
六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1

オホーツクパンプキンの「過熱
水蒸気を活用した冷凍カットか
ぼちゃ」の開発・加工・販売事
業

　構成員が生産したかぼちゃ「オホーツクパンプキン」を活用した新商品
の開発・加工・販売を行う。
　具体的には、旨みや栄養を逃がさないなどのメリットがある過熱水蒸気
を活用した「冷凍カットかぼちゃ」を開発・製造し、スーパーや外食産業
などに販売することにより、オホーツクパンプキンのブランド評価を高め
るとともに、農業所得の向上を図る。

株式会社
フジイシ

北海道 網走市

2
自社産の有精卵を使用した新
しい洋菓子の開発・製造・販売
事業

　自社生産の有精卵を活用した新しい洋菓子の開発・生産・販売を行う。
　具体的には、平飼いによるストレスがたまらない環境で、抗生物質を使
用せず飼養された親鶏から生産された有精卵を使用した「ロールケー
キ」、「シュークリーム」を開発・生産し、直営店にて直売を行い収益向
上と農業経営の改善を図る。

株式会社
永光農園

北海道 札幌市

3
自社生産の有機小麦を活用し
た缶詰パン・パン・クッキーの開
発・生産・販売事業

　自社生産の有機小麦を活用した新商品の開発・生産、販売を行う。
　具体的には、有機小麦を特殊な技術で自社製粉した小麦粉から「缶詰パ
ン」「パン」、「クッキー」を開発・生産し、新設する自社パン工房兼店
舗での販売することにより、収益を確保し、農業経営の安定を図る。

有限会社
営農企画

北海道
上川郡
比布町

4
放牧主体の健康な乳牛から搾
乳した自社生乳を使った乳加
工製品の開発・生産・販売事業

　自社で生産した生乳を活用した新商品開発・製造・販売を行い、事業規
模の拡大・食品加工による付加価値向上を図る。
　具体的には、生乳を原料とした「ドリンクヨーグルト」の製造を行い、
札幌市の大手洋菓子メーカーへの卸売りのほか、黒松内町学校給食セン
ター・道の駅などでの販売を行う。

株式会社
ＣＳＫアグリ
コール

北海道
寿都郡
黒松内町

5
自社生産の豚を用いた長期冷
蔵熟成プロシュートと豚肉加工
品の開発・加工・販売事業

　自社生産の放牧豚を活用した生ハム等の新商品の開発、加工・販売を行
う。
　具体的には、肥育する豚種をケンボロー豚からシュベービッシュハル豚
に切り替え、「プロシュート（モモ肉の生ハム）」「精肉」「ラックスシ
ンケン（ロースの生ハム）」「パンチェッタ（バラの生ベーコン）」「白
サラミ」に加工し販売することにより、収益性の向上と経営の安定化を図
る。

株式会社
エルパソ

北海道 帯広市

6
サケを原料とした鮭節の開発・
生産・販売事業

　ブナ化し低価値となっている「サケ」を活用した新商品の開発、生産・
販売を行う。
　具体的には、サケを原料とした「鮭節」を開発し販売する。開発する新
商品については、業務用での販売の他、既存の販路や直売所を生かし販売
していくことにより、漁業経営の改善を図る。

八雲町漁業協同
組合

北海道
二海郡
八雲町

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

北海道農政事務所　－1－
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申請者 共同申請者 促進事業者

1
フレッシュハーブを活用した農
家レストラン及び体験収穫農園

　自ら生産したハーブや小麦、エディブルフラワーを使ったメニューを農
家レストランで提供するとともに、併設する直売所で販売する。また、農
園にて収穫体験を行い、グリーン・ツーリズムを含めたレストラン運営を
行う。

松山ハーブ農園 青森県 青森市

2
広船りんごのブランド化・高付
加価値加工品の製造販売事業

　自社生産果実の加工商品開発、りんごのブランド化及び海外輸出による
販路拡大等に取り組むことにより、経営の維持・発展を図る。

株式会社
釈迦のりんご園

青森県 平川市

3
肉用牛の生産、売買、加工、製
造事業

　新たに畜産事業を開始し、肉用牛の生産、精肉、牛肉加工商品の製造、
販売までを一貫して行うことにより、収益性を確保していく。

農業生産法人
有限会社
エムケイヴィン
ヤード

青森県 むつ市

4
毛豆を利用した商品開発及び
販路拡大事業

　青森県の在来枝豆「毛豆」の加工品開発を行うとともに、インターネッ
トを活用したブランディング・販路開拓により新たな付加価値を創造する
ことで、農業経営の改善を図る。

株式会社
コンシス

青森県 弘前市

5
地域の特産品である杏「八助」
を利用した商品の加工・販売事
業

　地域特産の杏「八助」の生産拡大と規格外品の利活用により原料の安定
供給を実現し、市場ニーズに合った新商品を開発するとともに、既存商品
とあわせた新たな販路を構築することにより、経営の高度化を図る。

株式会社
アグリーデザイ
ン

青森県 南部町

6

粘度を高めた新長いも「なな
子」の関連商品及びもち米粉を
用いた七戸の郷土料理「けいら
ん」の加工・販売事業

　新しい長いも「なな子」を使った加工品開発と、もち米を使った郷土料
理「けいらん」の商品化により、経営の多角化・高度化を図るとともに、
一層の付加価値を取り込むことで農業経営の改善を図る。

農事組合法人
あづま

青森県 七戸町

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

東北農政局　－1－
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
ミルク・スウィーツ（新商品）開
発および販路開拓

　構成員の生産した原乳を使用したスイーツ（ヨーグルト、プリン、アイ
スクリーム等）の新商品を開発するとともに、生産体制の整備、営業力強
化による販路開拓などに取り組むことにより、経営基盤の充実を目指す。

有限会社
おおのミルク工
房

岩手県 洋野町

8

麦・大豆の二毛作立毛間播種
技術を導入し生産した大豆の
加工による経営改善と地域活
性化

　地域で栽培する大豆を活用して、こだわり味噌を開発・販売するととも
に、消費者向けの味噌加工体験を行い生産者と消費者との交流を促進す
る。大豆の乾燥調製の内製化とあわせて、雇用拡大、経営の多角化・高度
化を進め、農業経営の改善を図る。

農事組合法人
室岡営農組合

岩手県 矢巾町

9
自社生産米の米粉を活用した
商品開発及び販売事業

　自社生産した米を活用した米粉、米粉めん等を開発し、地域の飲食店、
小売店との連携による地産地消を進め、経営の多角化と農業経営の改善を
図る。

株式会社
網代農園

岩手県 奥州市

10
古代米と地元野菜を活用した
菓子類、漬物等の製造・販売
事業

　組合員の生産する古代米、野菜等を活用して地域の伝統、食文化を生か
した菓子類、漬物等を開発し、生産物の付加価値向上、経営の多角化・安
定化を図り、地域活性化につなげる。

農事組合法人
ＳＵファーム長
志田

岩手県 金ケ崎町

11
小松菜・ほうれん草を利用した
加工・販売事業

　自社生産の小松菜、ほうれん草を使用したプリンを新たに開発・生産
し、自社の農家レストラン及びネット販売のほか、スーパー、飲食店等へ
の販売に取り組む。

株式会社
耕

宮城県 仙台市

12

宮城蔵王の恵み、高級「ニジマ
ス」「イワナ」の商品開発・生産
及び新販路構築を推進する国
際ブランド化事業

　自社で養殖したニジマス、イワナを使用し、甘露煮や佃煮等の加工品の
開発を行い、旅館、料亭、海外の料理店等への販売に取り組む。

株式会社
蔵王苑

有限会社
鑓水建設

宮城県 蔵王町

東北農政局　－2－
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事業者
都道府県

13

宮城蔵王のブルーベリーに
よる「スイーツ」及び「機
能性商品」等の商品開発、
新販路構築を行うトップブ
ランド化事業

　自社で生産したブルーベリーを使用し、ジャム、スイーツ、ピューレ、
機能性商品（顆粒、フレバーティー、スープ等）を開発・製造し、首都圏
のデパートや食料品店等への販売、通信販売等に取り組む。

有限会社
蔵王ブルーベ
リー農園

特定非営利活動
法人
地・LOHAS推進
会議

宮城県 蔵王町

14

登米牛のドライエージング
ビーフ加工と規格外部位の
商品開発及び直売所並びに
新販路構築のための全国ブ
ランド化事業

　自社飼育の黒毛和牛を原料として「ドライエージングビーフ」（乾燥熟
成された牛肉）、「保存ビーフ」（レトルト・真空包装）の新商品を開発
し、自社の焼肉店や直売所、首都圏のホテル、レストラン等へ販売する。

千葉忠畜産
株式会社

宮城県 登米市

15

高品質野菜の乾燥・粉末加
工技術で、消費者と生産者
が一体となった「しあわせ
農場プロジェクト」展開事
業

　独自の無化学肥料栽培技術により生産した高品質野菜を原料に、野菜パ
ウダーを開発・製造し、促進事業者の販売チャネルを活かした国内外への
販路構築を展開する。

有限会社
おっとちグリー
ンステーション

株式会社
ＴＡＡＮＥ

宮城県 登米市

16
長沼のヌカエビ養殖事業を核と
した、農産物と連動した加工食
品の開発と、販路拡大事業

　自社生産のもち米、淡水のヌカエビ、椎茸等を活用した餅、煎餅、味噌
加工品等を開発・製造し、ネット販売や通販、首都圏等への販路開拓を実
施する。

わかば農場
株式会社

宮城県 登米市

17
地域の特産品である餅米、大
豆を活用した、加工品の製造、
販売事業

　自社生産の米、大豆を利用し、多種類の餅、味噌、麹の加工・製造を行
い、既存販路に加え、ネット販売による販路拡大を図る。

株式会社
近藤農産

宮城県 登米市

18
自社で生産している米及び大
豆を活用した無添加こだわり味
噌の加工、販売事業

　米、大豆を原材料に、甘さや塩分の異なるバリエーションのある無添加
のこだわり味噌を開発し、通販等の販売方式を導入することで、新たな販
売先の開拓による経営の多角化を図り、安定的な収益の確保を目指す。

農事組合法人
能代グリーン
ファーム常盤

秋田県 能代市

東北農政局　－3－
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事業者
都道府県

19
自社栽培している野菜及び山
菜を活用した加工品の製造・販
売事業

　山菜及びイタリアン野菜を使用した乾燥加工品、トウモロコシの冷凍加
工品を開発し、直売所、道の駅、ネットショップ等新たな販売ルートを構
築することで、経営の多角化、高度化を図り、安定的な収益の確保を目標
とする。

有限会社
アグリ

秋田県 五城目町

20
自家栽培しているキクイモを利
用した「本荘キクイモうどん」の
商品開発と販売事業

　キクイモの独特な風味、栄養特性を活かした健康うどん「本荘キクイモ
うどん」を開発し、新たな販売ルートを構築することで、農業経営の改善
を図る。

田口　藤樹 秋田県 由利本荘市

21
自社で生産している菌床しいた
け等を活用した加工による新た
な商品開発と販売事業

　しいたけを原材料とした加工品（味噌、ペースト、漬物）及びいちじく
を原材料とした加工品（ジャム、チップス）を開発・販売することで、農
業経営の改善を図る。

株式会社
鳥海フォス

秋田県 にかほ市

22
なたねと小麦を活用した新商品
開発・販売事業

　なたね油の絞りカスを利用した新商品（お茶、クッキー等）及び新たに
生産する小麦を使用した新商品（なたね油と小麦粉のセット等）を開発
し、首都圏の百貨店等への販売に取り組む。

農事組合法人
エコファーム

秋田県 大仙市

23
ブルーベリーの品種特性を活
かした商品加工・販売事業

　ブルーベリーを使用した新商品としてジャムを開発する。品種別の特性
を活かした数種類のジャムを開発することにより、商品ラインナップの魅
力により他社製品との差別化を図り、販路開拓及び需要の開拓に取り組
む。

合資会社
エコニコ農園

秋田県 仙北市

24
羽後和牛を原料とした加工食
品の開発・販売事業

　自家ブランド牛「羽後和牛」活用した新商品（ハンバーグ、コロッケ、
牛串）を開発するとともに、直売所を整備し経営の多角化と農場経営の改
善を目指す。

佐藤　金市 秋田県 羽後町

東北農政局　－4－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

25
高級果樹シリーズのブランド化
によるオンリーワン企画販売と
輸出展開プロジェクト

　果実の付加価値アップのため組み合わせセットをスーパー等へ販売。ま
た、もも、ぶどう等の輸出に取り組み農業経営の改善を図る。

山口　義孝 山形県 天童市

26
果樹王国ならではの安心安全
やまがたブランド「ドライフルー
ツログ」の製造販売事業

　果実規格外品を使った新商品ドライフルーツログを開発し、首都圏を中
心としたスーパー等に販売することにより経営拡大につなげる。

山口　浩司 山形県 山形市

27
置賜産の農産品を原材料とし
た生産・加工・直販店舗の一体
化事業

　新たに直販店舗を設置して加工品等の販売と飲食事業を行う。また、多
品目・小ロット生産による収益性の過小化の課題を解決するため、大豆の
付加価値商品として新たにソイバター（大豆バター）の開発・販売を行い
経営基盤の強化を図る。

株式会社
白鷹農産加工研
究会

山形県 白鷹町

28
ザーサイを利用した新商品の
加工・販路開拓

　ザーサイの葉部を利用した漬物を開発し、既存の漬物加工品とともに百
貨店等首都圏への販路拡大を目指す。

皆川　博之 山形県 高畠町

29
直売所・加工所を中核とした
「山形ガールズ農場ファーム
パーク」の形成

　農場内に新たに直売所兼加工所を設置し、農産物販売のほか、新たに漬
物、お菓子を製造し、山形ガールズ農場ブランドとして販売することによ
り売り上げの拡大と利益の確保を図る。

国立ファーム
株式会社

山形県 村山市

30
基幹農産物である米の加工
販売による利益増大と販路
拡大事業

　玄米を使ったパック米飯の商品開発を行い、委託及びネット販売を行う
ことにより、付加価値の高い経営を行い利益が確保でき次世代につながる
農業を実現する。

株式会社
まいすたぁ

山形県 三川町

東北農政局　－5－
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事業者
都道府県

31
ルバーブ及びハーブの栽培
と加工および販売

　ルバーブ及びハーブを使った加工品を開発し、地域イベントでの直接販
売等を行い、無理のない農業経営の改善を図る。

小松原　信子 山形県 酒田市

32
地域の農産物を活用した加
工品の新規開発と販売事業

　ラ・フランスを使った新たなジュースを開発し、直売施設等での販売に
より会員の農業経営改善、品質の向上と自社の経営安定化を図る。

株式会社
産直あぐり

山形県 鶴岡市

33 やまがた地鶏の新商品開発
　やまがた地鶏を使ったハム、モツ煮及びスープを開発、スーパーで対面
販売を行うことにより、経営全体の改善を目指す。

株式会社
藤の里農場

山形県 鶴岡市

34
銀杏を活用した新商品開発
及び販路拡大事業

　殻むき銀杏の新商品及び、規格外銀杏を使ったペーストを開発し、産直
施設や量販店等で販売を行い、経営の改善と安定化を図る。

高橋　一郎 山形県 鶴岡市

35

自家栽培米の米粉を使用し
た「たこ焼き・たい焼き」
の製造販売及び自家栽培か
ぶの漬物の製造販売

　米粉を使用した「たこ焼き」、「たい焼き」を開発・製造、小型店舗を
設置し対面販売を行う。また、かぶの漬物の商品開発を行い、生協等への
販売のほか、小型店舗での販売を行い農業所得の向上を図る。

農事組合法人
いずえむ

山形県 金山町

36
きのこを利用した加工品の
商品開発及び販売事業

　きのこを利用したレトルトおこわ、佃煮を開発し、ギフトや卸売等の販
売を行うことにより経営規模の拡大・改善につなげる。

株式会社
最上まいたけ

山形県 鮭川村

東北農政局　－6－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

37
地元産の在来種米“さわの
はな”を原料とする米粉麺
の開発と販売事業

　「さわのはな」の米粉を使用した新たな麺を開発し、新庄発のＢ級グル
メ商品として、飲食店や家庭向け直販を行うことで農業生産高のアップと
所得向上につなげる。

高橋　広一 山形県 新庄市

38

会津産の会津身知らず柿と
大豆を使用した、身体に優
しい「きな粉あんぽ柿」の
開発

　会津身知らず柿を加工したあんぽ柿と自ら栽培した大豆のきな粉を組み
合わせた商品を開発、商談会等への出展を通じて首都圏を中心とした販路
の開拓を図る。

オーチャード斉
藤
株式会社

福島県 会津若松市

39
高齢者・介護施設向け「安
全・安心・高栄養価味噌」
の開発・製造・販売事業

　自社生産の米と大豆、磐梯山の伏流水を使用し、天然醸造・長期低温熟
成により食味と栄養価に優れた味噌を商品化し、主に介護施設を利用する
高齢者向けに販売する。

株式会社
国際米流通セン
ター

福島県 猪苗代町

40

自家生産の農産物（黒米、
えごま、ブルーベリー）を
使った新商品の開発・加
工・販売事業

　黒米の甘酒・かりんとう、えごまの油・ドーナツ、ブルーベリーのジャ
ム・甘酒などを新たに商品化し、地元直売所や観光施設で販売する。ま
た、物産展やイベントに出展して新たな販路を開拓する。

稲福　和之 福島県 田村市

41
高リコピントマトを活用し
た商品の加工・販売事業

　リコピンが一般のトマトより２倍含有される栽培法により生産したトマ
トを活用した高リコピンドリンク、ソース等を開発し、健康志向の高い消
費者向け商品や業務用商品として販路開拓を行う。

農業生産法人
有限会社
フローライシダ

福島県 会津坂下町

42
ギフト用桃とりんごを使用
した高級ジュースの販売

　既存商品と差別化したりんごジュースの新製品と新たな桃ジュースを開
発し、百貨店のお中元お歳暮企画を中心に販売する。

有限会社
伊達水蜜園

福島県 伊達市

東北農政局　－7－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

43

自社生産の小麦を使った
「地粉うどん（生麺タイ
プ）」の新商品開発・製
造・販売事業

　自社生産小麦の全粒粉を使用した新商品「地粉うどん」を開発すること
により、経営基盤の強化を図るとともに、通年雇用の確保、新規雇用の創
出を図る。

株式会社
宇佐見興産

福島県 いわき市

44
苺を使った加工食品製造・
販売事業

　苺を使用した新商品（ペースト、セミドライ、ジュース、ジェラート
等）を開発し、新設する農家カフェ等において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
平石野菜生産組
合

福島県 いわき市

東北農政局　－8－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1

自社農場で生産する鶏卵
「奥久慈卵」を利用した冷
凍食品の加工及び販売事業
と地域ブランド化

　自社生産の奥久慈卵を活用した冷凍厚焼玉子や人形焼きなどの商品開発
と販路拡大により、経営の多角化を図る。

株式会社
ひたち農園

茨城県 常陸大宮市

2
ルバーブの加工品の開発と
販売

　自社農場で生産したルバーブを活用したコンフィチュールの加工・販売
を行うことにより、農業経営の安定を図る。

ファームランド
さいとう
斉藤　正

茨城県
東茨城郡
茨城町

3

かすみがうら市の竹資源利
活用による竹林整備の取組
みと竹乳酸発酵微粉末の製造
販売

　地域に存在する竹を活用し、竹乳酸発酵微粉末の製造・販売により、未
活用資源の有効活用を図る。

株式会社
林業藤家

株式会社
グリーンネッ
ト・エンジニア
リング

茨城県
かすみがう

ら市

4
霞ヶ浦水産物ワカサギと鯉
を活用した新たな加工品の
開発・販売事業

　霞ヶ浦産天然ワカサギ及び自社養殖の鯉を活用して、霞ヶ浦フィッシュ
＆チップス等の新商品の開発・販売を行い、経営の安定化を図る。

株式会社
安部

茨城県
かすみがう

ら市

5
環境保全型農産物を活用し
た商品開発による「みつば
ちの里」ブランド化事業

　自社農場で生産した米・バジルを活用した米粉の焼き菓子やバジルソー
ス等の商品製造・販売により経営の多角化を図る。

有限会社
アグリクリエイ
ト

茨城県 稲敷市

6
「原木しいたけ」を使った
加工品・開発・販売事業

　自社生産した「原木しいたけ」を活用した新たな加工品の開発と製造販
売を行い、経営の安定化を図る。

農事組合法人
森のめぐみ

茨城県 つくば市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

関東農政局　－1－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
自社で栽培した大豆を使用した
納豆の開発とブランド化事業

　自社生産の大豆等を活用した黒大豆納豆や発芽大豆納豆などの商品の開
発・販売によりブランド化を図り、経営の安定化を図る。

株式会社
上州農産

群馬県 前橋市

8
山林農業による薬草の加工
販売及びブランド化事業

　自生に近い栽培方法で生産した薬草を活用した新商品の薬草茶の開発と
販売により、川場村農産加工ブランドの構築を図る。

川場村農産加工
株式会社

群馬県
利根郡
川場村

9
しいたけの新たな加工販売
による下仁田きのこのブラ
ンド化

　自ら生産した菌床しいたけを使用し、新商品のつゆやしいたけ加工品を
開発し販売に取り組む。

大坂屋　
神戸　安弘

群馬県
甘楽郡
下仁田町

10

「農家が作る旬野菜・果実
の調味料及びジュース」の
製造・販売によるブランド
化事業

　農園で生産したリンゴやミニトマトを活用してソース・ドレッシング・
ジュース等の新商品の開発と販売により、農業経営の安定化を図る。

鈴木アップル園
鈴木　政隆

群馬県 沼田市

11
嬬恋高原野菜ピクルスの加
工販売とキャベツのブラン
ド化事業

　自社生産したキャベツや各種野菜を活用したピクルスの開発・販売と野
菜の直売事業を展開し、経営の安定化を図る。

アグリイズム
株式会社

群馬県
吾妻郡
嬬恋村

12

〝高糖度のごぼう〟による
「野菜の自然な甘味と旨み
を凝縮!〝ごぼうだもの〟」
の加工・販売事業

　ごぼうを使った「ごぼうチップ」や「ごぼうチョコ」を開発、これまで
の直売所への販売先に加え、地元スーパーへの販売や環境を整備してイン
ターネットを活用した販売を行う。

力丸　敦夫 埼玉県 深谷市

関東農政局　－2－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

13
千葉県東金市産のサトウキ
ビを原料とした黒糖の製
造・販売事業

　自家生産のサトウキビから搾汁した原料を１００％使用して黒糖を製
造・販売し、経営の改善を図る。

南国物産
有限会社

千葉県 東金市

14
米粉を活用した商品の加
工・販売事業

　自家生産の米を使用し、シンコ餅等の米粉加工品の製造・販売により、
経営の多角化を図る。

並木　一寅 千葉県 山武市

15

地域ブランドである「みや
じ豚及びその加工品」を直
接消費者へお届けする新規
宅配事業

　みやじ豚及びその加工品を牛乳配達の仕組みを活用し、宅配による販売
を行い、経営の多角化を図る。

株式会社
みやじ豚

神奈川県 藤沢市

16
「高座豚」の端材ハム・未
活用ラード等を活用した新
商品開発及び販売事業

　高座豚のハムの端材及び未利用の脂を活用し、加工品の製造・販売によ
り、経営の安定化を図る。

株式会社
高座豚手造りハ
ム

神奈川県 綾瀬市

17
自然有精卵と大豆を使用した
商品開発・販売によるくりのみ
ブランド化事業

　自農園で生産した自然有精卵と大豆等を使用し、新商品開発と移動販売
車による新たな販売方式の導入により、ブランド化を図る。

社会福祉法人
くりのみ園

長野県
上高井郡
小布施町

18
自社生乳を用いた乳製品の
新ブランド確立と飼料の自
給化

　自社農場で生産した生乳を活用した乳製品（チーズ・ヨーグルト）の開
発、製造、自社直売所での販売事業により、経営の安定化を図る。

株式会社
永井農場

長野県 東御市

関東農政局　－3－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

19

農家レストランによる農村
交流と食用ほおずき・山葡
萄を利用した地域活性化事
業

　自社農場で生産した食用ほおずき・山ブドウを活用し、新商品開発・販
売によるオリジナルブランド化と地域交流拠点としての農家レストラン経
営により、地域活性化を目指す。

株式会社
信州せいしゅん
村

長野県 上田市

20

豪雪中山間地の特色を活か
した高品位野菜の生産と、
加工産品の多方面展開によ
る、地域農業ブランド特化事業

　自社農場で生産した野菜（とうもろこし・自然薯・にんにく・チコリ）
を利用し、加工品の開発・販売によりブランド化を図る。

株式会社
ファームかずと

長野県 信濃町

21
信州の山と森の恵みに育ま
れた本当に美味しい高原野
菜等の生産・輸出事業

　自ら生産した露地野菜（レタス・ハクサイ・キャベツ・ナガイモ）を予
冷・輸出することにより、経営の安定化と更なる地域ブランドの強化を図
る。

農事組合法人
信州森のファーム

株式会社
リファーム

長野県
南佐久郡
南牧村

22
八ヶ岳山麓の野菜を使った
加工食品の開発・販売によ
るブランド化事業

　自社で生産した野菜を活用したコーンスープ・ドレッシング等の開発
と、直売所等での販売により、ブランド化を図る。

アップルヌード
ル
株式会社

長野県 茅野市

23

長野県オリジナルブランド
である「信州サーモン」及
び郷土川魚（鯉、岩魚、山
女、虹鱒）を利用した新商
品の加工・販売事業

　自社で生産する信州サーモンを活用した押し寿司、岩魚などの甘露煮な
どを開発・商品化し、直売所及び販路開拓により、経営の安定化を図る。

株式会社
辰巳

長野県 安曇野市

24

アマランサスを使用した新
商品開発・販売と栽培合理
化による地域ブランド化推
進事業

　自ら生産するアマランサスを主としする雑穀を使用したカレー、クッ
キー、おかゆを開発、販路拡大を図る。

野のもの
吉田　洋介

長野県 伊那市

関東農政局　－4－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

25

自家産生乳と旬の野菜、フ
ルーツを使ったフレッシュ
ジェラートの製造・販売事
業

　自ら生産した生乳・野菜を活用し、新商品「牛乳ジェラート」・「フ
レーバージェラート」を開発・生産し、自店直売所及びファーマーズマー
ケット等で販売を行う。

土井牧場
土井　一彦

静岡県 富士宮市

関東農政局　－5－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
自社栽培の果樹（アロニ
ア）を利用した加工品の開
発製造・販売事業

　耕作放棄地で生産したアロニアを利用し、アロニアジャム及びノンアル
コールワイン（アロニア果実エキス）を製造し、販売する。

株式会社
サンファーム泉

新潟県 五泉市

2
佐渡産黒豚の肉加工による
「餃子」等の製造・販売事
業

　耕作放棄地で栽培したサツマイモやカボチャ等の野菜、更に海藻を給餌
し、放牧方式で黒豚を生産。その精肉を島内で販売するほか、餃子、ハン
バーグ、もつ煮、味付け肉等の加工品を製造・販売し、養豚経営の安定及
び佐渡産黒豚のブランド化を図る。

株式会社
環境保全事業

新潟県 佐渡市

3
自家産大豆を利用した｢豆
ケーキ｣等の製造・販売事業

　自家産の在来品種の大豆「さといらず」を利用し、その特徴である「甘
味・食感・香り」を生かした豆ケーキを商品化するととともに、自家産の
さつまいもを加工した水飴を蜜かけした「甘味炒り豆」を製造・販売す
る。

宮崎　朗 新潟県 津南町

4

周年生産する富山県産トマ
トを活用したトマトピュー
レなどの加工品の製造・販
売事業

　規格外のトマトを活用した加工品（トマトピューレ、トマトソース）
を、地元のオーガニックレストランと共同開発し、道の駅、地元スーパー
のインショップ、イタリアンレストラン、学校、企業の給食センター等に
販路を拡大する。

株式会社
あぐりか誉

富山県 南砺市

5
自社トマトを活用した料
理・スイーツを提供する農
家カフェ事業

　農家カフェを整備し、トマトを中心とする自社農産物、四季折々の地場
農産物を使った料理及びスイーツを提供する。
直売コーナーでは、自社の生鮮トマトのほか、セミドライトマトのオリー
ブオイル漬け、トマトシュークリーム等の加工品の販売を行う。

株式会社
森田農園

富山県 高岡市

6
地域の特産物として振興し
ている枝豆を利用した商品
の加工・販売事業

　射水市特産である早生黒大豆枝豆「たんくろう」を塩茹でした「剝き
豆」のほか、どら焼き、大福、ソフトクリーム、ドレッシングなどＪＡオ
リジナルの枝豆加工品を開発・販売し、地域の特産品として定着化を図
る。

いみず野農業協
組合

富山県 射水市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

北陸農政局　－1－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
生茶を活用した加工・直接
販売事業

　紅茶専用の製茶プラントを導入し、組合自らが紅茶づくりを行うことに
より、「加賀の紅茶」の品質を高めるとともに、一番茶、二番茶、三番茶
それぞれを活用した紅茶の新商品開発に取り組む。

打越製茶農業協
同組合

石川県 加賀市

8
自社生産の米を活用した、
もち等の加工・直接販売事
業

　従来外部委託していた「もち加工」を自社製造に移行することにより、
需要に対応した製造を行えるようにするとともに、自社生産のうるち米・
もち米を使った新商品（玄米餅・ゴマ餅・さつまいも餅・カカオ餅・だん
ご等）の開発に取り組む。

有限会社
ジャパンファー
ム

石川県 小松市

9
能登産キノコ（シイタケ、
キクラゲ等）を利用した商
品の加工・販売事業

　能登産キノコ（シイタケ、キクラゲ等）の栽培に菌床製造から取り組む
とともに、収穫したキノコを使って乾燥品の製造に取り組む。

農業生産法人株
式会社スギヨ
ファーム

石川県 七尾市

10
規格外ミディトマトを活用
した商品の加工、販売事業

　自家製ミディトマトの規格外品を用いたガスパチョを商品化し、規格外
品の有効活用及び付加価値化を図る。

　※ガスパチョ：スペイン、ポルトガル料理の冷製スープの一種。夏など
の暑さの厳しい時期に好まれている。トマトを主成分とした赤いガスパ
チョがもっとも有名。

ワトム
佐々木　済

福井県 福井市

11

福井県あわら市北潟富津地
区とみつ金時を中心とした
農産物を活用した新商品の
開発及び販売拡大事業

　地区特産の「とみつ金時」（さつまいも）やかぼちゃを活用したペース
トの新商品開発のほか、同ペーストを活用した新商品（離乳食、介護食、
病院食）の開発・販売に取り組む。

株式会社
フィールドワー
クス

福井県 あわら市

北陸農政局　－2－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
地下水で通年養殖する小型
ニジマスの加工商品開発・
製造・販売事業

　自ら養殖した小型ニジマスの特性を生かした新たな加工商品（エスカ
ベージュ、オイル漬け、山椒煮）の開発、製造、販売をすることにより、
収益力の強化及び経営基盤の改善を図るとともに、ニジマスなどの養殖淡
水魚への評価を高めることを目標とする。

石井　柳二 岐阜県 大垣市

2
猪の日本三大産地である郡
上の猪と鹿を利用した商品
の加工・販売事業

　捕獲した猪・鹿を活用し、猪なべセット、鹿のしゃぶしゃぶセット、猪
骨ラーメン、フランクフルトなどの商品を開発・生産し、新たな販売ルー
トを構築することにより、経営の多角化・高度化を図り、農業者を獣害か
ら守り地域振興の一助とする。

猪鹿庁 岐阜県 郡上市

3
地域の特産である春日茶の
特性を生かした加工商品の
開発・製造・販売事業

　農薬を使わずに育てた春日茶をふんだんに使用し、親油的なお茶の機能
成分も摂取しやすい「食べるお茶」としてパウンドケーキ、ラスク、ふり
かけなどの新商品を開発・製造・販売することにより、春日茶の認知を広
めて経営基盤を強化し雇用を増やすとともに、お茶の産地としての春日地
区の活性化を図る。

工房　春日茶園 岐阜県
揖斐郡
揖斐川町

4
「美濃鹿肉」「美濃猪肉」
の加工・販売事業

　有害獣(猪・鹿）を食材に活用することを前提として、捕獲・処理体制を
整備し、加工商品を開発・販売することで収益事業化する。併せて、獣害
を軽減することで地域農業者の営農意欲を向上させ、地域の活性化を図る
とともに、若年層の人口流出に歯止めをかけるなど、ジビエによる地域振
興を図る。

所産業
株式会社

岐阜県
揖斐郡
揖斐川町

5
高冷地の飛騨高山で栽培し
た高原野菜を使用する加工
品の製造・販売事業

　自ら生産した野菜を使用して「乾燥野菜」を製造する。また、「乾燥野
菜」と高山産の味噌を組み合わせた「味噌汁の素」を開発・販売し、新た
な販売ルートを開拓することにより、収益の向上を図り、農業経営の安定
化を図る。

洞口　隆 岐阜県 高山市

6

ぎふクリーン農業で栽培し
た餅米と古代米の加工餅商
品群の開発・製造・販売事
業

　自社栽培したもち米、古代米の加工品(彩餅、縄文発芽玄米餅）を新たに
開発・製造・販売することで、付加価値を向上させ、経営の安定化を図
る。

有限会社
南ひだヘルス
ファーム

岐阜県 下呂市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

東海農政局　－1－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
飛騨地域の和牛を活用した
加工品の開発・製造及び販
売事業

　飛騨牛加工品としてはほとんど作られていないビーフジャーキー・サラ
ミといった嗜好性の高い付加価値商品と飛騨牛の母牛の肥育牛加工商品群
を開発・製造・販売する。
　本事業では、山武商店を促進事業者として位置づけ、連携して商品開発
及び販路開拓に取り組む。
　また、当社は加工部門を立ち上げ、加工品のレシピ開発や加工ノウハウ
を有する山武商店から指導を受ける。
　これらの活動によって、当社の経営基盤強化を果たし経営改善を図ると
共に、“山武ファームブランド”を構築することを目指す。

有限会社
山武ファーム

有限会社
山武商店

岐阜県 高山市

8
愛知県産茶葉を原料とした
てん茶の開発及び製造・販
売事業

　愛知県西尾市を中心とした愛知県内の茶栽培農家が、新たにてん茶の開
発・製造及び販売を行うとともに、新たな販売ルートを確立し、西尾抹
茶・愛知県のてん茶のブランド化を構築することにより、農業経営の改
善・安定化、地域農業への波及による地域活性化を目指す。

農事組合法人
愛知てん茶組合

愛知県 西尾市

9

有機肥料を使って栽培した
生で食べられるチンゲンサ
イを活用した加工品の開
発・製造・販売事業

　自家生産したチンゲンサイを干しチンゲンサイ、チンゲンサイパウ
ダー、漬物に自家加工し販売するとともに、更に干しチンゲンサイ、チン
ゲンサイパウダーを原料として菓子などの加工(一部委託）にも取り組む。
規格外品も活用することで利益率の向上を図るとともに、販路拡大により
経営の安定化を目指す。

大橋　正樹 愛知県 安城市

10
地域の特産品である食用サ
ボテンを利用した商品の開
発・販売事業

　「サボテンソルト」や「サボテンジュース」など、サボテンを活用した
食品の新商品を開発し加工委託により生産する。販売は、自社農場内へ直
売所を整備するとともに、農産物直売所や飲食店などの新たな販売ルート
を構築することで経営の多角化・高度化を図り、農業経営に付加価値を取
込み農業経営の改善を図る。

有限会社
後藤サボテン

愛知県 春日井市

11

碧南特産品のニンジンおよ
び希少価値が高い金時ニン
ジンを使った加工品等の開
発・製造・販売事業

　付加価値を高めた加工品として、碧南市の特産品であるにんじんや希少
な金時にんじんを使用したジュース等加工品の開発・製造・販売に取り組
むとともに、軽自動車を移動販売車として活用する移動販売を開始するこ
とで、利益率を向上させるとともに販路を拡大し、経営の安定化および改
善を図る。

鈴木　啓之 愛知県 碧南市

東海農政局　－2－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

12
吊り下げ方式栽培による原
木シイタケを利用した加
工・販売事業

　生シイタケ、干しシイタケの売上減少を補うため、吊り下げ方式によっ
て栽培する品質の高い原木シイタケを主原料とする加工商品（シイタケ
塩・シイタケ茶）を、地元業者等の協力を得ながら企画開発・生産すると
ともに、新たな販売チャネルを構築することによって、農業経営に付加価
値を取り込み農業経営の改善を図る。

長谷川　元 愛知県 一宮市

13
ヤーコンを活用したヤーコ
ン茶などの加工品の開発・
製造・販売事業

　自ら栽培したヤーコンを活用した加工品（ヤーコン茶、ヤーコン漬物、
ヤーコン干し芋等）の開発・製造・販売により、加工品の付加価値を利益
として取り込むのみならず、収穫時期以外の農業収入を確保することによ
り、農業経営の効率化、収益向上を図る。

三浦　良夫 愛知県 尾張旭市

14
地域特産品のレンコンを使
用した冷凍惣菜の開発、製
造、卸売事業

　地域特産品であるレンコンを使って、味と食感にこだわった冷凍惣菜を
開発製造することにより、外食産業や中食市場等新たな販路開拓を行い、
経営基盤の改善を図る。

有限会社
れんこん屋

愛知県 愛西市

15
嬉野大豆（美里在来大豆）
を活用した枝豆加工品の製
造販売

　在来種の大豆を茹で枝豆、枝豆ペーストに加工することにより、ホテ
ル、飲食店、菓子製造業者等新たな販路開拓を行い、経営改善を図る。

株式会社
権現前営農組合

三重県 松阪市

16
自社生産のブナシメジを利
用したペースト等の加工・
販売事業

　Ａ級品として出荷できないなどのブナシメジを活用し「ブナシメジペー
スト」「チョップブナシメジ」「ブナシメジオイル漬け」に加工し付加価
値を高めた加工品として、開発、製造、販売し経営の高度化を図る。

農事組合法人
三重きのこ園生
産組合

三重県 松阪市

17

三重県産飼料米を使用し、
地元高校との商品開発等、
地域密着にこだわった卵の
生産・加工・販売事業

　生産施設を更新し、地元三重県産の飼料米を餌に添加することにより、
より付加価値の高い鶏卵の生産を行うとともに、あわせて卵の加工施設・
有人直売施設を導入し、卵加工品（味玉・だし巻き玉子（地元高校とも連
携してレシピを開発））の新商品開発・販売を行う。

株式会社
山下鶏園

三重県 松阪市

東海農政局　－3－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

18
水耕葉物野菜のサラダパッ
ク化による農業と福祉の地
域活性化に向けた事業

　従来からの水耕栽培による葉物野菜の栽培及び生産方法を変更し、産
地・収穫日・栽培方法が同一である差別優位性を確保したベビーリーフの
Mixサラダパックの生産を行う。既存販路に加え、新たな販路を開拓するこ
とで経営基盤の強化と安定化を図るとともに、障害者雇用を積極的に行い
ながら地域貢献に寄与すべく総合化事業の実現を目指す。

株式会社
夢活菜

三重県 伊賀市

東海農政局　－4－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
タカファームのこだわりト
マトを利用した新商品の加
工・販売事業

　自家産のこだわりトマトを有効活用して、添加物を一切使用しない100％
トマトジュースおよびトマトケチャップを加工する。滋賀県内にはトマト
の大産地は少なく、トマト加工品も種類が少ないことから、タカファーム
のこだわりトマトのブランド化を図るとともに、規格外トマトを中心に活
用し、ジュース、ケチャップの商品化をめざす。

タカファーム
代表
立入　孝司

滋賀県
蒲生郡
日野町

2
上賀茂のトマトを活用した
加工特産品づくり

　トマト生産の量を増やすとともに、契約販売の出荷基準に合わないトマ
トを、トマト酢およびジュース等のトマト加工品として製造・販売するこ
とによりロスを避けることで、収益の増加並びに経営の充実をはかる。

橋本　竹雄 京都府 京都市

3

都市・農村交流を通じた、
自家産「京都の伝統野菜」
等を活用した料理・総菜提
供事業

　化学肥料、化学合成農薬を使用しない新京野菜・伝統野菜を増産し、新
たに、本来個々の作物がもつ特徴のある新鮮な味にこだわった料理・総菜
提供事業に取り組み、年間100食以上の料理・総菜として提供し、農産物と
加工品の高付加価値化、売り上げ向上を目指す。

耕し歌ふぁーむ
代表
松平　尚也

京都府 京都市

4
水ナス漬物加工を核とし
た、野菜等の生産・加工・
販売の６次産業化の実現

　加工適性の高い水ナス栽培に取り組むとともに、加工施設を整備して漬
物加工・販売に取り組み、農業経営の総合改善を目指す。

農業生産法人
株式会社
天野

京都府 綾部市

5

亀岡でのハバネロの生産販
売を利用した商品開発、加
工技術の向上、研究、販売
事業

　ハバネロを京都の地で栽培することで、新京都野菜と認知されるべく生
産しペーストやパウダーの加工販売に取り組む。

農業生産法人
株式会社
京都ハバネロの
里

京都府 亀岡市

6
特産かぶらの長期保存法導
入による惣菜加工・販売事
業

　販売が減少している京野菜であるかぶら千枚漬けの塩漬け加工品や生鮮
のＢ級品を活用して、新たにかぶらの総菜加工品を開発し、総菜品のマー
ケット開拓するため、新たに卸販売への取り組みを拡大することで経営の
多角化・高度化を図り、経営の安定化、農業経営の改善を図る。

有限会社
山下商店

京都府 亀岡市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

近畿農政局　－1－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
抹茶加工品の開発・製造・
販売

　新たに茶葉の生産を増やし、その分を抹茶に加工して、更に抹茶加工品
（「抹茶オーレ」「宇治金時カキ氷」「抹茶ソフトクリーム」「抹茶のお
薄」「グリーンティ」「抹茶を使った和菓子」）を製造し、工場横に建て
る「カフェコーナー付き加工所」で直販する。

森田　裕一 京都府 木津川市

8
自園の農産物であるお茶を
利用した和紅茶加工食品の
加工・販売事業

　既に販売している「お濃茶美人」の「宇治抹茶スイーツティー」シリー
ズ商品に加え、和紅茶ベースの「宇治和紅茶スイーツティー」商品を開発
し、製造・販売を行う。
　また、農薬が使われていない茶をを求める海外のお取引先のために、一
部の畑を農薬を使用しない栽培に転換して生産し、茶商品を製造・販売す
る。

京和あずま
株式会社

京都府
相楽郡
和束町

9
「淀川産（よどがわも
ん）」ブランド化と淀川産
魚介類の加工・販売事業

　天然ウナギ（蒲焼・白焼き）やハゼ（焼き干し）、イカナゴ（くぎ
煮）、シラス（佃煮）そしてシジミ（冷凍）を独自で加工し販売し、素晴
らしい品質を有した魚介類が復活しつつある淀川河口域で、ブランド化を
図ることで、漁業者の所得向上を図る。

大阪市漁協
株式会社

大阪府 大阪市

10
自社栽培のトマトを原料と
したドライトマトの加工・
販売

　自社栽培しているトマトを原料として、ドライトマトの加工、販売を行
う。
加工品の販売により、現状納品先のレストランにてシーズン外でもトマト
を提供できるようにし、規格外品のトマトを活用することで収益の向上を
図る。

有限会社
ドリームズ・
ファーム

兵庫県 神戸市

11
淡路島の国産レモンを利用
した商品の加工・販売事業

　直売で生果として販売するだけでなく、レモンを使った加工品（ケー
キ・レモンピール）を開発・販売を行うことにより、経営の多角化と、淡
路島国産レモンをブランド化し、付加価値をつけて農業経営の改革を図
る。

平岡農園
平岡　龍麿

兵庫県 洲本市

12

特Ａ地区の高級酒米、山田
錦を用いた「特Ａ山田錦の
黄金酢」（仮称）の開発・
製造・販売

　山田錦を使用して、黒酢をOEM生産し、「特Ａ山田錦の黄金酢」（仮称）
として高付加価値化、ブランド化を図り販売を行うことで所得の向上を図
る。

フォーＳＫグ
ループ
代表
将積　浩

兵庫県 三木市

近畿農政局　－2－
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

13
キクイモとノビルを原料と
する菓子の商品化と加工販
売

　キクイモの商品（クッキー・バームクーヘン・カステラ・ソバ）開発・
販売とノビルの粉末加工品の販売に合わせ新たにインターネット販売を行
う。
　キクイモ、ノビルとも生の生産物及び加工製品の販売増に合わせて栽培
面積を拡大し、設備・機械類の利用効率を高め、これら一連の取り組みに
より、経営の高度化、安定化を図る。

株式会社
のーびる本舗

兵庫県 小野市

14

地域特産品である野菜類や
米穀類を利用した和食総
菜、野菜ジュース、スイー
ツ類、土産品等の加工・販
売事業

　生産された農産物を６次産業化によりジュース（人参＆りんご・小松菜
＆グレープフルーツ・トマト＆ヨーグルト）、スイーツ（トマトゼリー・
おさつシュークリーム・山芋のチーズスフレ・枝豆のムース・黒豆入りス
イートポテト・煎り黒大豆クッキー）、特産加工（かぼちゃスープ・枝豆
ポタージュ・枝豆ギョーザ・いなり）、和食総菜に加工販売し、付加価値
を高めると共に収益性の高い農産物の栽培状況へ変革する事で、経営の多
角化、高度化を図っていく。又、加工販売事業に取り込む事で農業経営の
改善と生きがいづくりの推進と共に雇用の増大も図っていく。

農業H・B・Lク
ラブ
代表
川崎　計弘

有限会社
古杉企画

兵庫県 篠山市

15
丹波の健康な鶏の美味しい
卵でつくるスイーツと惣菜
の加工・販売事業

　鶏卵と鶏肉を利用して、スイーツ（カステラ・シュークリーム・プリ
ン・ケーキ・スイートポテト）及び惣菜類（出し巻き卵・味付け卵・ゆで
卵・マヨネーズ・鶏がらスープ・鶏そぼろ・ハム・ソーセージ）の新たな
加工商品の開発・製造・販売で収益向上に取り組み経営改善を図る。

株式会社
芦田ポートリー

兵庫県 丹波市

16
農薬・化学肥料不使用栽培
の野菜や穀類の加工・販売
事業

　米・麦や野菜の製粉、乾燥野菜や漬物などの食品加工を手がけ、商品を
多様化するとともに、生産コストに見合う価格設定での販売ルートを構築
し、経営の高度化をはかる。
　併せて、都市部での直売所を設置するほか、会員を集め新たに米・野菜
（枝豆・黒豆・ほうれん草・小松菜・ねぎ・きゅうり・トマト・ラディッ
シュ）の直売を開始する。

株式会社
ジェイ農園

株式会社
ジェイ教育シス
テムズ

兵庫県 丹波市

17
減農薬よる安心・安全な淡
路米の生産及び加工・販売
事業

　減農薬よる安心・安全な淡路米の生産に取り組み、新たに生活協同組合
への玄米販売、また量販店、通販事業者への販売ルートの構築、地域の直
売所やインターネットでの直販事業に取り組むとともに、地域循環型農業
の導入により、淡路島里地域を中心とした米作農業の売上拡大と生産者の
収益改善を図る。

里稲作研究グ
ループ
代表
野添　幹生

兵庫県 淡路市

18

ジャンボにんにくの生産と
その加工品の熟成黒にんに
く及び熟成黒にんにくを
使った加工商品の開発販売
事業

　自ら生産するジャンボにんにくをさらに付加価値を高める商品開発（グ
ミ・手延べ麺・餃子）を行う。今、健康面の効用で広く注目されている黒
にんにくと、その黒にんにく加工商品の新商品事業拡大により、経営の多
角化・高度化を図り、農業経営の改善を図る。

八島　治
株式会社
三輪山勝製麺

奈良県 奈良市

近畿農政局　－3－



六次産業化・地産地消法
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平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

19
すだち・みかん・柿を利用
したアイスクリームの製造
販売事業

　すだち、みかん、柿をアイスクリームに加工し、レストランで販売す
る。アイスクリームは年中販売できるようにし、また、当社のレストラン
でのみ販売する。農家が作ったアイスクリームという事をＰＲし、お客の
来店を促すことで、閑散期におけるレストランや青果の売上高を向上させ
る。

有限会社
天理観光農園

奈良県 天理市

20
干し柿と梅エキスの高品質
ブランド新商品、高付加価
値商品の開発・販売事業

　自家生産の柿（ドライフルーツ・スイーツ）および梅（ソフトカプセル
タイプ梅エキス）の高付加価値の新商品開発・販売により、他産地との競
争力アップと生産農家の収益を確保、経営の安定化を図る。加工用の柿や
梅の原料はそれぞれ生での販売分を新規の加工用に振り分け原料確保を行
う。新商品産直販売は生活クラブ（東京）パルシステム（首都圏）コープ
近畿を中心に全国の生協の既存の販売ルートを通じて販売を行う。

農業生産法人
有限会社
王隠堂農園

奈良県 五條市

21
新たな蒟蒻芋栽培とその蒟
蒻芋を活用した加工・販売
事業

　「蒟蒻芋」の栽培と多様な「こんにゃく」の商品開発加工を行い「のど
か村特産こんにゃく」としてブランド化し、製品をのどか村名物として店
頭で販売するほか、朝市・産直市・給食材料などに納品、更には新たな販
路開拓を行なうことにより、収益の増加を図る。

株式会社
農業公園信貴山
のどか村

奈良県
生駒郡
三郷町

22
原木椎茸を利用した加工・
販売事業

　原木椎茸の香り風味を活かした椎茸加工商品（ごはんの素・佃煮）の開
発・生産を行うことにより、椎茸の利益率を高めて、経営の効率化を図る
と共に販売先のコープの組合員への椎茸商品でより健康でおいしい商品を
提供する。

岡本　隆志 奈良県
吉野郡
吉野町

23

林業の施業過程で出来る除
伐・林地残材・枝葉・材木
の端材の有効活用を行う新
商品開発事業

　育林施業で発生する除伐・林地残材・枝葉などの廃材を有効活用するた
め、木材チップ加工と天然おが屑ひき粉として発酵肥料や酵素風呂の材料
として販売し、育林途上で出来る廃材から付加価値のある商品を創造する
ことにより、収益を確保し経営の安定化と吉野林業の活性化を図る。

中神木材
代表
中井　章太

奈良県
吉野郡
吉野町

24
ナタ豆を利用した新商品開
発

　ナタ豆茶の製造工程ででる粉末を活用して、ナタ豆クッキーを開発・販
売し、所得向上を図る。

島村　保廣 和歌山県 橋本市

近畿農政局　－4－
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市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

25
家鴨肉の醤油漬け商品の加
工・販売事業

　肥育した家鴨（と体）を自らの施設にて製造した加工品（ロース肉・モ
モ肉・湯浅醤油漬け家鴨ロース）を、消費者への直接販売を含めた新たな
販売ルートに販売することによって、経営の多角化・高度化をおこない経
営改善を図る。

太田養鶏場
太田　斉

和歌山県
有田郡
湯浅町

26
自社の梅を用いたオーダー
メイド梅干しセットの製造
販売事業

　梅干しの２次加工を自社で行い、梅の生産から梅干しの最終製品まで、
一貫製造を自社で行う。梅干しの味はお客様の要望に合わせるようにし、
要望に合う調味液を自社でブレンドして梅干しを生産・出荷する。また、
新たな販路としてインターネット、及び当社の人脈を活用して東京への営
業を進め、売上高と収益を向上を図る。

農業生産法人　
株式会社紀州梅
香

和歌山県
日高郡
みなべ町

近畿農政局　－5－



六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1

まき網漁獲物（本マグロ、
アジ、サバ、イワシ）を活
用した商品開発と販路拡大
事業

　自ら漁獲した本マグロ、アジ、サバ、イワシを活用した練り製品等の加
工品の開発と、個別冷凍技術を活用し鮮度を保持した冷凍魚の新たな販売
方式の導入により、所得の向上を目指す。

山陰旋網漁業協
同組合

鳥取県 境港市

2
鳥取生まれの「びっくりエ
リンギィ」を活用した新商
品の開発及び販売事業

　「びっくりエリンギィ」と「エノキ」を活用した、新商品（酒の肴とな
る加工品、漬物、佃煮）の開発とその販路開拓により、所得の向上、経営
の安定を図る。

有限会社
北村きのこ園

鳥取県
八頭郡
八頭町

3
さくらたまご主原料スイー
ツの新商品開発によるたま
ご屋工房ブランド化事業

　自社鶏卵「さくらたまご」を活用した新商品開発による経営の安定化及
び新店舗開設による経営拡大。地域活性化のため雇用の創出を図る。

有限会社
小川養鶏場

鳥取県
西伯郡
大山町

4
地元米自然栽培「玄米」と
玄米酢等の商品開発･ブラン
ド化及び販路開拓

　自然栽培玄米の生産と、その玄米を使用した加工品を製造、販売するこ
とで経営改善を図り、地域に新たな雇用を創出し、規模拡大による経営安
定を目指す。

有限会社
フクダノウサン

岡山県 倉敷市

5

紅茶専用茶葉を使用した自
社紅茶のブランド化と紅茶
関連商品の開発、及び販路
構築事業

　紅茶専用品種を使用したリーフティー及び自社紅茶とハーブ等をブレン
ドした紅茶新商品の開発、製造、販売を行い、経営改善を目指し、経営す
るペンションでの茶摘み体験、自然体験などグリーンツーリズム事業によ
る地域振興を図る。

宮本　英治 岡山県 新見市

6

エコフィード混合飼料を給
与した「おからを食べて
育った千屋牛」の商品開発
及び販路開拓

　エコフィード混合飼料を給与した千屋牛精肉の販売方法の工夫と千屋牛
を活用した新商品開発、製造、販売を行い、収益力の強化、経営改善を図
る。

有限会社
哲多和牛牧場

岡山県 新見市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

中国四国農政局　－1－



六次産業化・地産地消法
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平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7

米、トマト、麦、その他野
菜を使った食品添加物不使
用の食品の加工および販売
事業

　「次世代へつなぐ豊かな食卓」をコンセプトに、肥料・農薬を使用せず
生産した米、野菜を使った加工品を製造、「イベント販売」や「ホーム
ページを通じたＰＲ、直接販売」で収益改善、農業経営安定を目指す。

高谷　裕治 岡山県 真庭市

8
ＪＡ芸南オリジナルの香酸
柑橘じゃぼん及び馬鈴薯を
用いた新商品の加工・販売

　組合員が生産する馬鈴薯とじゃぼん（柑橘）を使用した新商品開発、製
造、販売により農家所得の安定を図り、生産意欲向上、地域の活性化を目
指す。

芸南農業協同組
合

広島県 東広島市

9
農薬不使用茶の栽培と釜炒
り農薬不使用茶を使用した
商品開発および販売

　栽培期間中、農薬不使用栽培の茶葉を「釜炒り製法」により製茶した
「釜炒り小野茶」を開発・製造・販売、また、この釜炒り小野茶を使用し
た加工品の開発、製造、販売に取組み、経営基盤強化を図る。

株式会社
山口茶業

山口県 宇部市

10
地域の特産品であるがんね
栗を活用した加工品の開
発、製造及び販売事業

　がんね栗（1粒約50グラムの大果）の特徴を生かした栗加工品の開発、製
造、販売を行い、地域ブランドの確立を目指し、所得の向上と雇用の創出
を図る。

企業組合　
がんね栗の里

山口県 岩国市

11
ハイポー豚及び和牛肉（黒
毛和種）を用いた加工品の
開発、製造及び販売事業

　豚肉、牛肉を活用し、素材の特徴を活かした加工品（惣菜・ファースト
フード）の開発、製造、販売を行い、鹿野ファームブランドの確立を図
り、経営基盤の強化と地域活性化と雇用創出を目指す。

有限会社　
鹿野ファーム

山口県 周南市

12

瀬戸内海の一本釣り漁業の
島、沖家室島の鮮魚加工品
による地域再生・活性化事
業

　自らが一本釣り漁法で漁獲、自社漁家民宿で提供し好評の焼き魚、魚の
煮付けを真空パック詰め加工、販売。６次産業化ビジネスモデルとなるこ
とで、漁業への新規参入、雇用の促進を図り、活気ある漁村の復活を目指
す。

株式会社
中道

山口県
大島郡

周防大島町

中国四国農政局　－2－
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

13
青葱を原材料としたカット
葱の加工、販売及び葱焼き
の開発、販売事業

　自社ブランド「阿波九条葱」の規格外品を活用し、カット葱にすること
で、価値を高め販売する。また、そのカット葱を使用した和風クレープ感
覚の葱焼きを開発、イベントでの販売や持ち帰り葱焼き材料セットの販売
で売上増加を図る。

戎　米太郎 徳島県 徳島市

14
米味噌・ゆず味噌・アメゴ
の加工品の開発・製造・販
売の取組

　地域産棚田米の活用による米味噌、ゆず味噌の加工・販売、及び養殖ア
メゴの活用による「一夜干し」、｢燻製｣、｢フレーク｣、｢かば焼き」の加
工・販売を行う。

八重地地区6次
産業化研究会

徳島県
勝浦郡
上勝町

15
自社植物プラントで栽培し
たバジルを活用した加工品
の開発・販売事業

　自社の人工光植物工場で栽培したバジルを活用し、バジルオイルソー
ス、バジルビネガーの新商品を開発、販売することで、収益性の向上と経
営の安定化を図る。

株式会社
那賀ベジタブル

徳島県
那賀郡
那賀町

16

愛宕柿のみを使用した天然
酵母と自然発酵による、柿
酢の生産による高付加価値
の実現

　規格外で出荷できない愛宕柿を活用し、天然酵母と自然発酵による柿酢
の製造、販売を行い、経営の安定と雇用の創出を図る。

半田あたご柿柿
酢の会

徳島県
美馬郡

つるぎ町

17
自ら生産する苺を活用し
た、氷菓子・清涼飲料水・
ジャムの開発・製造・販売

　「いちご農家がつくる、いちごの加工品」をスタンスに、いちご果実・
果汁をふんだんに使用した氷菓子・清涼飲料水・ジャムの開発・製造・販
売を行い、安定的な農業経営を目指す。

野田　茂 徳島県 阿波市

18
　「来島鯛」を使用した
「浜焼き」の商品開発・加
工・販売事業

　自社ブランド「カネキ印来島鯛」を活かした「鯛の浜焼き」、活用が進
んでいない部位を使った加工品を開発、販路拡大に取り組み、経営の安定
と雇用の創出、地域経済の活性化を図る。

カネキ水産株式
会社

愛媛県 今治市

中国四国農政局　－3－
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事業者
都道府県

19
協議会ブランド「ハーブ媛
ひらめ」を使用した押し寿
司等加工品の製造及び販売

　ハーブ媛ひらめを使用した「ハーブ媛ひらめ押し寿司」を商品化、規格
外ヒラメを「ヒラメのフライ」等に加工し新たな商品開発・販売事業を行
う。ヒラメ加工事業推進で、低迷する地域の活性化と地域雇用の創出を目
指す。

三瓶ヒラメ養殖
協議会

愛媛県 西予市

20

規格外のみかん（柑橘）を
活用した加工品（菓子等）
の開発、製造および販路開
拓

　自社および契約柑橘農家が生産した、ジュース用となる規格外のみかん
を活用し、手軽に食べられる菓子としての加工品「冷凍みかん（冷凍柑
橘）」の開発、製造、販売を行う。また、既存の当社販路での販売に加
え、産地のＰＲを兼ねた新しい販路開拓を行い、知名度アップを図る。

有限会社　
南四国ファーム

愛媛県 宇和島市

21
地域で水揚げされる「鱧」
や「未利用魚」を使用した
加工品の開発と販売

　規格に当てはまらない「鱧」「雑魚」等の「未利用資源」を有効に活用
し、漁協が加工・商品化・販売に取り組むことで、魚買取価格向上による
組合員収益増加、経営の安定を図るとともに八幡浜地域の活性化を目指
す。

八幡浜漁業協同
組合

株式会社 
オーシャン・ド
リーム

愛媛県 八幡浜市

22
卵を活用した菓子類の開
発・製造・販売及び卵の直
営店舗での販売事業

　加工施設を備えた直営店舗を新設、自社鶏園の卵を活用した菓子類の開
発、製造、販売を行う。
　また、独自の特殊飼料を与え飼育した鶏から採卵する特殊卵を開発、卵
は高鮮度の内に消費者に提供する。

有限会社
ニシモト

高知県 高知市

中国四国農政局　－4－
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平成25年2月28日

申請者 共同申請者 促進事業者

1

まき網漁業の主要漁獲物で
ある「あじ」「さば」「ぶ
り」を美味しく加工し販売
する事業

　まき網漁業で大量に水揚げされ、主に餌料として低価格で取引されてい
る小型の「あじ」「さば」「ぶり」を主体に、高度な加工技術を用いて、
美味しく、食べやすい高付加価値商品を開発し、国民に安定的に供給する
ことを目指すとともに漁業経営の改善を図る。

日本遠洋旋網
漁業協同組合

福岡県
福岡市
中央区

2
いちご観光農園の開設とい
ちご加工品の製造販売事業

　いちご高設栽培ハウスを増設していちご観光農園を開設することで直売
比率を高め、より多くの人に、より新鮮ないちごを、より美味しく賞味い
ただきたいと思います。
　さらに、いちごの加工品を製造・販売することで付加価値を取り込み、
青果とあわせて周年での販売を可能とし、売上拡大で農業経営の改善を図
ります。

白木　克弥 福岡県 小郡市

3
イタリア野菜を使ったイタ
リアレストラン及びイタリ
ア野菜の加工・販売事業

　自家栽培したイタリア野菜を材料としたイタリアンレストランの運営と
ドライフードやトマトソース、ピクルスの加工販売を行うことで、これま
で廃棄していた野菜の付加価値向上と利益率の向上を目指し、農業経営の
安定を図る。

カラナンテ
シルビオ

福岡県 福津市

4
果樹農家の新鮮な果物を生
かすジェラート製造・販売
事業

　既存の青果販売事業に加えて、新たに当園の青果を生かしたジェラート
の加工・販売を行う事業の創設を図り、手元にある季節折々の新鮮な青果
の有効利用を図るとともに、カフェスペースの開設による対消費者向けの
店頭販売と通年での宅配販売を進め、経営の改善を図る。

ファゼンダかじ
わら合同会社

福岡県 うきは市

5

観光直売農園でのジャム・
アイスクリームの製造販売
と交流スペースを活用した
果実販売事業

　農園の果実を使用した商品開発として、ジャム及び果実入りソフトク
リームの製造販売を行う。加工品を製造することによって、生果とのセッ
ト商品、贈答用商品の展開を推進し、経営の多角化、高度化を図る。ま
た、加工販売施設では体験講座等のイベント等も実施し、ワークスペース
としての有効活用を行い、観光農園としての付加価値を高めて農業経営の
改善を図る。

末次　研治 福岡県 うきは市

6

こだわりの栽培方法で生産
したねぎの食味を活かした
手作りドレッシングの製造
販売事業

　ねぎの青果出荷品の価格低下に伴い、加工品の製造販売にさらに注力し
た経営に取り組む。既存のドレッシングに加え、新商品の開発販売による
売上増を図るとともに、需要の安定が見込めるホテル、レストラン、料亭
等の業務用としても販路拡大を行い、販売数量を伸ばしていくことで農業
経営の改善を図る。

朝倉物産
株式会社

福岡県 朝倉市

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

九州農政局　－1－
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

7
自家配合飼料で飼育した豚
の精肉加工品の製造・販売
事業

　自家配合飼料の配合比率を変えることで、用途に応じた豚(豚肉)の肥育
生産を行い、取引先の要望に対応した新たな販路開拓を目指します。ま
た、豚精肉や惣菜加工品及び精肉加工品の販売推進を一体的に進めること
で、飼育豚のブランド構築を図り、養豚経営に付加価値を取り入れて経営
の改善と安定化を目指します。

株式会社
雷山イデア牧場

福岡県 糸島市

8
自家栽培のもち米と地元の
農産物を使ったもち加工品
の加工・販売事業

　自家栽培したもち米と地元の食材を使ったもち加工品の新商品開発及び
販路拡大を行い、地元の安全・安心な食を消費者に届けると共に、高付加
価値化と売上増加による所得の向上を図る。

西　重俊 福岡県 糸島市

9

女性グループによる地場産
ブランド野菜（上畑の郷か
あちゃん会）を活かした新
商品の開発と加工・販売

  上畑（じょうばた）地域で生産される野菜「上畑の郷かあちゃん会」の
さらなるブランド化と、地域資源である山の幸を使った加工品を生産する
加工部会を立上げ、法人化を視野に入れながら、経営基盤強化による農業
経営の安定的な高付加価値化を図る。

上畑の郷かあ
ちゃん会加工部
会

福岡県
遠賀郡
岡垣町

10
ブルーベリーの加工（ジャ
ム、パン、アイスクリー
ム）・直接販売事業

  ブルーベリーを使った、ブルーベリージャム、ブルーベリージャムパン
及びブルーベリーをトッピングしたアイスクリームの商品開発と販売を行
なう。また、JAの合併に伴う新たな取引先の増加に対応した加工品目の強
化による売上高の増加と、農業経営の付加価値化及び経営効率（配送）を
図る。

有限会社
工房よしかわ

福岡県
築上郡
築上町

11
地域の特産品である柿を利
用した一次加工品（ペース
ト）の製造販売事業

  富有柿や干し柿を利用したペーストを商品開発・生産しさらに付加価値
を高め、既存の直売所だけでなく新たな販路を開拓することで、組合員の
農業経営及び直売所の経営改善と成長を図る。

農事組合法人
そよかぜ館

佐賀県 佐賀市

12
完熟トマト、ブルーベ
リー、ほうれん草を利用し
た加工品の製造販売事業

  自家製竹チップ堆肥で生産しているトマトを利用した加工品（ジュー
ス・ピューレ・ケチャップ・ジャム）、ブルーベリーを利用した加工品
（ジャム・ソース）及びほうれん草を利用したスープを商品開発・生産す
ることで新たな事業を創出し、農業経営に付加価値を取りこむことで、農
業経営の改善を図る。

合同会社
つよし君のお野
菜畑

佐賀県 佐賀市

九州農政局　－2－
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申請者 共同申請者 促進事業者
市町村№ 事業名 事業の概要

事業者
都道府県

13
健康志向の時代にあった昆
布を利用した食品の加工・
販売事業

　自社で養殖した昆布を活用し、健康志向に合う付加価値のある加工食品
を開発し、近隣の直売所や量販店への販売やインターネットによる販売を
行い、経営の改善を図る。

有限会社
二協開発

長崎県 壱岐市

14
地域特産の柑橘類を利用し
た加工・直接販売事業

　地域の特産品である柑橘類のジュースや摘果した青みかんを活用した乾
燥粉末やペーストを新たに商品開発・生産するとともに、生果を含めた新
たな販売ルートを構築することによって、新たな事業を創出し、農業経営
に付加価値を取り組むことで農業経営の改善を図る。

ウシジマ青果
有限会社

熊本県
熊本市
西区

15
地域の特産品であるトマト
とイチゴを利用した加工販
売事業

　トマト・イチゴを利用した商品開発・生産を行い、新たな加工販売の体
制を構築することで、新たな事業を創出し、農業経営の付加価値を取り込
むことで、農業経営の改善を図る。

ソウヨウファー
ム株式会社

熊本県
熊本市
南区

16

菊池の特産品である椎茸を
スライスや、角切りにした
干椎茸及び粉末椎茸の直接
販売事業

　原木椎茸をスライスあるいは角切りにした干椎茸と粉末椎茸を生産・販
売することにより消費者ニーズに応え、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。

村上　保夫 熊本県 菊池市

17
山都の竹資源利活用による
竹林整備の取り組みと乳酸
発酵竹粉等の製造販売

　乳酸発酵竹粉を使用した床土及び抑草目的の竹ペレットとして関連商品
を開発・生産するとともに、農地還元する有機稲作と一体化させて利用普
及を推進しながら販売ルートを構築することで、新たな事業を創出し、農
産物の付加価値を高め、農業経営の改善を図る。

野口　慎吾

株式会社
グリーンネッ
ト・エンジニア
リング

熊本県
上益城郡
山都町

18

有機JAS認定農産物のトマ
ト、柑橘及び野菜等のミッ
クスジュースの商品開発と
販売

　有機ＪＡＳ農産物である、トマト・柑橘類・野菜を１００％使用した有
機ＪＡＳミックスジュース等の新たな商品を開発するとともに、新たな販
路を開拓することによっ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。

有限会社
肥後あゆみの会

熊本県 宇城市

九州農政局　－3－
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事業者
都道府県

19
畑台地での安全・安心農産
物の生産と伝承技術を再興
した加工食品製造販売事業

　西原村の荒廃する畑台地とふるさとの伝統的な農産加工品の再興をめざ
すため、環境保全型農業に取り組み、安全・安心なダイコン、カンショと
原木シイタケを加工用原料として、漬物や乾物等の加工品を製造するとと
もに、今日の高齢化や健康志向に応じた、食文化の提供を行いながら農業
経営の改善を図る。

株式会社　
まるいちや

熊本県
阿蘇郡
西原村

20
自社有機栽培の野菜・和・
洋ハーブを粉末化した加工
品の商品開発・販売事業

　自社生産の和・洋ハーブを乾燥粉末に加工し、これを利用したサプリ感
覚で飲む飲料、調味料、食品素材及び、新たに乾燥野菜を開発・製造する
とともに、販売ルートを構築することによって農業経営の改善を図る。

株式会社
阿蘇ハーブファ
クトリー

熊本県
阿蘇郡

南阿蘇村

21
熊本県人吉産のキクラゲを
使用したキクラゲの加工品
の開発及び販路の開拓事業

　キクラゲ加工品の商品開発、生産するとともに生果も含めた新たな販売
ルートを構築することによって、新たな事業を創出し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。

農事組合法人　
人吉きのこ生産
組合

熊本県 人吉市

22

自ら生産した野菜を使用し
た粉末化商品の一般市販用
としての商品開発・販売事
業

　ほうれん草や小松菜などの野菜を粉末化し、一般市販用（消費者）へ販
売する。衛生面の向上のため乾燥・殺菌・粉末加工については委託を行
う。また、一般消費者向けにそれらを用いたレシピの開発も行う。

矢神　勇 熊本県
球磨郡

あさぎり町

23
オカワカメ、こどもピーマ
ンなどハウス野菜の乾燥加
工・販売事業

　自ら栽培するオカワカメ・こどもピーマン・スナップえんどうの余剰生
産品や規格外品を使って乾燥野菜の開発・生産・販売を行う。

有限会社
橋本産業

大分県 中津市

24
ブラウンスイス種の生乳を
利用したオリジナルブラン
ド商品の加工・販売事業

　自ら飼養するブラウンスイス種の乳牛の生乳のみを使った、牛乳及び乳
製品の開発・生産・販売を行う。
　従来のホルスタイン種に比べ付加価値（高脂肪分・高タンパク質・低糖
質）の高い牛乳や乳製品（チーズ・ヨーグルト・アイスクリーム）を開発
販売することにより、経営体質の改善を図る。

有限会社
アイ・アイ・
ディ

大分県 日田市

九州農政局　－4－
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事業者
都道府県

25
佐伯市で養殖されるブリの
特殊な処理をした冷凍加工
商品の製造と販売事業

　自ら養殖したブリを特殊な加工処理(超冷薫加工)し、付加価値の創出に
より新たな販路開拓を行う。
　年間通期で販売できる体制を構築することで、ブリの需要・消費・取引
が年末などに片寄ることを是正し、新たな販路との相乗効果で取引単価の
値崩れを防止することで養殖業経営の安定と改善を図る。

有限会社
冨高水産

大分県 佐伯市

26
椎茸、キクラゲ水煮の開
発・販売

　自ら栽培する原木椎茸及び菌床キクラゲを使った水煮を開発・販売す
る。
　サラダ用にそのまま使える簡便性を付加し、新たな需要を開拓するとと
もに、加工することによる付加価値を付け、農業経営の改善を図る。

村上　和也 大分県 豊後高田市

27
梅と柑橘を利用した商品の
加工・販売事業

　自ら生産した柑橘類を使った加工品を開発・製造し、新たな販売ルート
で販売を進める。
　具体的には、梅干(白干・紫蘇)・乾燥梅や、梅及び柑橘を使ったジャム
の開発・製造を行う。
　これらの梅や柑橘類の加工品を開発・生産・販売を行うことにより、付
加価値を上げ農業経営の改善・安定化を図る。

有限会社
森農園

大分県 杵築市

28
大分県の特産物であるかぼ
す・トマトを利用した商品
の加工・販売事業

　自ら栽培した「かぼす」「トマト」を使用した「かぼす果汁」「かぼす
ゼリー」及び「トマトゼリー」の商品開発・生産・販売を行うことで、農
業経営に付加価値を取り込み農業経営の改善を図る。

株式会社
ハマノ果香園

大分県 国東市

29
自家登録品種である自然薯
の特徴を活かした加工食品
の開発とその販売事業

　自家生産自然薯の「変色しづらい」特性を生かした「冷凍とろろ」、菓
子用「自然薯とろろ」、「むかごご飯」等の加工品を開発し、既存販売先
への商品提案に加え、スーパー等への直売やインターネット通販の新規販
路拡大により経営の改善を図る。

岡元　孝仁 宮崎県 都城市

30
地域特産品菌床椎茸を利用
した加工食品の開発と販売
事業の展開

　自社と地場の原木を利用し自社でオガくずから製造し菌床を製造する。
自然の風や温度変化を効率的に活用し、「環境にやさしい椎茸づくり」を
行い、肉厚で良質の椎茸を生産する。優れた食感を有する素材を活かし
て、新たに「椎茸餃子」及び「椎茸スナック」の開発を行い、生椎茸とも
ども販路拡大を目指す。

農事組合法人　
ＥＣＯマッシュ

宮崎県 都城市

九州農政局　－5－
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事業者
都道府県

31

自社生産杉の製廃材を利用
した割箸の開発と環境影響
評価（ＬＣＡ）に対応した
販売体制の確立

　自社生産杉（飫肥杉）製廃材を使用して低価格の割箸を開発・生産す
る。自社既存販路（住宅メーカーなど）だけではなく、大手外食チェーン
や流通向けを開拓することにより林業経営の更なる多角化を図る。
  販路の開拓にあたっては、使用済み割箸の回収まで行い自社のバイオマ
スボイラー用燃料とすることにより、環境影響評価（ＬＣＡ）に対応した
サプライチェーンを構築・訴求する。

吉田産業合資会
社

宮崎県 日南市

32

自社牧場で生産される牛肉
の新鮮で色持ちの良い新商
品「なかにし和牛」の開
発・加工・販売事業

　部分肉を用途に応じてブロック・すき焼き・しゃぶしゃぶ用に処理後、
パック・包装を行いＣＡＳ冷凍処理し「なかにし和牛」ブランドとして新
商品開発を行う。販売については、卸売業者を通じてレストラン、業務用
商材、ギフト商材として販路拡大を図り消費者への直接販売を行う。

株式会社
西ノ原牧場

宮崎県 小林市

33
自社農園で栽培したタマネ
ギを業務用の加工食品材料
とする食品製造と直販事業

　圃場から収穫されたタマネギを活用し、地元の食品加工場、弁当工場及
び介護施設・病院等の医療機関への素材供給用の新商品を開発して付加価
値を高めて経営の安定化を図る。

有限会社
高松ポートリー

鹿児島県 出水市

34
自ら収穫した未利用魚ウツ
ボを活用した調理製品の製
造と直売事業

　自己所有の漁船によって漁獲されたキダカ（ウツボ）を、自社の加工場
において骨取り三枚折り加工し、タタキ、天ぷら及び湯引き等に加工した
新商品を業務用として製造し直接販売する。また、漁業後継者の育成と技
術承継も図る。

河口　修 鹿児島県 西之表市

35
自社農園で生産したぶど
う、リンゴ、金柑を活用し
た加工・販売事業

  観光農園の収穫体験等で発生する未収穫や未熟果等商品化できず未利用
のまま廃棄されていたものを利用し、ジュース加工等による商品開発、直
売や新規販売ルートの構築、また、生産面では、ＩＴシステムの導入、加
温設備等技術向上により生産性の向上と売上アップを図る。また、地域農
家の生産物も当社が集約して商品化することにより、地域農家の収益向
上、地域農業の活性化と雇用促進にも繋げる。

株式会社
さくら農園

鹿児島県 霧島市

36
有機栽培で収穫した「霧島
茶」を粉末に加工製造し直
販を行う事業

  有機栽培した生茶を使い、自家工場で粉末茶を製造し、粉末茶を使った
新製品の開発を行い、菓子製造業者への卸売りや百貨店催事による販売、
自社店舗販売など販路の多角化を進めることにより経営の改善を図る。

ヘンタ製茶
有限会社

鹿児島県 霧島市

九州農政局　－6－
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事業者
都道府県

37

ＪＡＳ認定「自社農園」の
ピーマン・パプリカを使用
した自家製野菜「黒酢ピク
ルス」とみかんを使用した
ステーキ用「みかんソー
ス」の製造・販売

　ＪＡＳ認定「自社農園」のピーマン・パプリカを使用した自家製野菜
「黒酢ピクルス」とみかんを使用したステーキ用「みかんソース」の製
造・販売をすることによって、経営の多角化を図る。

福山黒酢
株式会社

鹿児島県 霧島市

38
お茶の栽培から製茶、販売
茶開発、直販の一貫生産販
売体制を構築する事業

  自社ブランド茶の商品開発や、顧客開拓、ブランド茶販売等直販店を出
店し、販売強化することにより、お茶の栽培から販売まで一貫体制の販売
戦略を構築し、売上増大を図り、安定した経営を目指す。

有限会社
下窪勲製茶

鹿児島県 南九州市

39

養殖ブリ及び養殖ブリの未
利用部分や低価格魚を利用
した、調理加工商品開発、
販売事業

  養殖ブリ及び養殖ブリの頭、中骨等未利用部分や漁船漁業で漁獲された
低価格魚を利用した調理加工商品を開発し、消費者のニーズに合った高付
加価値商品として新しい販売チャンネルを創出する。この事業は「東町漁
協地区産地協議会」を中心に推進し、漁協の取組みとして原魚の買い取り
価格上昇により組合員の所得向上を図る。

東町漁業協同組
合

鹿児島県
出水郡
長島町

40
「インギー鶏」を用いた新
商品の開発・製造・販売

  自らが生産した「インギー若どり」、「インギー地どり」の２種類のブ
ランドで鶏肉・鶏卵及びその加工品の開発・販売を行うと共に、付加価値
向上と売上増を着実に実現させ、経営の改善・安定化を図りつつ、地域の
活性化も合わせて実現を目指す。

株式会社ロケッ
トの島から

鹿児島県
熊毛郡

南種子町

41
自ら収穫する屋久島特産の
ガジュツ（紫ウコン）の製
品製造と直売事業

　生産しているウコンを飲みやすくするためタブレットの形状にした新商
品を開発し、また、自社で製品化した新商品と合わせて直売事業を展開す
ることにより、農業経営の安定化と売上収益確保によって農業及び関連所
得の向上を図る。

牧　優作郎 鹿児島県
熊毛郡

屋久島町

42

奄美大島近海で獲れる新鮮
な海産物を都市部へ直送し
て、都市部で行う加工販
売・飲食店事業

　集客数の見込める都市部に組合員が水揚げした新鮮な魚介類を毎日空輸
直送し、漁協直営の販売加工施設を展開すると同時に、飲食店を併設し付
加価値を付け販売することで、漁業者の所得向上を図る。また地域のアン
テナショップ的機能を持たせ、ブルーツーリズムなど着地型観光も合わせ
て開発しＰＲできる場所としての機能なども兼ね備え、地域水産業の振
興、地域誘致促進を図り、地域活性化の一翼を担う。

瀬戸内漁業協同
組合

鹿児島県
大島郡

瀬戸内町

九州農政局　－7－
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事業者
都道府県

43
糖度18度のかぼちゃとかぼ
ちゃ花ハチミツを使った加
工商品の開発・販売事業

  糖度１８度のかぼちゃと、かぼちゃ花から採集したハチミツを使用した
加工品（アイスクリーム、ジャム）の製造・販売。併せて調理し易いスラ
イスかぼちゃを販売することにより収益の向上を図る。

西ノ原　敏男 鹿児島県 鹿屋市

44

糖度50度「紅はるか」焼き
芋と「辺塚だいだい」を
使ったスイーツの加工・販
売事業

  遠赤外線焼き芋機により糖度が５０度になる「紅はるか」焼き芋に、地
域産業資源である「辺塚だいだい」を使い、砂糖使用を低減させた加工品
（アイスクリーム、焼き菓子、充填菓子）を開発・製造・販売する事によ
り収益の向上を図る。

有限会社
南橋商事

鹿児島県 鹿屋市

九州農政局　－8－
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申請者 共同申請者 促進事業者

1
沖縄県恩納村産のノニを原
料とした新商品の開発及び
販路開拓事業

　ノニの生産・加工・販売の一貫体制による経営を基本とし、自家ノニ生
産圃場の規模拡大と地域のノニ生産農家との連携による原料の安定確保を
図る。また、微生物発酵技術を活用し、臭いの低減と風味の改善に取り組
むことで、高付加価値化された商品の開発と販売を行う。

平安名 康史 沖縄県 那覇市

2
伊江牛の繁殖、経産肥育牛
を使用した地域特産品の開
発

　自社生産の経産肥育牛「伊江牛」のブランド化に向け、商品生産から生
産販売までを一元化し、村内外への新規販路開拓することにより、経営の
多角化・安定を生みだし、付加価値を取り込むことで農業経営の改善を図
る。

農業生産法人
株式会社伊江牛

沖縄県 伊江村

3
山羊（ヒージャー）を利用
した商品開発・加工・販売
事業

　自社生産した「山羊」を用いて加工肉等の新商品の開発、生産、需要の
開拓及び生産体制の強化を図ることにより、農業経営の改善を図る。

農業生産法人
株式会社もとぷ
らす

沖縄県 本部町

4
地域の特産品であるパイン
アップルを利用した加工品
販売事業

　沖縄県産パインアップルを原料とした商品の加工・販売を行うととも
に、新たな販路開拓することにより、経営の高度化を図る。

玉城パイン販売 沖縄県 名護市

5
月桃蒸留水及び精油を用い
た、新たな化粧品等の開発
及び販売事業

　自社生産した月桃を原料とした化粧品及びお茶等の付加価値の高い加工
品や特産品の商品開発を行う。
　また、販売施設及び加工施設を整備し、消費者へ直接販売を行う。

有限会社
グリーンプラン
新城

沖縄県 今帰仁村

6

パッションフルーツ・バナ
ナ・ドラゴンフルーツ・パ
インアップルを利用した加
工・直接販売事業

　生産した果樹（パッションフルーツ・バナナ・ドラゴンフルーツ・パイ
ンアップル）を用いて、化粧品、ジュース等の新商品の開発、需要の開拓
に取り組む。

株式会社
シードウィン

沖縄県 八重瀬町

市町村№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県

沖縄総合事務局　－1－


