
六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者

1
蔵王山ろくの夏秋いちごを用
いた加工品で、新しい蔵王の
名産品を作る事業

　自社生産のいちごのうち規格外品を活用した新商品（ジャム、ティー）
を開発し、地元のスキー場、ホテル等での販売を行い、開発商品の高付加
価値化と農業経営の改善を図る。

有限会社杜のい
ちご

宮城県 七ヶ宿町

2
自ら生産した米・野菜を使用
した新商品の開発・販売事業

　自ら生産した野菜・米を用い、各種野菜のコロッケの製造・販売と新し
いパッケージの精米の販売に取り組むことにより、農産物に新たな価値を
付加し、農業経営の安定化と雇用の創出を図る。

佐藤　仁美 宮城県 石巻市

3
十三浜の海の幸である鮭やワ
カメを活用した加工品の開
発・販売事業

　構成員が養殖したワカメと漁獲した秋鮭を用い、新商品（塩蔵わかめ、
めかぶ、鮭節、はらこ）を開発・製造し、飲食店、スーパー等に販売する
ことにより、地域の特産品として育て、安定した収入の確保と経営の改善
を図る。

株式会社鹿島 宮城県 石巻市

4
牡蠣、イカナゴを利用した加
工品開発及び魚介類の直接販
売事業

　自ら養殖した牡蠣と漁獲したイカナゴを活用した加工品（牡蠣の「オイ
ル漬け」「旨炊」「オイスターソース」、しらす等）の製造・販売に取り
組むことにより、新たな事業を創出し、付加価値を取り込むことで漁業経
営の改善を図る。

豊嶋　祐二 宮城県 石巻市

5
ヤーコンを活用した商品の加
工・販売事業

　当社構成員が生産したヤーコンを原料に、ヤーコンのフラクトオリゴ糖
やポリフェノール等を多く含む特徴を活かして加工品（惣菜、菓子）の製
造・販売を行い、開発商品の高付加価値化と農業経営の改善を図る。

米・米ファーム
合同会社

宮城県 登米市

6
自ら生産したそばを活用した
特色ある乾麺の開発・加工・
販売事業

　自ら生産したそばを原料に、ユネスコ無形文化遺産「大日堂舞楽」に因
んだ新商品（乾麺）を開発し、土産品として直売所、ホテル等で販売する
ことにより、開発商品の高付加価値化と農業経営の改善を図る。

農事組合法人大
里ファーム

秋田県 鹿角市

都道府県 市町村
事業者

№ 事業名 事業の概要

1/8



六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者
都道府県 市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要

7
地域の特産農産物を活用した
加工品の新商品開発及び販売
事業

　組合員が生産したえだまめ、アスパラガス、山の芋の規格外品を原料
に、食品事業者から要望があるペースト加工品（枝豆ペースト、アスパラ
ガスペースト、山の芋ペースト）を製造・販売することにより、雇用の創
出と生産者の農業所得の向上を図る。

あきた北農業協
同組合

秋田県 大館市

8
ごぼう加工品の商品開発・販
売事業

　当社構成員が生産したごぼうを原料に、新商品（ごぼうの漬物、カット
ごぼう）を製造し、秋田県内のスーパー、ホテル等への販売を行い、規格
外品の活用と開発商品の高付加価値化により農業経営の安定化を図る。

株式会社秋田白
神食品

秋田県 三種町

9
自社栽培の大根・人参を使っ
た漬物の通年販売事業

　秋田名産漬物「いぶりがっこ」は夏から冬にかけて需要に供給が追いつ
かない状況にあることから、自社生産したにんじん、だいこんを原料に新
商品（みさとの燻り漬け「ミックス」「きざみ」「松前漬け」）を製造
し、冷蔵保存による通年販売に取り組み、経営の安定化と雇用の拡大を図
る。

株式会社秋田食
産

秋田県 美郷町

10
自社栽培している米、大根、
マコモダケを活用した加工品
の製造と販売事業

　自社生産した米、だいこん、マコモダケを原料に、健康面に着目した新
商品（発芽玄米入りの粥、だいこんの漬物、マコモダケの水煮）を製造・
販売することにより、安定的な収益の確保と雇用の拡大を図る。

株式会社だいご
の丘

秋田県 横手市

11
ねぎ・しいたけを利用した新
商品開発及び加工・販売事業

　自社生産した菌床しいたけとねぎの規格外品等を活用して新商品（しい
たけの味噌煮・キムチ・甘辛煮、スライスねぎ）を製造し、しいたけ加工
品は直売所、スーパー等への販売、スライスねぎは飲食店等への販売を行
い、経営の多角化と安定的な収益の確保を図る。

有限会社モコ 秋田県 羽後町

12
国産ぶどうを使用したラム
レーズンアイスの商品開発・
販売事業

　自ら生産したぶどうを原料に、試食で提供し好評だった自家製レーズン
をベースとした新商品（ラムレーズンアイス）を製造し、果樹園に併設の
カフェや近隣の道の駅、産直施設等で販売を行い、収入拡大と農業経営の
改善を図る。

漆山果樹園
漆山　和志

山形県 南陽市
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六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者
都道府県 市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要

13
ステビア農法による自家製野
菜を活用した直売所・農家レ
ストラン展開事業

　独自に研究した農法で生産した自家製野菜を原料に新商品（炊き込みご
飯、単品おかず、サラダ、漬物、トマトピューレ等）を製造し、市街地の
立地条件を活かした農家レストラン兼直売所での販売及び高齢者向けの炊
き込みご飯、サラダの宅配を行い、収益向上、経営基盤の強化及び雇用の
拡大を図る。

鍋倉　康治 山形県 山形市

14

自家生産の巨峰とマスカット
ベリーＡを用いた「こだわり
ぶどうジュース」の開発・販
売事業

　自ら生産したぶどう（巨峰、マスカットベリーA）を活用し、果汁100％
のこだわりぶどうジュースを製造・販売することにより、所得の向上と付
加価値の高い農業経営を目指す。
　販売は、自家観光ぶどう園の来訪者を主なターゲットとし、併設された
直売所での小売販売のほか、百貨店等へのギフト商品の卸販売を実施す
る。また、外食店等への業務用販売も通年で実施し、季節や天候による収
入の変動を押え、安定した売上げ確保を実現する。

小林一夫ぶどう
園
小林　義彦

栃木県 栃木市

15
自家産もち米を用いた「杵つ
き餅」の製造及び販売事業

　水稲もち米を活用し、米の販売先から要望のあった杵つき餅を製造・販
売することにより、土地利用型経営の付加価値化に取り組み、経営の多角
化の確立を目指す。
　杵つき餅は、「白杵つき餅、玄米杵つき餅、豆杵つき餅」の３種類を製
造し、消費者の食べやすさ購入しやすさを考慮した個包装や販売ラベルを
工夫し、直売所・小売店等への販売により、経営の安定を図る。

株式会社和氣
ふぁーむ

栃木県 塩谷町

16
朝どり完熟イチゴの余剰分を
使用したドライ・冷凍イチゴ
商品の製造、販売

　自ら生産し直販する朝どり完熟いちごの余剰分を活用し、幅広い年齢層
に受け入れられる新商品「ドライイチゴ、カップ入り冷凍イチゴ、イチゴ
かき氷」の開発を行うとともに、直売所を兼ねた加工所を新たに整備する
ことにより、所得の向上と雇用の拡大を図る。

いちご園三軒屋
佐藤　明徳

静岡県 静岡市

17
白いとうもろこし「ロイヤル
メイズ」を利用した加工・販
売事業

　種苗会社と共同で開発した高糖度の白いとうもろこし「ロイヤルメイ
ズ」を活用し、プリンの開発・販売を行う。
　プリンの原料は業務用として低価格で出荷していたものを充て、開発に
あたっては、素材の良さを生かすことをコンセプトに、料理人や菓子店等
の協力を得ながら市場ニーズに対応した商品開発を行い、経営の安定・向
上を目指す。

農業生産法人
ビンクロファー
ム株式会社

静岡県 浜松市
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六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者
都道府県 市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要

18
「金沢ちはらブルーベリー」
６次化プロジェクト

　自社生産のブルーベリーを自社の摘み取り農園で直売する。また、ブ
ルーベリージャム（自社ブルーベリーから採取したハチミツ使用）及び鹿
角霊芝（ブルーベリー剪定枝を培地として栽培）の粉末（サプリメント等
原料）を製造し、ブルーベリー青果とともにグループ会社へ卸売販売す
る。これにより、金沢ちはらブルーベリーのブランド化・高付加価値化を
図るとともに、発達障がい者の安定的な就労の機会と事業の拡大を目指
す。

株式会社金沢ち
はらファーム

石川県 金沢市

19
岐阜県産の猪肉・鹿肉を使っ
た新商品の開発・製造・販売
事業

　猪や鹿の捕獲とその活用を地域と連携しながら進めることで、安定的な
捕獲・処理体制を構築するとともに、精肉に不向きな部位等も活用した商
品開発・製造・販売を行うことで、猪や鹿の捕獲・活用を採算がとれる事
業として確立する。
　併せて、獣害に悩む地域の課題解決に資することを目標とする。

有限会社羽賀總
業

岐阜県 大野町

20
トウモロコシ及びその他露地
野菜を使用した加工品の製
造・販売事業

　自家生産した野菜を使用した「トウモロコシ100%ジュース」、ベジタブ
ルジェラート「ベジェラ」の製造・販売事業を手掛けることにより栽培野
菜の付加価値を向上させ増収に繋げる。
　同時に農閑期への労働力の分散を進め、農業経営全体の改善と安定化を
図る。

竹山　明彦 岐阜県 各務原市

21
愛知県奨励品種「十五夜糯」
を100％使用したもち巾着の
加工・販売事業

　愛知県奨励品種「十五夜糯」（もち米）を使用したもち巾着を製造す
る。原料の栽培から商品への加工、販売までを一貫して行うことで、ト
レーサビリティの明確な商品とし、付加価値を高める。そして、国内産も
ち入りのもち巾着として全国で販売し、自社ブランドの浸透を図り、農業
経営の拡大を図る。また、逢妻は新たな農作物として愛知県奨励品種「十
五夜糯」の（株）大地との契約栽培により農業経営及び農業所得の安定化
を図る。

農業生産法人
株式会社大地

農事組合法人逢
妻

愛知県 名古屋市

22
「黒豆で元気一発増進プロ
ジェクト」の実現を目指す加
工生産事業

　自社で生産する米、麦、大豆の作付面積を拡大するとともに、「黒豆で
元気一発増進プロジェクト」を実施する。
　プロジェクトは、黒豆茶、黒豆ウーロン茶、黒豆プリン、味噌、煮豆、
コロッケや弁当等の加工をすることにより、農産物の付加価値を高め、組
合員及び地域全体の所得向上を目指す。
　また、女性組合員のライフスタイルに合わせた労働の場を提供すること
により、地域の活性化を図り、地域農業の変革と発展を図る。

農事組合法人つ
づらファーム

滋賀県 彦根市
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六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者
都道府県 市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要

23
自社生産したオリジナル食用
バラの販売・加工事業

　当社は、これまでの観賞用バラに特化した生産体制を見直し、安全性に
配慮した加工原料として使用可能な食用バラの生産を開始する。
　当社オリジナル品種のバラの中から、食用や加工に向く品種を選び、新
たな販売方式として、食用と風呂（入浴）用として販売する。さらに、こ
の食用バラを原料とするバラジャムと飲用ローズウォーターの開発を行
う。
　これらの取組により、当社の経営の多角化及び安定の向上を図り、さら
なる売上・所得の向上と規模拡大による雇用の拡大を目指す。

株式会社Rose
Universe

滋賀県 守山市

24
自家生産茶葉を使用した緑茶
ピューレの開発・販路拡大事
業

　自家生産する茶の持つ機能性成分を体に取り込む有望な手段として、米
や大豆などで既に実用化されているピューレ化技術を応用し、緑茶ピュー
レの製品化を目指す。
　また、製品に含まれる機能性成分の含有量等に関する情報を整理し、情
報発信することで、新たな販路拡大に繋げていく。
　なお、この緑茶ピューレの開発・販売により、今までにない安定した販
売ルートを確保し、茶業経営の多角化による経営改善・安定化を図る。

前野 利在 滋賀県 甲賀市

25
自社生産の近江牛を活用した
料理メニュー開発と直営レス
トランによる直接販売

　自社生産する和牛は、「近江牛の伝統」を意識した良食味の牛づくりを
追求している。今後、更なる経営改善を図るには、顧客からの感想をダイ
レクトに聞くことが不可欠と感じており、農家レストランという新たな業
態に参入することで、経営改善や、新たな販売拠点の整備による新規顧客
の獲得で、収益の向上と雇用の増大を図る。
　また、地元農家と連携して、地元で生産された野菜や「近江米」を活用
した料理メニュー開発により付加価値を創出し、これら産地情報等をお客
様に伝達できるレストランを目指す。

大吉畜産株式会
社

大吉商店株式会
社

滋賀県 高島市

26
自家栽培の原木椎茸を利用し
た菓子(おしゃぶり椎茸)、う
どんの製造販売

　近年、椎茸は需要の低迷に加え、安い外国産（特に中国産）が市場に出
回り、椎茸生産者にとっては利益が上がらず厳しい状況である。
　自家栽培の原木椎茸を利用した従来の加工品に加え、新商品である、お
しゃぶり椎茸、椎茸うどんの開発・製造に着手するとともに、従来の販売
ルートを通じて販売を行う。
　また、椎茸栽培の後継者を育成して持続可能な事業の展開をはかり、農
林業経営の改善・安定を目指す。

能勢茸屋本舗
馬場　規子

大阪府 能勢町

27
陸上養殖したトラフグの商品
化および販路の開拓

　自社養殖しているトラフグの大量生産体制を構築する（年間12,600匹の
生産を目指す）とともに、成長途上の若フグを夏季の販売が見込める商品
として商品化し販売することにより、生産効率の向上および資金回転率の
向上を図る。
　具体的には、てっちりセット、から揚げセット、ぞうすいセット等を商
品化し、地元漁協の魚市場への出荷のほか、インターネット販売、道の駅
での店頭販売、移動販売にも取り組む。一般消費者向けに販売窓口を広げ
ることで生産量に見合う販売量を確保し、所得向上を図る。

合同会社桐丸水
業

大阪府 岬町
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六次産業化・地産地消法
「認定総合化事業計画」一覧

平成27年5月29日

申請者 共同申請者 促進事業者
都道府県 市町村

事業者
№ 事業名 事業の概要

28
金水のめぐみによる未利用野
菜を用いた商品の開発・製
造・販売

　構成員農家が生産した農産物（キャベツ、玉ねぎ）を加工委託により業
務用の「カットキャベツ」「皮むき玉ねぎ」に加工して、飲食事業者等に
販売する。
　また、餅及び漬物（キャベツ・白菜・ナス・きゅうり）を加工委託して
販売し、サツマイモは、直売所等にて焼き芋にして販売する。
　加工品は、生鮮の販売状況に応じて早期に加工原料にまわすことで、鮮
度の高い加工品を製造・販売することで、収益の向上を図る。

金水のめぐみ
橋本　賢一

兵庫県 三木市

29
加工用トマトを活用した「湯
むきトマト」と「トマト
ピューレ」の製造販売

　岡野農園では、平成２４年からトマト、ブルーベリー、ぶどう、ネギ、
ニンニク等を化成肥料不使用・農薬不使用で生産し、道の駅や消費者への
直接販売を行っている。
　本事業は、濃厚な味、型崩れしにくい特性をもつ「加工用トマト」を活
用した食品（湯むきトマト、トマトピューレ）を開発し、道の駅での委託
販売、ネット販売のほか、高級居酒屋等飲食店をターゲットにした販売を
促進し、年間を通した販売による収入の安定化を図る。

岡野 龍 岡山県 赤磐市

30
はれとまとを使ったトマトケ
チャップの製造販売

　同社は、おかやまコープの子会社として設立し、平成２６年から大玉ト
マト（桃太郎）を通年栽培・出荷し、おかやまコープへ販売している。
　本事業では、現在廃棄している規格外品のトマト（生産量の約２割）を
利用し、リーズナブルな価格で、つぶつぶ感を残した「トマトケチャッ
プ」を開発し、おかやまコープ組合員・コープ直営店を主体に、飲食店等
コープ以外への販路拡大を目指す。これにより、廃棄ロスの削減による所
得の向上と雇用の拡大を図る。

株式会社コープ
ファームおかや
ま

岡山県 瀬戸内市

31
自社で漁獲及び養殖した瀬戸
内の魚を使用した加工品開発
と販売事業

　同社は、小イワシのイリコ加工を主に、養殖（ハマチ、タイ等）や釣堀
事業等を展開しているが、収益は、イリコ加工に適する６～12月の半年間
に集中している。
　本事業は、自社で漁獲又は養殖するハマチ及びタイを使用し、広島県産
の味噌、レモンを原料とした加工品(味噌漬け)の開発を行うとともに、真
空急速冷凍保存による通年販売体制を確立し、売上高の増加と、年間を通
した雇用の確保を目指す。

有限会社大井水
産

広島県 大竹市

32
神石高原にて栽培した有機Ｊ
ＡＳ認証米・大豆を利用した
お餅，味噌の加工販売事業

　同社は、水稲、大豆の有機農産物を栽培し、先代からの顧客を主体に販
売をしているが、山間部のため、寒さの厳しい冬期の販売が伸び悩んでお
り、農産物の販売に加え、加工品の製造を経営に取り入れ、年間を通じた
雇用体制の確立、経営の安定化を図っていくことが課題。
　本事業では、有機JAS認証農産物を利用した付加価値の高い商品開発（味
噌、餅）を行い、今後開園予定の観光コミュニティパーク「ティアガルテ
ン」を新たな販売先とし、所得の向上を目指す。

株式会社ローソ
ンファーム広島
神石高原町

株式会社神石高
原ティアガルデ
ン

広島県 神石高原町
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33
飼料用米と広島産レモン粉末
を給餌したひろしまレモン卵
等の新たな販売方式の展開

　同本部は、全国的に非食用米拡大に向けた作付誘導が進んでいる中、広
島県では飼料用米の生産を推進しており、平成23年から、飼料用米をエサ
に添加して給餌した鶏卵「稲の香り」を販売している。
　本事業では、全国一の生産量を誇る「レモン」を飼料に添加して差別化
した鶏卵「ひろしまレモン卵(仮称)」を開発（生産）し、系統販売に加
え、ネット販売、催事販売等様々なチャネルを活用した販売を展開し、養
鶏農家及び稲作農家の経営の安定を目指す。

全国農業協同組
合連合会広島県
本部

広島県 広島市

34
自家農園で生産したりんごを
活用した新商品開発とブラン
ド化による地域活性化

　藤井農園では、栽培面積2.5haでりんごを栽培し、約46ｔを生産してい
る。生産量の半数近くを占める加工用は、ケーキ、パイ、クッキー等とし
て自家製造・販売しているが、賞味期限が短いため、販路が限定されてお
り、近年のりんご生産量の増加に対応した、新たな加工品の開発に迫られ
ている。
　本事業では、賞味期限の長い新商品（リンゴ酢ドレッシング、冷凍アッ
プルパイ、ペット用チップス等）を開発し、卸売販売・直接販売等新たな
販路の拡大、売上げの向上を目指す。

藤井　雅浩 山口県 山口市

35
農家レストランでの珍しい野
菜の認知度向上と高付加価値
販売

　同社では、四国最大の水耕栽培施設を保有しているが、今後、他社との
競争激化が予想される中、販売ルートの拡大が課題である。
　本事業では、流通量の少ない「珍しい野菜(レタス類、水菜類等)」の、
量販店等への販売拡大を推進していくとともに、加えて、珍しい野菜の料
理方法等を広く紹介し需要の一層の拡大を図る目的で、自社で「フレンチ
系農家レストラン」を整備し、生産拡大・売上げの向上を目指す。

株式会社カネイ
ファーム

徳島県 藍住町

36
三原村産のユズを使用した
カート缶入りユズジュースの
製造及び販売事業

　三原村では、雇用の拡大、耕作放棄地の解消を推進するため、高知県の
特産品であるユズの産地化・生産拡大を進めている。
　本事業は、ユズの生産量の拡大に伴い、青果として出荷できない加工用
ユズの販売拡大を図っていく目的で、風味豊かで栄養分などを損なわな
い、「カート缶」入りの新たなユズジュースの製造・販売を計画してい
る。
　カート缶は、ペットボトルに比べて低コスト生産・賞味期限の長期化が
可能であり、収益率の向上による経営の安定と地域の雇用の拡大を目指
す。

公益財団法人三
原村農業公社

高知県 三原村

37
五島つばき茶に香りをつけた
フレーバータイプの新商品開
発と販売事業

　自ら生産した茶を原料とする商品「五島つばき茶」にピーチ、ブルーベ
リーのドライフーズしたものをコーティング加工し、フレーバータイプの
新商品開発生産により売上向上を図る。
　この事業は、「五島つばき茶」が高機能性を有する発酵茶であることか
ら、女性や中性脂肪を気にする中高年世代をターゲットに販売を展開して
行く計画である。
　なお、機能性を表示し販売する為に製法特許を持つ関係機関と協議の
上、機能性表示申請を行う予定である。

農事組合法人ご
とう茶生産組合

長崎県 五島市
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38
自社栽培したブロッコリーを
利用した乾燥・粉末及びソー
スの加工・販売事業

　自社で生産した市場に出荷できない生育が不完全なブロッコリーを原料
として「乾燥ブロッコリー」「粉末ブロッコリー」「ブロッコリーソー
ス」を熊本県産業技術センターの協力で商品開発のうえ委託製造し、道の
駅における直売及び卸売販売を行う。
　この事業は、今まで廃棄していたブロッコリーを原料として付加価値の
高い商品に変換することで経営の多角化、所得の向上を図り、農業経営の
安定化を目指すものである。

宮崎農園有限会
社

熊本県 宇城市

39

養殖トラフグの身欠きと皮・
アラ・ヒレを使った加工品及
び養殖ワカメの茎・メカブを
使った加工品の製造・販売事
業

　自社で養殖するトラフグ及びワカメを使用して、トラフグ身欠き、トラ
フグ皮湯引き、トラフグアラ唐揚げ、ヒレ酒用フグひれ及び茎ワカメの佃
煮、ボイルメカブを製造する。
　なお、ヒレ酒用フグひれ及び茎ワカメの佃煮以外は、より付加価値を高
めるため急速冷凍機を導入して製造する。
　販売は、地元・観光客をターゲットに直売所での販売を行うとともに、
インターネットを活用し販売することで、販路開拓を図り、水産経営の改
善を目指す。
　この事業は、保存や二次加工に優れているトラフグ身欠き及びボイルメ
カブに対する加工業者からの需要があったことをきっかけに取り組む事業
である。

株式会社マルマ
サ浜田鮮魚

熊本県 上天草市

40
沖永良部伝統の「島にんに
く」による加工商品販売事業

　自社農場で生産した島にんにくを使い、島にんにくチップス、島にんに
くの漬物に加工、製造を行う。
　販売については、量販店、空港、JRの駅、飲食店において委託及び卸販
売を行うとともに、自社内の直売所において直売を行う。
　この事業は、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、農業経営に付加価値をとりこむことで、農業経営の改
善を図る。

有限会社鎌田農
産

鹿児島県 鹿児島市

41

自社生産の車えびを利用した
キャス冷凍機による冷凍瞬間
真空パック車えびの加工・販
売および車えび専門店での車
えび料理販売事業

　自社で養殖した車えびを利用し「冷凍瞬間真空パック車えび」を製造・
販売するとともに、スーパーへの卸売りや協力店における委託販売を行
う。
　また、沖縄県内に車えび専門店を開設し、車えび天丼、車えび定食、車
えび海鮮丼を提供するとともに、直売コーナーにおいて観光客や地域住
民、飲食業者をターゲットとした販売を行う。
　この事業を行うことにより、経営の多角化・高度化を図り、養殖業経営
に付加価値を取り組むことで、経営の改善を図る。

株式会社グロー
リージャパン

鹿児島県 奄美市
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