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Ⅰ ６次産業化の推進

１ 農林漁業の成長産業化に向けて

１

○ 農林漁業成長産業化ファンド（Ａ-ＦＩＶＥ）の積極的な活用などにより、 医福食農連携など農林
漁業者と多様な事業者との連携の下で、６次産業化を推進。

○ ２０２０年までに６次産業の市場規模を１０兆円に拡大。
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(１)農林漁業の成長産業化に向けて

２



農林漁業者による生産・加工・販売の一体化や、農林水産業と第２

次・第３次産業の融合等を通じて、

農山漁村に由来する農林水産物、バイオマスや農山漁村の風景、

そこに住む人の経験・知恵に至るあらゆる「地域資源」を活用し、

新たな地域ビジネスの展開や新たな業態の創出といった新たな取組

を通じて、

付加価値のより多くの部分を農山漁村地域に帰属させ、地域内に雇

用と所得を確保すること ６次産業化とは、農業を１次産業としてだけではな
く、加工などの２次産業、さらにはサービスや販売な
どの３次産業まで含め、１次から３次まで一体化した
産業として農業の可能性を広げようとするものである。

出典：「文部科学省認定済教科書（高等学校農業科用）農業経営」
（実教出版） ※注：平成26年度から使用

（参考）６次産業化とは

３

生産基盤
の確立

６次産業化
への着手

６次産業化の
事業拡大 さらなる

経営発展へ

農商工等連携・
６次産業化
支援施策

農林漁業
成長産業化ファンド

地域の農林漁業を先導し、
雇用機会の創出と所得向
上によって農山漁村を活性
化する「地域の元気印」と

なる会社を育てる

ファンド活用で目指したい姿

(２)６次産業化の展開

４

○ 現在１兆円の６次産業の市場規模を、2020年に10兆円に拡大。
○ １次産業と２次、３次産業を結合（６次産業化）し、バリューチェーンを構築することにより、農林

水産物・食品などの付加価値を向上。



(３)農商工等連携・６次産業化の進捗状況と今後の対応方向

○ 平成２０年度：農商工等連携促進法の成立

○ 平成２２年度：六次産業化･地産地消法の成立

○ 平成２４年度：株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の成立

農商工等連携
事業計画
認定件数

第１回認定
（平成２３年５月）

２５１件

第１回認定
（平成２０年９月）

１７７件

第１０回認定
（平成２６年５月）

１，９１６件

第１８回認定
（平成２６年２月）

６１２件

農林漁業成長産業化ファンドの
積極的な活用

６次産業化ネットワークの構築

個々の農林漁業者の
６次産業化の取組への支援

ファンドを通じた地域の６次産業化等の
取組に対する資本の提供及び経営支援

地域の多様な事業体とのネットワーク形
成を通じた新製品・新サービスの開発・販
売の促進

国段階の専門性の高いサポートと県段階
の地域特性に応じたサポート体制を組み
合わせ、農林漁業者等の６次産業化の取
組を支援

総合化事業計画
認定件数

地産地消促進計画
認定件数

６次産業化の進捗状況 今後の対応方向

平成２４年９月
県：１４件
市町村：６６件

平成２５年９月
県：２３件
市町村：１５４件

５

２ 農商工等連携関係

６



 中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中

小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

農商工等連携事業計画

 中小企業者及び農林漁業者が共同で、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品開発、生産若しくは需要の開

拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行う事業計画を策定し、農林水産大臣及び経済産業大臣等が認定

(１)農商工等連携促進法の概要
（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律）

第１章 総則（目的）

第２章 農商工等連携事業の促進

【事業主体】 中小企業者及び農林漁業者（個人・法人、団体）が行うものであること

【事業内容】

【経営改善】 中小企業者の経営の向上かつ農林漁業者の経営の改善が実現すること

【計画期間】 ５年以内（３～５年が望ましい）

農商工等連携事業計画の認定要件 （法律に基づき国が策定した基本方針に規定）

① 両者が契約等により有機的に連携して実施する事業であること
② 両者の経営資源（技術、知識、ビジネスノウハウ等）を有効に活用するものであること
③ 連携事業により新たな商品・サービスの開発、生産、需要の開拓等を行うこと

① 両者いずれも付加価値額が５年で５％以上増加すること ※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

② 中小企業者は、新商品の売上によって、総売上高が５年で５％以上増加すること
③ 農林漁業者は、農商工等連携事業に係る農産物等の売上高が５年で５％以上増加すること

７

(２)農商工等連携事業計画の認定者への支援

 中小企業者向け信用保証（無担保保険等）の別枠設定（８千万円→１億６千万円）（中小企業信用保険法）

 農林漁業者等向けの無利子融資資金（農業改良資金）の貸付対象者の農林漁業者等以外（中小企業者）への拡大及び

償還期限・据置期間の延長（償還期限:10年→12年、据置期間:3年→5年）（農業改良資金融通法等）

 食品の加工･販売に関する資金を債務保証の対象に追加（食品流通構造改善促進法）

 中小企業の外国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達支援の拡充（日本政策金融公庫法、日本貿易保険法）

農商工等連携促進法に基づく各種法律の特例措置

 農林漁業者向け無利子融資資金（農業改良資金）の貸付（上限額:個人5千万円、法人・団体1億5千万円）

 中小企業者向け低利融資資金（新事業活動促進資金）の貸付（上限額：7億2千万円、金利1.2％ （平成26年5月16日現在））

融 資

 新商品開発、販路開拓等に対する補助の補助率かさ上げ（通常１/２→認定者２/３）
★新商品開発に向けた試作品の製造に関する機器のレンタル・リース料や市場評価の実施、販路開拓に向けた商談会への出展、パンフレットの

作成費等を支援

 新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設整備に対する補助（補助率１/２）
★実施主体を六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた民間団体等に限定

補 助

 農林水産省及び経済産業省のホームページ（本省、各地方農政局及び各経済産業局等）において認定事業者名を掲

載・公表、広報誌等への掲載、展示会、研修会の開催、情報提供 等

その他

８



中小企業者と農林漁業者が連携した事業
着実な事業の拡大

経営の確立

農商工連携の
事業構想

(３)農商工等連携事業計画の構想段階から認定、事業の実施までのフロー

事業内容の具体化
事業計画の作成

農商工等連携
事業計画の認定

農商工等連携事業計画に即した
事業の実施

農政局

(独)中小企業基盤整備機構
（プロジェクトマネージャー等）

経済産業局
 申請受付窓口

経済産業局又は
農政局のどちらかに
申請

 農商工等連携
事業計画の
審査・認定

経済産業局
農政局

審査
認定

事業見直し

補助、融資等
の活用

フォローアップ

※プロジェクトマネージャーとは、農商工等連携事業計画の作成や事業推進の支援等を行うため、全国１０ヶ所の(独)中小企業基盤整備機構各
地域本部に登録・派遣される中小企業診断士等の民間の専門家

連携
情報共有

連携
情報共有

(独)中小企業基盤整備機構
（プロジェクトマネージャー等）

 農商工連携に関する相談は中小機構に集約し、必要に
応じてプロジェクトマネージャー等から助言

進捗
状況

 代表申請者の事業実施状況等を分析

 事業の進捗度合に応じて、プロジェクトマネー
ジャー等を派遣

相談
計画
申請

９

（１） 地域別の認定件数

（２） 認定件数の多い都道府県（件）

（４） 事業計画で活用される農林水産物の割合

（３） 認定事業の内訳（件）

地域
連携事業計画
の認定件数

うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

北海道 42  30  5  7 

東北 57  48  1  8 

関東 133  111  5  17 

北陸 52 40  5  7

東海 81  67  5  9 

近畿 74  65  3  6 

中国四国 89  61  5  23 

九州 65 50  6  9 

沖縄 19  13  1  5 

合計 612 485  36 91

第１位 愛知県 45

第２位 北海道 42

第３位 岐阜県 23

第４位 東京都 22

第５位 静岡県 21

計

①規格外や低未利用品の有効活用 101

②生産履歴の明確化や減農薬栽培等による付加価値向上 49

③新たな作目や品種の特徴を活かした需要拡大 130

④新規用途開拓による地域農林水産物の需要拡大、ブランド向上 283

⑤ITなどの新技術を活用した生産や販売の実現 27

⑥観光とのタイアップによる販路の拡大 14

⑦海外への輸出による販路の拡大 8

合計 612

（注）合計612件のうち、農林漁業者が主体となっている取組は41件（7％）である。

野菜
30.5%

水産物
14.6%

その他農

産物
11.5%

畜産物
11.5%

果実
9.4%

米類
8.0%

林産物
5.7%

豆類
5.4%

麦類
2.6%

雑穀
0.8%

(４)農商工等連携法に基づく農商工等連携事業計画の認定状況（平成26年2月3日現在）
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（農商工等連携事業の進捗状況）

（注）「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律における施策の活用状況及び効果に関する調査」（2014年3月）による。

（農林水産物の販売価格の状況）

（参考）農商工等連携法に関する調査結果

（農商工等連携事業による成果・効果に対する満足度）

試作品を開

発中
15.4%

試作品が完

成し、販路開

拓を実施中
23.6%

事業として

成立
43.1%

事業化を断

念
10.4%

その他7.4%

販売単価が上

がった
26.6%

販売単価が下

がった
6.9%

変わらない
66.5%

7.7

3.3

12.1

13.9

73.1

45.7

37.4

58.1

13.5

21.7

35.2

17.8

5.8

29.3

15.4

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林漁業者（組合等）

農林漁業者（個人）

農林漁業者（法人）

中小企業者

十分満足している ある程度満足している あまり満足していない 全く満足していない
11

○ 農商工等連携事業については、中小企業者が取組の主体（認定件数全体612件のうち、農林漁業者が主体と
なっている取組は41件）となっている中で、事業の進捗状況をみると、「事業として成立（売上が計上）」 している
事業が43.1％と全体の４割を占める一方で、「事業化を断念」した事業者が１割程度存在。

○ 農林漁業者から中小企業者に供給する農林水産物の販売単価が事業開始前後で変化したかについては、
「販売単価が上がった」が26.6％、「販売単価が下がった」が6.9％、「変わらない」が66.5％。

○ 農商工等連携事業による成果・効果に対する満足度については、中小企業者と農林漁業者（組合等）では
満足度が高い傾向がみられるのに対して、法人・個人の農業漁業者においては、満足していない割合が高い。

【取り組みのきっかけ】
○平成19年に、養蜂業者のハニー松本が峰の雪酒造場へミード

酒の共同開発を提案。
○その後、福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センターの

技術協力により試験醸造を開始。

【連携体制】
○ハニー松本が原料を供給し、峰の雪酒造が醸造、ボトリング、

販路開拓を担当。

【活用した支援施策】
○農商工等連携事業計画の認定（H20）
○中小企業庁の補助金（H20）（展示会への出展）
○６次産業推進地域支援事業（H24）（新商品開発）＜農林漁業者＞
○中小企業基盤整備機構のハンズオン支援

【取組の効果】
○平成21年８月の発売後、売上は徐々に拡大。
○FOODEX JAPAN「米国人ジャーナリストが選ぶ日本食十選」に 選定（H22）

【今後の展望】
○日本のミードブランドAizu Meadの確立を目指す。
○連携を継続してノンアルコールミードの商品開発中。

【新商品の特徴】
○ミードの原料は蜂蜜と水のみ、国産蜂蜜は流通量の５％程

度。
○栃の木の蜂蜜は、日本でのみ生産され希少性が高く、栃の実

や木材の利用が盛んな会津地域ではなじみの深い存在。
＜栃の木の蜂蜜の採集風景とミード酒＞

＜連携体制＞

取組事例① 会津産栃の木の蜂蜜による蜂蜜酒の開発とブランディング
<代表申請者>(中小企業者)(有)峰の雪酒造場(福島県喜多方市)

(農林漁業者)(有)ハニー松本(福島県会津若松市)

＜取組の概要＞
■ 会津地域特産の栃の木の蜂蜜を原料とした、欧米ではポピュラーなミード酒の醸造
■ 都市部の富裕層やブライダル市場での需要に狙いを定めた販路開拓

12

(有)峰の雪酒造場

蜂蜜を使った
ミード酒の醸造

食前食後酒・
カクテル市場

(有)ハニー松本

【代表申請者】

原料

＜中小企業者＞ ＜農林漁業者＞

販売

品質が高く、完全無添加でトレ
ーサビリティが確保された蜂蜜



【取り組みのきっかけ】
○ＪＡ熊本うきは、食パンなどに適した小麦「ニシノカオリ」を高付

加価値化するような改良を思考。
○取引先の熊本製粉から「ニシノカオリ」を高タンパク質化し新商

品を開発できないかと相談。

【連携体制】
○ＪＡ熊本うきが小麦の品種改良、三協デリカがスープ製造、熊

本製粉が商品化。

【活用した支援施策】
○農商工等連携事業計画の認定（H20）
○中小企業庁の補助金（H20）(試作品の開発）

【取組の効果】
○「ニシノカオリ」の高付加価値化。認定後４年をかけて高タンパ

ク質化に成功。
○平成２４年にはＪＡ熊本うきブランドの熊本ラーメンを商品化。

【今後の展望】
○売上の拡大を図るため、商品の改良、新たな販路開拓を検討

中。
【新商品の特徴】

○ＪＡ熊本うきのみが栽培する「ニシノカオリ」を土壌改良や施肥
等により高タンパク質化

○国産小麦を使用した国産１００％のラーメン。

取組事例② 国産農産物使用の「こだわりの熊本ラーメン」の開発・販売
<代表申請者>(農林漁業者)ＪＡ熊本うき(熊本県宇城市)

(中小企業者)熊本製粉(株)､(株)三協デリカ(熊本市)

＜取組の概要＞
■ 食パン用の小麦品種「ニシノカオリ」の高タンパク質化による新たなラーメン用小麦の開発
■ 熊本ラーメンのブランド力を活用した新商品開発

13

熊本製粉㈱

製粉・製麺技術品質管理

㈱三協デリカ

即席麺市場

ＪＡ熊本うき

高タンパク含有小麦

製麺・スープ開発技術販売

【代表申請者】＜熊本ラーメン＞

販売

原料

＜中小企業者＞

＜農林漁業者＞

スープ

＜連携体制＞

３ 六次産業化・地産地消法関係
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 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（６次産業化）に関する施策及び地域の農林水産物の利用の促進

（地産地消）に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与す

ることを目的とする。

総合化事業計画

 農林漁業者等が、農林水産物及び副産物（バイオマス等）の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に

関する計画を策定し、農林水産大臣が認定

(1)六次産業化・地産地消法の概要
（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律）

第１章 目的

第２章（６次産業化関係） 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

【事業主体】 農林漁業者等（個人・法人、農林漁業者の組織する団体）が行うものであること
（事業主体の取組を支援する者を促進事業者（２次・３次産業の企業等も可能）として計画に位置づけることが可能）

【事業内容】 次のいずれかを行うこと

【経営改善】 次の２つの指標の全てが満たされること

【計画期間】 ５年以内（３～５年が望ましい）

総合化事業計画の認定要件 （法律に基づき国が策定した基本方針に規定）

ア） 自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓
イ） 自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
ウ） ア又はイに掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

ア） 対象商品の指標（農林水産物等及び新商品の売上高が５年間で５％以上増加すること）
イ） 事業主体の指標（農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること

15

 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備

 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進

 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進

 地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保

 地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等

 国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の利用についての促進計画の策定

 地産地消関係 公布の日（平成２２年１２月３日）

 ６次産業化関係 公布の日から６か月以内（平成２３年３月１日）

第３章（地産地消関係） 地域の農林水産物の利用の促進

施行日
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基本方針の概要

国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体の施策

① 直売所の年間販売額が１億円以上のものの割合を、平成32年度までに50％以上(平成18年度：16％）とすることを目指す。

② 学校給食において地場産物を使用する割合について、食育推進基本計画に定める目標（平成27年度までに30％以上

（平成22年度：25％））を達成することを目指す。

③ 農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数を平成32年度までに1,050万人とすることを目指す。

 人材の育成等

 国民の理解と関心の増進

 調査研究の実施等

 多様な主体の連携等

1. 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項

2. 都道府県及び市町村は、本基本方針や地域の実情を踏まえて、地域の農林水産物の利用についての促進計画を策定

3. 目標に関する事項



(２)総合化事業計画の認定者への支援

 農林漁業者等向けの無利子融資資金（農業改良資金）の貸付対象者の農林漁業者等以外（促進事業者）への拡大及び

償還期限・据置期間の延長（償還期限:10年→12年、据置期間:3年→5年）（農業改良資金融通法等）

 産地リレーによる野菜の契約取引の交付金対象産地を拡大（野菜生産出荷安定法）

 直売施設等を建築する際の農地転用等の手続を簡素化（農地法、酪肉振興法）

 市街化調整区域内で施設整備（開発行為）を行う場合の審査手続きを簡素化（都市計画法）

 食品の加工･販売に関する資金を債務保証の対象に追加（食品流通構造改善促進法）

六次産業化・地産地消法に基づく各種法律の特例措置

 農林漁業者向け無利子融資資金（農業改良資金）の貸付（上限額:個人5千万円、法人・団体1億5千万円）

 短期運転資金（スーパーＳ資金）の貸付（上限額：個人1千万円、法人4千万円、金利1.5％ （平成26年2月20日現在））

融 資

 新商品開発、販路開拓等に対する補助の補助率かさ上げ（通常１/２→認定者２/３）
★新商品開発に向けた試作品の製造に関する機器のレンタル・リース料や市場評価の実施、販路開拓に向けた商談会への出展、パンフレットの

作成費等を支援

 新たな加工・販売等へ取り組む場合に必要な施設整備に対する補助（補助率１/２）
★実施主体を六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定を受けた民間団体等に限定

補 助

 農林漁業成長産業化ファンドからの出資（上限額：新たに設立する合弁事業体の資本金の１/２）

出 資

 農林水産省のホームページ（本省及び各地方農政局等）において認定事業者名を掲載・公表、広報誌、メルマガ等の

広報媒体への掲載、認定事業者向けの仲間づくり、研修会の開催、情報提供 等

その他
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着実な事業の拡大

経営の確立農林漁業者

６次産業化の
事業構想

(３)総合化事業計画の構想段階から認定、事業の実施までのフロー

事業内容の具体化
事業計画の作成

総合化事業計画
の認定

総合化事業計画に即した
事業の実施

農政局・地域センター

都道府県サポート機関
（６次産業化プランナー）

中央サポートセンター
（６次産業化プランナー）

相談

 申請受付窓口

 総合化事業計画
の審査・認定

農政局
地域センター

人材の
個別
派遣

審査
認定

計画
申請

事業見直し

補助、融資等
の活用
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フォローアップ

進捗
報告

※ ６次産業化プランナーとは、農林漁業者等による総合化事業計画の作成や事業推進の支援等を行うため、都道府県サポート機関や中央サポートセンター
に登録・派遣される中小企業診断士等の民間の専門家

※ ファンドの活用を目指す事業者からはサブファンドまたはA-FIVEが相談を受け、相談内容に応じて中央サポートセンターから６次産業化プランナーを派
遣。出資後はサブファンド及び６産業化プランナーが経営支援を実施。

連携
情報共有

連携
情報共有

農政局・地域センター

都道府県サポート機関
（６次産業化プランナー）

中央サポートセンター
（６次産業化プランナー）

連携
情報共有

連携
情報共有

 事業の進捗、発展段階に合わせた支援
 関係機関が連携してフォローアップ

 相談窓口を各機関に設置
 相談内容に応じて６次産業化プランナーを派遣
 県域内の取組については都道府県サポート機関から、

県域を超える広域の取組やファンド活用につながる取組
については中央サポートセンターから、６次産業化プラン
ナーを派遣



(４)都道府県段階における推進体制の強化

これまでの推進体制

中央サポートセンター
（６次産業化プランナー）

連携
情報共有

連携
情報共有

農林漁業者

（構成メンバー）
経済産業局、JA中央会、商工関係団体、サブファンド等

６次産業化推進企画委員会

都道府県・都道府県サポート機関
（６次産業化プランナー）

農政局・地域センター

ニーズ
の把握

相談
問い合わせ

申請・認定
フォローアップ

サポート
フォローアップ

中央サポートセンター
（６次産業化プランナー）

連携
情報共有

連携
情報共有

農林漁業者

（構成メンバー）
経済産業局、財務局、観光部局、JA中央会、農業法人協会、商工関
係団体、サブファンド等

６次産業化・地産地消推進協議会

都道府県・都道府県サポート機関
（６次産業化プランナー）

農政局・地域センター

ニーズの
把握

相談
問い合わせ

申請・認定
フォローアップ

サポート
フォローアップ

今後の推進体制
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○ 都道府県段階の推進体制については、これまで、都道府県ごとに地方農政局、地域センター等が
主体的な役割を担いつつ推進体制の整備に努めてきたところであるが、平成27年度からは、６次産
業化と地産地消を一体的に推進し、地域ブランドの活用等実情を踏まえた戦略的な取組等ができる
ようにするため、名称を「６次産業化・地産池消推進協議会」に改め、推進体制を強化。

○ 財務局、観光部局、農業法人協会、普及組織なども構成員に追加（事務局は都道府県が担当し、
農政局等が支援）

人材の名称 役割 現状等

６次産業化プランナー
（中央段階）

・全国的な視点で個々の農林漁業者等
のサポートを行う民間の専門家

・案件の発掘や計画策定、計画認定後
のフォローアップ等の支援を実施

・２５年度から中央サポートセンターで選定・登録の
上、農林業業者等のニーズに応じて活動
・２６年３月末現在で５４８名を選定・登録

６次産業化プランナー
（都道府県段階）

・地域レベルで個々の農林漁業者等へ
のきめ細かなサポート活動を行うアドバ
イザー

・都道府県のサポートセンターが自らの裁量で人
材を選定・登録
・２６年３月末現在で１，０９４名を選定・登録

（参考）

ボランタリー・プランナー
・６次産業化の先達

・情報発信や６次産業化に取り組む事業者に
対するアドバイス活動を実施

・２３年３月から大臣が任命（５７４名）
・新規任命は行わず、意欲ある者の自主的な活動を促進

食の６次産業化プロデューサー
（内閣府）

・６次産業化を実践するプレイヤー
・農林漁業者等へのアドバイザー

・キャリアアップ制度により２５年３月から認定開始

・２６年３月末現在で、プロレベルであるレベル４認定者２２
名を含め、合計１０３名を認定

中小企業基盤整備機構の専門家
（経済産業省）

・農商工連携にチャレンジする中小企業者等の
事業計画策定から販路開拓まで支援

・全国１０カ所の拠点に１１８名の専門家を選定・登録

(５)６次産業化を推進するための人材について
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○ 現在、中央サポートセンター、都道府県サポートセンターには約1,600名のプランナーが登録されている
が、 今後、６次産業化の取組の質の向上を図るためには、マーケティング、ブランディングなど幅広い助言を
行っていくことが重要。今後、プランナーを登録する際には、ボランタリー･プランナーなどの人材活用も重要。



（１）地域別の認定件数

（２）総合化事業計画の認定件数の多
かった都道府県（件数）

（３）総合化事業計画の事業
内容の割合（％）

（４）総合化事業計画の対象農林水産物
の割合

※複数の農林水産物を対象としている総合
化事業計画については全てをカウント。

(６)総合化事業計画の認定状況 （平成26年5月30日現在）
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地域
総合化事業計
画の認定件数

研究開発・成果
利用事業計画
の認定件数

うち
農畜産物関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

北海道 110 102 5 3 1

東北 300 279 8 13 5

関東 312 281 14 17 12

北陸 96 91 1 4 1

東海 169 145 13 11 0

近畿 342 313 12 17 2

中国四国 201 158 9 34 3

九州 332 277 22 33 3

沖縄 54 49 1 4 0

合計 1,916 1,695 85 136 27

加工 21.2 

直売 2.7 

輸出 0.4 

レストラン 0.1 

加工・直売 68.1 

加工・直売・レストラン 6.0 

加工・直売・輸出 1.5 

第１位 北海道 110

第２位 兵庫県 89

第３位 長野県 82

第４位 熊本県 74

第５位 宮崎県 72

野菜
32.1%

果樹
18.8%

米
11.7%

畜産物
11.4%

水産物
5.4%

豆類
4.7%

林産物
4.1%

その他
4.0%

麦類
2.3%

茶
2.2%

そば
1.6%

花き
1.3% 野生鳥獣

0.4%

３３％：
概ね事業計画に従って事業を実施）

６１％：
事業計画に比べ遅れが
みられるが事業を実施

６％：事業計画に従って事業が実施されていない

（総合化事業計画の進捗状況）

※取組の遅れている者を中心に、中央・都道府県サポートセンター
等から６次産業化プランナーを派遣し、指導・助言等を実施。

（認定事業者の経営状況）

（注）平成25年度においては、23、24年度認定の1,158事業者のうち、
平成26年１月末時点で把握された1,000事業者の事業計画の進
捗状況及び経営状況を集計。

申請時 １年後 対申請時比 申請時 ２年後 対申請時比

個　人 27 31 115% 28 33 118%

法　人 140 157 112% 150 174 116%

全体 106 119 112% 112 130 116%

個　人 17 17 100% 17 18 106%

法　人 70 81 116% 70 85 121%

全体 54 62 115% 54 65 120%

２年間の取組（23年度認定者）

６次化
関連

経営全体

売上高
１年間の取組（23、24年度認定者）

調査実施
1,000

事業者

（平均値、百万円）

(参考)六次産業化・地産地消法の認定事業者のモニタリング調査結果
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○ ６次産業化・地産地消法の認定事業者については、総合化事業計画の認定から１年以上経過した者を対
象に事業計画の進捗状況及び経営状況についてモニタリング調査を実施。

○ 事業計画の進捗状況については、国（農政局・地域センター）が進捗度合に応じて評価し、その結果に
基づき、必要に応じて中央・都道府県サポートセンター等によるフォローアップを実施。

○ 経営状況をみると、認定事業者の６次化関連の売上高は、申請時から１年間の取組で15％程度増加し、
２年間では20％程度増加。



【取り組むに至った経緯】
○就農時に年間売上高400万円。
○九条ねぎの周年栽培に取り組んだが、1,600万円が精一杯（就

農から４年後まで）

【取り組む際に生じた課題】
○天候不順による不作。
○価格優位性の低さ。

【活用した支援施策】
○農業主導型6次産業化整備事業(H22)
○６次産業化推進地域支援事業(H23)
○総合化事業計画認定（加工）（H23）

【取組の効果】
○売上高7億900万円（H25）
○ねぎ生産者との連携による商品の周年安定供給を実現。
○（有）トップリバー(長野県)、（株）さかうえ(鹿児島県)と連携し

た、統一ブランド「ベジレクト」の展開
○６産業化優良事例表彰農林水産大臣賞（H25）

【今後の展望】
○全国のねぎ産地と連携することを目的に「こと日本」を立ち上

げ、農林漁業成長産業化ファンドの活用。
○加工技術を利用した高付加価値商品の海外展開。

【生じた課題への対応方法】
○売上げ目標1億円の目標に向け、ねぎをカットし販路拡大を目

指す。
○飽和状態の京都のマーケットを避け、東京のマーケットを開

拓。

カットねぎ工場 九条ねぎの加工品

自社
農園

契約
農家

自社および
33件の契約農家
による産地リレー

（京都市内、亀岡、美山）

こと京都㈱
城南宮工場

こと京都㈱
横大路工場

第１次調整（加工前までの調
整と原体や袋物の出荷）

調整済み葱の殺菌・リングカット・
乾燥・ペースト・パック包装等

首都圏の
ラーメン店
（約300軒）

百貨店

食品スーパー自社直売所

九条葱部門

取組事例① 「九条ねぎ」の栽培・加工でのバリューチェーンの構築
こと京都株式会社（京都府京都市）

＜取組の概要＞
■ 自社及び契約農家が栽培した「九条ねぎ」を、自社工場においてカットねぎ等に加工し、首都圏のラーメン店､スーパーなど

に販売
■ 採卵養鶏、有精卵、菓子（プリン、ケーキ）の販売。京野菜の直売所運営と卸販売
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【取り組むに至った経緯】
○平成15年有限会社いずみ農産（養豚、稲作）の米の集荷販売

部門を分離し、地域の米農家100戸が出資し設立。
○平成21年精米施設の共同利用を契機に、新たに生産・加工・

販売を行う「農業生産法人株式会社まいすたぁ」を設立。

【取り組む際に生じた課題】
○安定した取引のための良食味米等の栽培。
○省力化等のコスト削減。

【活用した支援施策】
○総合化事業計画認定（加工・直売）（H24）

※（株）まいすたぁ

【取組の効果】
○売上高 5億3,000万円（H20）→6億6,000万円（H24）
○米の生産農家120戸（800ｈａ）に拡大
○６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞（H25）

【今後の展望】
○地域農業を維持するため、更なる省力化及び低コス ト化。
○消費者や流通事業者のニーズに応 じた生産及び安定した販

売先の確保。

【生じた課題への対応方法】
○研究会を立上げ、知識や経験を出 し合い、良食味米作りに取

り組むとと もに、低タンパク米の栽培を開始。
○養豚業からの発想で、米栽培・流通における工程の合理化及

び関連会社への業務委託等により、コストを削減。

コメ輸出

玄米出荷

肥料・農薬販売

玄米販売

玄米販売
（原料供給）

精米販売

もち・
精米販売

倉庫貸出

業務委託

農家

消費者

小売
・

外食

海外コメ卸売業者・商社

㈲いずみ農産
（養豚・稲作）

㈱まいすたぁ
（生産、加工

、販売）

㈱庄内こめ工房
（120戸800ha）

精米委託

農場とグループ農家の方々 特別栽培米 無菌パック米飯

取組事例② 米の集荷販売及び関連会社との連携による高付加価値化
事業展開 株式会社庄内こめ工房（山形県鶴岡市）

＜取組の概要＞
■ 株式会社庄内こめ工房では、構成員及び地域の生産者が生産した米の集荷販売
■ 関連会社（有限会社いずみ農産、株式会社まいすたぁ）と連携した事業により、精米及び加工品を製造、販売
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【取り組むに至った経緯】
○こだわり飼料による平飼いで生産した朝採り卵を「天美卵」とし

て自社ブランド化。
○法人化を行い、通信販売の本格実施と直売所を整備。

【取り組む際に生じた課題】
○高付加価値の卵の販売方法。
○消費地からの距離による集客力への不安。
○顧客の増加による生産量の不足。

【活用した支援施策】
○総合化事業計画認定（加工・直売）（H23）
○６次産業化推進整備事業（加工施設等）（H24）
○６次産業化総合支援事業費補助金（単県）

（カフェ・レストラン）（H24）
○日本政策金融公庫（生産施設）（H24）

【取組の効果】
○平成20年度→平成25年度約３倍の売上高。
○養鶏場を4棟増床し1万2千羽の増羽。
○雇用者数30名（H20） → 65名（H25）
○来店者数 約10万人（H25）
○地元生産者らとの連携。
○６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞（H25）

【今後の展望】
○地元生産者との連携による地域活性化。
○「大江の郷」を農業テーマパークによる観光地化
○日本一笑顔の集まる牧場へ

【生じた課題への対応方法】
○販売の９９％がお客様への直接販売。
○直売所の建設とカフェガーデンの併設。
○卵を無償で配布し、ファンを増加。
○「平飼い」による養鶏場の増床。

ココガーデン
卵から作った

スイーツ
平飼いの様子

平飼養鶏
3万羽

ココガーデン

菓子製造
直売店・カフェ

地元生産者

八頭船岡農場
（耕作放棄地の再生）

消費者

米ぬか等鶏糞

卵

飼料米

㈲ひよこカンパニー耕畜連携

集出荷・宅配

天美卵･野菜BOX

野菜

取組事例③ 自社ブランドの「天美卵(てんびらん)」を活用した「新・鳥取みや
げ」の創造事業 有限会社ひよこカンパニー（鳥取県八頭市）

＜取組の概要＞
■ 平飼い鶏の「天美卵」を活用した、鳥取を代表する「おしゃれで、おいしい」お土産品となる新商品を開発・製造
■ 卵を使ったスイーツの開発とともに販売チャネルを増やす。
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【取り組むに至った経緯】
○地元産のゆずは、傷や形が悪いなど青果出荷に不向き。
○青果出荷に向かないゆずの差別化を図るため加工品の商品

開発を開始。
○利用されていなかった種にも着目し、化粧品の 開発を開始。

【取り組む際に生じた課題】
○消費者ニーズを捉えた美味しい商品の開発。
○地元特産であるゆずのブランド力向上。
○種子油の機能性を追求（化粧品）。

【活用した支援施策】
○経営構造対策事業（農産物処理加工施設）（Ｈ16・17）
○農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（農産物処理加工施設）（Ｈ21・23）

【取組の効果】
○農家所得の向上・安定。ゆずは市場より高い価格で買い取

り、加工事業の利益を配当金と して還元。
○売上高 約1億円（Ｈ１） → 約31億円（Ｈ24）
○雇用の拡大（職員数） 19人（Ｈ１） → 96人（Ｈ25）
○地域の活性化 村の温泉利用者（宿泊）

約6,400人（Ｈ10） → 約7,700人（Ｈ24）
○６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞（H25）

【今後の展望】
○さらなる商品開発、人材育成、地域の活性化 を進め販売額

を増加。

【生じた課題への対応方法】
○村民への試作品テストにより、納得いくまで商品開発を実施。
○テレビＣＭなどの広報活動では、馬路村の名前を前面に押し

出し、ブランド化を図る。
○高知大学農学部、医学部と共同研究を行い、ゆずの種子を利

用した化粧品を開発。

食品加工
ゆずぽん酢、ゆず胡椒

ゆずドリンク等

馬路村
ゆず生産農家
組合員190名

シードオイル

出荷

高知大学医学部・農学部
共同研究

一般流通（BtoB）

直販（BtoC）

化粧品 アロマテラピー協会

ネットワーク

配当

農業生産法人
株式会社ゆず組合

出荷

馬路村農業協同組合

有限会社ゆずの森
（直売所）

全量買取り

ぽん酢しょうゆ ゆず化粧品
ゆずジュース

「ごっくん馬路村」

取組事例④ ゆずの加工品の製造・販売による小さな村の６次産業化の取組
馬路村農業協同組合（高知県馬路村）

＜取組の概要＞
■ 地元の特産品であるゆずを使った加工品（ポン酢しょうゆ、ジュース等）の開発、販売
■ ゆずの種を活用した化粧品の開発、販売
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【取り組むに至った経緯】
○昭和25年からＪＡマーク商品のめん類を製造・販売し、農産加

工を開始。
○平野部が少なく、果樹栽培が盛んであったため、

農産物の高付加価値販売を早くから検討。

【取り組む際に生じた課題】
○農産物のブランド力強化。
○ＪＡ単体での新商品開発の限界。
○開発した新商品の販路。

【活用した支援施策】
○総合化事業計画認定（加工・直売）（H24）
○産地再生関連施設緊急整備事業（H24）（ゼリー工場等）

【取組の効果】
○事業収益65億7,000万円（Ｈ20.3）→77億1,000万円（Ｈ25.3）

（農産物出荷55億円、（内、直販売上高18億円）
○デコポンゼリーをはじめ約400アイテムの商品を製造・販売
○６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞（H25）

【今後の展望】
○農産物出荷額と直販部門売上高の同規模化
○通販オペレーションセンターの設置

（お客様コールセンター）

【生じた課題への対応方法】
○ユニークな形と甘さが特徴の「デコポン」、玉ねぎ特有の辛み

の少ない「サラたまちゃん」などの農産物を生産。
○平成19年に「ＪＡあしきた農産物直販ネットワーク協議会」 を設

立し、会員企業に新商品の試作等協力依頼。
○直売所、レストランを整備し、直売所では新商品の試験販売も

実施。

ファーマーズマーケット「でこぽん」 デコポンゼリー
サラたまちゃん

ドレッシング

取組事例⑤ 多彩なネットワークを活かした、ＪＡあしきた特産物（デコポン・サ
ラダ玉ねぎ等）の加工・販売事業

あしきた農業協同組合（熊本県芦北町）

＜取組の概要＞
■ ＪＡあしきたの特産物であるデコポンやサラダ玉ねぎを使った新商品を多数開発
■ 新商品の開発についてはＪＡあしきた農産物直販ネットワーク協議会会員と連携
■ レストラン、直売所、コンビニなど様々な直売事業を展開
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【取り組むに至った経緯】
○産みたての、新鮮でおいしい卵を直接お客様に届けたい。
○年間安定して製品を提供できる農家が核となった「一軒の農

家の直売所」として展開。

【取り組む際に生じた課題】
○農産物を出荷してもらうため、地元生産者との協力関係の構

築。
○雇用者の安定的な確保。
○地元生産者の所得向上の店舗として地域活性化への貢献。

【活用した支援施策】
○特になし

【取組の効果】
○地元生産者250名と連携
○売上高 27億4,000万円（H24）
○雇用者数 269名（パート含む）（H25）
○来店者数 約94万人（H25）
○６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞（H25）

【今後の展望】
○４つのテーマを地域から全国に発信

農業を中心とした魅力の拠点作りとして、「都市と農村が交
流」し、「農業が未来」の夢を描ける産業に変わっていく、「地
方の過疎を農業を通じて蘇らせる」「環境にも優しい循環型農
業」の取組。

【生じた課題への対応方法】
○地元座談会を通じ、地元住民の理解と協力を得た事業展開。
○60歳以上の新入社員を採用し、団塊の世代の働き口を提供。
○メンバーズカードを発行しポイント制を展開。
○定期的なDMによりリピート客を確保。

たまご庵 全景 朝取りたまご
3kg/1,200円

養鶏
8万5,000羽

卵：7万個／日

直売所（物産館）

レストラン（たまご庵）

食品加工 バナナ館（オーナー制度）

惣菜

にんにく卵黄

地元生産者
（稼動150名）

崇城大学・日本大学 地域活性化座談会（地元）

通販会社

野菜

卵

野菜

卵

卵の殻・鶏糞

研究

連携

㈱コッコファーム

取組事例⑥ 新たな卵の直売方式と一軒の農家が核となる次世代型の
道の駅「たまご庵」の事業展開

株式会社コッコファーム（熊本県菊池市）

＜取組の概要＞
■ 主力商品「朝取りたまご」を１箱３ｋｇ１，２００円で販売する従来にない販売方式を展開し九州全土に顧客の広がり
■ 当社が核となり運営する「たまご庵」を、地域との共生、都市と農村の交流の場として次世代型道の駅として開設
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