場

沖縄県 南城市
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申請者 共同申請者 促進事業者

事業者
都道府県 市町村事業の概要№ 事業名

7

宮古島の「鈴かぼちゃ」「ミニ
トマトアイコ」などを素材とし
た、商品開発及び加工、販
売事業

加工場を整備し鈴かぼちゃの漬け物、ミニトマトをドライトマト及び
ソースへ加工し販売

農事組合法人
まるごと宮古島

沖縄県 宮古島市

8
石垣島パイナップルによる
冷凍加工事業と直売所事業

パインアップルの加工・販売施設を整備し、自社生産の余剰規格
外品を自社で冷凍加工し、学校給食仕向け等の安定供給と販売
拡大で青果生産も拡大

株式会社
農業生産法人
石垣島SUN
ファーム

沖縄県 石垣市

9

自社牧場から生産する牛
乳、牛肉及び牛糞堆肥を使
い、無農薬・無化学肥料の
農産物と地元農産物を利用
した循環型農業をめざす、
新たな加工・販売事業

乳製品の直売所拡充、駐車場整備、加工場併設し、事業拡充整備
農業生産法人
有限会社伊盛牧
場

沖縄県 石垣市

10
沖縄県の特産品に成り得る
純国産珈琲の加工製造販
売事業

自社生産コーヒーの製品化及びコーヒー豆の果肉等を原料とした
ジャム等の加工品開発・販売

農業生産法人
合資会社
SK石垣島珈琲園

沖縄県 石垣市

11

石垣原産未利用植物ピパー
ツ（長胡椒）の栽培技術確
立・生産拡大及び他用途活
用による商品開発・販売事
業

石垣原産未利用植物ピパーツ（長胡椒）の栽培技術確立・生産拡
大及び他用途活用による商品開発・販売事業

東郷　清龍
平田　直樹
藤原　政之

沖縄県 石垣市
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23年度第3回認定一覧（研究開発・成果利用事業計画）

申請者 共同申請者 協力者

1
海外育成系統大豆の国内
選抜による品種開発・成果
利用事業

海外育成系統の導入と選抜を継続し、栽培特性とともに加工適性評
価等を行うことにより、多様性、環境適応性、加工適性に富む新品
種を開発する。さらに、開発した品種等は地域内で原種を維持、採
種生産をおこない、広く農業者への普及を図る。

株式会社
吉田農園

四国化工機
株式会社

北海道
網走郡
大空町

2
温暖化に対応し、需要拡
大をめざしたリンドウの
新品種開発

　温暖化等による生産の安定性に悪影響を及ぼしていることか
ら、バイオテクノロジーのクローン技術を活用し、現行の開花
時期に限らない開花及び単色だけではないバイオカラー、トリ
カラー等複色のリンドウの新品種の開発。

株式会社
T&Gバイオナー
サリー

岩手県 花巻市

3
米プラスチック製造技術
高度化と付加価値商品化
に向けた研究開発事業

米プラスチックの原料となる資源米の栽培実験を行い、低コス
ト、高収量の資源米高度生産システムの開発と前処理システム
の構築を目指す。

株式会社
バイオマステク
ノロジー

東京都 江東区

4
微細藻類を利用した畜産
飼料の量産技術の開発

微細藻類配合飼料による畜産試験（養鶏）を実施すると共に、
培養原料に地域バイオマスを利用し、地産地消型の事業化を目
指す。

株式会社
三菱化学テクノ
リサーチ

東京都 千代田区

5
微細藻類菌床培地による
地域特産キノコの量産技
術の開発

微細藻類と地域バイオマスである木粉を組み合わせた菌床培地
によるキノコ栽培実証試験を実施すると共に、培養原料には地
域バイオマスを利用し、地産地消型の事業化を目指す。

株式会社
三菱化学テクノ
リサーチ

東京都 千代田区

市町村事業の概要№ 事業名
事業者

都道府県
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申請者 共同申請者 協力者
市町村事業の概要№ 事業名

事業者
都道府県

6

使用済み培地の炭化によ
るカスケード型利用シス
テム構築のための研究開
発

使用済みキノコの培地を炭化し、炭化物資材を生産しながら発
生する排熱を利用し、プロセス用蒸気及び電力を得るシステム
の研究開発を行い、使用済み培地を資材やエネルギーとして連
続的に有効利用するシステム作りを目指す。

中野市農業協同
組合

長野県 中野市

7

国内自生植物・主として
花木類の営利栽培用品種
の開発並びにその利用に
よる中山間地域の産業振
興

自生花木類の商品化可能品種を開発し、種苗登録の上、開発品
種の利用及び開発過程のノウハウ供与による地域自生植物の商
品化を進め、自生植物の産業化や中山間地での新しい産業づく
りを目指す。

高冷地花きコン
サルツ
大平　民人

長野県 上伊那郡
南箕輪村

8

木材樹皮熱水抽出液の農
薬代替剤製品製造及び販
売事業化のための研究開
発

  平成24～26年度、㈱TRESが農薬代替剤（樹皮抽出液）および
バーク堆肥（樹皮抽出残さ）製造装置を試作、佐賀大学農学部
敷地内に設置し、農薬代替剤およびバーク堆肥の製造実証を実
施する。開発した商品の製造販売事業について、林業者を主体
とした新規商品製造・販売事業採算性を試算・評価し、販売先
の農業者の商品利用による農業採算性向上を踏まえた、全体事
業化モデルを構築する。

株式会社
TRES

福岡県
福岡市
博多区
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