
六次産業化・地産地消法
「総合化事業計画」認定一覧

平成26年10月31日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
構成員が生産した農産物を用い
た加工品の開発及び販売事業

　構成員が生産する「とうもろこし」「馬鈴薯」「南瓜」を用いて、新商品（コーンスー
プ、コーンクリーム、コーンプリン、とうきびチョコ、馬鈴薯スープ、南瓜スープ）を開
発し、自社観光農園で直接販売するほか卸売販売を行い農業所得の向上を図
る。
　観光客や取引先の卸売業者等から評価の高い地元農産物を原料とした加工品
が欲しいとのニーズが多くあることから、観光農園を運営する中で繋がりをもった
食品製造業者等と連携をして新商品を開発し、上富良野を訪れる観光客をター
ゲットに年間を通じて味わえる土産品として普及を目指す。

有限会社フラワー
ランドかみふらの

北海道
空知郡

上富良野町

2
自家生産の和栗を利用した高級
菓子の開発・製造・販売事業

　自ら生産した和栗、小麦、鶏卵、南瓜を用いて、新商品（かりんとう、栗ようかん、
マロングラッセ、栗おこし、栗・豆のどん菓子、栗パウンドケーキ）の開発・製造を行
い、主に富裕層をターゲットに高級菓子として販売することで加工事業を拡大さ
せ、収益の向上と経営の安定化を図る。
　具体的には、地域ぐるみで「和栗」のブランド化を推進するため行政やフードコー
ディネーターと連携し、「和栗（ぽろたん）」の高級感を活かした商品開発を行い、大
手スーパー・アンテナショップ等への既存販路以外に、頒布会や会員制カタログに
出品することで高級菓子市場への販路拡大を目指す。

水上　勝敏 北海道
夕張郡
栗山町

3
自社で生産している蜂蜜を利用
した新商品蜂蜜バターの開発・
販売事業

　自社で生産した７種の単花蜜と百花蜜の蜂蜜を用いた新商品（蜂蜜バター）の開
発、製造を行い、自社の農業体験農園の店舗や百貨店などで販売を行う。
  農業体験農園の施設は廃校となった小学校の校舎を活用し、遠心分離機を用い
た採蜜体験やレストラン、オートキャンプ場などを備えており、新商品を販売するこ
とで集客力を高め、消費者の養蜂への理解を醸成するとともに、農業経営の改善
と雇用の拡大を図る。

有限会社十勝養
蜂園

北海道
河東郡

上士幌町

4
自社生産のトマト100％のトマト
ピューレの生産・販売事業

　自社で生産するトマト（シシリアンルージュ等の数種類トマト）を用いて、新商品
（トマトピューレ）の開発、製造を行い、主に首都圏の都市型小型店で販売を行うこ
とで、農業経営の改善と所得の向上を図る。
　具体的には、日本最北の地域で土づくりにこだわって生産した自社のトマトが首
都圏の都市型小型店の顧客から高い評価を得ていることから、自社のトマトのみ
を原材料として食品添加物を使用しないトマトピューレを製造し、食生活の豊かさと
自らの健康維持に関心がある家族層をターゲットに販売する。

株式会社フェア
リーズファーム

北海道
枝幸郡
枝幸町

5
地域資源である青森カシスの新
加工品開発及び販路開拓

　自社で生産するカシスの加工品（カシス生キャラメル、カシスアイス、カシス
ジュース）を製造・販売することにより、新たな事業を創出し、農業経営に付加価値
を取り組むことで、農業経営の改善を図る。
　製造する加工品は、カシスの機能性（抗酸化力等）及び添加物不使用をＰＲし顧
客獲得を目指す。

合同会社カシス
ジャムの店おおた

青森県 青森市

№ 事業名 事業の概要
事業者

都道府県 市町村
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6
ホタテを活用した商品開発及び
品質管理の高度化事業

　自社養殖ホタテを利用した加工品（フライホタテ）を製造・販売するとともに、品質
管理の高度化に取り組むことにより、漁業経営に付加価値を取り込み経営の改善
を図る。
　新商品は「調理時間の短縮や家庭料理の代行」という考え方で開発するととも
に、製造する施設もHACCP及びハラル認証の取得を目指す。

株式会社山神 青森県 青森市

7
自社生産大根と未利用資源で
ある山菜を活用した商品開発・
販売事業

　自社生産した大根及び山菜の加工品（カット大根、大根おろし、山菜水煮）を製造
するとともに、新たな販売ルートを構築することにより、売上高及び収益率を向上さ
せることで、農業経営の改善を図る。
　具体的には、現状の青果販売では利益率が伸び悩んでいること及び地域の一
次産業の衰退等の課題解決をきっかけに、大きな波及効果をもたらす取組が必要
と考え、競合する商品が少なく、手間が省け手軽に利用できる、チューブタイプの
大根おろしを主力商品として製造販売する。

有限会社石田・農
園

青森県 黒石市

8
青森県産馬肉のブランド産地化
とインターネット販売による市場
拡大

　自社生産の馬肉精肉のインターネット販売に取り組むことにより、広域的な顧客
を獲得することで、販売量を安定させ畜産経営の改善を図る。
　具体的には、安定した経営を確保するため、消費期限が比較的長い真空パック
の馬肉精肉をインターネット販売することで、広域の顧客獲得及びブランド化を目
指す。

有限会社小田桐
産業

青森県 五所川原市

9
飼料用米「みなゆたか」を利用し
た稲ソフトグレインサイレージの
加工・販売事業

　当法人が生産する飼料用米を利用して、従来の飼料用米と比べ大幅な低コスト
が図られるほか、飼料用とうもろこしの代替可能な飼料として、付加価値の高い
「稲ソフトグレインサイレージ」の製造・販売に取り組む。
　この取組により、収益性の向上と雇用創出を目指す。

農事組合法人青
森マエダライス

青森県 東北町

10
ハーブ、トマト、ニンニクを利用し
た加工・販売事業

　自社生産のハーブ、トマト、ニンニクを活用した加工品（ドレッシングの素、ドライト
マト、黒にんにく）を製造し、インターネットを中心に既存の販売ルートの拡大するこ
とにより、新たな事業と雇用の場を創出し、経営の多角化・高度化を図ることで、農
業経営の改善に取り組む。なお、既存取引先の飲食店の料理長と連携して、商品
開発及び新しいレシピ作りを行う。

有限会社みどり
の里

青森県 東北町

11
イチジクを活用した高付加価値
商品の開発から販売を行う経営
安定化事業

　自社及び近隣農家が生産するイチジクの加工品（ドライイチジク、ジャム、コン
ポート）を製造・販売に取り組むことで、経営の安定化を図り、持続性のある農業を
実現する。なお、地元レストランのシェフの協力を得て、健康と美容に気遣う４０代
から６０代の女性をターゲットに、地域のＰＲ及び贈答品にもできる商品開発を行
う。

有限会社やさい
工房八巻

宮城県 岩沼市
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12
無農薬・無肥料野菜等を活用し
た加工商品の開発・農家レスト
ランのメニュー開発

　自社生産した果実、野菜等を活用した加工品（乾燥果実）及びレストランメニュー
（カレー、ピザ、ドーナツ等）を製造・提供することにより、経営の多角化・安定化に
取り組み農業経営の改善を図る。
　具体的には、旧中学校を改築してレストラン、直売所を整備し販売するとともに、
当社の出資者でもあるプロバスケットボール運営会社と連携して、試合会場等で
無農薬・無肥料栽培野菜等の販売を行う。

株式会社上新城
ノーザンビレッジ

秋田県 秋田市

13
米の加工（きりたんぽ真空パッ
ク、おにぎり、赤飯）と野菜の惣
菜の加工・販売事業

　自社生産の米及び野菜を利用した加工品（きりたんぽ、おにぎり、赤飯、惣菜）を
製造し、自社直売所で販売することで経営の多角化に取り組み、農業経営の改善
を図る。
　具体的には、地域の高齢者等から要望があった、精米の２ｋｇ入りパック、惣菜及
びサラリーマンやＯＬをターゲットに、昼食用のおにぎり、赤飯の販売に取り組む。

株式会社佐藤
ファーム

秋田県 能代市

14
大根と枝豆を活用した新商品開
発・販売事業

　自社生産する大根及び枝豆を利用した加工品（大根柿漬け、冷凍枝豆ペースト)
を製造し、新たな販売ルートを構築し、経営の多角化、高度化を図り、安定的な収
益を確保することで農業経営の改善を図る。開発する商品は、地域の伝統的な漬
け物で、大根を漬け込む柿は地域特産の「雲然柿」を使用し上品な甘みに仕上げ
る。また、枝豆ペーストは甘い香りと豊かなうまみが特徴の品種「あきた香り五葉」
を使用する。

有限会社北浦郷 秋田県 仙北市

15
新加工法を用いた乾燥マッシュ
ルームチップの商品開発に関わ
る事業

　自社生産のマッシュルームを活用した加工品（乾燥マッシュルームチップ）を製造
し、高付加価値な商品として販売することで、農業経営の安定化を図る。
　開発する商品は、研究機関との共同研究での分析結果に基づき考案した乾燥方
式を用いることで、既存の自社商品と比較し、うまみ成分が増加する。特に老化防
止等に有用とされるアルギニン酸が大幅に増加することから、健康志向の消費者
をターゲットに販売する。

農業生産法人有
限会社舟形マッ
シュルーム

山形県 舟形町

16
地域特産品のブナシメジを利用
した加工品生産販売事業

　自社生産のブナシメジを利用した加工品（水煮、惣菜）を製造するとともに、新た
な販売ルートを構築することによって、新たな事業を創出し経営に付加価値を取り
込むことで経営の改善を図る。
　具体的には、ブナシメジは夏場の需要が落ち込み価格も下落することから、夏場
場の４ヶ月間減産し収益の悪化を回避しているが、経営的には有効な手立てには
なっていないため、夏場の減産分を利用した加工品販売を行う必要があると考え、
主として業務用一次加工品の製造販売に取り組む。

農事組合法人ラ
イジングファーム

山形県 新庄市

17
菊芋とヤーコンを利用した加工・
販売事業

　自ら生産した菊芋とこれまで廃棄していたヤーコン芋を使用した加工品（エキス、
ジュース）を製造・販売することで、経営の多角化や高度化を図り、農業経営の改
善を図る。
　具体的には、菊芋には血糖値を下げる成分イヌリン、ヤーコンには整腸作用が
ある成分フラクトオリゴ糖が多く含まれることから、健康志向の消費者をターゲット
に商品化を行う。

小田　八洲雄 福島県 棚倉町
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18
飼料米で育てた「こめ豚」を使っ
た加工品の製造・販売事業

　自社生産の「こめ豚」を活用し、精肉及び加工品（ウインナー、ハム、メンチ、とん
かつ、コロッケ等）の商品を新たに整備する加工施設で製造・販売するとともに、精
肉については地域の飲食店と連携して卸販売も行う。
　「こめ豚」を消費者に直接販売することにより地域住民のニーズに応え、地産地
消を推進することで、所得の向上と雇用の拡大を図る。

倉持ピッグファウ
ム株式会社

茨城県 下妻市

19

自家生産そばの焼き菓子＆パ
ン製造及び「そば菓子工房かし
こ」・「農家そば処蕎香」等での
販売事業

　顧客等から土産品の要望があったことから、商品コンセプトは「気品×素朴な焼
き菓子＆パン～秘密は挽きたてそば～」とし、素朴でなつかしい風味を顧客に提
供する。
　自家生産の玄そばを製粉し、そば焼き菓子（ガレットブルトンヌ、そばスコーン、そ
ばチョコチップクッキー等）及びそば粉パン（そばフランスパン、そばあんぱん）を製
造し、「そば菓子工房かしこ」や「農家そば処蕎香」等で販売することにより、所得
の向上を図る。

中嶋  正 栃木県
下都賀郡
壬生町

20
野口いちご園の「とちおとめ」を
用いた「いちごミルクのもと」の
開発・販売事業

　自家生産した「とちおとめ」を活用し、子供や高齢者をターゲットに、いちごの果実
香と甘み・酸味を楽しめるように、とちおとめを１００％使用した「いちごミルクのも
と」を製造し、県内の道の駅や農産物直売所で販売することにより、所得の向上を
図る。

野口いちご園
野口喜一郎

栃木県 真岡市

21
那須岡田牧場の「牛のさらさら
堆肥」製造・販売事業

 
　自社の堆肥を提供した農業者から、「生産物の生育が良好」等の好評を得たた
め、自社の牛糞を活用した新たな堆肥の商品化に取り組む。
　商品コンセプトを「軽くてさらさら、臭いが少ない、土や作物を元気にする牛の堆
肥」とし、おがくずを使用せず、茶殻・コーヒー殻・ココナッツピートを使用した「牛の
さらさら堆肥」の製造に取り組み、専業農家への直接販売や、地元の農業資材商
社と提携し一般消費者向けに小売販売を行い、経営の改善と雇用の拡大を図り、
付加価値の高い農業経営を目指す。

有限会社那須岡
田牧場

栃木県
那須郡
那須町

22
オリジナル鶏卵を使用した新商
品開発・販売とブランド化

　  近年の輸入殺菌液卵の低価格化や市場価格が安価の中で、付加価値を高め
た自社生産のオリジナル鶏卵を活用し、新商品（殺菌液卵）を製造・販売する。
　具体的には、飼料設計段階から販売先の要望に応じた成分の鶏卵を生産し殺
菌液卵に加工することや、顧客からの要望に基づく加工度の高い新商品の製造・
販売を行うことで他社と差別化を図り、経営を安定・発展させる。

株式会社ヒカリ物
産

群馬県 前橋市

23
自社鶏卵を使用したスイーツ・
卵焼きの加工品開発と販売

   独自に飼料設計し自社生産した鶏卵と、近隣で生産される農産物を活用し、専
門家の指導のもとに市販商品と差別化を図った新商品（厚焼き卵、シフォンケー
キ、カステラ、プリン）を製造し、量販店の集客力のあるショッピングモール等で販
売するとともに、介護施設など新たな販路を開拓し、経営の改善を図る。

株式会社T・Ｆムラ
オカ

群馬県 太田市
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24
カウンセリングシートによる「コン
テナガーデン」の商品化、加工・
販売施設の開設

   顧客の要望をもとにカウンセリングシートを作成し、自社で生産したパンジー・ビ
オラ等の花苗を活用し、顧客のニーズと園芸店のセンスをプラスさせた「コンテナ
ガーデン」に加工することで、従来の販売方式より付加価値を高めて販売すること
により、収益の向上を図る。

有限会社トマト園
芸

埼玉県 越谷市

25
だちょうの卵を使用したケーキ
の開発・加工・販売

  自家飼育しているだちょうの卵を活用し、「だちょたまケーキ」の開発を行い、「だ
ちょう農園」等に来客する人たちをターゲットに、現在、販売している加工品ととも
に販売を行うことにより、経営の改善を図る。

並木　平一 埼玉県 新座市

26
信州産きのこの通年平準化生
産体制を構築するための新商品
開発及び販路開拓事業

  自社生産のきのこ（えのき茸）を活用した商品（冷凍カットえのき、カットえのき）を
製造し、ターゲットである病院・老人福祉施設、学校給食及び業務用需要者への
販売展開により、経営の改善と通年生産体制の強化を図る。

株式会社柿の木
農場

長野県 長野市

27
信州上田の在来種大豆「上田こ
うじいらず」を活用したずくだせ
農場6次産業化計画

　 自社及び連携生産者の地元在来種大豆「上田こうじいらず」を活用し、稀少価値
を活かした新商品（味噌、ジェラート）の製造・販売と、直営レストランでのそば、ピ
ザの販売により、経営の向上を図る。

農事組合法人ず
くだせ農場

長野県 上田市

28
歴史ある地域特産品「小布施
栗」を利用した加工・販売事業

　自家で生産した「小布施栗」を活用した新商品（素揚げ、生キャラメル、かんろ煮）
により、観光客や若者に栗のおいしさを伝え需要を喚起するとともに、新商品
（ペースト）をスイーツの素材として販売展開することにより、小布施栗のブランド価
値の向上と、経営安定や地域活性化を図る。

アグリ小布施
輿石　力

長野県
上高井郡
小布施町

29

とうもろこし、大豆、イチゴ、小
豆、抹茶を使った新加工商品の
開発、販売による地域ブランド
化事業

　地域では、生産力の低下と販売力の脆弱が課題で、それを解決するため、新製
品であるとうもろこしを活用したゴーフレット（いちご、あずき等）や、大豆とすんき
(木曽地域で赤かぶを乳酸発酵させた無塩の保存食）を活用した豆乳の製造・販
売により、地域ブランドの情報発信を行い、販売ルートを構築し、経営の改善を図
る。

おんたけ有機合
同会社

長野県
木曽郡
木曽町
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事業者
都道府県 市町村

30
村特産の長芋・ごぼうを使った
生産者の見える冷凍商品と少量
パック商品の通年販売事業

   村特産の長芋・ごぼうを活用し、新商品（とろろ冷凍、ごぼう冷凍等）の開発を行
い、小家族向けの少量パックや、ホテル向けには生産者の見える冷凍食品として
販売することにより、経営の改善を図る。

株式会社クリー
ン・ア・グリーン

長野県
東筑摩郡
山形村

31

塩尻市農村女性起業による地
元農産物を使用した野菜みそ及
びフルーツジュレの新商品開発
事業

 　消費者の嗜好や家族形態の変化により、少量パックや新しい食材が求められて
おり、新たに組合員等の野菜（ねぎ・きゅうり・なす等）を入れた味噌、果物（プルー
ン・もも・りんご等）のジュレの製造・販売により、組合員の所得の向上を図る。

矢沢加工所企業
組合

長野県 塩尻市

32
栽培苔を活用したインテリア新
商品の製造及び販売事業

　自社で生産した苔マットを用いた新商品（苔ポット、ミニチュア苔盆栽）を製造す
る。空調の影響を受けず管理が容易な室内観賞用のグリーンのインテリアグッズ
は、家庭やオフィス等での需要が見込め、自社のホームページ等での直売やカタ
ログ販売、花卉市場への卸売を行う。
　本事業により、自社で生産する苔の付加価値を高め、経営の拡充と安定化を図
る。

株式会社越後苔
匠

新潟県 新発田市

33
自社産のトマト、いちご等を利用
した新商品の製造・販売及びレ
ストラン営業事業

　自社で生産する特別栽培米や糖度の高いフルーツトマト、新潟県特産のいちご
（越後姫）を活用して新商品（トマトソース、いちごジェラート、パスタ（米粉）等）を製
造し、新たに整備する農家レストランや直売所で販売を行う。当社は観光農園を開
設しており、訪れる観光客から、新鮮な農産物をその場で食べたいという要望があ
ることから、自社野菜等を利用したメニューを提供する農家レストランや直売所を
併設することで、集客力を高め、販売の拡大を目指す。
　本事業により、自社農産物の付加価値を高め、経営の拡充を図る。

有限会社高儀農
場

新潟県 新潟市

34

自社産農産物を活用したスイー
ツ等、新商品の製造と販売及び
農業特区におけるカフェ営業事
業

　自社で生産する米や野菜、果実を用いた新商品（米粉タルト、米粉ピザ、野菜ス
ムージー等）を製造し、新たに整備するカフェや直売所で販売を行う。当社は観光
農園を開設しており、訪れる観光客から、新鮮な農産物をその場で食べたいという
要望があることから、自社野菜等を利用したメニューを提供するカフェや直売所を
併設することで、集客力を高め、販売の拡大を目指す。
　本事業により、自社農産物の付加価値を高め、経営の拡充を図る。

有限会社ワイエ
スアグリプラント

新潟県 新潟市

35
地元農畜産物を利用した新商品
の製造と販売及びレストラン営
業事業

　組合員が生産した野菜や果実、精肉等の農畜産物を用いた新商品（米粉パン、
ジェラート、ハム・ソーセージ等）を製造し、新たに整備するレストランや既存の直
売施設で販売を行う。直売施設を訪れる消費者から、新鮮な農畜産物をその場で
食べたい、加工品が欲しいとの要望があることから、地元の農畜産物を活用したメ
ニューを提供するレストランも直売所の近隣に整備するとともに加工品を直売する
ことで、集客力を高め、販売の拡大を目指す。
　本事業により、農協で取り扱う農畜産物の付加価値を高め、組合員の所得向上
と農協の経営安定を図る。

えちご上越農業
協同組合

新潟県 上越市
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六次産業化・地産地消法
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事業者
都道府県 市町村

36
自社生産したトロピカルフルーツ
等の加工品開発・製造・販売事
業

　マンゴーとドラゴンフルーツの生果販売だけでは安定した収益確保が困難である
ことから、生産の規模拡大を行い、専門家から新商品開発の支援を受け、自社で
生産する贈答用としての販売に適さないトロピカルフルーツ等を用いて、ピューレ
やゼリー、アイス等の製造を行う。
　新商品の開発に当たっては、瑞穂市特産の富有柿をはじめ、近隣の農業生産者
や加工・流通事業者の協力のもと、地域特産物と連携した取組を行い、直売所や
道の駅等で観光客に瑞穂市の地域特産物をPRし、所得の向上を図る。

株式会社養本社 岐阜県 瑞穂市

37
新鮮かつ安全な鶏卵を利用した
加工事業及び直販事業

　鶏卵価格の下落、飼料価格の高騰により、収益が悪化している状況から、自社
で生産する鶏及び卵を用いた味付け肉、バウムクーヘン等の新商品開発を行うと
ともに、自社商品のほか、地元特産品の品揃えを充実した有人直売所で販売を行
う。
　卵は日常生活において身近な食材であり、卵の需要そのものは今後も安定した
状態が続くものと予想しており、自社の鶏・卵の魅力を最大限に活かして開発した
商品を効果的に消費者へPRすれば、十分に収益性のある畜産物であると考える
ことから、本事業により、畜産農業経営の付加価値を高め、畜産農業経営の改善
を図る。

有限会社知多
エッグ

愛知県
知多郡
武豊町

38
狩猟及び獣害対策のために捕
獲された獣肉の加工・販売事業

　豊田市内において狩猟捕獲される猪、鹿等獣肉は、大半が埋立や焼却により処
分されており、現状、安定供給が難しいため、飲食店や旅館に販売されるのは一
部にとどまっていることから、自社で捕獲する猪・鹿の10％の取り扱いを目標に、
獣肉（猪、鹿）の精肉加工（自社にて冷凍真空パック加工）及び肉まん、ソーセージ
の開発を行う。
　販売に当たっては、地元スーパーや地域のイベントでの販売など新たな販売
ルートを構築し、経営の多角化・高度化を図り、農林業経営の付加価値を高め、農
林業経営の改善及び地域の活性化を図る。

株式会社山恵 愛知県 豊田市

39
自社配合飼料で，抗生物質等を
与えず育てた豚肉の加工・販売
事業

　現在、自社で繁殖から肥育まで一貫経営するブランド豚の一部について、直売
及び委託加工によるハム・ソーセージ等の加工、販売を行っているが、付加価値
の更なる拡大を図るため、抗生物質を使わずに育てた豚肉を使って、無添加、減
塩タイプのハム類、ソーセージ類、ベーコン類と餃子、シュウマイ等の豚肉加工品
を自社で開発、製造する。
　自社での製造により、今まで割安に販売せざるを得なかったもも肉等の付加価
値向上も可能となり、既存販売先である産直や生協等のほか、新たにホテルやレ
ストラン等への販路を開拓し、収益の向上を図り、農業経営の改善を目指す。

株式会社いさむ・
ポーク

愛知県 みよし市
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事業者
都道府県 市町村

40
自家配合飼料で育てた名古屋
コーチン、ボリスブラウンの卵・
肉加工品の製造・販売事業

　現在、自家配合飼料を使用し、初生びなから成鶏まで一貫して育て、卵や卵を
使った菓子の直接販売を主に行っているが、近隣の大規模養鶏事業者との競合
や、鶏卵価格の低迷により、利益の確保が困難な状況であることから、新たに肉
用名古屋コーチン種を導入し、採卵後の廃鶏とともに、鶏肉料理セットを新たに製
造・販売する。また、若年層の顧客獲得を目指し、新たにエッグベネディクト、半熟
卵など卵加工品の製造・販売にも取り組む。
　販売に当たっては、直売所に併設する庭園の活用や、SNSを使ったPR等を行
い、販路の拡大に取り組み、売上高の拡大と収益の向上を図り、経営の改善と安
定化を目指す。

大野　哲平 愛知県 一宮市

41
自ら生産した果実・自然薯等を
活用した新商品の開発、加工及
び直売事業

　現在、生産する農作物は産直市場での委託販売を主に行っているが、出荷会員
が飽和状態であることや、他の出荷者との競合により、更なる販路拡大には限界
を感じていることから、自ら販売施設を整備し、商品の品揃え及び付加価値向上
のため、ジャムや冷凍とろろ等の開発、製造を行う。
　販売施設の運営に当たっては、来店者に対しマーケティングを行い、需要に即し
た生産へと繋げるとともに、賛同する農家とのネットワークを拡大し、販路と売上の
拡大を図るほか、地域農業の発展に寄与することも目標とする。

株式会社採果の
郷

愛知県
知多郡
東浦町

42
地元で水揚げされた魚介類を原
材料に用いたバーガーの開発・
販売事業

　低未利用魚（スズキ、ヒイカ、ウシノシタ、タチウオ）をハンバーガーの原材料に使
用することで付加価値をつけて販売することによる組合員の所得向上と食育事業
を展開し、魚介類の消費向上を図る。
　販売に当たっては、地域イベント及びＳＮＳ等を活用して、出島の知名度向上と
出島の水産物の需要拡大および販売単価向上につなげるべく、ブランド化を目指
す。

堺市出島漁業協
同組合

大阪府 堺市

43
自家栽培農産物を原材料に用
いたイタリアンジェラートの開発
および首都圏への販路拡大

　とうもろこし、にんじん、トマトを使用したジェラートの商品開発を行う。口当たりの
良いイタリアンジェラートを製造できるシェフを協業先として確保したうえで、「とうも
ろこしジェラート」を商品開発し、さらに「にんじんジェラート」や「トマトジェラート」も
加え、知名度向上と収入の安定化を目指す。
　さらに、知名度向上効果を利用し、こだわりのオリジナルブランド野菜の新たな販
売ルート構築により経営規模の拡大による生産性向上と農業経営の改善を図る。

梁守　壮太 大阪府 箕面市

44
地元豊能町での自社栽培大豆
を使用した大豆加工品拡充と豊
能ブランド化事業

　自社生産の大豆を使用した、新商品（豆乳ジェラート、豆腐ベーグル、豆乳チー
ズ、豆乳プリン、豆乳スフレケーキ等）を開発・販売することにより、経営体質の強
化を図り、雇用創出 ・ITの積極活用等を行う。
　また、地域を大豆産地とすることを目指す。

山口食品株式会
社

大阪府
豊能郡
豊能町
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事業者
都道府県 市町村

45
「相生産の美味しいキャッサバ
芋」を利用した加工・販売事業

　当社と矢野町キャッサバ生産組合が生産したキャッサバ芋を冷凍又は粉末に加
工し、青果と共に在日外国人を中心とした販売ルートを構築していく。
　また農業委員会、相生市と連携し、地域振興と耕作放棄地の減少による地域活
性化を図るため、「あいおいも」（商標登録申請中）とネーミングし、相生市のブラン
ド作物としての地位を確立することにより、当社及び矢野町キャッサバ生産組合構
成員の所得向上と雇用の拡大を目指す。

一燈合同会社 兵庫県 相生市

46
丹波但馬の酪農業発展につな
げる種々の地域特産品の開発・
加工・販売

　製造・販売を農業協同組合より株式会社に移すことで意思決定が早くなり、特産
品の開発・製造・販売がスピーディーになる。
　丹但酪農の組合員の生乳を牛乳に加工し、これを販売するとともに、この牛乳を
原料とする各種ヨーグルト等の付加価値の高い種々の商品を開発・加工し、地域
特産品として販売する。
　具体的な商品としては種々の容量・パッケージの牛乳、低温殺菌牛乳、各種ヨー
グルト、甘酒乳飲料、丹波野菜のヨーグルト漬け物等を展開し、自社の経営の安
定と酪農家経営の改善・発展を目指す。

丹波乳業株式会
社

兵庫県 丹波市

47

兵庫県南あわじ産玉葱及び黒
大豆、にんにく使った発酵調味
料（焼き肉ソース等）の加工・販
売事業

　自社が生産する黒大豆、ニンニク、玉葱を原材料とする発酵調味料を開発・販売
を行う。具体的には、黒大豆を調味用みそ原料として加工（OEM)したものに、規格
外の玉葱やニンニクをブレンドし、肉料理や焼き肉、生野菜にマッチする発酵調味
料の商品開発及び製造を行う。
　また、自社農産物と発酵調味料を組み合わせて顧客に提案する等、国内外の新
たな販売ルートの構築を目指すことにより、所得の向上と雇用の拡大を図る。

株式会社佑宜 兵庫県 南あわじ市

48
淡路島特産野菜の栽培拡大と
一次加工品の開発及び直販事
業

　生産者３名による法人化により、付加価値のある農業を目指す。
　具体的には、自社が生産する玉ねぎとレタスを新たにインターネットや地域スー
パー。直販所、学校等の給食施設への直販事業に取り組む。また、カット野菜等
の市場のニーズに合った一次加工を行い地域スーパーや食品加工事業者への販
売にも着手する。このため、農産物の冷蔵保管出荷施設及び加工機器を導入し、
農業経営の多角化・高度化を図り、収益の拡大を目指す。

株式会社Ａ＆Ｈ 兵庫県 南あわじ市

49
子育て世代の親子が好むイチ
ゴ・じゃがいも・サツマイモを利
用した調理・加工・販売事業

　自社が生産する安納芋、じゃがいも、イチゴ、さとうきびを使用した商品開発・販
売を行う。具体的には、フレンチフライ、冷凍焼芋、冷凍苺混合苺ソースフリージン
グパックを観光施設及び遊園地の来場者をターゲットに新たな販売ルートを拡大と
リピーターの獲得を目指す。また、次世代農業者である若年層の積極的雇用を図
る。

サイッタファーム
株式会社

兵庫県 加東市

50
柿の輸出販売と、ソフトタイプの
柿ドライフルーツの開発・販売の
推進

　現在、柿の生産とハードタイプの柿ドライフルーツを生産しているが、柿の輸出と
ソフトタイプの柿ドライフルーツの開発・販売・輸出を行う。具体的には、柿の冷蔵
真空パックをカンボジア・ベトナム・タイ及びその周辺諸国に販売する。また、青果
でB級品等を市場で人気のあるソフトタイプのドライフルーツに加工することで、収
益の向上を図る。

柳澤　佳孝 奈良県 五條市
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都道府県 市町村

51
加工品「黒豆の微細粉末」の製
造と販売

　当社と宇陀地区黒大豆生産部会が生産する黒大豆については、黒大豆が機能
性食品として認知されていることから、微細な粉末に加工しパンや麺類等に練りこ
む用途への販売やお茶として販売する。粉末にすることで、販売期間の長期化及
び下位階級の高付加価値化も可能となり、雇用の創出や新たな販路の開拓により
所得の向上を図る。

農業法人
エコ・グリー・ウダ
株式会社

奈良県 宇陀市

52
あらかわの桃による桃ジュース
及び桃ジャムの新商品開発及
び販路開拓事業

　桃の顧客から加工品の要望を受け、取り組みを行うにあたり法人化を行った。当
法人を構成する３名の桃農家が生産した桃（あらかわの桃）を新商品として桃
ジュース及び桃ジャムの開発・製造・販売に取り組む。
　桃を加工品（桃ジュース、桃ジャム）として付加価値を付け、当社の直売所以外
に百貨店等へ流通させることで、当法人の桃を収益の柱として経営の安定・向上
を図る。

株式会社八旗農
園

和歌山県 紀の川市

53
自社産黒大豆と米粉を活用した
グルテンフリースイーツの製造
販売

　自社で生産した黒大豆の深煎りパウダーと米粉を活用し、食物アレルギーの悩
みを抱える消費者等をターゲットにした、グルテンフリースイーツの製造・販売の事
業化を図る。
　素材にこだわりがある商品は、百貨店や高級スーパー等にも販路拡大の可能性
がある。グルテンフリーを専門に扱う国内通販サイトも出てきており、今後、国内で
もニーズも高まっていくと考え、本商品に取り組み所得の向上を目指す。

ホトトギス株式会
社

岡山県 岡山市

54
九蟠地区で漁獲したアミエビ・天
然青ウナギの加工品開発

　自ら漁獲したアミエビと天然青ウナギを活用して、アミエビの佃煮、ウナギの冷凍
加工品を製造、販売し、所得の向上を目指す。
　素材の鮮度に優た岡山県産のアミエビを原料とした佃煮は希少なため、特産品
としてのニーズがある。天然青ウナギは冬場は市場に出回らないため、一次加工
（下処理）を行い冷凍したものを、冬場に専門店やホテル等の飲食店に販売するこ
とで経営の改善を図る。

内田　雅貴 岡山県 岡山市

55
ネギを加工することによる高付
加価値化と高齢者、障がい者の
社会参加促進による農福連携

　平成24年に農作業を通して障がい者、高齢者が社会活動に参加できる場、農福
連携のモデルとして「ど根性ファーム」を設立。
  自社で生産したネギを活用し、グループ会社の配食部門の他、外食産業等の販
売先からの要望に応じたカットネギの製造・販売を行う。
　また、自社栽培しているネギの生産方式の改善及び規模拡大を図り、地域農業
の発展及び障がい者、高齢者の雇用の拡大を目指す。

合同会社ど根性
ファーム

岡山県 倉敷市

56
ピオーネを使った高級スイーツと
乳酸菌入り飲料の開発・製造・
販売により高付加価値化事業

　自ら栽培したピオーネ及びピオーネドライフルーツを活用した新たな商品開発と
販路開拓を行い、所得の向上を目指す。
　すでに製造・販売しているピオーネ加工品は、地域を活性化する若者の取組とし
て地元TV局での放映や地域情報誌に掲載され好評を得ており、それに続く商品と
して、高級志向、健康志向の女性をターゲットに新たに4商品を開発・販売する。

太田　勝豊 岡山県
加賀郡

吉備中央町
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都道府県 市町村

57
飼料用米を鶏に与えて生産した
卵と米粉で作る焼き菓子の製造
販売事業

　地域で生産された飼料用米を給餌して生産した「米たまご」と山口県産の米粉を
活用した付加価値の高いバウムクーヘンを製造し、アンテナショップの他、カタログ
販売等、販路の拡大を行い、所得の向上及び経営の改善を目指す。

株式会社出雲
ファーム

山口県 山口市

58
萩市明木（ｱｷﾗｷﾞ）産のうるち
米・もち米を使用した新商品開
発及び販売事業

　自らが生産した明木産のうるち米、もち米を活用し、これまでの菓子製造業の経
験で得た技術等により、餅及びおやき等を製造。既存商品の販売ルートの他、萩
市全域の道の駅（５カ所）で販売し、経営の改善及び所得の向上を目指す。
　また、地元のお年寄りたちの知恵を加工に取り入れ、昔ながらの食文化や伝統
を継承しながら、次世代に伝える食育活動に取り組む。

竹内　敬太朗 山口県 萩市

59
自社で生産した野菜等を活用し
たカット野菜等の製造・販売によ
る地域活性化事業

　自社で生産したじゃがいも、タマネギ、ホウレンソウ等の野菜を利用した冷凍カッ
ト野菜等の製造を行い、既存の産直市場に加えて、新たに教育・福祉施設の給食
用食材として販売することで、農業経営の改善を目指す。

社会福祉法人Ｅ．
Ｇ．Ｆ

山口県 萩市

60
ジャージー生乳を原料とした添
加物不使用のソフトクリームミッ
クスの企画製造販売

　自社で生産したジャージー生乳を原料に添加物不使用の付加価値の高いソフト
クリームミックスの開発、製造、販売を行い所得の向上を目指す。
　生乳を使用し、添加物を用いないソフトクリームは、都市圏の消費者の評価が非
常に高く、また、ソフトクリームミックスが含まれる業務用アイスクリームの市場は
近年、売上が増加傾向にあることから、添加物不使用の商品を取り扱う飲食店、
観光施設等への販路の開拓を図る。

有限会社大山牧
場

香川県 さぬき市

61
一貫生産鶏卵を活用した新商品
（生菓子・焼菓子等）の開発・製
造・販売

　自社で雛から育てて生産した鶏卵を活用し、新商品の製造、販売を行うととも
に、新たに直売所にカフェを併設し、収益性を確保し、所得の向上を目指す。
　菓子製造業者から、自社の卵は、泡立ちがよく、品質が均一で、スポンジケーキ
に最適であるとの評価を得ており、生菓子、焼菓子、カフェメニュー等、付加価値を
付けた加工食品の開発に取り組む。

農事組合法人東
山産業

香川県
木田郡
三木町

62
自ら生産するマンゴーを活用し
た加工食品の開発・製造・販売

　自社で生産したマンゴーを活用した加工食品の開発、製造を行い、直営の店舗
やカフェで販売するとともに、インターネット等により新規の販売も行う。
　マンゴーについては、直営店の顧客や卸売り先から商品化の要望を受けてお
り、テスト販売したところ、顧客からの評価が高かったことから、加工品のバリエー
ションを増やし、収益性の改善を図り、所得の向上を目指す。

株式会社アン
ファーム

香川県 三豊市
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63
愛媛大洲・内子産筍を活用した
一般消費者向け真空パック水煮
筍の開発・加工・販売事業

　組合員が生産した筍を活用し、消費者向けの国産筍の真空パック商品を新たに
開発し、農産物直売所等の販売ルートを構築することで、農家の所得向上を目指
す。
　また、当組合の生産農家に対して間伐、肥培管理等営農指導を進め、作付拡大
とブランド化を図り、担い手育成等地域営農の振興に取り組む。

愛媛たいき農業
協同組合

くみあい食品工業
株式会社

愛媛県 大洲市

64
養殖鯛を使った「鯛の丸焼きほ
ぐし身出汁商品」の製造・販売

　自社で養殖した鯛を活用し、既存の顆粒や粉末状の出汁商品とは違う鯛独特の
風味のある商品の開発、製造を行い、業務用食材卸や外食産業等に販売、経営
の多角化を図る。
　また、魚の成育不良を改善するため、自社で改良した餌で鯛養殖を行い、収益
の向上や雇用の創出を目指す。

有限会社徳弘水
産

愛媛県 宇和島市

65
馬路村農協における缶入りゆず
飲料の開発及び海外展開を視
野に入れた新規販路拡大

　瓶で販売しているゆず飲料について、リキャップ可能な缶製品を新たに製造する
ことで、消費者の利便性を向上させる。
　また、缶だと軽量化され、賞味期限も長くなり、海外への展開を図る。
　併せて、認定農業者等の育成、効率的な土地利用の促進、栽培技術指導の徹
底等を行い、生産者の所得向上を図る。

馬路村農業協同
組合

高知県
安芸郡
馬路村

66
自社農産物(大根・ニンニク・ショ
ウガ・トマト)を使用した加工品開
発・販売事業

　自社において有機肥料を使用して栽培した大根、ニンニク等の農産物を活用し、
切干大根や熟成加工させた黒ニンニク等の加工品を開発、製造することにより、
利益率を高めて更なる経営の安定化を図る。
　これらの商品は、取引先のバイヤーからも商品化を求められており、本事業によ
り所得の向上を目指す。

山下　一穂 高知県
長岡郡
本山町

67
自家産生乳と農産物を混ぜ込ん
だジェラート製造及び販売事業

　自社産生乳を用いてジェラート（ミルク、抹茶、苺、チョコ）を自社加工施設にて製
造する。
新商品については、従来の取引先グループの病院や飲食店等への卸販売、カタ
ログを活用した通信販売を行うとともに、移動販売車を活用して、各種イベントや
観光地等において直接販売を行う。
　このことにより、経営の多角化及び高度化を図り、酪農経営に付加価値を付け、
所得の向上と雇用の拡大及び経営の安定を図る。
　この事業は、地元商工会、地域生産者及び観光事業者等と連携し、各地で開催
されるイベントや観光地等に参加することにより、地域活性化等を促す計画。

株式会社塚島
ファーム

佐賀県 鹿島市
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六次産業化・地産地消法
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事業者
都道府県 市町村

68
ながさき伝統野菜である「木引
かぶ」を利用した商品加工及び
販売事業

　組合員が生産する「木引かぶ」を使用し「木引かぶ丸ごと漬」、「木引かぶ刻み
漬」を製造する。新商品の販売については、スーパーなど既存の取引先に加え、
既存取引先の系列店舗など新たな販売ルートを開拓することによって組合員の所
得向上及び当組合の経営安定化を図る。この取組により、収益の向上と耕作放棄
地の利用、雇用拡大を図る。
　この事業は、平成19年度に地元４Ｈクラブの活動として、平戸市木引町の一部地
域に古くから伝わり、ながさき伝統野菜として紹介されている「木引かぶ」の復活プ
ロジェクトに取り組んだことを発端に「木引かぶ」を活用し平戸ブランドを行う計画。

農事組合法人ひ
らど新鮮市場

長崎県 平戸市

69
真鯛頭部､ハマチ頭部およびと
らふぐの加工販売事業

　自ら養殖したハマチ、真鯛の頭部及びとらふぐを使い、焼き真鯛かぶと(煮つけ用
素材)、ハマチ頭(サイコロカット) (煮つけ用素材)、真鯛かぶと煮(惣菜商品)、鍋用
とらふぐ切身を商品開発、製造するとともに、商社や卸問屋の新たな販売ルートを
構築することにより、経営の多角化を図り所得の向上と雇用の拡大を図る。
 この事業は、販売先から新商品の要望を受け、飼料にしていた魚の頭部を加工
活用し、付加価値を付ける計画。

有限会社新海養
魚

長崎県 五島市

70
桃太郎トマト・ミニトマトを利用し
た高付加価値のある商品の加
工・販売事業

　自ら生産したトマトを用いて、桃太郎トマトのケチャップ・桃太郎トマトのコンフィ
チュール・ミニトマトのコンポート・桃太郎トマトのドライトマトの製造を行う。新商品
の販売は、スーパーや百貨店など青果と既存加工品（トマトジュース・トマトピュー
レ）の販売先に加え、マルシェや商談会に参加し新たな販路開拓を行う。また、地
元飲食店・旅館に食材として販売を行う。この取組により、経営の多角化や新たな
雇用の拡大を図る。
　この事業は、廃棄している規格外品を加工活用することで、課題であった夏場の
収入を確保する計画。

有限会社蘇鉄園
芸

熊本県 玉名市

71
地域資源である林地を活用して
栽培した「畑わさび」を使った、
新商品の加工・販売事業

　自社生産と連携先の「畑わさびを」利用し、茎・根の塩漬け、葉わさびマヨネー
ズ、葉わさび海苔、葉わさびドレッシングの新商品を開発する。業務提携先の流
通・販売ネットワークを活用して販路開拓を行うことにより経営の安定と雇用の拡
大を図る。
　この事業は、わさびの需要が拡大しているなか、大量に廃棄されていた葉わさび
を有効活用し、ひいては日田地方のわさびのブランド化を図っていく計画。

株式会社つえ
エーピー

大分県 日田市

72
養殖するトラフグを活用した身欠
フグ、フグ鍋セット、フグ一夜干
し、干しヒレの開発・販売事業

　自ら養殖するトラフグを利用し、身欠フグ、フグ鍋セット、フグ一夜干し、干しヒレ
の新商品の製造を行う。道の駅などを通じたギフト通販、行政機関などの職域販
売及びネット通販を行うことにより、経営の改善を図る。
　この事業は、トラフグ活魚の市場価格が下落し収益が見込まれないため、付加
価値が高く、取引価格が安定している身欠フグ等の加工に取り組む計画。

有限会社エイコー
水産

大分県 佐伯市

73
自ら生産する茶葉を活用したＧ
ＡＢＡ茶、ブレンド緑茶、緑茶
ペーストの開発・販売事業

　自ら生産する緑茶のうち二番茶を用いてＧＡＢＡ茶、カボスやユズの葉を配合し
たブレンド緑茶、緑茶ペーストの商品開発・製造を行い、スーパーなど既存商品の
販路を活用するほか、道の駅など土産品販売ルート及び菓子加工業者への直接
販売などの販路開拓を図る。これらの取組みにより、経営の多角化を図る。
　この事業は、毎年売れ残り安価な処分販売を行っていた二番茶を活用した、付
加価値の高い新商品を開発する計画。

株式会社髙橋製
茶

大分県 臼杵市
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事業者
都道府県 市町村

74
自ら栽培した有機蕎麦を利用し
た加工品の開発・販売事業

　自ら栽培する有機蕎麦を利用し、自社製粉した有機蕎麦粉、有機蕎麦の実の製
造を行い、既存の販売先である製麺所に加え、道の駅や空港での店頭販売及び
ネット通販で販路開拓を図ることで、経営の多角化により農業経営の改善を図る。
　この事業は、玄蕎麦の単価的な限界があり収益が見込まれないため、有機栽培
を活かし、需要が年々高まっている国産有機蕎麦粉を自社ブランドとして販売する
計画。

農事組合法人ゆ
ふいん蕎麦農場

大分県 由布市

75
自ら生産する赤クローバーの花
を使用したブレンド茶の加工品
製造と販売事業

　自らが生産した赤クローバーの花、桑の葉、シモンの茎葉、ブドウを使用したブレ
ンド茶を製造し、宮崎県物産館やＪＡ宮崎中央への卸売、個人客への通信直売を
行う。この取組によって経営の多角化・高度化し、経営の安定と売上収益の確保と
地域における雇用創出を図り、地域の発展に貢献する。
　この事業は、地域の牽引役としての役割を果たすため、どこにもないオンリーワ
ンの商品開発と販売を行い、地域を活性化する計画。

長友　良夫 宮崎県 宮崎市

76
三股町の特産品プロジェクトと
連携した「みまたんごま」の商品
化と加工・販売事業

　自ら生産するごまを活用して「洗い生ごま」「煎りごま」「すりごま」を製造する。「み
またんごま」の統一ロゴマークをパッケージに利用し差別化を図り、物産館や商工
会のアンテナショップでの直売をはじめ、町内食品加工業者・飲食店への卸売に
取組むことにより、農業経営の改善を図る。
　この事業は、生産者団体を中心に、町・商工会などとプロジェクト委員会を設立
し、「ごま」の特産品化を目指す町全体を活性化する計画。

下石　正秋 宮崎県
北諸県郡
三股町

77
自社の自然生態系農業で生産
した農産物を用いた加工品の製
造・販売事業

　自社で生産した米・野菜・大豆、大麦を用いて「ピューレ」「焦がれおにぎり」、「惣
菜」、「ネギ味噌」を製造し、視察や体験農園で来られた顧客に販売するとともに、
インターネット販売、飲食店、スーパーと連携して需要を拡大していく。これらの取
組みにより、農業所得の向上と雇用の拡大を図る。
　この事業は、「収穫したものを自然の中で楽しみたい。商品をネットで購入した
い」という多くの来場者から要望があがっていることに対応するための計画。

有限会社シードカ
ルチャー

宮崎県
東諸県郡

綾町

78

日向地域の特産品であるへべ
すを使った「生へべす搾り」「へ
べす果皮ペースト」の加工・販売
事業

　自ら生産するへべすの特徴を活かし、「生へべす搾り」「へべす果皮ペースト」を
商品開発、委託加工し、直売所やインターネット販売、卸売りを行う。へべすの良さ
を全国へ発信し、需要拡大と収益の増大、地域の活性化を目指す。
　この事業は、へべすの栽培地域が限られ生産量が少なく、他香酸柑橘類に押さ
れ販売量が伸びない事から新商品を開発する計画。

成合　利浩 宮崎県 日向市

79
『ラーメン専用きくらげ』の生産、
加工及び販売事業

　自社で生産した生きくらげをスライス加工し、味付けをして真空パックにした『ラー
メン専用きくらげ』を製造する。販売については、ラーメン具材等の卸売業者を中心
に新たな販売ルートを構築する。これらの取組により、経営の多角化・高度化を計
り、経営の改善・向上を目指す。
　この事業は、特定の業界に特化して、加工販売を実施することで差別化を図り、
収益性の高い商品の販売となると考えての計画。

株式会社南国き
のこ苑

鹿児島県
大島郡
和泊町
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事業者
都道府県 市町村

80
屋我地島産蕎麦（2期作）の生産
への取組と加工･販売事業

沖縄では年2回の蕎麦の収穫が可能で、屋我地島においても良い蕎麦の生産が
できる可能性があるほか、日本一早い新蕎麦が提供できるメリットを活かし経営の
多角化、所得の向上を目指す。
具体的には、島内農家との連携で生産を拡大し、島を蕎麦の花でいっぱいにして
地域の活性化を図っていく。また、九州・沖縄農業研究センターから土作りなどの
生産技術の指導により生産体制を確立するとともに、加工販売施設を整備し、近
隣の観光施設等で蕎麦料理の提供も行い、生産から料理の提供までを一貫して
行っていく。

株式会社塩田 沖縄県 名護市
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