
【秋田市】
①株式会社四季菜
①農業生産法人合同会社大地
③株式会社上新城ノーザンビレッジ
①有限会社まこと農産

【八郎潟町】
①コダマ農場
【五城目町】
①有限会社アグリ
①あきた湖東農業協同組合
①株式会社渡彦農醸

【八峰町】
①日本白神水産株式会社

【潟上市】
①伊藤 公男
■株式会社アグリサポート
①秋田グリーンサムファーム株式会社

【三種町】
①お菓子工房スフレ
②株式会社秋田白神食品
①秋田やまもと農業協同組合

【にかほ市】
①株式会社鳥海フォス
①株式会社秋田鳥海夢農場

【羽後町】
①農事組合法人こまち野
①佐藤 金市
①有限会社モコ
①有限会社ゆめ企画須藤健太郎商店

【由利本荘市】
⑤農事組合法人新田水稲生産組合
①田口 藤樹
①有限会社折林ファーム

【能代市】
①株式会社白神手づくり田舎くらぶ
①農事組合法人能代グリーンファーム常盤
③鶴形そば製造加工株式会社
①株式会社佐藤ファーム

【大館市】
①農業生産法人有限会社ナチュラルファーマーズ
①農事組合法人立花ファーム
⑤農業生産法人合同会社ホサナ企画
②あきた北農業協同組合
➀でんろく 田中伸夫

【大仙市】
①農事組合法人エコファーム
①有限会社内小友ファーム
③神岡縄文農園株式会社
①有限会社高関上郷農場
①有限会社井上農産
② 農事組合法人たねっこ
⑥秋田おばこ農業協同組合
①東商事株式会社

【鹿角市】
③農事組合法人したかわら
②農事組合法人大里ファーム
①農事組合法人八幡平養豚組合

【美郷町】
③農事組合法人美郷サンファーム
⑤農事組合法人大畑ファーム
①株式会社秋田食産
①すまっこふぁーむ 梅川 尚季

【横手市】
①農事組合法人大沢ファーム
①株式会社だいごの丘
①農事組合法人山楽里
■秋田屋株式会社

【湯沢市】
②株式会社相川ファーム

【大潟村】
①、⑤株式会社大潟村あきたこまち生産者協会
②株式会社ベジタブルスタイル
②株式会社ネピュレ東北

（令和３年８月末現在）

秋田市

男鹿市

由利本荘市

潟上市

大仙市

にかほ市

上小阿仁村
三種町

能代市

大館市

北秋田市

藤里町八峰町

五城目町八郎潟町

井川町

大潟村

羽後町

横手市

湯沢市

仙北市

鹿角市

小坂町

美郷町

東成瀬村

【北秋田市】
①農事組合法人坊沢営農組合
①有限会社栄物産
②株式会社しらかみファーマーズ
【仙北市】
①合資会社エコニコ農園
⑤ランドクリエイト株式会社
②有限会社北浦郷

【所在地】
●農林漁業者等
▲研究開発事業者
■ファンド出資案件

○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

秋田県における六次産業化・地産地消法に基づく事業計画（6３計画）



秋田県 平成２３年度 第１回認定

農業生産法人株式会社相川ファーム
（秋田県湯沢市） http://tyuusanchi.com/index.html

加工

新規需要米（米粉用）を活用した米粉パンの開発と直接販売による
経営改善

◆認定事業の概要
米価の下落や転作面積の増加と、従業員の通

年雇用のため、新規需要米（あきたこまち）を
活用して、カルシウムとマグネシウムの含有量
が多く、血糖値を下げる等の効果がある健康野
菜「グラパラリーフ」を練り込んだ健康パン等
の新商品を開発し、道の駅等で直売することに
より、新規需要米の作付け拡大と経営改善を図
る。

農事組合法人 美郷サンファーム
（秋田県美郷町）

加工・直売・
レストラン

米粉を使ったパン、菓子類などの新商品開発と、農家レストラン、
農家民宿の新設による販路拡大

◆認定事業の概要
法人経営の改善を図るため、おにぎり、米粉

パン、米粉麺、米粉菓子（たい焼き、ケーキ
等）などの新商品を開発、加工・製造し、直売
施設での販売、農家レストランによる食事提供、
農家民宿を事業展開することで、付加価値の高
い商品の製造・販売を行い、雇用を創出し地域
の活性化につなげる。

農事組合法人 したかわら
（秋田県鹿角市）

加工・直売・
レストラン

米、そば等の製粉とこれを利用した加工品による高付加価値化と農
産物の直売による販路の拡大

◆認定事業の概要
法人経営の安定化を図るため、米、そばを製

粉加工し業務用として販路を開拓するほか、ソ
バ（生麺）を製造し、精米、りんごと共に自ら
設置する飲食施設の直売コーナーで販売し、需
要を確保する。
飲食施設では、そばと自家生産した野菜を利

用したメニューやおにぎりを提供し、農業経営
の改善及び雇用の確保を図る。

株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会
（秋田県大潟村）http://www.akitakomachi.co.jp/main/

加工・直売

米粉用米を原料としたアレルギー対応の米めんや、米キャラメルな
ど米食品の開発・販売

◆認定事業の概要
米粉用米を利用した小麦アレルギー対応米め

ん、米キャラメル、米アイス、米ジャム等の新
商品を開発し、米加工品の生産・加工・販売を
一体化 した事業を全国展開することにより、
米粉食文化の普及と食糧自給率の向上を進める。

平成２３年度 第１回認定 平成２３年度 第２回認定



秋田県 平成２３年度 第２回認定

農事組合法人 坊沢営農組合
（秋田県北秋田市）

加工・直売

米、大豆等を利用した高齢者向け宅配弁当と新たな加工商品の開発
と販売事業

◆認定事業の概要
高齢者向け弁当の製造・宅配及び、現在製造

している豆腐副産物のおからを利用した、「お
からドーナツ」の開発を行い、豆腐販売先等で
の販売を行う。また、加工部門の充実により雇
用の増加、周年雇用の確立、後継者の確保及び
地域の活性化を図る。

平成２３年度 第３回認定

農事組合法人 こまち野
（秋田県羽後町） http://www.komachino.com/

加工・直売

イチゴを活用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自ら生産しているいちごを活用した新たな加

工食品を開発し、いちご狩りの来場者への販売
を含めた販路拡大を図り、羽後町の観光スポッ
トを目指し地域の活性化に貢献するとともに、
経営改善による雇用の促進につなげる。

有限会社 栄物産
（秋田県北秋田市） http://www.kumagera.ne.jp/sakae/

加工・直売

野菜及び山菜等を利用した加工食品（乾燥野菜、粉末茶等）の開
発・販売事業

◆認定事業の概要
高温セラミック熟成乾燥による野菜、山菜等

の乾燥品、粉末及び粉末を利用した加工食品を
開発する。また、自社ホームページを栽培履歴、
料理方法等の情報の提供を行えるようリニュー
アルし、ネット販売の強化を図る。

農業生産法人 有限会社 ナチュラルファーマーズ
（秋田県大館市）加工・直売

秋田産枝豆及び大豆の加工品を中心とした新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
新たに枝豆及び大豆を生産して、枝豆、大豆

の加工品（ペースト、豆乳、豆腐等）を製造し、
既存の販売先に加えて、新たに設置する直売所
及び病院、老人ホーム、学校給食等への販路開
拓により経営の安定と向上を目指す。

平成２３年度 第３回認定

こごみ粉末茶、こはぜ粉末茶、
キクイモ粉末茶、笹の葉粉末茶



秋田県 平成２４年度 第１回認定

株式会社 四季菜
（秋田県秋田市）

加工・直売

特用林産物の育成増産と高度加工製品の製造・販売

◆認定事業の概要
「こはぜ」、「食用ほおずき」を原材料とし

た加工食品（飲料、飲むゼリー）を開発・製造
し、インターネットショッピングサイト及び直
売所を整備して販売する。

株式会社 白神手づくり田舎くらぶ
（秋田県能代市）

加工・直売

軍鶏、比内地鶏の飼育・解体処理・製造･加工・販売

◆認定事業の概要
軍鶏、比内地鶏を使用した加工食品（きりた

んぽセット、じゅんさい鍋セット）の開発製造
に取り組む。また、販売については、精肉は、
能代市内の精肉店に販売、加工品については、
能代市のアンテナショップ及びギフトメーカー
に贈答用品として販売に取り組む。

農事組合法人 大沢ファーム
（秋田県横手市）

加工・直売

特産品であるぶどうを原材料にした商品の加工・販売

◆認定事業の概要
地域特産品であるぶどうを主な原材料として

ジュースを製造し、販売については、当初は横
手市観光協会に全量委託販売するが徐々に自ら
販路を開拓し、自社直接販売にも取り組む。

コダマ農場
（秋田県八郎潟町）

加工・直売

乾燥野菜の製造・販売と野菜ガラス温室を活用した「交流農場」事
業

◆認定事業の概要
自ら生産したねぎ、にんじん、だいこん等を

利用した乾燥野菜スライス及び乾燥野菜粉の開
発を行い、交流農場での農作業体験入り込み客
への直接販売を行う。

平成２４年度 第１回認定 平成２４年度 第２回認定

直売所と「こはぜとほおずきゼリー」



秋田県 平成２４年度 第２回認定

農事組合法人 新田水稲生産組合
（秋田県由利本荘市） http://www.donpu.net/ooutimai/outimai.htm

加工・直売・
輸出

ジャンボニンニク、クレソンを活用した新商品の加工・販売及び輸
出事業

◆認定事業の概要
組合で生産するジャンボにんにくを使用した

ドライパウダー調味料、ハタハタ寿司を開発す
るほか、クレソンと米粉を練り合わせたパスタ
を開発し、直売所やインターネットで販売する。
また、ジャンボにんにくは中国やロシアへ輸出
も行う。

平成２４年度 第３回認定

農事組合法人 能代グリーンファーム常盤
（秋田県能代市）

加工・直売

自社で生産している米及び大豆を活用した無添加こだわり味噌の加
工、販売事業

◆認定事業の概要
米、大豆を原材料に、甘さや塩分の異なるバ

リエーションのある無添加のこだわり味噌を開
発し、通販等の販売方式を導入することで、新
たな販売先の開拓による経営の多角化を図り、
安定的な収益の確保を目指す。

有限会社 アグリ
（秋田県五城目町）

加工・直売

自社栽培している野菜及び山菜を活用した加工品の製造・販売
事業

◆認定事業の概要
山菜及びイタリアン野菜を使用した乾燥加工

品、とうもろこしの冷凍加工品を開発し、直売
所、道の駅、ネットショップ等新たな販売ルー
トを構築することで、経営の多角化、高度化を
図り、安定的な収益の確保を目標とする。

田口 藤樹
（秋田県由利本荘市）

加工・直売

秋田産枝豆及び大豆の加工品を中心とした新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
キクイモの独特な風味、栄養特性を活かした

健康うどん「本荘キクイモうどん」を開発し、
新たな販売ルートを構築することで、農業経営
の改善を図る。

平成２４年度 第３回認定

小倉セリ

ジャンボニンニク

キクイモ



秋田県 平成２４年度 第３回認定

株式会社 鳥海フォス
（秋田県にかほ市）

加工・直売

自社で生産している菌床しいたけ等を活用した加工による新たな
商品開発と販売事業

◆認定事業の概要
しいたけを原材料とした加工品（味噌、ペー

スト、漬物）及びいちじくを原材料とした加工
品（ジャム、チップス）を開発・販売すること
で、農業経営の改善を図る。

農事組合法人 エコファーム
（秋田県大仙市）

加工・直売

なたねと小麦を活用した新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
なたね油の絞りカスを利用した新商品（お茶、

クッキー等）及び新たに生産する小麦を使用し
た新商品（なたね油と小麦粉のセット等）を開
発し、首都圏の百貨店等への販売に取り組む。

合資会社 エコニコ農園
（秋田県仙北市）

加工・直売

ブルーベリーの品種特性を活かした商品加工・販売事業

◆認定事業の概要
ブルーベリーを使用した新商品としてジャム

を開発する。品種別の特性を活かした数種類の
ジャムを開発することにより、商品ラインナッ
プの魅力により他社製品との差別化を図り、販
路開拓及び需要の開拓に取り組む。

佐藤 金市
（秋田県羽後町）

加工・直売

羽後和牛を原料とした加工食品の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自家ブランド牛「羽後和牛」活用した新商品

（ハンバーグ、コロッケ、牛串）を開発すると
ともに、直売所を整備し経営の多角化と農場経
営の改善を目指す。

平成２４年度 第３回認定

ジャム４種

直売所といちじくの苗木

羽後和牛



秋田県 平成２５年度 第１回認定

農業生産法人 合同会社 大地
（秋田県秋田市）

加工・直売

秋田産菜種、大豆を活用した特徴ある加工食品の製造・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の菜種の油と大豆を活用した豆腐、

油揚げ、おからドーナツ、豆腐ソフトクリーム
等を製造し、新設する直売所で販売して経営の
多角化を図るとともに、加工場を整備すること
により雇用の場を確保し、周年就業可能な環境
を創る。

農事組合法人 立花ファーム
（秋田県大館市）

加工・直売

餅米･うるち米、地区内から生産されるブラックベリー、野菜等を
活用した加工品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産するもち米、ブラックベリーを活用

した加工品を製造し、地元スーパーや全国市場
への販路拡大に取り組むとともに、米、大豆、
野菜等と併せて直売所やインターネットでの直
売を行うことにより、所得向上を図り地域活性
化につなげる。

ランドクリエイト 株式会社
（秋田県仙北市）

加工・直売・
輸出

養殖魚を活用した新商品の開発による生産基盤強化事業

◆認定事業の概要
自社養殖魚（紅鱒、岩魚）を利用した新商品

（スモークサーモン、レトルト商品）を製造す
るとともに、紅鱒商品については、東南アジア
への輸出にも取り組むことで、経営の改善、所
得の向上を図る。

株式会社 ベジタブルスタイル
（秋田県大潟村）

加工

野菜の産地立地型業務用一次加工への取組事業

◆認定事業の概要
構成員及び契約農家の生産する業務用野菜の

調製・選別からカット野菜までの一次加工を産
地立地型で取り組み、既存の生果販売先である
外食チェーン等へ卸すことで県外へ流出してい
た付加価値を産地に還元する。

平成２５年度 第１回認定 平成２５年度 第２回認定

ブラックベリー



秋田県 平成２５年度 第２回認定

有限会社 内小友ファーム
（秋田県大仙市） http://www.uchiotomofarm.jp/

加工・直売

自社生産大豆を活用した豆腐および「おから」派生商品、乾燥しい
たけの加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の大豆を利用した加工品（豆腐、厚

揚げ豆腐、おからがんもどき、おからドーナツ、
おからパウダー）を製造し、直売所及び移動販
売車による販売に取り組むことにより農業経営
の安定と付加価値の向上を目指す。

神岡縄文農園 株式会社
（秋田県大仙市）

加工・直売・
レストラン

地域の果樹・堅果・山菜等を活用した加工食品等の販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のブルーベリーを使用したジャムの

製造・販売及び古代米、しいたけ、山菜等を使
用したメニューを開発しレストランで提供する
等、経営の多角化で農業経営の改善を図る。

農事組合法人 大畑ファーム
（秋田県美郷町）

加工・直売・
輸出

米と野菜を利用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自ら生産した米の新商品（真空パック）を開

発及び野菜を使用した漬物を製造し、インター
ネット販売等に取り組む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。

平成２５年度 第２回認定

おおはた米

直売所と寄せ豆腐

鶴形そば製造加工 株式会社
（秋田県能代市）

加工・直売・
レストラン

自社生産のソバを活用した蕎麦の加工、販売事業

◆認定事業の概要
自社生産のそば及び地域の農家が生産した野

菜を活用し、自らが整備する飲食施設において、
蕎麦、蕎麦定食、漬物もろみの提供・販売を行
い、経営の高度化とブランド化を図り、安定的
な収益確保を目指す。

鶴形手打ちそば

平成２５年度 第３回認定



秋田県 平成２５年度 第３回認定

お菓子工房スフレ
（秋田県三種町） http://souffle-cheese.com/

加工・直売

自ら生産している野菜（ミニトマト等）を活用した、菓子加工、販
売事業

◆認定事業の概要
自家生産及び地域の農業者が生産した野菜

（ミニトマト、さつまいも等）を利用した加工
品（ジュレ、ジャム、菓子）を製造し、直売所
での販売や食品取扱店への卸売に取り組み、収
益の向上を目指す。

農業生産法人 合同会社 ホサナ企画
（秋田県大館市）

加工・直売・
輸出

あきたこまちのハラール認証を利用した商品の販売及び海外輸出事
業

◆認定事業の概要
自社及び地域の農業者に契約栽培した米につ

いて、ハラール認証を取得しイスラム圏（東南
アジア、中東諸国）への輸出及びハラール認証
米を活用した菓子（煎餅、おかき、あられ）の
製造を行い、国内外での土産用販売を中心に取
り組むことにより、付加価値を創造し、農業経
営の改善を図る。

株式会社 秋田鳥海夢農場
（秋田県にかほ市）

米及び大玉高糖度トマトの生産・加工・販売、地域生産野菜の乾燥
粉粒化・販売事業

◆認定事業の概要
自社及び構成員らが生産した米、野菜（トマ

トやホウレンソウ等）を利用した加工品（無洗
米、トマトジュース、乾燥野菜粉粒）を製造し、
直売に取り組むことで、付加価値の創造を図る。

平成２５年度 第３回認定

ハラール認証米 ２kg小さいトマトのカクテルゼリー
「ジュレdeキャロル」

米、乾燥野菜粉粒、
大玉高糖度トマト

加工・直売 加工・直売 有限会社 高関上郷農場
（秋田県大仙市）

米といぶり大根を活用した新商品開発事業

◆認定事業の概要
自社生産の米及び大根を活用した新商品（米

の真空パック、いぶり大根漬け）を製造し、
ネット販売や高級スーパー等への販売に取り組
むことで農業経営の改善を図る。

いぶり大根



秋田県 平成２６年度 第１回認定

あきた湖東農業協同組合
（秋田県五城目町）

加工・直売

地域特産品並びに地場産農産物の育成増産と加工品の製造及び販売
事業

◆認定事業の概要
組合員が生産した農産物（野菜、果樹）を使

用した加工品（アイス、漬物類）を製造するこ
とによる付加価値販売に取り組むことで、組合
員の農業所得の向上及び雇用の創出に寄与する。

株式会社 ネピュレ東北
（秋田県大潟村）

加工

米を原料とする米ネピュレの製造と販売事業

◆認定事業の概要
構成員が生産した米を使用した加工品

（ピューレ）を製造することにより、新たな高
付加価値化を実現し、農業者の所得向上に寄与
する。

有限会社 井上農産
（秋田県大仙市）

加工・直売

大根を活用した「いぶり大根漬け」の新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の大根を原料とした主力加工品であ

るいぶり大根漬けの新商品を製造し、販売先の
拡大等の販売力強化により、農業経営の基盤強
化を図る。

平成２６年度 第１回認定

米ネピュレ

チーズがっこ

枝豆アイス、りんごアイス

平成２６年度 第２回認定

株式会社 上新城ノーザンビレッジ
（秋田県秋田市）

加工・直売・
レストラン

無農薬・無肥料野菜等を活用した加工商品の開発・農家レストラン
のメニュー開発

◆認定事業の概要
自社生産した果実、野菜等を活用した加工品

（乾燥果実）及びレストランメニュー（カレー、
ピザ、ドーナツ等）を製造・提供することによ
り、経営の多角化・安定化に取り組み農業経営
の改善を図る。

そば打ち体験と「そば定食」



秋田県 平成２６年度 第２回認定

株式会社 佐藤ファーム
（秋田県能代市）

加工・直売

米の加工（きりたんぽ真空パック、おにぎり、赤飯）と野菜の惣菜
の加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産の米及び野菜を利用した加工品（き

りたんぽ、おにぎり、赤飯、惣菜）を製造し、
自社直売所で販売することで経営の多角化に
取り組み、農業経営の改善を図る。

有限会社 北浦郷
（秋田県仙北市）

加工

大根と枝豆を活用した新商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
自社生産する大根及び枝豆を利用した加工品

（大根柿漬け、冷凍枝豆ペースト）を製造し、
新たな販売ルートを構築し、経営の多角化、高
度化を図り、安定的な収益を確保することで農
業経営の改善を図る。

日本白神水産 株式会社
（秋田県八峰町）

加工・直売

特産品である「あわび」を原料にした商品の加工・販売事業

◆認定事業の概要
自社養殖あわびを使用した新商品（燻製、蒲

鉾、水煮）を製造、販売することにより、付加
価値を取り込むことによって経営を改善すると
ともに、雇用の創出を図る。

平成２６年度 第３回認定

直売所 みずほ 雲然柿で漬けた大根の柿漬け

白神あわび燻製

伊藤 公男
（秋田県潟上市）

加工・直売

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

◆認定事業の概要
伝統水産物「棒あなご」及びタイ類等を使用

した一夜干しを製造、販売に取り組むことで、
漁獲、加工、販売の一貫体制を構築することに
より、付加価値を高め経営の安定と基盤強化を
図る。

棒アナゴ



秋田県 平成２７年度 第１回認定

農事組合法人 大里ファーム
（秋田県鹿角市）

加工

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

◆認定事業の概要
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。

あきた北農業協同組合
（秋田県大館市）

加工

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

◆認定事業の概要
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。

株式会社 秋田白神食品
（秋田県三種町）

加工

ごぼう加工品の商品開発・販売事業

◆認定事業の概要
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。

平成２７年度 第１回認定

加工所と枝豆ペースト大日堂そば

株式会社 秋田食産
（秋田県美郷町）

加工・直売

自社栽培の大根・人参を使った漬物の通年販売事業

◆認定事業の概要
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。

漬物各種



秋田県 平成２７年度 第１回認定

株式会社 だいごの丘
（秋田県横手市）

加工・直売

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

◆認定事業の概要
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。

有限会社 モコ
（秋田県羽後町）

加工・直売

ねぎ・しいたけを利用した新商品開発及び加工・販売事業

◆認定事業の概要
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 折林ファーム
（秋田県由利本荘市）

加工・直売

自社生産した野菜を活用した加工事業（漬物、カット野菜、冷凍
カット野菜）及び販売事業

◆認定事業の概要
耕作放棄地の解消と自社で発生する鶏糞を使

用して生産する野菜の収量の増加とコスト削減
を図るとともに、漬物、カット野菜、冷凍カッ
ト野菜を製造し、食品販売事業者や地元学校給
食等への販売を行い、雇用の創出と経営の安定
化を図り、農業経営の改善を目指す。

平成２７年 ９月認定

マコモダケ
しいたけの甘辛煮

おふくろ漬（味噌漬）

有限会社 ゆめ企画須藤健太郎商店
（秋田県羽後町）

加工・直売

自社生産の大根を原料に、自然素材にこだわり、地域の伝統的な製
法を活用した商品の開発及び販売事業

◆認定事業の概要
自社及び委託で生産する大根を原料に、食品

添加物を使用しない自然素材にこだわった食べ
きりサイズの新商品（いぶり大根漬、いぶり大
根漬スライス）を開発し、取引先であるコープ
あきた等へ販売するほか、インターネットでの
販売を行うことで、新たな雇用の創出と経営の
安定を図る。

いぶり大根漬スライス



秋田県 平成２７年 ９月認定

農事組合法人 たねっこ
（秋田県大仙市）

加工

地場産野菜のペースト状加工商品等の開発・販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産する野菜、大豆を原料に、ペースト

状の野菜冷凍加工品（にんじん、カボチャ、ブ
ロッコリー）及びクラッシュ状の冷凍大豆加工
品を開発し、学校給食、病院・介護施設、食品
加工業者等への販売に取り組み、地元農産物の
付加価値の向上と生産、販売の拡大を図る。

農事組合法人 山楽里
（秋田県横手市）

加工・直売

自家生産の大根の加工品（漬物）「山内いぶり大根漬け」の新商品
の開発と販売

◆認定事業の概要
自組合生産のだいこんを用い、添加物を使わ

ない、食べ切り・使い切りサイズや味のバリ
エーションを増やした新商品（山内いぶり大根
漬けミニ、山内いぶり大根漬けスライス、山内
いぶり大根漬けキムチっこ）を開発し、卸売販
売、ネット販売を行うことにより、農業収入の
増大、雇用の場の創出を図る。

秋田おばこ農業協同組合
（秋田県大仙市）

レストラン

地場産農産物の枝豆、トマト等を用いた農家レストランメニューの
開発・販売

◆認定事業の概要
組合員が生産する枝豆、トマト、ブルーベ

リー、巨大胚芽米（金のいぶき）を用いて低カ
ロリーで栄養をバランス良く摂取できるレスト
ランメニューを開発し、開設する農家レストラ
ンで提供することにより、経営の多角化・安定
化を図り、地域農業の活性化と所得向上等を目
指す。

平成２８年 ２月認定

大豆クラッシュとにんじんペースト 山内いぶり大根漬け

農家レストラン

平成２８年 ２月認定

平成２８年 ７月認定

農事組合法人 八幡平養豚組合
（秋田県鹿角市）

加工・直売

ＨＡＣＣＰによる衛生管理の徹底と高付加価値化のための熟成製法
を用いた豚肉の製造・販売

◆認定事業の概要
自社豚の枝肉を、新たに整備するＨＡＣＣＰ

対応の加工施設で精肉加工を行い、高性能冷蔵
庫（保存期間の延長）の導入により、新たな製
法の精肉、熟成肉及び副産物（豚骨、豚脂）等
を製造し、店舗販売、卸売販売及びインター
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 時のゆめ（熟成肉）



秋田県 平成２９年 ７月認定

株式会社しらかみファーマーズ
（秋田県北秋田市）

加工

自社生産の大根を用いた新商品「いぶり大根漬け」の開発・販売

◆認定事業の概要
自社生産の大根の規格外品を用いて添加物を

使わない食べきりサイズのいぶり大根漬け
（ハーフ、スライス）とスライス業務用の商品
を開発し、食品卸会社や通販会社に販売するこ
とにより、所得の向上と雇用の創出を図る。

平成３０年 ５月認定

いぶり大根漬け（ハーフ）

秋田やまもと農業協同組合
（秋田県三種町）

加工・直売

地場産農産物のそらまめ等を用いたテンペ菌豆板醤の商品開発と製
造・販売

◆認定事業の概要
組合員が生産するそらまめを活用した豆板醤

商品を開発する。開発する豆板醤は、首都圏の
中華レストランオーナーシェフとの連携により、
発酵に用いる麹菌をテンペ菌に切り替え、原材
料を全て秋田県産とした安心・安全な商品で、
中華レントランやネット販売等を行って、そら
まめ部会員の所得向上を図る。

平成３０年 ８月認定

株式会社 渡彦農醸
（秋田県五城目町）

加工・直売

テロワール趣向の高い消費者をターゲットにした、町の象徴となる
日本酒（純米大吟醸）の開発・販売

◆認定事業の概要
自社で生産したあきたこまちを主原料とした日本酒
（純米大吟醸）を開発する。新商品は、冷酒にするこ
とでより米の味を感じてもらうため、あきたこまちの
精米歩合を45%にして、複数の酵母をブレンドするこ
とにより繊細できめ細かな純米大吟醸を表現する。
新商品開発は福禄寿酒造株式会社（五城目町）と連
携し、販売は自社が運営する販売施設兼カフェ「下タ
町醸し室HIKOBE」で行い、六次産業化の取組みを定
着させ農業経営の安定化を図る。

平成３０年 ９月認定

東商事株式会社
（秋田県大仙市）

加工・直売

自社生産のエゴマを使った低温圧搾によるエゴマ油の開発・製造・
販売事業

◆認定事業の概要
自ら生産したエゴマを自社工場で実の乾燥

や低温圧搾による搾油等を一貫作業し、酸化な
どの品質劣化や栄養分減少の防止を図り、高品
質のエゴマ油を生産する。
販売は、地元物産館やスーパー等に行うほか、

自社ホームページによるインターネット販売や
空港、駅等にも販路を拡大させる。



秋田県 平成３０年１２月認定 令和元年 ９月認定

株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会
（秋田県大潟村）

加工・直売・
輸出

生産した米を原料に秋田県独自の糀「あめこうじ」を製造し、それ
を使用した甘酒の開発・製造・販売

◆認定事業の概要
会員が生産した米で製造した秋田県独自の

糀「あめこうじ」を原料に、甘酒、乳酸菌入り
甘酒及び甘酒フリーズドライを製造し、大手量
販店と連携して販売することで、秋田県の発酵
文化の普及と大潟村産米の消費拡大に繋げると
ともに、海外への輸出も行い、経営の安定化と
雇用の増加を図る。

秋田グリーンサムファーム株式会社
（秋田県潟上市）

加工・直売

自社生産したブドウの観光農園とレーズン、ゼリー等の加工品製
造・販売事業

◆認定事業の概要
体験型観光施設として、摘み取ったブドウ

を欲しい量に応じて販売する摘み取り販売方式
のブドウ観光農園を運営するとともに、付加価
値を高めた果物加工品のレーズン、ジャム等、
ゼリー、ブドウソフトクリームを開発し、自社
直売所、道の駅、インターネット等で販売して
経営の安定化を図る。

令和元年１２月認定

有限会社 まこと農産
（秋田県秋田市）

加工・直売

健康志向の消費者向けの新商品キクイモを原料とした「燻り麦酒
（ビール）漬け」の開発・販売

◆認定事業の概要
自社商品のラインアップ拡大を図るため、

糖の吸収を穏やかにするなど機能性が注目され
るきくいもを生産し、それを原料とした「燻り
麦酒（ビール）漬け」を開発し、健康志向の高
い消費者をターゲットにした販売展開を目指す。

令和２年 ９月認定

すまっこふぁーむ 梅川 尚季
（秋田県美郷町）

加工・直売

ウイスキーやチーズの味わいを引き立てる「Smoke Gakko」の製
造・販売

◆認定事業の概要
お酒の嗜みに合うおつまみとして消費者

ニーズに応えるべく、甘さを控え、ウイスキー
感を濃いめに改良した商品や、どんなお酒にも
合うプレミアム感のある商品として、自宅やア
ウトドアにも手軽なDRYのSmoke Gakkoを
開発・販売する。また、美郷ブランド認定商品
として地域振興に貢献する。



秋田県 令和３年５月認定

でんろく 田中伸夫
（秋田県大館市）

加工・直売

農福連携によるいぶりがっこの製造・販売事業

◆認定事業の概要
化学肥料を使用しない有機循環型農業によ

り大根を生産し、いぶりがっこを製造・販売し
それらの生産から販売まで障がい者就労支援施
設と連携し、障がい者の就労機会の拡大と労賃
収入の向上を図り地域の障がい者福祉に貢献す
る。
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