岩手県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（53計画）
（令和２年７月末現在）
【雫石町】
⑥黒沢 菜穂子
①松原農場 松原久美
【花巻市】
①高松農業・農村振興協議会
①有限会社菅原ぶどう園
①田中園芸
①東和こなっこ加工組合
①高橋葡萄園
④有限会社及川フラグリーン
①社会福祉法人悠和会
▲株式会社Ｔ＆Ｇバイオナーサリー

【葛巻町】
③くずまき乳製品加工研究会

【二戸市】
①大西ファーム株式会社
②恵農産株式会社
①権七園

【北上市】
①農事組合法人さらき

【滝沢市】
①東北エンジニアリング株式会社
軽米町

一戸町

【盛岡市】
①有限会社サンファーム
③株式会社バイオコクーン研究所

九戸村
久慈市
野田村
葛巻町

八幡平市

普代村

岩手町

田野畑村
岩泉町

滝沢市
盛岡市
宮古市

矢巾町

【金ヶ崎町】
②農事組合法人SUファーム長志田

紫波町

山田町

花巻市

西和賀町

【一関市】
①有限会社ビービーシーフォレスト
①藤沢ラズベリーファーム有限会社

大槌町
遠野市
釜石市

北上市
金ヶ崎町

住田町
大船渡市

奥州市

陸前高田市
平泉町
一関市

【所在地】
●農林漁業者等
▲研究開発事業者
■ファンド出資案件

【岩泉町】
①有限会社早野商店、株式会社銀河農園

洋野町

二戸市

雫石町

【奥州市】
①阿部自然農園
①株式会社網代農園
■株式会社岩手ファーマーズミート

【久慈市】
①有限会社総合農舎山形村
①舘石会
■久慈バイオマスエネルギー株式会社

【八幡平市】
①WILD GRAPE FARM 八幡平山ぶどう農園

【西和賀町>
①株式会社西和賀産業公社
①やまに農産株式会社
②農事組合法人銀河の里沢
①株式会社湯田牛乳公社
①いわてにしわが南部かしわプロジェクト株式会社

○付き数字は総合化事業計画の事業内容の区分
①：加工・直売、②：加工、③：加工・直売・レストラン、
④：直売、⑤：加工・直売・輸出、⑥：レストラン、⑦：輸出

【洋野町】
■株式会社おおのミルク工房
①株式会社長根商店

【矢巾町】
①３ちゃん・矢次
①農事組合法人室岡営農組合
【紫波町】
①農事組合法人赤沢農産物直売組合
①手作り工房きくぱん
①株式会社高橋農園
①有限会社髙橋農産
①株式会社紫波フルーツパーク
①合同会社アグリコラボサークル
【遠野市】
①株式会社遠野牧場
①NPO法人遠野まごころネット
①農事組合法人宮守川上流生産組合
【大船渡市】
①株式会社アマタケ
①木楽創研株式会社
②元正榮北日本水産株式会社、熊谷豊治
④社会福祉法人大洋会
■株式会社三陸リゾート
■株式会社海の幸ふるまいセンター

岩手県
加工・直売

平成２３年度

平成２３年度

第１回認定

高松農業・農村振興協議会

加工

（岩手県花巻市）

米、枝豆、山の果実（ガマズミ等）を利用した地域の高齢者等人材
活用による商品の加工・販売と地域活性化

◆認定事業の概要

米、枝豆、山の果実（ガマズミ等）を利用し
て米粉、米粉加工品（がんづき、ケーキ等）、
枝豆粉、枝豆粉加工品（クッキー、ケーキ等）、
ガマズミ等のジュース、ジャム、ゼリーの商品
開発・生産し、宅配便や直売所による販売を行
う。また、商品の開発・生産において地域の人
材を活用することにより、雇用の創出と地域の
活性化につなげる。

地域の特産品になりうる冬虫夏草の製造・販売事業

ガマズミ

（岩手県紫波町）

市場規格外農産物を有効活用したジュース（トマト、ブドウ）及び、
トマトソース加工販売

これまで組合員が生産した市場規格外果実を
使い製造・販売しているぶどうジュース加工施
設を拡充し、ぶどうジュースの増産を図るとと
もに、新たにトマトジュース・ソースの開発・
製造を行い、直売のほか他の産直施設へ出品す
ることにより、農業所得の向上を目指す。

（岩手県盛岡市）

自ら生産した冬虫夏草の製造メーカーへの原
料供給など新たな需要を開拓することにより、
生産と販路を拡大しこれに伴う雇用拡大、地域
の養蚕業農家の活性化、農業経営の改善を図る。

農事組合法人 赤沢農産物直売組合

◆認定事業の概要

株式会社バイオコクーン研究所

◆認定事業の概要

平成２３年度
加工・直売

第２回認定

第３回認定
加工・直売

株式会社 遠野牧場
（岩手県遠野市）

遠野和牛の生産と肉及び加工品の製造・販売

◆認定事業の概要

(株)イトーヨーカ堂及び遠野市と連携・協力
し、遠野市内において和牛の繁殖、育成及び肥
育までを一貫生産し、食肉及び肉等加工製品を
開発・製造し(株)イトーヨーカ堂の店舗等にお
いて販売する生産方式の確立を目指す。

岩手県
加工・直売

平成２３年度 第３回認定
手作り工房きくぱん
（岩手県紫波町）

https://kikupan.jp/

自家生産した野菜・豆類と地域特産品のナンブコムギ・ひとめぼれ
を利用した新商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要

加工・直売・
レストラン

くずまき乳製品加工研究会
（岩手県葛巻町）

町の特産である牛乳を生かした商品（ジェラート・ランチ）の製
造・販売事業

◆認定事業の概要

新たに加工施設を増設し、自ら生産する野菜
（南瓜、玉葱）、豆類と地域特産品の小麦（ナ
ンブコムギ）及び米（ひとめぼれ）を原材料と
した、新商品「おやき」を開発し、直売施設へ
の出品・販売等により、経営の多角化・高度化
及び、農業経営の改善を図り地域農産物の生産
増加を促進し、雇用創出を目指す。

会員の牧場で生産された牛乳を使い、ジェ
ラートの商品開発と、併せて自ら生産した牛
乳・野菜を使ったランチを新たに整備する工房
で販売するとともに、ジェラートについては移
動販売車による販売を行い売り上げを伸ばすこ
とで、会員の所得向上につなげる。

かまやきベーグル

平成２３年度
加工・直売

有限会社 サンファーム
（岩手県盛岡市）

http://sunfarm.biz/

ブルーベリー等を活用したオリジナル商品の開発・販売及び”旬”食
材の通年提供の実現

◆認定事業の概要

自社生産の加工向けおうとう、ブルーベリー、
りんご等を利用したジャム、乾燥りんご、コン
ポートの開発・加工と、アイスクリームやロー
ルケーキの加工委託を行うとともに、保存設備
の整備により果実の長期保存・通年供給体制を
構築し、小売店への卸の他、直売、インター
ネット通販による加工品の通年販売を行うこと
により、長期的な事業の成長を目指す。

第３回認定
加工・直売

有限会社 菅原ぶどう園

（岩手県花巻市）http://www.sugawarabudouen.sakura.ne.jp/

自ら栽培した安全でおいしい果実（ぶどう等）を活用した新商品開
発と販路開拓

◆認定事業の概要

ジュース加工施設を整備し、自園で栽培した
ぶどう、ブルーベリーを利用した高品質な
ジュース、無添加ジャムを開発・製造し、イン
ターネット販売など新たな販売ルートを開拓す
ることにより、収益力の強化に努め、農業経営
の改善を図る。

岩手県
加工・直売

平成２３年度 第３回認定
株式会社 高橋農園

（岩手県紫波町） http://www.takahashi-nouen.jp/

当社が生産した野菜を活用した加工品の開発及び自社店舗による販
売促進事業

◆認定事業の概要

東北エンジニアリング 株式会社

http://www.te109.co.jp/

ニンニクの地域特産化とその加工・販売システム確立事業

◆認定事業の概要

平成22年度からりんご加工品に取り組み、生
産販売を開始、23年度から黒にんにくの生
産・研究を開始。黒にんにくの乾燥調製、加工
施設を新たに整備し、遊休農地を利用した自社
生産拡大と、周辺地域協力生産者による規模拡
大により供給体制を整え、加工品の製造・販売
により、雇用及び協力生産者の所得向上と新規
の担い手参入を促す。

（岩手県紫波町）

りんごをはじめとする、自ら生産した農産物を活用して新商品の開
発及び加工・販売による経営の多角化事業

加工施設を整備し、自社生産のりんご、西洋
なしや野菜を使った乾燥果実・野菜などの新商
品開発と、水稲育苗時期以外に利用のないハウ
スを使いベビーリーフを生産し、関東圏の既存
顧客の他、特産品の販売店やアンテナショップ
など販路を拡大することにより、農業経営の多
角化・高度化を図り、所得の向上による経営の
改善を図る。

平成２３年度
（岩手県滝沢市）

有限会社 髙橋農産

◆認定事業の概要

自社で生産した野菜と地域特産であるナンブ
コムギを活用した新商品としてパイケーキを開
発・商品化し、農産物及び餅菓子等の加工品と
併せて直売施設での自社店舗において加工・販
売することにより、経営の多角化・高度化の実
現を目指す。

加工・直売

加工・直売

第３回認定
加工・直売

株式会社 西和賀産業公社

（岩手県西和賀町） http://www.echna.ne.jp/~yudasan/

西和賀の山の恵み「山菜」・「きのこ」等を活かした商品開発と販
売展開

◆認定事業の概要

山菜、きのこを利用した炊き込みご飯の素、
鍋セットの開発・製造、わらび粉の量産化及び
スイーツ等の開発・製造、そばの乾燥調製施設
整備によりそば粉、そば粉加工品の開発を行い、
通信販売による販路拡大を図り、町内の農業者
や加工業者の所得拡大につなげる。

黒にんにく

岩手県
加工・直売

平成２３年度 第３回認定
WILD GRAPE FARM 八幡平山ぶどう農園

（岩手県八幡平市） http://www.wildgrapefarm.com/

山ぶどうを活用した付加価値商品の開発及び山ぶどうジュースの販
路拡大事業

◆認定事業の概要

自園産の山ぶどうを使った新たな加工品とし
て、山ぶどうの搾汁残渣を使った山ぶどう
ティーなどの開発・商品化を行い、地元での販
売の他、ネット通販及び都内での販売を行うほ
か、自社生産のジュースに加え、近隣農家及び
久慈市産の山ぶどう果実、ジュースを買い付け、
ジュースの商品ラインナップを増やし販路拡大
を図る。

平成２３年度
新品種育成

加工・直売

http://www.office-web.jp/TandG/pc/index.html

温暖化に対応し、需要拡大をめざしたリンドウの新品種開発

◆認定事業の概要

温暖化等により生産の安定性に悪影響を及ぼ
していることから、バイオテクノロジーのク
ローン技術を活用し、現行の開花時期に限らな
い開花及び単色だけではないバイオカラー、ト
リカラー等複色のりんどうの新品種の開発。

（岩手県紫波町）

http://www.shiwa-fruitspark.co.jp/top.html

県内一のぶどう産地である紫波町のワイン用専用品種ぶどうを使用
したスパークリングワインの醸造販売

◆認定事業の概要

醸造設備を整備し、市場・顧客ニーズの高い
スパークリングワインの商品開発及び販売を通
じ、「自園自醸ワイン紫波」ブランド商品の新
たな需要開拓と売上拡大を図ることで、醸造用
ワイン用品種ぶどうの栽培を増やし、自園及び
周辺地域の生産者の所得を向上させる。
スパークリングワイン

平成２４年度 第１回認定

第３回認定（研究開発・成果利用事業計画）

株式会社Ｔ&Ｇバイオナーサリー（岩手県花巻市）

株式会社 紫波フルーツパーク

加工・直売

大西ファーム 株式会社
（岩手県二戸市）

http://onishifarm.p-kit.com/

自家栽培のトマトとにんにくを利用した新味覚の食品加工と販売

◆認定事業の概要

自家生産したトマト、にんにくを使用した加
工食品（ドライトマト、皮むき黒にんにく等）
を開発し、県内外のホテル、レストラン等への
卸売及びインターネット販売に取り組む。

岩手県
加工・直売

平成２４年度
有限会社 総合農舎山形村
（岩手県久慈市）

http://www.nousya.jp/

いわて短角牛の素牛生産の継続・拡大と生産、肥育による一貫飼養
及びいわて短角牛を利用した加工品の開発拡大

◆認定事業の概要

第１回認定
加工・直売

舘石会

（岩手県久慈市）

耕作放棄地の活用によるそばの栽培拡大と加工・販売拡大及び「豆
腐」「凍豆腐」と「まめぶ」の加工・販売

◆認定事業の概要

いわて短角牛を使用した新たな加工食品（ハ
ンバーグ、ミートボール、缶詰）を開発し、販
売については、既存の取引先である県内の百貨
店、スーパー等に販売するとともに、販路拡大
にも取り組む。

既存商品の手打ちそばセットについて、新た
にインターネット販売に取り組むとともに、新
たに大豆を作付して、新商品「豆腐」「凍み豆
腐」「まめぶ」を開発し、久慈市内の産直施設
及びイベント（赤そばまつり）等で販売する。

岩手短角牛と佐助豚の
コラボハンバーグ

平成２４年度
加工・直売

阿部自然農園

（岩手県奥州市）

自然栽培米を活用した新商品開発と新たな販路開拓

◆認定事業の概要

自ら栽培した米を使用した、玄米、精米及び
米粉の小分けパック品を開発し、WEBショッ
ピングサイトを開設して販路拡大に取り組む。

第１回認定
加工・直売

株式会社 アマタケ
（岩手県大船渡市）

http://www.amatake.co.jp/index2.html

南部どり（鶏肉）の少子高齢化に対応した商品開発及び販売
多角化

◆認定事業の概要

少子高齢化に伴う消費者ニーズに対応した鶏
肉の小包装（250g、300g）及び加工食品
（トマト煮等）を開発し、既存の取引先である
スーパー以外に、インターネット及びカタログ
販売による販路拡大に取り組む。

岩手県
加工・直売

平成２４年度
木楽創研 株式会社
（岩手県大船渡市）

http://kirakusoken.jp/

◆認定事業の概要

（岩手県花巻市）

りんどうを活用したハンドメイドフラワー
（一つの鉢に2種類の花を植え付けた物）を開
発し、直売所及びカタログ販売に取り組む。
また、販売促進としてフラワーアレンジメン
ト教室を開催する。

平成２４年度
有限会社 ビービーシーフォレスト
（岩手県一関市）

循環資源材料を用いた省エネ型水耕栽培施設で生産した野菜及び
カット野菜の直接販売

水耕栽培した野菜を、新設する加工施設で製
造したカット野菜とともに、自社グループ企業
（介護センター）及び地元市場へ販売する。

田中園芸

◆認定事業の概要

間伐材を利用して、自社特許の施工方法によ
り農業用ハウス等に活用できる商品を開発・販
売し、震災からの産業復興等に貢献する。

◆認定事業の概要

加工・直売

りんどうを中核とした新たな商品（ハンドメイドフラワー）の開発
と販路開拓及びフラワーマーケットの開設

間伐材活用ハウスの開発と販売

加工・直売

第１回認定

第１回認定
加工・直売

やまに農産 株式会社

（岩手県西和賀町）http://www.yamani.takahashid.com/

「西わらび」、「カシス」を活用した新商品の開発・販売と有用植
物園の整備

◆認定事業の概要

栽培しているわらびの根茎から製造している
澱粉を利用した加工食品及びカシスを原材料と
した加工食品を開発し、町内の菓子店等への販
売及び直売に取り組む。また、有用植物園を整
備し、苗販売やお茶、入浴剤づくり体験にも取
り組む。

岩手県
加工・直売

平成２４年度
有限会社 早野商店（岩手県岩泉町）http://i-hayano.jp/
株式会社 銀河農園（岩手県紫波町）http://www.ginga-farm.jp/

新しいフルーツ「食用ほおずき」の栽培拡大と「食用ほおずきドリ
ンク」など新商品の開発・販売

◆認定事業の概要

第２回認定
レストラン

黒沢

菜穂子

（岩手県雫石町）

自家産の米、雫石牛などを活用したレストラン事業

◆認定事業の概要

自社で生産した食用ほおずきを使用して、ド
リンク、ケーキの開発・製造を行い、デパート、
道の駅等で販売する。また、原料確保の安定化
に向け、食用ほおずきの水耕栽培を導入する。

自らが生産する米、牛肉、町内産の野菜を使
用したレストランメニューや総菜を開発し、農
家レストランを整備し提供する。

ほおずきんちゃんドリンク

平成２４年度
加工・直売

３ちゃん・矢次
（岩手県矢巾町）

～矢巾町の母ちゃんたちが取り組む６次産業化～
「３ちゃん味噌」の製造・販売

◆認定事業の概要

グループの構成員が栽培する米、大豆を使用
して味噌、麹、菓子等を加工・製造し、直売所
や味噌オーナー制度により販売する。

第２回認定
加工

農事組合法人 銀河の里沢内
（岩手県西和賀町）

きのこを活用した新たな総菜開発と販路開拓

◆認定事業の概要

自社生産の椎茸等きのこを使用した総菜、サ
ラダ、煮物等の商品開発・製造を行い、県内外
の温泉旅館へ直売するほか、百貨店等への販路
を開拓する。

岩手県
加工・直売

平成２４年度
株式会社 湯田牛乳公社
（岩手県西和賀町）

http://www.yudamilk.com/

賞味期限延長技術を導入した「牛乳」の高付加価値化とヨーグルト、
スイーツなどの新商品開発及び販売戦略事業

◆認定事業の概要

東和こなっこ加工組合
（岩手県花巻市）

特別栽培米を活用した新たな米粉麺の開発と販路開拓

特別栽培米を使用した米粉麺（冷麺、パスタ、
きし麺等）の商品開発・製造を行い、地元飲食
店、ネット販売のほか、アンテナショップ等を
活用した首都圏への販路開拓を行う。

平成２４年度
株式会社 おおのミルク工房
（岩手県洋野町）

加工・直売

◆認定事業の概要

公社の構成農家の生産する牛乳を使用し、既
存の牛乳、乳製品に加え、新たに賞味期限延長
技術による牛乳製造、新しい乳酸菌を使用した
ヨーグルト、チーズケーキ等の商品開発を行い、
生協、量販店のほか工場見学者や町内来訪者に
販売を行う。

加工・直売

第２回認定

http://www.yumemilk.com/

第３回認定
加工・直売

農事組合法人 室岡営農組合
（岩手県矢巾町）

麦・大豆の二毛作立毛間播種技術を導入し生産した大豆の加工によ
る経営改善と地域活性化

ミルク・スウィーツ（新商品）開発および販路開拓

◆認定事業の概要

◆認定事業の概要

構成員の生産した原乳を使用したスイーツ
（ヨーグルト、プリン、アイスクリーム等）の
新商品を開発するとともに、生産体制の整備、
営業力強化による販路開拓などに取り組むこと
により、経営基盤の充実を目指す。

地域で栽培する大豆を活用して、こだわり味
噌を開発・販売するとともに、消費者向けの味
噌加工体験を行い生産者と消費者との交流を促
進する。大豆の乾燥調製の内製化とあわせて、
雇用拡大、経営の多角化・高度化を進め、農業
経営の改善を図る。

のむヨーグルト

岩手県
加工・直売

平成２４年度
株式会社 網代農園

加工

（岩手県奥州市）

自社生産米の米粉を活用した商品開発及び販売事業

高橋葡萄園

（岩手県花巻市）

（岩手県金ヶ崎町）

◆認定事業の概要

自社生産した米を活用した米粉、米粉めん等
を開発し、地域の飲食店、小売店との連携によ
る地産地消を進め、経営の多角化と農業経営の
改善を図る。

加工・直売

農事組合法人 ＳＵファーム長志田

古代米と地元野菜を活用した菓子類、漬物等の製造・販売事業

◆認定事業の概要

平成２４年度

第３回認定

組合員の生産する古代米、野菜等を活用して
地域の伝統、食文化を生かした菓子類、漬物等
を開発し、生産物の付加価値向上、経営の多角
化・安定化を図り、地域活性化につなげる。

第３回認定

平成２５年度

http://grape.shop-pro.jp/

加工・直売

第１回認定

合同会社 アグリコラボサークル
（岩手県紫波町）

岩手県産農産物のリレー生産による安定供給と規格外野菜による加
工、直販事業

自家産ぶどうによるオリジナルワインの製造・販売

◆認定事業の概要

◆認定事業の概要

自家産のぶどうでオリジナルワインを製造す
るため、マイクロ・ワイナリーを創設し、原料
となるぶどうの栽培規模拡大と品質向上を図る
とともに、醸造技術を磨き、これまで培ってき
たソムリエ関係者とのネットワークを活かして
販路の拡大を目指す。

自社生産の有機ＪＡＳ認定作物（ブルーベ
リー、かぼちゃ、にんじん）をパウダーに加工
し販売するとともに、パウダーを使った菓子製
品を製造・販売し、売上の拡大を図ることによ
り、所得向上と雇用の拡大を目指す。

自家醸造ワイン

岩手県
加工・直売

平成２５年度
株式会社 長根商店
（岩手県洋野町）

http://39kinoko.cart.fc2.com/

新種きのこ（三陸あわびたけ ）の栽培プラント構築および新商品の
加工・販売への進出

◆認定事業の概要

特定非営利活動法人 遠野まごころネット

http://tonomagokoro.net/

地域の農産物と海産物を用いた「三陸海鮮餃子」及びオーガニック
ハーブの加工・販売事業

◆認定事業の概要

自ら生産したハーブを「ハーブスティック」
に加工し販売するほか、新規に生産する小麦と
古来種のニラと三陸産海産物を原材料として餃
子に加工し販売することにより、経営の多角化
を図る。

元正榮 北日本水産 株式会社（岩手県大船渡市）
熊谷 豊治（岩手県大船渡市）

「６次産業化」による岩手県産「キッピンあわび」の再生復興事業

自社及び地域の漁業者が養殖するえぞあわび
を乾鮑に加工し販売することにより、経営の安
定化を図る。

平成２５年度
（岩手県遠野市）

加工

◆認定事業の概要

自社生産するアギタケ（「三陸あわびたけ」
として商標登録済）を用いた加工品（佃煮、炊
き込みご飯の素、カレー等）を製造するととも
に、インターネット販売等による直接販売及び
飲食店等への卸販売に取り組む６次産業化の展
開により経営の改善を図る。

加工・直売

第１回認定

第１回認定
加工・直売

藤沢ラズベリーファーム 有限会社
（岩手県一関市）

有機ブルーベリー、有機野菜のパウダー化とそれを活用した菓子類
の商品化及び、生産者シェアショップによる販売事業

◆認定事業の概要

構成員が生産するにんにくのうち規格外品を
用いた黒にんにくの製造及びじゃがいも、にん
じんの規格外を原料としたレトルト製品を開発
するとともに、にんにく加工品はスーパー、道
の駅、サービスエリア等に、レトルト製品は業
務用として販売することにより、構成員の所得
の向上を図る。

岩手県
加工・直売

平成２５年度

平成２５年度

第１回認定

農事組合法人 宮守川上流生産組合
（岩手県遠野市）

「どぶろく」の新商品開発と商品レパートリーの拡充およびネット
販売等販路の多様化

◆認定事業の概要

加工

第２回認定

恵農産 株式会社
（岩手県二戸市）

無化学肥料（牛糞堆肥）による自家生産のにんにくを利用した加
工・販売事業

◆認定事業の概要

組合が生産した酒米「吟ぎんが」や古代米を
原料に「どぶろく」を、トマト、ニンジンを原
料にジュースを製造し、直売・ネット販売等に
より販売することにより、経営の強化を図る。

自社生産のにんにくを使用した加工品(乾燥
チップ、黒にんにく、すりおろしにんにく）を
製造・販売することにより、付加価値を取り込
むことで農業経営の改善を図る。

遠野どぶろく

平成２５年度
加工・直売

権七園

（岩手県二戸市）

独自規格での選果によるリンゴの高単価化及び規格外品を利用した
新商品の開発・販売事業

◆認定事業の概要

自家生産りんごを使用した加工品（コンポー
ト、ジュレ）を開発し、インターネット及びゆ
うパックを利用した販売に取り組むことにより、
新たな事業を創出することで農業経営の改善を
図る。

第２回認定
直売

有限会社 及川フラグリーン
（岩手県花巻市）

http://www.ofg-web.com/

クレマチスを活用した新商品の開発及び大規模直売所の開設

◆認定事業の概要

自社栽培のクレマチスを活用した新商品
（ガーデンユニット）を開発し、直売所を整備
し販売することにより農業経営の改善を図る。

岩手県
加工・直売

平成２５年度

平成２６年度

第３回認定

社会福祉法人 悠和会
（岩手県花巻市）

http://www.ginganosato.com/

リンゴを活用した無添加・果汁100％のシードル（ノンアルコー
ル）及びジュースの開発並びに販路開拓

◆認定事業の概要

当会の生産しているりんごを活用した加工品
（シードル（ノンアルコール）、ジュース）を
製造し、ネット販売及び福祉関係のルートを活
用した販売等に取り組むことにより、当会にお
ける農業経営の安定化を図る。また、福祉施設
と農業を結び付けることにより、障がい者の所
得向上と地域農業との連携を目指す。

https://www.iwate-fmeat.com/information/

ブランド牛の生産・加工・販売一貫体制の構築

シードル
（ノンアルコール）

（岩手県西和賀町）

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

自社構成員の飼育した地鶏「南部かしわ」を
原材料とした加工品（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
域特産品として販売することで、農業経営の改
善を図る。

（岩手県奥州市）

構成員が生産した牛肉を使用した冷凍精肉商
品及び加工品（ハンバーグ、ソーセージ、味付
け焼肉、牛串）を開発・製造し、卸売、直売
ルートの開拓に取り組むことにより、収益力の
高い経営を確立する。

いわてにしわが南部かしわプロジェクト 株式会社

◆認定事業の概要

株式会社岩手ファーマーズミート

◆認定事業の概要

平成２６年度
加工・直売

加工・直売

第１回認定

第３回認定
加工・直売

農事組合法人さらき
（岩手県北上市）

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

◆認定事業の概要

米、野菜を利用した新商品（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、所得向上を図ること
で経営の改善及び地域の雇用を創出し、地域の
活性化を目指す。

岩手県
加工・直売

令和２年２月認定

平成２８年１１月認定
松原農場

松原久美

（岩手県雫石町）

http://matsubokkuri.jp/

健康志向の人を対象に、自家産牛乳を用いた老化抑制作用を有する
乳酸菌を活用したヨーグルトの製造・販売

◆認定事業の概要

直売

社会福祉法人大洋会
（岩手県大船渡市）

高設養液栽培によるいちごの生産・販売、観光農園の運営による農
福連携型事業

◆認定事業の概要

自家産牛乳を用いて、老化による骨密度の減
少や肌状態の劣化抑制作用を有する特許乳酸菌
（Ｈ６１株）を活用したヨーグルト製品を開発
し、自ら経営する店舗での販売やデパート等へ
の卸売販売、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。
牧舎のヨーグルト

陸前高田市において農業と観光の一端を担い、
交流人口の増加と地域の活性化を図るため、高
設養液栽培システムによるいちご栽培設備を整
備し、障害者が栽培技術を習得して生産・販売
する「農福連携」によるいちご観光農園を行い、
障害者が農業を通じて就労機会と収入を得て地
域での自立を目指す。

