
平成28年6月30日現在

六次産業化・地産地消法に基づく
認定総合化事業計画一覧

申請者 共同申請者 促進事業者

1

自家粗飼料で飼養した日本
短角種牛を用いた健康志向
者向け焼肉メニューの提供
事業

自家産の日本短角種牛を用いた焼肉メニューを開発し、新たに整備した自家経営の焼肉店
で提供する。提供する日本短角種牛は、低脂肪で柔らかい肉質が特徴であり、自家粗飼料
を活用することにより、生産コストの低減と所得の向上を図る。

漆畑畜産
漆畑　善次郎

青森県 十和田市
平成28年４月
認定

2
手賀沼周辺の旬の野菜等を
活用した農家レストラン事業

隣接する「道の駅（直売所）」や手賀沼周辺を訪れる顧客をターゲットに、自社及びネット
ワークを結ぶ農家が生産する地元の野菜を中心とした食材を使用した農家レストラン（テイ
クアウトコーナー併設）を新設し、サラダバイキングを全面に打ち出したメニューを提供する
ことにより、隣接施設との相乗効果による売上げの拡大や、地域生産者の所得向上、雇用
の創出を図る

株式会社沼輪 千葉県 柏市
平成28年４月
認定

3
健康志向の女性の方を対象
に、大根を活用した乾燥ピク
ルスの製造・販売事業

　自社生産する大根を、新たに開発する「乾燥ピクルス」として、健康志向の女性の方を対
象に販売する。　具体的には、油・乳製品など動物性の原料を使わず、砂糖と酢で味付け
し、乾燥した手軽におつまみ、おやつ感覚で食べることが出来る商品として提供することで、
大根の生産拡大を図り、関連事業の売上と農林漁業全般の所得拡大を目指す。

株式会社丹波し
のたろう

兵庫県 丹波市
平成28年４月
認定

4
桃太郎トマトを使ったソフトク
リームの製造・販売

　当社で生産した桃太郎トマトを活用し、話題性のあるトマトの加工品としてトマトソフトク
リームの商品開発及び製造を行い、当社直売所店頭において直接販売を行う。
　また、当ソフトクリームの名物化による直売所への来店客数の増加により、トマト等青果販
売の売上げ向上を図る。

株式会社みつの
里

岡山県 岡山市
平成28年４月
認定

5
自社で養殖したカンパチ、ブ
リの加工・販売事業

　自ら養殖するカンパチ・ブリを使った加工品（フィレ・ブロック・漬け）の開発・製造・販売を行
うことにより、所得の向上と雇用の拡大を図る。
　これらの取り組みは、購入者が自ら魚を捌くことなく利用しやすい加工品を提供することに
より、鮮魚の消費量を増加させ経営の安定化を目指す計画である。

株式会社大和海
商

宮崎県 延岡市
平成28年４月
認定

6
自社農場で生産した卵を用
いた「ウフウフ・エッグパフ」の
開発・販売事業

自社農場で生産する鶏卵を用いて、新商品（香港風ワッフルをベースにした菓子）を開発
し、新設する鶏舎型ショピングハウス内のパーラーで販売することにより、所得の向上と雇
用の創出を図る。

株式会社山田鶏
卵

山形県 米沢市
平成28年5月
認定
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7
国産飼料100%牛（和の奏）を
中心とした精肉の販売事業

自社の国産飼料100%で肥育した黒毛和牛「和の奏」を精肉加工し、新たに整備する精肉店
で直接販売及びインターネット販売を行うことにより、所得の向上と雇用の創出を図る。

株式会社和農産 山形県 天童市
平成28年5月
認定

8
新たに整備する学習型苔農
園での乾燥ミズゴケの加工
販売及び生苔の増産販売

　現在輸入に依存している園芸資材の乾燥ミズゴケを自社で製造・販売するため、新たにミ
ズゴケを生産する圃場を設置し、栽培から乾燥、販売まで一貫して行う。また、造園業者等
から増産の要望が強い園芸用生苔（フロウソウ、スギゴケ、ハイゴケ等）についても、新たに
圃場を整備し生産を拡大する。
　併せて、新設圃場では来場者に苔の育て方や管理方法等を説明し対面による注文販売
を行うとともに、これら圃場を苔の生態を学ぶことができる学習型農園と位置付け、経営の
発展と雇用拡大を図る。

株式会社モス
ファーム

静岡県 富士宮市
平成28年5月
認定

9
カーネーションの乾燥・特殊
加工によるアクセサリー製
造・販売事業

　自ら生産したカーネーションを乾燥させ特殊コーティングを施したアクセサリー（髪飾り、ブ
ローチ）の製造・販売によって所得全体の向上を図る。
　この事業は、花の一般的利用形態である生花としての利用から、特殊加工を加えることに
より長期鑑賞に耐えるアクセサリー商品とすることで、ブライダルやパーティー需要を狙う女
性向け商品として販売展開する計画。

平田　誠二 佐賀県 唐津市
平成28年5月
認定

10

自家牧場の牛乳を利用した
乳製品（飲むヨーグルト、フ
ローズンヨーグルト等）の新
たな製造加工及び直接販売
事業

現在、牛乳の加工生産を行っており、夏場は比較的需要と供給のバランスが取れるが、冬
場は需要が少なく収益が上がらない。このため、長期保存可能な乳製品（飲むヨーグルト、
フローズンヨーグルト等）を新たに商品開発するとともに、新たな販売ルートを構築すること
により経営安定を図る。

農業生産法人有
限会社EM玉城
牧場牛乳

沖縄県 南城市
平成28年5月
認定

11

構成員が生産している枝豆
を利用した新商品「一般消費
者向け冷凍剥き枝豆」の開
発・販売事業

　当農協では、これまで、組合員が生産する枝豆を利用して、冷凍枝豆の国内販売・海外輸
出に取組んできた。
　本事業では、主に学校給食向けに販売していた「冷凍剥き枝豆」を、パッケージデザイン・
内容量を一新して「一般消費者向け冷凍剥き枝豆」として主婦層をターゲツトに販売する。
　新商品の販売により、中札内村の枝豆の知名度を上げ、枝豆商品全体の売上拡大を図
り、組合員の更なる所得向上、地域雇用の創出を実現する。

中札内村農業協
同組合

北海道 中札内村
平成28年6月
認定

12

栃木県産の大麦・桑の葉等
を活用し育てた「ダチョウ肉」
の「ソーセージ」加工・販売事
業

　地域の特産品である桑の葉や栃木県産の飼料（大麦・大豆等）で育てたダチョウ肉を用い
た「ソーセージ」の開発・販売を行う。ダチョウ肉は低カロリーであることから、健康や美容の
意識が高い消費者をターゲットとし、手軽に楽しめるソーセージを提案することにより、ダ
チョウ肉の知名度アップを図り、自園の経営の安定、所得の向上を目指す。
　あわせて、だちょうの飼料（桑の葉）及び新商品の副原料（はとむぎの実）を使用すること
により、地域の活性化と地域ブランドの向上を図る。

小山だちょう園
片柳　雄大

栃木県 小山市
平成28年6月
認定
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13

希少な純国産鶏「もみじ」の
有精卵を生かした「那須の子
宝たまごの贅沢プリン」の開
発・販売事業

　パン屋「ふくら」を開業したが、原料の鶏卵の品質に満足できず、自ら養鶏業を開始し、平
飼いに適した鶏である「もみじ」を導入し有精卵として採卵した卵を「那須の子宝たまご」とし
て販売したところ、消費者の評価は高かった。
　この「那須の子宝たまご」活用し、「那須の子宝たまごの贅沢プリン」の開発を行い、ター
ゲットを「20代～30代の働く女性」及び「子育て世代の母親」として、県内の道の駅や直売所
での販売、イベントでの出張販売、インターネット通信販売により、所得の向上と付加価値
の高い農業経営を目指す。

淺野鶏卵
淺野　晃子

栃木県 那須町
平成28年6月
認定

14
『ぎふジビエ』のブランドの確
立・商品開発・加工販売

　自社で捕獲したイノシシ及び鹿を自社の加工施設で加工し、自社のレストラン等で提供す
る。

株式会社キサラ
エフアールカン
パニーズ

岐阜県 揖斐川町
平成28年6月
認定

15
栽培期間中農薬・化学肥料
不使用の農産物を活用した、
加工食品の開発・販売事業

　栽培期間中農薬・化学肥料不使用で生産した、ジャガイモを使った揚げないハッシュドポ
テト「じゃがっフル」、ニンジン、カボチャ、サツマイモ100％の「ペースト」の開発・販売を行う。
　栽培圃場を拡大し、雇用と販売量の拡大を図る。

株式会社農力向
上研究所

愛知県 大府市
平成28年6月
認定

16
自社ブランド牛の味を追求し
たレストランの開業と精肉販
売による収益率の向上

　自ら肥育した自社ブランド牛「なにわ黒牛」を使用して、新商品（精肉スライス、ハンバー
グ）を開発。
　自社の総合的拠点として、加工・販売施設を併設する焼肉店を設置し、お客様と密に接す
ることでニーズに応じた商品を開発し、精肉の直接販売、焼肉及びハンバーグ料理の提供
を行い、安定した売上と収益率の向上を図るとともに、「なにわ黒牛」のブランド価値を向上
させる。

株式会社Ｓｐeｃｉａ
ｌ Ｆｏｏｄ．Ｊ

大阪府 大阪市
平成28年6月
認定

17

赤牛の新規肥育、自牧場肥
育牛の生産、精肉加工及び
販売の一貫生販システムの
構築による直営店舗設置事
業

　自家肥育牛の生産拡大を図り、消費者への直接販売を行うとともに、新たに赤牛を肥育
し、健康志向の消費者をターゲットにその牛肉を直接販売することで、奈良県産赤牛のブラ
ンド化と自牧場の認知度向上を図る。
　また、加工品（コロッケ・ミート総菜）も開発し、加工施設を備えた直営店舗を設置すること
により、自家肥育牛の生産、精肉及び新商品の加工、消費者への直接販売の一貫生販シ
ステムを構築し、事業拡大と収益改善を目指す。

金井畜産　金井
啓作

奈良県 五條市
平成28年6月
認定

18
桑の葉の加工商品開発と販
売事業

　桑の葉の栽培面積拡大を図り、無農薬栽培している桑の葉で、他製品との差別化を図っ
た桑の葉入り新商品（粉末茶、焼き菓子、ドレッシング、グミ、パスタ麺等）を開発し、地域特
産品としてブランド化を図るとともに、直売所や観光施設、インターネット等で直接販売を行
う。
　本事業の取組により、桑の葉ブランドでの地域活性化と収益改善を目指し、新たに整備す
る加工施設で新商品の内製化を行い、事業拡大を図る。

マルベリーファー
ム梅室　梅本一
嚴

奈良県 葛城市
平成28年6月
認定
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19

自家栽培したダッタンそばの
加工品開発と直接販売に向
けた販売施設を併設した直
営飲食店の開設事業

　ダッタンそばの栽培面積拡大及び収穫量の増加を図り、栄養成分を活かした新商品（半
生そば、そば茶飲料、そばアイスクリーム等）を開発・商品化し、新たに設置するそば処レス
トラン（販売施設を併設）で、ダッタンそばを用いた手打ちそばの提供及び新商品を販売す
る。
　また、健康志向の消費者に向け、商品を広く発信するとともに、地域の特産品として販売
拡大し、地域活性化を進める事業を展開する。

大和物産館株式
会社

奈良県 橿原市
平成28年6月
認定

20
鳥取地域のブドウを使用した
ワイン製造販売事業

　自社ワイン醸造施設を整備し、ワインの開発・醸造・販売を行う。また、自社生産する生食
用ブドウを用いて、干しぶどうの加工品の製造・販売を行う。
　ワインの醸造を県外委託から自社へ変え、顧客のニーズを踏まえながら一貫した生産体
制の確立と、収益増加を図る。

株式会社　兎ッ
兎

鳥取県 鳥取市
平成28年6月
認定

21
生姜の絞り汁残渣を活用し
た加工・販売事業

　自社で生産する生姜を原料として、自社で製造している生姜絞り汁残渣を熱乾燥すること
で粉末にし、生姜の風味や効能がある、生姜粉末、生姜つばき茶、しょうがジャム、しょうが
ノンオイルドレッシング、しょうが粉末入り酢味噌、調味粕、調味みそを開発・製造する。
　販売については、自社売店での直売のほかインターネット販売及び卸売りを行う。
  この取り組みにより、従来廃棄していた生姜絞り汁残渣等を有効活用することで、所得の
向上と雇用の拡大を図る。

株式会社
ヤマシン

長崎県 諫早市
平成28年6月
認定

4 / 4 ページ


