
六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」認定一覧

平成27年2月27日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
自社生産めん羊の未使用の内
臓肉、端肉等を利用した加工品
の開発・加工・販売事業

  自社生産のサフォーク種めん羊の廃棄される内蔵肉や端肉を用いて「ソーセー
ジ」、「レバーペースト」及び「羊肉（燻製）」を開発・製造、販売する。具体的には、
廃棄している未使用部位を有効利用した加工品を試作し、高級旅館の食事にサン
プル提供したところ、ギフト用品として購入したいとの声が多くあったため、めん羊
肉の付加価値を高めることで、食の安全・安心を求める富裕層をターゲットに販路
拡大を図り、売上・所得の向上及び地域雇用の確保を目指す。

有限会社拓美 北海道 厚沢部町

2
自社で有機栽培したくりりん南
瓜を用いた加工品の開発・製
造・販売事業

  有機栽培で生産した南瓜を用いて「南瓜のマッシュ」、「南瓜のスライス」、「南瓜
チップス」、「南瓜のパウダー」、「南瓜の皮ペースト」を製造・販売する。また、ＷＥ
Ｂでの直接販売を実施する。生産する南瓜は高糖度で有機栽培であることから評
判は高いが直販の体制が整わず卸売していた。また、近年生産量の減少が続い
たことから付加価値を高める必要があると考え、糖度20度以上となる特徴を生か
した商品を製造・販売するとともに、ＷＥＢでの直接販売を導入し付加価値と売上
の向上を図る。

株式会社みよい 北海道 森町

3
構成員の米・黒大豆を用いた
「おにぎり屋」の運営、ポップライ
スの開発・製造・販売事業

  構成員が生産する米、黒大豆を用いた「おにぎり」の開発・製造を行い、「おにぎ
り屋」を運営するとともに、近年のポップコーンブームを背景に自社加工場で「ポッ
プライス」の開発・製造を行い、直売所、土産店等で販売を行う。ラジオ番組で構成
員のブランド米が取り上げられ、“米のリピーター”が増えたことを契機に、「道の
駅」に飲食店兼直売所を構え、観光客をターゲットに販路拡大を図ることで、従業
員の雇用と経営の安定化を目指す。

株式会社石橋グ
ループ

北海道 浦臼町

4
自家農場で生産したジャンボに
んにくを活用した新商品開発と
販売事業

  自農場で生産したジャンボにんにくを用いて、新商品（ジャンボにんにく味噌、
ジャンボにんにく醤油）を開発し、物産店やスーパー等で販売するとともに、イン
ターネットで販売することにより、農業経営の改善を図る。
　ジャンボにんにくは、臭いが控えめで刺激が少なく、マイルドな味が特徴であり、
健康に関心のある女性にも受け入れやすい商品として開発する。

笹谷　隆 北海道 乙部町

5
自社生産の豆類・馬鈴薯・南瓜
を用いた加工品の開発・製造・
販売事業

  自社生産のペポカボチャの種、落花生、くるみ、黒大豆などの豆類、馬鈴薯、南
瓜を用いて「ナッツ＆ビーンズミックス」、「マッシュドポテト」、「マッシュドパンプキ
ン」を開発・製造・販売する。燃料費等資材の価格高騰で、冬期の野菜栽培の収
益性が著しく悪化、収入源の創出と冬場の雇用を維持するために、加工品販売を
強化し経営の安定化を図りたいと考えた。「ナッツ＆ビーンズミックス」は100%北海
道産原料を特徴として観光客をターゲットに、「マッシュドポテト、マッシュドパンプ
キン」は地産地消を目指す事業者へ向けて販売する。

株式会社小坂農
園

北海道 むかわ町

市町村№ 事業名 事業の概要 都道府県
事業者
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6
自社生産の南瓜・馬鈴薯の規格
外を活用した「スープの素」の開
発・加工・販売事業

  自社生産の規格外馬鈴薯・南瓜を用いて、「かぼちゃスープの素」、「じゃが芋
スープの素」、「じゃが芋とサラサラレッドスープの素」、「じゃが芋とサラサラゴール
ドスープの素」の開発・製造を行い、卸売や自社レストランでの提供、イベント等で
の直売により、自社の収益性を高めるとともに契約栽培農家の所得向上を図る。
新商品は、安全・安心な食材を求める主婦層や健康志向の消費者をターゲットに
マーケティング戦略を構築、新規販路開拓を推進するほかTV通販等により販路拡
大を図る。

北海道三富屋株
式会社

北海道 栗山町

7
自ら捕獲した鮭を活用した鮭ハ
ンバーグの開発・加工・販売事
業

  自ら捕獲した鮭を用いて、新商品（鮭ハンバーグ）の開発・製造を行い、地元の商
店、飲食店、道の駅等で販売することで、安定的な売上の確保と所得の向上を図
る。
　魚離れが進むなか、小さな子供のいる家庭や、ヘルシーで安全・安心な食材を
求める家庭をターゲットに手軽で美味しく食べられる商品として開発し、学校給食
センターや福祉施設等における地産地消メニューとしての利用も目指す。

椎久　愼介 北海道 標津町

8
自社生産する循環型豚肉を活
用した生ハムの加工販売事業

　自社生産豚肉を利用し試作してきた生ハムを商品化し、全国のホテル、飲食事
業者等への販売及び消費者向けにインターネット販売に取り組むことによ
り、高付加価値な豚肉加工品製造と販売を新たな経営基盤の柱にすること
で、農業経営の改善を図るとともに、地域ブランド化を目指す。
　具体的には、食品残渣の飼料化（エコフィード）に取り組んでいたこと
から、エコフィードの有効活用のため、養豚事業に参入し、マーケット調
査等において好評を博した試作品の生ハムの商品化、本格製造を行う。

有限会社エコ・
ネット

青森県 弘前市

9
地鶏の外食産業用パック商品及
び新商品の開発・販売事業

　構成員の飼育した地鶏「南部かしわ」を活用した新商品（地鶏パック、炭火焼き、
地鶏ハム、地鶏の燻製、焼き鳥）を製造し、地域特産品として飲食店等に販売する
ことで、構成員の農業経営の改善を図る。
　具体的には、宮崎県の地鶏の生産・加工・販売を行っている事業者から、生産・
加工の技術指導及び販売連携について合意を得たことから、事業に取り組
むこととし、飲食店等への販売とともに観光客をターゲットにしたお土産
品を展開する。

いわてにしわが
南部かしわプロ
ジェクト株式会社

岩手県 西和賀町

10
米及び野菜の業務用加工品開
発・直売による地域活性化事業

　自ら生産した米、野菜を活用した新商品（精米、カット野菜、漬物等）を製造し、業
務用を中心とする販路を構築することにより、所得向上を図り、経営の改善及び
地域の雇用を創出、地域の活性化を目指す。
　具体的には、生鮮野菜の取引先から要望がある精米及びカット野菜を主
力商品とした事業に取り組むこととし、精米については業務用及び北上市
のふるさと会員等へ、野菜加工品は学校給食用等業務用として販売する。

農事組合法人さ
らき

岩手県 北上市
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11
当社直営の直売所兼加工所を
拠点とした、自社農産物の加
工・販売事業

　自社生産した米、野菜を活用した新商品（米粉、乾燥野菜、野菜パウダー、漬
物）を製造し、自社及びJA直売所において販売することにより、付加価値を取り込
み収益の向上を図る。
　震災後営農を再開したが、農業経営を取り巻く環境は厳しい状況であることか
ら、将来的な担い手の育成及び雇用の創出ため、より収益性の高い農産物の
加工に取り組む。

株式会社荒浜ア
グリパートナーズ

宮城県 仙台市

12
「生食用殻付き牡蠣」の周年提
供と消費ニーズに合わせた商品
提案による販売事業

　自ら養殖した牡蠣の周年販売を実現するとともに、新たに付加価値の高い
生食用殻付き牡蠣を、オイスターバーチェーン店等に販売することによ
り、経営の安定化を図る。
　自ら牡蠣の洗浄殺菌処理施設を整備することにより、漁協出荷が終わる
３月以降の供給を可能にし、取引先からのニーズに対応した出荷体制を構
築する。

阿部　政志 宮城県 石巻市

13
トルコギキョウを使用した花束と
プリザーブド加工によるアレンジ
品の開発及び販売事業

　自社生産したトルコギキョウを活用した新商品（花束、プリザーブド加工品）を開
発・販売することにより、付加価値を取り込み農業経営の改善を図る。
　使用するトルコギキョウは、大輪系の品種を栽培管理により、通常より
さらに大きな花にすることで、見栄え等で他商品と差別化を図る。

農業生産法人株
式会社石ノ森農
場

宮城県 登米市

14
放し飼い・自家配合の無添加飼
料で生産した鶏卵を利用した新
商品開発・販売事業

　自社生産の鶏卵を活用した新商品（冷凍クレープ、卵ジェラート、オムライス、燻
製卵）の製造・販売に取り組むことにより、経営の安定化・高度化を図る。
　具体的には、現在自社カフェにおいてクレープを主体に販売している
が、顧客ニーズに合わせた新たな商品開発と販売に取組、インターネット
による広域的な顧客獲得を図る。

自然卵農園株式
会社

宮城県 南三陸町

15
自社生産菊及び地域の花卉を
利用した新商品開発・販売事業

　自社及び地域の農家が生産する花卉を活用した新商品（花束、アレンジフラ
ワー）を製造、販売することにより、新たな事業を創出し、花卉生産・販売の付加価
値を取り込むことで経営の改善を図る。
　具体的には、現在菊のみの花束を販売しているが、複数種類の花を組み
合わせた花束や東日本大震災の被災地における仮設住宅等の限られた居住
空間向けの仏花等の消費者ニーズに応える花束とアレンジフラワーの販売
に取り組む。

株式会社小野花
匠園

宮城県 南三陸町
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16
特産品である「あわび」を原料に
した商品の加工・販売事業

　自社養殖あわびを活用した新商品（燻製、蒲鉾、水煮）を製造、販売することによ
り、付加価値を取り込み経営の改善を図るとともに、雇用を創出する。
　具体的には、既存取引先からあわびの水煮、くん製などの加工品の要望
があったことから、商品化するとともに、養殖する稚貝を韓国産から国産
に切り替え「八峰白神あわび」として加工し、他社との差別化を図る。

日本白神水産株
式会社

秋田県 八峰町

17
伝統水産物（棒あなご）と、たい
類、ホッケ、カレイ類の加工品開
発・販売事業

　自ら漁獲する伝統水産物「棒あなご」及びタイ類等を活用した一夜干しの製造、
販売に取り組むことで、漁獲、加工、販売の一貫体制を構築し、付加価値を高めた
商品を展開することにより経営の安定と基盤強化を図る。
　具体的には、魚価の低迷に対処すべく、県内で唯一棒あなご漁を行って
いた者から、漁具を含めた漁法と加工技術を引き継ぐとともに、タイ、
ホッケ、カレイ類の一夜干しに取組、加工施設の有効利用を図る。

伊藤　公男 秋田県 潟上市

18
めん羊肉と山ぶどうを活用した
商品開発及び農家レストラン事
業

　自社飼育の緬羊肉と構成員が生産した山ぶどうを活用した新商品（山ぶどう漬
けジンギスカン）及びレストランメニュー（山ぶどう漬けジンギスカン定食、ハンバー
グ、ヒレ肉ステーキ等）を開発し、販売・提供することにより、農業所得を向上させ
経営の改善を図る。
　開発する新商品は、緬羊肉をポリフェノール類を多く含む山ぶどう液に
漬け込むことにより、肉の臭みが緩和され柔らかさが増すとともに、ポリ
フェノール類の摂取が可能となり、それらを強みに展開する。

有限会社旭商 山形県 村山市

19
刈部養鶏場の鶏卵を用いたタン
タハウス特製「栗プリン＆シフォ
ンケーキ」加工・販売事業

　刈部養鶏場の鶏卵と和栗（ぽろたん：渋皮がポロンと剥ける和栗の新品種）を活
用し、こだわり卵と和栗が出会った美味・濃厚スイーツを商品コンセプトとした「栗プ
リン」と「栗シフォンケーキ」を製造する。
　販売については、こだわりスイーツ入手のために手間暇を惜しまない層をター
ゲットに、自ら所有する加工所兼売店（タンタハウス）、道の駅、農産物直売所、地
元飲食店、インターネットで行い、所得の向上と収益の安定化を図るとともに、生
産・加工・販売の一貫体制を構築し、雇用の増加を目指す。

刈部養鶏場
刈部　明彦

栃木県 宇都宮市

20
株式会社野村牧場の「牛肉・特
製うまいもんシリーズ」及び「精
肉」の加工・販売事業

　道の駅より牛肉総菜を提供してほしいとの話があり、自社で生産した牛肉を活用
し、高級食材牛肉を美味しく手軽に食卓で堪能できる牧場直営の新鮮なお総菜を
商品コンセプトに「牛肉・特製うまいもんシリーズ」として食感にこだわった「ミンチカ
ツ、ハンバーグ、コロッケ、牛すじ煮込み」の製造や精肉の加工を行う。
　販売については、毎日の食卓を担う主婦やその家族、道の駅の来訪者をター
ゲットに、県内の道の駅や焼肉屋、インターネットで販売することにより経営の発展
を目指すとともに、雇用の確保と付加価値を高めた農業経営を図る。

株式会社野村牧
場

栃木県 下野市

4/21



六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」認定一覧

平成27年2月27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 都道府県

事業者

21

社会福祉法人パステルが栽培
する桑の葉を用いた「パウダー・
麺類・スイーツ」の加工・販売事
業

　自ら生産した桑の葉を活用し、太陽の恵みと大地の力で生命力豊かに育てた桑
の葉を商品コンセプトに、艶やかで深い緑の桑の葉を生かし、香ばしく風味豊かで
栄養豊富なスイーツやうどん等「桑の葉うどん、桑パウンドケーキ、桑茶クッキー、
桑の葉パウダー」を開発・製造する。
　販売については、法人が運営する直売所、道の駅、高速道路のサービスエリア、
インターネットで行い、施設利用者の就労支援と地域活性化等を図る。

社会福祉法人パ
ステル

栃木県 野木町

22
自社栽培果実で作る「フローズ
ンフルーツバー」と観光農園の
ブランド化

　観光農園の開園に併せて、園内に加工所兼直売店を整備するとともに、自社で
生産したブルーベリー・ラズベリー・ブラックベリーとぶどうを活用した「フローズンフ
ルーツバー」を製造・販売することにより、来園者の満足度を向上させリピーターを
増やす。
　新商品の販売は、当面は自社観光農園で行い、新規販路として物産店・小売
店・インターネット販売の販路を開拓し、収益の向上を図る。

株式会社フルー
ツオンザヒル

群馬県 高崎市

23
完熟ぜいたくトマトを使用した加
工品開発・販売

　自家生産しているトマトを原料に、トマトの風味を生かした新商品「完熟ぜいたくト
マトジュース・トマトソース・トマトドレッシング」を開発・販売し、経営の安定と発展を
図る。
　原料となるトマトの品種「ぜいたくトマト」は、同一栽培条件下で比べると、一般的
な大玉トマトより糖度が高く、濃い味わいが特徴である。

いのもと園
新井　英伺

群馬県 沼田市

24
群馬のニジマス「ギンヒカリ」の
加工販売とブランド化

　自社養殖のニジマス「ギンヒカリ」を活用した新商品「油漬け、ゴマダレ漬け、フキ
味噌焼き」を、川の幸のメニューとして製造し、新たな事業展開を行ない経営の改
善を図る。
　ギンヒカリとは、通常２年で成熟するニジマスの中に極少数存在する３年熟成の
系統を固定化させ、平成１４年に商標登録された魚である。

有限会社あづま
養魚場

群馬県 東吾妻町

25
千葉県館山市のバラ園のバラを
原料としたジャム、ケーキの製
造・販売事業

　自社生産したばらの花弁を利用して、「バラジャム」や「バラのシフォンケーキ」を
製造し、地元観光施設や道の駅、インターネット等で販売することにより、食用とし
てばらを活用し経営の多角化を図ることにより、収益の向上を目指す。

株式会社バラの
学校

千葉県 館山市
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26
自園の野菜を生かした祖国（韓
国）の味・漬物の生産・販売事業

　自ら生産した野菜を活用して、韓国の味を大切にした季節感のあるキムチの新
商品「自園小松菜キムチ、自園大根キムチ、キュウリキムチ」を製造・販売し、最も
味が良い時に食べてもらえる時期の販売を目指し、加工場に店舗を併設するほか
スーパー等に専用コーナーを開設するなど、商品管理を徹底することにより収益
向上を図るとともに、雇用の拡大を目指す。

片岡　三芳子 千葉県 茂原市

27
地域の歴史ある「性学餅」の製
造・販売による水稲経営の安定

　地元スーパーや市場から出荷を勧められたことから、自ら生産したうるち米及び
もち米を利用して、「性学餅」や「のし餅」を製造し、地域スーパーや地元飲食店に
伝統食として販路拡大を図り、稲作の経営拡大を目指す。

大极　晋一 千葉県 旭市

28
地元産の農産物を利用した惣菜
等の販売を含む農家レストラン
事業

　「かしわで６次産業化プロジェクト」を立ち上げ、自社の農産物直売施設に隣接し
て農家レストランを整備し、自ら生産した農産物を利用し、「バイキング形式でのメ
ニュー提供及び弁当・おにぎり・惣菜・サラダ・ソフトクリーム・スムージー」を製造・
販売して、収益の向上を図る。

株式会社アグリプ
ラス

千葉県 柏市

29
未利用魚であるサメ、アカエイを
活用した加工、販売事業

　市場での需要が無いため未利用となっているサメ・アカエイを活用し、「味噌漬
け、粕漬け、ペットフード」を製造し、漁協直売所、横須賀市内の個人顧客、地元の
ペットショップ、インターネットモールで販売することにより、経営の安定化と地域の
活性化を図る。

武丸
譲原　亮

神奈川県 横須賀市

30
地元産にんにくを利用した「黒に
んにく」加工、販売事業

　スーパーからの要望や加工業者から技術支援を受け、自社生産と地域の連携
農家から供給されたにんにくを原料として、健康や美容に関心を持つ女性をター
ゲットに、「黒にんにく」を製造・販売する。
　販路は大手スーパー、パン屋、直売所、インターネットモールとし、経営の安定化
を実現するとともに雇用を推進し、地域の活性化を図る。

株式会社アヤセ
グリーンファーム

神奈川県 綾瀬市

6/21



六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」認定一覧

平成27年2月27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 都道府県

事業者

31
南信州産ニンニクの加工食品を
確立し、地域農業の活性化を目
指す事業

　輸入農産物の増加等による市場価格の低迷、農業従事者の高齢化による離農
や耕作放棄地の増加が深刻化する中、自社の飯田産にんにくを活用した新商品
「乾燥熟成和風ニンニクカレー・ゼリー・ソース」を製造し、女性などをターゲットに
販売し、経営の安定化を図るとともに、観光とのマッチングによる地域経済の向上
と農業の活性化を目指す。

株式会社ＭＦＳ総
合研究所

夏目光学株式会
社

長野県 飯田市

32
開田高原産大豆を使った新商品
開発・販売による地域ブランド化
事業

　当地域は、農業が主産業であるにも関わらず、後継者不足や遊休荒廃地の問題
が深刻化しており、これを解決するため、新たな特産品として芝霧（しばきり）大豆
を生産してきた。
　この開田高原産芝霧大豆等を活用した新商品「甘納豆」を開発し、若年層などを
ターゲットに販売し、経営の改善と地域農業の活性化を図る。

株式会社真陽 長野県 木曽町

33
特別栽培米を利用した新商品開
発による「北信州なかの米」ブラ
ンド化事業

　皇室献上米生産農家の生産した特別栽培米を活用し、地域の菓子製造・販売業
者と連携しつつ、新商品「切り餅、米粒せんべい、米粉シフォンケーキ」等を製造・
販売し、若者をターゲットとした米消費拡大と顔の見える直接販売を強化すること
により、「信州なかの米」のブランド化と経営安定を図る。

小柳農園
新井　康寛

長野県 中野市

34
オーガニック碾茶の製造、抹茶
加工及び国内外への販売

　有機農法により生産された碾茶の生葉を「オーガニック碾茶」、「オーガニック抹
茶」として製造・加工し、国内及び需要が伸びている海外向けに販売することで、
経営の多角化や所得の向上、地域の雇用の創出を図る。
　原料となる生葉の供給は、中山間地域の耕作放棄茶園を活用することで耕作放
棄地を解消し、防除作業の必要がない省力化された栽培方法で生産する。

ＫＡＷＡＮＥ抹茶
株式会社

静岡県 島田市

35
自社産鶏卵を利用した新商品の
製造・販売及びレストラン営業事
業

　自社で生産する鶏卵を利用して新商品（オムライス、養生卵カステラ及びエッグ
パフェ等）を開発・製造し、既存の直売所や新設するレストランで販売するほか、既
存商品を取引している業者に卸売を行う。既存の直売所にレストランを併設するこ
とで、集客力を高め自社鶏卵の品質の良さをアピールすることにより販売の拡大
を目指す。
　本事業により、経営の拡充・安定化につなげる。

鎌田養鶏株式会
社

新潟県 柏崎市
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36
自社栽培の黒米を利用した健康
効果の高い栄養価溢れるこだわ
りの商品開発及び販売事業

　自社で生産する黒米を利用して、黒米の健康効果に着目し、健康志向や素材に
こだわりのある女性や高齢者に喜ばれる新商品（黒米麺、黒米ジェラート及び黒米
コロッケ等）を開発し、スーパー等へ卸売や近隣の直売所で販売を行うことにより、
売上高や利益構造の改善を図るとともに、当社のブランド価値を高め販路拡大に
つなげる。また、雇用の確保や土地の集約化による収益性改善に取り組み、農山
漁村の活性化を目指す。

有限会社クリーン
みず穂

富山県 朝日町

37
黒部川扇状地で栽培した自社
産の米を原材料とする新商品開
発・販売事業

　自社で生産する米を活用して、新商品（米粉ラーメン、米粉うどん）を開発し、海
外の富裕層をターゲットにした輸出販売に取り組む。海外の展示会で、こだわりの
お米を原材料にした米粉麺はニーズがあることがわかったため、輸出に向けて
スープやパッケージの改良を行い、商社へ卸売する。
　また、新商品（ポン菓子、焼きおにぎり）を製造し、既存の直売所での販売やスー
パー等での委託販売等をする。
　本事業により、収益増強と経営体質の強化を目指す。

有限会社ドリーム
ファーム

富山県 入善町

38
減農薬の農作物を使用した加工
品の製造･販売事業

　大型消費地に近い恵那市の立地条件を生かし、観光農園の拡大を図るととも
に、減農薬により栽培したトマト、いちご、桃のペースト、アイスクリームの製造・販
売により経営基盤を強化するとともに、雇用の増大を図り、農業体験を通じて就農
希望者を増加させ、農業の発展に寄与する。

有限会社馥郁農
園

岐阜県 恵那市

39
高冷地で栽培したパパイヤの葉
を利用した葉茶の加工・販売事
業

　新規事業としてパパイヤの露地栽培を始め、パパイヤの葉を使用した葉茶の商
品開発を行い、販路拡大により経営の安定化を図る。
　パパイヤは栽培や収穫作業が容易で、天候に左右されにくく、山間地での高齢
者による栽培及び遊休農地の活用に適した作物であり、地域一体となった生産体
制を確立し、山間地での新しいビジネスモデルの構築を目指す。

株式会社奥飛騨
ファーム

岐阜県 高山市

40
ベビーリーフを活用したサラダ
パックの製造・販売事業

　独自の肥料を使用した土耕ハウス栽培によるベビーリーフの加工品開発に取り
組む。これまで顧客からは一人用食べきりサイズのベビーリーフサラダパックの要
望が寄せられるものの、洗浄技術やコストに課題があり対応できずにいた。そこで
新たにベビーリーフの葉を傷めない洗浄・乾燥技術を確立し、消費者が手間なくす
ぐに食べられるベビーリーフサラダパックの開発・製造を行う。
　また、新規販売ルートの開拓に取り組むことにより、安田商店のブランドを確立
し、農業経営の安定化を図る。

株式会社安田商
店

愛知県 田原市
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41
自家生産したイチゴを使用した
加工品の製造・販売事業

　豊田市で唯一のイチゴ狩り園である「うめこう桃梨苺園」には、生果以外に販売
できる商品がないため、来園者からの要望の強い、持ち帰り用のお土産や贈答用
商品を開発する。
　具体的には当園のイチゴをたっぷり使用したジェラート、チョコイチゴ、イチゴジャ
ムを開発し、イチゴ狩り園の来園者に対して直売所で販売する。
　現在過熟などにより廃棄しているイチゴを加工に回すことで付加価値を高め、農
業経営の改善を図る。

うめこう桃梨苺園
梅村　公治 愛知県 豊田市

42
小松菜を中心とした6次産業化
の推進により、農福連携を拡充
する事業

　（株）アグリーが生産する小松菜等と地域の農業者の生産する野菜を加工（野菜
のふりかけ、野菜焼き菓子）し付加価値を高めて販売し安定収入を確保する。　ま
た、いちごについては、平成２７年に生産施設を新設して本格栽培を開始、加工・
販売（セミドライフルーツ）により所得の向上を図る。

株式会社アグ
リー

特定非営利活動
法人あぐりの杜

三重県 名張市

43
高付加価値伊勢茶「手もみ茶」
の商品の開発・販路拡大事業

　機械製造により１年分の茶葉を製造して保存・販売ではなく、蒸した茶葉を冷凍
保存し、その都度必要に応じて出来たての手もみ茶を製造する。東京都新橋に手
もみ茶生産、販売及び手もみ茶技術体験を実施する施設を新たに整備し、三重県
度会町および東京都新橋の施設で製造した手もみ茶を販売するとともに、技術体
験付き手もみ茶販売により販売促進を図る。

有限会社中森製
茶

三重県 度会町

44
伊勢海老の刃物加工製品およ
びアマダイ他活魚の冷凍加工製
品の開発・販売事業

　市場ニーズとして、下処理が不要ですぐ使用でき、在庫の管理が行いやすい商
品が求められていることから、急速冷凍（プロトン冷凍）の技術により、伊勢海老お
よびアマダイの冷凍加工新商品の開発・加工・販売により収益性の向上を図る。

文恵丸水産
長山　行文

三重県 御浜町

45
イチゴ・大豆・もち粉（米粉）及び
ブロッコリーを活用した加工・販
売事業

　自身が生産したイチゴの規格外品を利用し、いちご大福やソース、ジュース及び
ソフトクリームの加工・製造に取り組むほか、ブロッコリーシフォンケーキの開発・
製造にも取り組み、安定した顧客の確保や新たな販路拡大に取り組み、経営の多
角化、所得向上及び雇用の拡大を図ります。

横田　圭弘 滋賀県 長浜市
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46
こだわりのお米、大豆、麦を使っ
たポン菓子の製造・販売事業。

　自身の生産する米の中からポン菓子に合った品種を選ぶ。また今まで業者に出
荷していた規格外米もポン菓子にする。
　大豆や麦についてもポン菓子に加工し販売。色の変化、味の変化を楽しんでもら
えるよう品種、砂糖衣を変える。
　これらの商品を黒壁AMISUまた百匠屋HPでの販売をすることにより経営の多角
化を図り、所得の向上、地域の雇用の拡大を目指す。

百匠屋
清水　大輔

滋賀県 長浜市

47
自社生産ねぎを活用した「乾燥
キザミねぎ」の加工販売事業

　自社生産する青果販売用のねぎ、キザミねぎの生産・販売に加え、過剰生産分
のねぎを乾燥加工することで保存性と付加価値を高めた「乾燥キザミねぎ」を商品
開発し、現在の販売ルート及び新たな販路を確保することにより、相場に影響され
ない加工品を安定的に周年供給し、売上げの向上と経営安定を図る。
　また、現在、輸入原材料を使用した乾燥ねぎが主流の中、国産にこだわり安全に
配慮した新商品を製造・販売することで、国産ねぎの新たな需要開拓を目指し、経
営の多角化や雇用の拡大を目指す。

有限会社アグリ
ケーション

滋賀県 草津市

48
生ごみ堆肥を使用して自社生産
したトマトのジュース加工および
販売事業

　自社生産するトマトを地域の生ごみから生産した堆肥を使って栽培し、青果や加
工品を地域住民に還元することで、完全な地産地消の取組を目指します。
　具体的には、規格外品のトマトを使用したトマトジュースを製造・販売することで、
トマトの有効活用を図り、併せて、地域住民に自社生産農作物やその加工品をア
ピールし、消費して頂くため、移動販売等を行ない販売収益の向上を目指す。

株式会社水口テ
クノス

滋賀県 甲賀市

49
自家生乳の加工による牛乳の
販売事業

　自社において乳脂肪に特徴があるジャージー種乳牛5頭を新たに飼育し、現状
は行っていないジャージー牛乳の販売を行う。
　販売経路は自社既存店舗での直販はもちろんのこと、ジェラート販売にて獲得し
ている販売経路を有効に活用するとともに既存の取引先への安定した販売を進
め、所得向上および雇用の拡大を図る。

有限会社池田牧
場

滋賀県 東近江市

50
農薬化学肥料不使用栽培酒米
並びに自然発酵無臭植物性籾
殻堆肥の生産及び加工

　従来の慣行栽培から農薬化学肥料不使用栽培を行い、付加価値のある酒米栽
培を目指し高価格での販売に繋げる。
　また、廃棄物（焼却）である酒米の籾殻を自然発酵させた無臭の植物性堆肥（以
下「自然発酵無臭植物性籾殻堆肥」という。）を開発・製造することにより、副産物
も付加価値を高めた自然循環型の酒米栽培に取り組むことで所得向上と経営安
定を図る。

大石食品株式会
社

京都府 亀岡市
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51
長期肥育特殊鶏（１５０日鶏）の
生産により、味わいを向上させ
た鶏の加工・販売事業

　自社独自の育成方法による長期肥育特殊鶏を、顧客からのオーダーメイドを受
け、その生産ならびに屠畜解体・加工、パッケージングまでを一貫して取り組むこと
で、差別化を求める顧客ニーズを捉え、特色ある鶏肉の生産・加工による個別の
対応を行うことで、規模の拡大とは異なる方向で収益の向上を図る。

岡山フードサービ
ス株式会社

大阪府 大阪市

52
フリーズドライネギの開発及び
販路開拓事業

　当農園が生産したネギでフリーズドライネギ（ＯＥＭ生産）を開発する。市場価格
が低迷している時や大量に収穫できた時に青果の一部をフリーズドライ化して貯
蔵し、端境期や青果の量が足りない際に、フリーズドライで代用可能な卸売先へ販
売を行うようにする。青果とフリーズドライ野菜のリレーで一年を通した安定出荷体
制を整える事により、卸売先のニーズを満たし、農業経営の改善を図る。

上野農園
上野　仁

大阪府 岸和田市

53
地域特産品である蕗及び水茄
子を用いた新商品開発及び販
路開拓事業

　当ＪＡ管内の生産者が生産する農産物を加工・販売する。具体的には、大阪府の
試験機関と連携して、色合いの優れた蕗の水煮を開発する。また、水茄子に関し
ては水茄子の液漬け及び水茄子カレーを新たに開発する。
　新たに開発された商品は当ＪＡの直売所、食品加工業者、飲食店等への販売、
さらには給食への導入による地産地消や食育活動に利用していただけるよう自治
体へ提案等することにより蕗及び水茄子生産者の収益を拡大を目指す。

大阪泉州農業協
同組合

大阪府 泉佐野市

54
自家栽培の泉州水なすの加工
品新規開発とその販売事業

　自家栽培している水なすの新たな加工・販売を行う。現状の水なすぬか漬けは、
賞味期間が短く、販路拡大のためは日持ちする商品開発が急務であり、付加価値
面では地域特産の水なす浅漬けの味を残す等、更なる利便性と味を追求する新
規商品の開発を行い泉州ブランドの高揚を目指す。
　具体的には本格的な伝統製法のぬか漬けを家庭で漬けられるセット商品
の開発で、水なす浅漬けファンを国内外へ広め販路を拡大し付加価値を高
め経営基盤の安定を図る。

草竹農園
草竹　義和

大阪府 阪南市

55
安心安全ブランドの農産物を用
いた家庭用パック野菜の加工・
販売

　自社生産するキャベツ、ネギ、大根、白菜、レタス、ニンジンを使用し、新商品とし
てエコファームブランドのサラダ用・調理用のカット野菜や、ボイル蒸し野菜のパッ
ク商品の開発を行うともに、貯蔵冷蔵施設の整備及び加工機器の導入により自社
で加工製造体制を確立させ、農業経営の多角化・高度化、収益改善を目指す。

株式会社エコ
ファーム

兵庫県 神戸市
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56
自社農園の野菜を提供する飲
食店の設立と加工品の開発事
業

　自社生産した野菜、米を直接消費者に提供できる農園レストランと惣菜調理のた
めの加工場の整備を行う。
　農園レストランでは、収穫されたばかりの新鮮野菜をメインに使ったメニューを提
供し、併設した加工場では、安心安全な野菜を使ったお惣菜レシピを開発し、地元
姫路で働く女性たちへ向けて、加工品の販売と青果の販売を行う。
　農地の規模拡大や農作物に付加価値を付けて販売することにより、規格外作物
や廃棄作物の減少を図ることにより収益増加、雇用の拡大を図る。

永井産業株式会
社

兵庫県 姫路市

57
ぶどう農家の農家カフェと規格
外の果実を活用して加工品の製
造販売

　自家生産したぶどうを中心とした果実の販売量を増やすとともに規格外果実を利
用したぶどうソース、ドライ果実、ぶどうアイスクリーム、スイーツ等の商品開発・販
売を行う。これらの新商品は、ぶどうそのものの味を活かしたこだわりの商品の製
造を目指す。
　これら土産品として新商品を販売することで、新たな客層へのＰＲを行う。また、
新たにオープンしたカフェで若い女性や観光客に喜ばれるぶどうソースやドライ果
実を利用したメニューの提供により、直売所の稼働期間を12月まで延長し、収益の
向上を図る。

田中農園
田中　秀幸

兵庫県 豊岡市

58
農薬に頼らず乳酸菌や有機堆
肥で栽培した農産物を利用した
商品の開発と販売事業

　自社で試作中の乳酸菌栽培の農産物さつま芋やメロンは甘味が強いなどユー
ザー・消費者から好評を得ているので、その栽培面積を拡大し、人参、トマトなどへ
と作目を増やすとともに、漬物、ジャム、フレッシュジュース等の加工をして付加価
値の向上を図る。また、自社で直売所を設け、酒粕ケーキ菓子や規格外等の人
参、ミニトマト、メロンはピクルス用、白菜はキムチなどの商品開発を行い、消費者
に直接販売を行うとともに、促進事業者の共和化工㈱と連携してネット販売等新た
な販路開拓に取り組んで経営の安定化を図る。

株式会社ワクワク
エコファーム

共和化工株式会
社

兵庫県 西脇市

59
野菜・果物及びその加工品の製
造・販売による経営基盤の確立

　地域の後継者養成並びに魅力ある農業を目指すため、野菜果物等の栽培（桃、
ニンニク、スイートコーン、黒大豆、かぼちゃ）を行うと共に、加工・販売施設
を設置し、味噌（黒大豆）、ジャム（苺・桃）、白菜（漬物）加工品の製
造を行い、経営の多角化・高度化を図り、農業経営に付加価値をとりこむ
ことで、地域の活性化を図り、直売所とインターネット販売並びに委託販
売を実施することでゆとりある農業経営を目指す。

農事組合法人あ
びき

兵庫県 加西市

60
野菜(長大根・さつまいも・トマト)
や果物(イチゴ等)を利用した加
工・販売事業。

　自家生産する長大根やさつまいもを用いた乾燥パック商品やトマトのゼリー商品
及び果樹、ブドウ・イチゴのジャム加工商品を開発し、地産池消による直売所を開
設することにより、経営の多角化・高度化図り、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。

ツトム農事セン
ター
大前　利造

兵庫県 篠山市
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61
大豆の味噌生産・カット野菜の
生産等の高付加価値化事業

　自社栽培のもち米、とうもろこし、キャベツ、きゅうり、ミニトマト、ベビーリーフ等を
餅、冷凍保存（とうもろこし）、カット野菜、味噌等に加工し販売する。
　入り口（生産）から出口（販売）まで6次産業化を図りながら小さなエリアから徐々
に輪を広げることによって会社の運営を発展させ、所得の向上を図り、若手就農者
の雇用拡大を目指す。

株式会社たつの
アグリ

兵庫県 たつの市

62
付加価値トマトの新規栽培とトマ
ト加工商品の開発とその販売事
業

　自家生産するトマトを既存のトマトジュースの他にケチャップ、ドレッシング、トマト
ジャム、乾燥トマト、トマトスープなどを大垣農園トマト商品を事業コアとして開発販
売を行う。
　具体的計画では２７年度に加工用のトマトの導入と商品開発及びマーケティング
を行い、事業組織を法人化し加工施設を整備し一定の加工品製造確保と販売を
開始して、収益構造の改善を図る。

大垣　光宏 奈良県 大和郡山市

63

大和伝統野菜及びザーサイとキ
クラゲを用いた加工品の開発と
新たな販売方法に取組む事業

　取引先様用の自家栽培野菜を使った加工品開発と販売に取り組み収益向
上を目指します。具体的には、大和伝統野菜「紫とうがらし」をピューレ
化した１次加工品の新たな活用方法を模索し販売に繫げる。
　また、ピューレを使った加工品こんにゃくの商品化や取引先飲食店（中
華料理店）からの要望である「搾菜」及び冬季のキクラゲ栽培に取組むこ
とにより、経営の改善を図る。

山浦　康二
釜谷　泰成
大澤　洋道

奈良県 曽爾村

64
冷凍軟弱野菜の開発による年
間を通した軟弱野菜の安定供給
体制の整備事業

　自社構成員が生産する野菜（ミズナ、小松菜、ほうれん草）を冷凍軟弱野菜とし
て新たに開発し、青果出荷できない時期は冷凍野菜を販売する事で軟弱野菜の
安定供給を目指す。
　具体的には、冷凍軟弱野菜は青果を洗浄及びカットの後、冷凍保存を行い、食
品事業者に直販を行う。その結果、市場の相場に関係なく一定の価格で通年出荷
が可能という付加価値を取り込むことで、収益力向上を図る。

マルヒロフーズ株
式会社

奈良県 広陵町

65
地域特産物「鮎」を活用した新商
品開発による自社ブランドの活
性化

　自社生産の鮎の生魚販売及び新製品開発も低調で、十津川深瀬全体での売上
減を招いている。
　そこで、従来の和風加工品だけにとどまらず、コンフィチュールや燻製などの洋
風の加工品を開発し、新しい顧客層を開拓し売上増を目指す。

有限会社十津川
深瀬

奈良県 十津川村
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66
紀州南高梅を利用した梅加工品
の開発及び販売事業

　当社が生産した梅を用いて、おしゃぶり干し梅、甘露梅、梅ジャム、洋酒入り梅グ
ラッセ、梅シロップ、梅ジュースの開発を行う。それらの梅加工品を流通業者等へ
の卸売り及び当社の通信販売等で販売する。梅栽培から加工品製造まで全てを
当社が手掛けているという、「顔の見える梅加工品」を訴求し、梅経営の収益を向
上させる。

株式会社ふみこ
農園

和歌山県 有田川町

67
塩分ゼロの梅干しを用いた新商
品開発及び販路開拓事業

　当事業では当社が製造した塩分ゼロの梅干し及び栽培した紫蘇を用いて、梅
ジュレ、1粒入り南高梅ジュレ、梅ジュース、紫蘇梅ジュレ、1粒入り紫蘇南高梅ジュ
レ、紫蘇梅ジュースの開発・製造を行う。
　新商品は、健康志向の高い方向けに、塩分を抑えつつ、梅の栄養成分を手軽に
摂取できることをＰＲし、当社の通信販売及びスーパー、百貨店へ卸売販売し、当
社の梅経営の収益を向上を目指す。

株式会社佐々木
農園

和歌山県 みなべ町

68
自社ブランド「天美卵」と地域生
産者との連携でつくる新商品開
発と農家レストラン事業

　「天美卵」を生産する同社は、平成２４年度に総合化事業計画の認定を受け新商
品を開発し、直売所兼カフェ「ココガーデン」の来客数を順調に伸ばしている。（年
間約１０万人）
　今回、来客者から要望の高い、養鶏農家ならではのメニュー（オムライス、親子
丼等）を、地元農家の食材を活用しつつ提供する「農家レストラン」をオープンする
ことで、一層の経営向上と地域活性化を目指す。

有限会社ひよこカ
ンパニー

鳥取県 八頭町

69
岡山の白桃を活用したスイーツ
の開発及び販売

　果物を買いに来る客から、岡山の白桃を使ったスイーツへのニーズが多く寄せら
れた。
　そこで、桃は規格外品の発生率が高いこともあり、これらを活用した商品を、商品
企画専門家の意見を得ながら開発し、「岡山白桃パイ」と「岡山ロールケーキ」を完
成させた。
　今後、商品化と主力商品としての通年販売を図る。

有限会社桃茂實
苑

岡山県 赤磐市

70
自農園で採れた５種類のぶどう
を活用した加工品の製造販売

　５種類の豊富なぶどうを活用し、丸ごと果肉を盛付けた「ピオーネスムージ」やセ
ミドライぶどうの「チョココーティングスイーツ」など、多様な試作品を作成。
　既存の来店客やインターネット等を通じた通年販売で、収益向上を図る。

竹原　一郎 岡山県 岡山市
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71
自社生産のブランドトマト「アイ
ミィ」を使った加工品の開発と販
売

　日照条件に恵まれた、島嶼部の地域特性を生かして栽培するトマト（品種：アナメ
イ）を、広島県の県産応援登録を受け、「アイミィトマト」としてブランド化。
　この「アイミィトマト」を活用し、高級志向に合うトマトジュースを開発し、贈答用とし
て広島県・瀬戸内をアピールするとともに、売上げ向上と経営の安定を目指す。

有限会社グリーン
ファーム沖美

広島県 江田島市

72
津和野産椎茸と萩産農産物等
を活用した地域資源コラボ商品
開発及び販売

　山口市と島根県津和野町でグループホーム事業を展開している同社は、平成２
４年から津和野町で遊休倉庫を活用し菌床椎茸の栽培を開始。
　観光では、萩・津和野がコラボしているが、食品ではしていないことに着目し、自
社椎茸と萩産の辛子や酒粕、長門ゆずきちを副材料とした「辛子漬け」「粕漬け」
「酢漬け」のコラボ商品作りに取組む。

有限会社はるひ
福祉サービス

山口県 山口市

73
自社で生産する養殖トラフグ、ヒ
ラメを活用した加工品の開発、
製造及び販路開拓

  トラフグ等の養殖事業は、長門市が平成２５年に策定した「ながと成長戦略行動
計画」に位置付けられており、後継者不在等の課題を抱える事業者を統合し新会
社を設立。安定的な生産・加工・販売体制を確立する。
　トラフグの身欠き加工（皮と有毒部位除去）、ヒラメのフィーレ加工（５枚おろし）を
行い高付加価値化を図り、既存の卸売や首都圏への販路拡大を目指す。

長州ながと水産
株式会社

山口県 長門市

74
自社で生産するサツマイモを活
用した加工食品の開発・製造・
販売

　平成２４年に建築業から農業参入し、ブロッコリーを栽培。その後、自社ブランド
（商標登録）のサツマイモ「弘法の恵（安納芋）」、「夢の芋（紅はるか）」を生産。
　サツマイモの生産が安定してきたことから、今回、洋菓子店と共同で加工品
（ペースト・焼き菓子等）の開発に着手し、所得の向上と雇用の安定を図る。

さんわ農夢株式
会社

香川県 三豊市

75
自社で生産する豚肉を使用した
加工食品の開発・製造・販売と
精肉直販事業への取組

　同社は、米を配合した飼料で育てる養豚（米豚）事業と食肉加工等の受託事業を
展開している。
　今回、これまでの受託加工に加え、自社の米豚を活用した、惣菜等のオリジナル
商品の開発に取組むとともに、精肉についても、新たに直営店舗を設け、自ら販売
し売上げ向上を図る。

株式会社フジムラ
フーズ 

香川県 観音寺市
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76
伊吹島沖で漁獲したいわしを活
用した加工品の開発・製造・販
売

　主に、出し汁原料の「いりこ」について、イベント等の場で消費者から、つまみ等
でも提供して欲しいとの要望が多かったことを踏まえ、いりこの「おつまみ」、「ふり
かけ」や「いわしのオイル漬け」の商品開発に取組み、魚価変動に影響されにくい
事業形態での経営安定を目指す。

大平　保利 香川県 三豊市

77
自ら生産するニンニクを活用し
た加工食品の開発・製造・販売

　新規就農から４年。ニンニクを中心に栽培面積を拡大してきたが、生産量増加に
ともなう販路拡大と規格外品処理が課題であった。
　取引バイヤーから、輸入ニンニク減少に伴う国産ニンニクの需要が増加傾向と
のアドバイスを受け、微生物資材や有機肥料、減農薬栽培で生産したニンニクの
加工品（チップ、パウダー、黒ニンニク等）による経営安定を目指す。

髙橋　光男 香川県 丸亀市

78
自社栽培農産物を使用したカ
フェメニューおよび加工品開発
事業

　同社は、植木や花苗を栽培し、自社施設「メリーガーデン」で直売しているが、夏
場は来客数が落ち込む。
　このため、マンゴーやブルーベリー、パッションフルーツを新たに栽培し、マン
ゴーかき氷や焼きマンゴー等を開発し、夏季に、同施設内のカフェで提供すること
で、夏場の来客数の増加と売上げ拡大を図る。

株式会社岡宗農
園

高知県 安芸市

79
土佐山産の有機JAS認証ショウ
ガ、ユズを使ったスイーツの加
工・販売事業

　同公社の農業生産部門では、有機ＪＡＳ認証ショウガを活用し、ジンジャーエール
等の加工・販売に取組んできた。
　今回、新たに、同ショウガ及びユズ（慣行栽培）を原材料に、ショコラボール等の
スイーツを開発し、直営店舗を開設するとともに、「オーベルジュ土佐山」（公設民
営ホテル）をアンテナショップとして販売展開を図る。

一般財団法人夢
産地とさやま開発
公社

高知県 高知市

80
自社栽培の菌床栽培しいたけを
活用した加工品の開発・販売事
業

　自ら生産する菌床しいたけを用いて、しいたけの甘酢漬けを開発する。新商品の
販売は、スーパーなど既存商品の販路を活用するほか、道の駅など地場産品販
売ルートへ販路拡大を図る。これらの取組みにより、経営の多角化、所得向上と雇
用の拡大を目指す。
　この事業は、菌床しいたけの販売先であるスーパーで甘酢漬けの試食会を行
い、加工品へのニーズが高いことを把握し、惣菜（加工品）として販売することで、
菌床しいたけを購入しない消費者の需要を開拓する計画。

株式会社大川し
いたけ

福岡県 大川市
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81
佐賀県産アスパラガスの未利用
品を活用した商品の加工・販売
事業

　アスパラガス生産農家組合員が、これまで廃棄していたアスパラガスの未利用
品を使い、付加価値を付けた菓子、スープ及び調味料を商品開発し、各商品のコ
ンセプトにより性別・年齢層に応じた販路構築することで農家組合員の所得向上に
繋げる。
　また、需要・販路開拓については、JAグループの全組織（Aコープ、直売所、JAタ
ウン等）により試験販売を実施するとともに各種商談会及びフードEXPO等へ出展
し販路開拓を行う。

佐賀県農業協同
組合

佐賀県 佐賀市

82
福祉農園で収穫したアスパラガ
スを使用した加工食品の開発製
造・販売事業

　福祉農園で新たに生産するアスパラガスの規格外を用いてピューレの開発・製
造し既存の店舗とグループ企業が構築する通信サイトと自店舗で販売を行ってい
く。
　この事業は、耕作放棄地を復旧し、農業経営に付加価値を取り込み経営の改善
を図る計画。

特定非営利活動
法人
障害者就労支援
センター

長崎県 長崎市

83
長崎産フグと鯛を活用した新鮮
な加工品の開発と販売事業

　自ら養殖している既存のフグと、新たに養殖する鯛を用いて、「フグ茶漬け」「フグ
漬け丼」「フグと鯛の漬け丼」「フグ焼売」の商品開発を行う。製造については関連
業者に製造委託するとともに、販売についても全て関連業者に行う。
　本事業によりフグと鯛の加工品の開発と販売ルートの確立を行い、経営の付加
価値を高め、経営改善を図る。

牧島　博文 長崎県 長崎市

84
新品種の味美（みよし）を利用し
た加工・販売事業

　自ら生産している香酸柑橘類の味美（みよし）を使用し、味美しぼり（青、じゅく）、
味美ポン酢、味美塩レモンの新たな加工食品の開発・製造を進め、卸販売及びイ
ンターネットによる直売を行う。
　味美（みよし）は新品種であり、他の香酸柑橘類に比べ果皮が薄く滑らかで風味
に優れた特性を有することに着目し、生産を開始した。
　また、メディア取材や市場関係者への贈答や試食により、消費者や市場での青
果の品質が認められたことから、本事業により農業経営の生産性と付加価値を高
めて農業経営の改善を図る。

川久保　三好 長崎県 佐世保市

85
古代米を使用した加工食品の製
造、販売事業

　自ら生産しているうるち米、もち米に加え古代米を新たに栽培しそれらを用いた
新商品（古代米の焼きおにぎり・古代米のピザ・古代米のライスバーグ）の開発を
行う。自費で建設した古民家体験工房＆Ｃａｆｅ（とらいかん）において新商品を製造
し、観光客とグリーンツーリズム客を対象に飲食、直接販売を行う。
　本事業により、新たな加工食品の開発を進め付加価値を高め農業経営の改善を
図る。

柴山　正俊 長崎県 佐世保市
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86
「真ダコ」を利用した商品加工及
び販売事業

　自ら漁獲した真ダコを使用し、真ダコのボイル洋風味（グリーンオイル）、真ダコ
のボイル和風味（醤油）、真ダコのボイルタコの商品開発・製造をするとともに、既
存の販売先に加え新たな販売ルートを開拓することによって経営の多角化を図
る。
　既に加工所「めぐみ屋」を開設し、自ら漁獲した魚類に付加価値を付けた商品開
発に取組み始めたところであり、本事業に取組むことにより更なる経営安定化を図
る。また、平戸市と連携し販路拡大を一層強化する。

田中　良路 長崎県 平戸市

87
松浦市の特産品である養殖トラ
フグを活用した加工品の開発と
販売事業

　自社の養殖トラフグを用いて、身欠き加工品、トラフグセット、刺身、なべセット、
唐揚げの新商品を開発し、製造については委託加工先の漁協水産加工場にて行
う。
　販売は、卸販売及び自社による飲食店への訪問販売営業による直売を行う。
　本事業により加工と販売ルートの開拓を行い、経営の付加価値を高め、経営改
善を図る。

内野水産株式会
社

長崎県 松浦市

88
イチゴを利用した商品の委託加
工・販売事業

　自ら生産するイチゴの優良品の付加価値を高めるため、Ｂ品（下位階級）を用い
てイチゴのドライフルーツの新商品を開発する。
　加工は委託加工であるが息子と他の生産者と販売先のホテルで設立する加工
場で行うことにより、新たな販売ルートを構築し農業経営に付加価値を付け経営の
改善を図る。

栗原　二雄 長崎県 南島原市

89
離島における養殖魚「ブリ・ヒラ
マサ・クロマグロ」を利用した加
工・販売事業

　自社で養殖するブリ、ヒラマサ、クロマグロを用いて、ブリ、ヒラマサ「フィーレ」加
工品及びクロマグロサク商品を開発・生産することで、輸出を含む新たな販売ルー
トを構築するとともに、品質面では「秋ぶり」ブランドによる差別化を行い、相場の
影響を受けにくい経営を目指す。
　本事業により、本土にHACCP認定工場を建設することで不利要素であった離島
からの流通の改善と、高い衛生基準での加工、養殖魚の安全性を担保する。ま
た、輸出部門を中心とする販売会社とのネットワークを構築し輸出による売上の増
加を図る。

有限会社橋口水
産

長崎県 新上五島町

90
黒毛和牛を利用した焼肉店及び
精肉販売事業

　構成員が生産した牛肉や米を使って、焼肉店において新商品の焼肉やライスを
提供するとともに、牛肉を精肉加工して直売することで6次産業化による付加価値
を付けて経営の多角化による所得の向上と雇用の拡大を図る。
　この事業は、市場相場や枝肉相場の価格低迷により不安定な経営状況であるこ
とから、市場環境に左右されない経営を行うため、付加価値を付けて経営の多角
化を目指す計画。

株式会社グロー
バルワークス・サ
イトウ

熊本県 大津町
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91
八代地域で生産されたトマトを
利用した新たな商品の加工・販
売事業

　自社及び連携事業者の生産した完熟トマトを用いてデミグラスソース・トマトケ
チャップ・トマト鍋の素を商品開発・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、経営の多角化及び高度化を図り、農業経営の改善を目指す。
　この取組は地域で課題となっている廃棄している流通規格外品の有効利用を図
ることと、併せて地元高校の商業関連ホームページに商品を出展し地元の農産物
や農産物加工品をＰＲすることで、地域活性化に繋がる計画である。

株式会社和み
フーズ

熊本県 八代市

92
自家製ブランド豚「錦雲豚」を
使ったレストランおよび肉加工品
の製造・販売事業

　自社で生産するブランド豚「錦雲豚」を利用した料理を提供する直営レストランを
開店する。また「錦雲豚」を原料とした「中華ちまき」「中華まん」「カツサンド」「餃
子」「焼売」「ポークジャーキー」「豚角煮」を製造し、レストラン内の直売所で販売を
行う。
　この事業は、レストランと直売所を「錦雲豚」のアンテナショップとして消費者への
認知度アップを図り、高級ブランド「錦雲豚」の販路拡大とブランド力強化を図る計
画。

有限会社福田農
園

大分県 中津市

93
自社で生産する大根・高菜を使
用した漬物の加工製造と販売事
業

　自社で生産する大根と高菜を使用し、漬物原料用の塩漬け加工品の製造を行
い、漬物メーカーや惣菜メーカーへ販売する。
　この事業は、漬物素材の野菜栽培とその加工処理を自ら行うことにより付加価
値を付けるとともに、冷凍施設による年間通期での安定出荷により、長期的・計画
的な収益確保による経営改善を図る計画。

有限会社九州農
園

大分県 竹田市

94
自ら生産する米・麦・高菜を原料
とした加工食品の製造・販売事
業

　自ら生産する米・麦・高菜を使用し、米粉・大麦粉を原料とした「米粉麺」「大麦
麺」「米粉食パン」「パン粉（米粉原料）」「米粉甘酒」「ロールケーキ」を、また、高菜
を原料とした「高菜漬け」をそれぞれ委託製造し、インターネット販売や契約店にお
いて販売する。
　この事業は、自ら生産する米・麦・高菜を利用した高付加価値商品を開発・製造・
販売することにより、農業経営の収益構造改善と経営の安定化を図る計画。

末松　昭次 大分県 宇佐市

95
自社で生産するトマトを利用した
加工品の製造販売事業

　自社において、有機資材を使って生産するトマトの規格外品および生産過剰分を
利用した「トマトジャム」「トマトケチャップ」を製造し、自社の直売所のほか量販店
において販売する。
　この事業は、規格外品や生産過剰分を有効利用した加工品を製造・販売するこ
とにより、収益の向上と農業経営の安定化を図る計画。

有限会社大分の
空６３４

大分県 国東市
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96
牛ふん堆肥を主原料とした「袋
詰め混合堆肥」の製造及び広域
販売事業

　石山肉牛組合の生産する完熟牛ふん堆肥を主原料として、豚ふん堆肥、鶏ふん
堆肥を調達し、「袋詰め混合堆肥」を開発・製造・卸売を行う。卸売先はホームセン
ターを中心に堆肥販売を行っているが、新たな販売網（関東・関西地域、沖縄離
島）を開拓する。このことにより、販売の拡大、所得向上による農家経営の安定化・
雇用の拡大を図る。
　この事業は、畜産農家が副産物である牛ふんを堆肥として商品化し販売すること
によって、地域における資源循環型産地形成を図る取組である。

農事組合法人石
山肉牛組合

宮崎県 都城市

97
鉢物及び苗物のフラワーデザイ
ン商品の直接販売

　既存のハウスに隣接した直売所を設置する。直売所の一部において、自ら生産
した花きを使ってフラワーハンギングバスケット、フラワーリースなどのフラワーデ
ザインの実演を行う。ガーデニング愛好者を確保し、商品の販売促進を行うととも
に、集客率の高い近隣の直売所に委託販売を行い、所得の向上と雇用の拡大を
図る。
　この事業は、新たな販売の方式を導入し、観光地という立地を活用して集客を図
るという地域を活性化する取組である。

澁田　信英 宮崎県 小林市

98
自社山林を使った樹種別の高品
質の白炭、黒炭の製造及び販
売事業

　自社所有の山林から切り出した未活用広葉樹を使って、高品質の白炭、黒炭を
開発製造する。
　また、長期保存可能な商品を製造し他商品との差別化を図り、全国販売を展開
している会社へ卸売販売を行う。さらにグループ会社である観光会社と連携し、炭
焼き体験ツアーを企画して参加者への直接販売や自社ホームページを活用したイ
ンターネット販売を行い、林業経営の多角化と安定化を図る。
　この事業は、林業経営の改善を図るとともに、広葉樹を活用し将来に向けその素
材生産の為の植林・育林を行うことによって、国産の木炭供給不足を解消するた
めの取組である。

有限会社九州治
産

宮崎県 西都市

99
地域特産品の大根を利用した新
商品の開発と販路拡大

　自ら生産した大根を素材とした「千切り大根袋詰めパック」を加工施設（新設）に
て製造する。また、「千切り大根スープ」を商品開発・委託製造し、これらの商品に
ついては県内で農産物流通を手掛けている卸への販売や、ホームページを活用し
たインターネット販売を行い、農業所得の向上と地域からの雇用の拡大を図る。
　この事業は、地域の特産品である「千切り大根」を活用して、自分自身が地域の
リーダーとなり地域農業経営の多角化を図り、高齢化の進む地域を活性させるた
めの取組である。

三輪　達昌 宮崎県 国富町

100
自社生産したサンルージュと、
有機栽培による茶葉を使用した
商品の加工販売事業

　自社生産したサンルージュ茶及び有機栽培による蒸しぐり茶、紅茶の商品開発、
製造を行い農産物に高付加価値を付け販売する。
　販売先は既存の国内外の卸売業者、直売所、自社のホームページを中心に行う
が、新たな国内外の販路拡大を目指して農業経営における所得の向上・地域雇用
の拡大を図る。
　この事業は新しい茶品種の導入や新しい製法でお茶を製品化することによって、
緑茶離れが進み消費も低下傾向にあるお茶の市場を活性化するための取組であ
る。

株式会社太地園 宮崎県 川南町
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101
イチゴを利用した加工品の製造
と観光農園開設による販売事業

　自ら生産したイチゴを利用し、イチゴソフトクリーム、イチゴピューレを製造する。
イチゴソフトクリームは移動販売車を活用して観光農園や各種イベントでの直接販
売を行う。イチゴピューレは取引先であるケーキ店からの要望があり、業務用のほ
かインターネットでの販売を行う。また、観光農園に対する要望が増えてきているこ
とから、ハウスの一部をイチゴ狩り観光農園として開放し直接販売する。
　この事業は、これらの取り組みを行うことにより、経営の多角化と所得の向上、雇
用の拡大を図る計画である。

川原　博之 宮崎県 延岡市

102
世界自然遺産の屋久島近海で
獲れたトビウオを利用した加工
商品の販売事業

　自ら漁獲したトビウオを利用し、トビウオのつきあげ、燻製、漬丼、オイル漬けを
商品開発・製造するとともに、島内での自店飲食及び直売、委託販売、ネット販売
を行う。
　本事業により、トビウオの塩干・すりみの冷凍加工販売を行っている島内の他業
者との差別化を図り、経営の多角化、漁業経営の向上を図る。

箕作　秀吉 鹿児島県 屋久島町

103
グァバ茶の新商品開発と販路拡
大

　組合員が生産したグァバの葉を乾燥加工し、１次加工原料やお茶、ペットボトル
飲料等の生産販売を行ってきたが、近年導入した焙煎機を活用し、健康志向の女
性等をターゲットに、より利益率の高い加工茶等の新商品を開発するとともに、新
たな販路を開拓し、売上及び所得の向上を図る。併せて、耕作放棄地を活用して
生産拡大を図るとともに新規就農者の受け入れや後継者育成にも取り組む。

農事組合法人
グァバ生産組合

沖縄県 うるま市
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