
６次産業化を
はじめよう！ひろげよう！

６次産業化の取組開始から実践段階まで
主な支援制度をご紹介します

新 潟 県 農 林 水 産 部
地 域 農 政 推 進 課

令和３年度
６次産業化はじめる・ひろげる総合支援事業

令 和 ３ 年 8 月
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事業計画を立てたい
どんな人に、何を、どこで、いくらで、
どれくらい売るか具体化する

衛生管理や食品表示等の知見を
身につけたい

取組に必要な技術・知識を身につける

設備投資や新規雇用を検討したい
施設等の導入前に投資により見込まれる効果
等を事前に相談する

施設や機械を導入したい

販路を確保・拡大したい
商談会や異業種交流会などを積極的に活用
する

県では６次産業化を「はじめる」方から「ひろげる」方まで取組段階に応じてサポートをします！

６次産業化に関するお問い合わせ先一覧 （P.27～29）

６次産業化の取組を検討したい
ヒト・モノ・カネの経営資源をどう活かすか
事業の方向性を決定する

各分野の専門家が支援します！
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特に全国展開や輸
出を支援します！

経営分析・診断
を支援します！

戦略作成・付加
価値向上の取組
を支援します！

収益を向上したい
経営を改善したい

経営を客観的に分析したうえで、６次産業化の
取組が効果的か判断する

新商品の試作やパッケージデザインの
開発、試験販売等を行いたい

消費者や実需者の評価が得られる商品に
ブラッシュアップする



取組に必要な経費を補助します！
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技術研修を
実施

します！
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まずは、お近くの市町村又は県地域振興局（P.28～29）へご相談ください！

取組に必要
な資金を
お貸し

します！
（P.21）

関連
トピックス

新商品開発の取組や事業
計画に沿った機械・施設
導入に活用できます！

機械単独や比較的
小規模な施設導入に

活用できます！

大規模な施設の
導入に活用
できます！

HACCPに沿った
衛生管理(P.23)
HACCPに沿った
衛生管理(P.23)

食品表示法の
施行(P. 24)

食品表示法の
施行(P. 24)

労働基準法の
適用(P.26)

労働基準法の
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県の研究成果
(P.25)

県の研究成果
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試作用の機器
貸出(P.25)

試作用の機器
貸出(P.25)

総合化事業
計画(P.22)

総合化事業
計画(P.22)

総合化事業
計画(P.22)

総合化事業
計画(P.22)



新潟県農業経営相談所（公益社団法人 新潟県農林公社）

対象となる方

支援内容

農業経営の定期診断や、法人化、円滑な経営継承、新規就農者等の定着促進など

の経営上の課題に対して各分野の専門家を派遣し、農業経営の改善を支援します。

相談
派遣
無料

○ 中小企業診断士・税理士・社会保険労務士・行政書士等の専門的な知識、経験を

有する専門家を登録しています。

○ 経営改善、経営継承、雇用・労務などの経営課題の解決に向けた助言を行います。

＜参考＞専門家とは

相談の流れ

地域振興局、市町村
等へ相談

相談内容の確認
経営状況の診断

経営目標の整理 等

経営戦略会議※１

により重点指導農
業者の決定

支援チーム※２の
編成、専門家派遣

認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、その他農業又はその関連事業の経営
改善を図る経営者、雇用就農者及び就農希望者

詳細については、お住まいの地域の県地域振興局（28ページ）へお問い合わせください。

４

※１ 経営戦略会議：農業者の相談内容及び経営診断結果等に応じた経営戦略の策定、専門家派遣の決定などを
行うため、専門家や農業系団体等で構成し、農業経営相談所内に設置するもの

※２ 支援チーム：経営戦略の目標達成に向けた伴走型支援を実施するため、専門家を中心として地域振興局、
JA、市町村等で構成されるもの

新潟県農業経営相談所 https://www.niigata-nsoudan.jp/検索

・中小企業診断士による法人の経営診断と資金計画の策定支援、経営継承の準備
・中小企業診断士による法人設立及び機械・施設整備計画、資金計画の策定支援
・中小企業診断士による複数稲作法人による米販売会社の設立支援

等

専門家派遣事例



５

取組事例

○ 牧草生産を含む酪農業を経営する法人

○ 平成20年、自社のブランド牛乳の商品開発に取り組み、直接販売を開始。現在は、業務拡張

に伴い飲用牛乳販売元の権利を取得し、「やすだ愛情牛乳」紙パック１Lにアイテムを一本化

○ 平成22年、酪農教育ファームとして、乳しぼり等の牧場体験による消費者交流を開始

○ 平成26年、自社産牛乳を100%使用したソフトクリームやジェラートを商品開発し、牛舎に

隣接する直売店としてソフトクリーム＆ジェラートショップ「みるぱす」を開設

○ 商品開発にあたっては、外部専門家を活用したほか、一部のアイテムではクラウドファン

ディングによる資金調達を行い、ミルクスープ等の新商品の開発・販売にも取組

○ 牛乳販売・乳製品の加工販売が経営の柱に成長するとともに、酪農体験の受入を含め阿賀野

市内や新潟市等周辺市町村での知名度が向上

○ 平成30年８月には異業種交流を通じた新たな飲食業への

出資や酪農部門には令和元年10月の農場HACCP認証の取得

など、更なる経営発展も具体化し展開

○ 令和２年春には、新規に従業員を雇用したことを契機に、

経営相談所登録の社会保険労務士の助言を得て、正社員用

とパート職員用の就業規則を作成

株式会社 神田酪農（阿賀野市）

POINT
商品開発から商談会出展・販路開拓まで、６次産業化プランナーから取組段階に応じ
た助言を得て、加工・販売を段階的に拡大し、経営の柱に成長
新規雇用を契機に農業経営相談所を活用し、労務管理を改善



新潟県６次産業化サポートセンター（公益社団法人 新潟県農林公社）

支援内容

外部専門家（6次産業化プランナー）を派遣し、6次産業化の取組を含む経営全体

の付加価値額※1を増加するための経営改善戦略※2の作成及び実行を支援します。

※1 付加価値額：経常利益＋人件費＋減価償却費
※2 経営改善戦略：目指すべき経営の姿と経営改善の方向性を明確化し、定量的な目標を

定めて、具体的な行動計画に落とし込んだもの

○ フードチェーン全般の基礎知識と経営分析・診断の経験を有する専門家や、商品企画や

販路開拓、加工技術、衛生管理等の専門的な知識、経験を有する専門家を「６次産業化

プランナー」として登録しています。

○ 経営改善戦略作成へのアドバイス、戦略の実行に必要な専門的な技術指導などを行います。

６次産業化プランナーとは

６

活用の流れ

まずは、要件をチェックしましょう！
６次産業化に関心を持つ農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体であって、以下の要件

に全てチェックが入った場合は、県地域振興局へご相談ください

支援実施後、5年間の経営改善目標を自ら掲げる方
支援実施年度の翌年度以降5年間毎年、経営改善状況調査票をサポートセンター
に提出することについて、あらかじめ同意する方
財務諸表等支援に必要な資料をサポートセンターに提出することについて
あらかじめ同意する方

【参考】サポートセンターの方針
サポートセンターでは、支援対象者の経営全体の付加価値額が５年後に1.5倍になることを目指して
支援を行います

相談する前に取組のイメージや
課題を整理しましょう

事業の概要、過去３年分の決算情報、今後の活動計画などをお伺いして、
県地域振興局で「支援シート」を作成します

振興局

相談
派遣
無料

農家
レストラン 観光農園直売加工

地域支援検証委員会※3で支援対象者を決定します
※3 学識経験者等を委員としてサポートセンターに設置。月１回程度開催

地域支援
検証委員会

支援対象者に決定した旨をサポートセンターから連絡します

次ページへつづく

サポート
センター

１

２

３

４



新潟県６次産業化サポートセンター http://www.niigata-agrisupport.jp/検索

詳細については、お住まいの地域の県地域振興局（28ページ）又は
新潟県６次産業化サポートセンター（025-285-8447）へお問い合わせください

７

○ 支援後５年間、経営改善状況を県地域振興局が調査して、取組状況に応じてフォローアップします
（次年度以降の派遣を希望する場合は（２）へ）

派遣希望日の２週間前までに派遣申込書を県地域振興局へ提出してください５

サポートセンターで派遣するプランナーと調整し、派遣日時を決定します６
サポート
センター

６次産業化プランナーの派遣を受けて、ご相談の内容について総合的又は専門的な立場から助言
を受けます
●派遣費用無料 ●１回の指導時間は原則２時間以内 ●派遣先は原則申込者の自宅又は事務所

派遣後、相談内容記録をサポートセンターへ提出してください（所定の様式をお渡しします）

７

次回のPL派遣を希望する場合は（５）へ

経営改善戦略※を作成 ＋ 戦略に沿って具体的な取組を実践
（※所定の様式をお渡ししますので、年度内に戦略を作成してください）

６次産業化プランナーが経営改善
戦略の作成を支援します！

振興局も伴走型でサポートします！

取組事例

○ 水稲＋大豆の生産に加えて、米の直接販売や米粉パンの製造・販売、カフェを運営

○ 米の販売では、平成10年から地域に先駆けて直接販売を開始し、現在は、関東、関西、九州等

へも販路拡大

○ 米粉食品指導員、野菜ソムリエの資格取得や、パン製造技術等の習得に努め、平成29年に

「ごぱん屋カフェCome&Co.」をオープン。自社産米の米粉を活用した常時30種類程度の米粉

パンや菓子などを販売するとともに、地元野菜をふんだんに使用したランチメニューを提供

○ 令和2年、６次産業化プランナーを活用して、品目別販売状況の

把握等を行って経営改善の方向性を検討。手土産需要に応じた

焼菓子等の商品化、厨房機器の新規導入による製造の効率化を実現。

○ ６次産業化プランナーの助言を受けて、５年後の経営目標を設定し、

米の売り先拡大やカフェ部門の客単価向上など、目標達成に向けた

各種取組を実践中。

有限会社 おおた（上越市）

POINT
経営改善に向けた加工部門の収益安定化のため、R2に６次産業化プランナーから経営
改善の方向性、新商品開発、販売戦略等の助言を得て、焼き菓子や米粉パンの新商品
開発・製造の効率化を実施。

R元 全国優良経営体表彰（６次産業化部門）
全国担い手育成総合支援協議会会長賞



新潟県よろず支援拠点（公益社団法人にいがた産業創造機構）

農家
レストラン 観光農園直売加工支援内容

「よろず支援拠点」は、国が全国に設置している無料の経営相談所です。創業、

売上拡大、商品開発、販路拡大、販売促進などの相談を経験豊富なコーディネーター

がお受けします。

① 総合的・先進的な経営アドバイスを提供

例 売上拡大に係る支援（企業の強みを分析し、新たな顧客

獲得等につなげるアドバイス、首都圏・海外進出支援等）等

② 経営課題に合わせた専門家チームで課題を解決

例 複数の経営課題（会計書類の未整備、売上低迷、資金繰り悪化等）に対し、

適切な支援機関・専門家による支援チーム編成を主導 等

③ 課題に応じたワンストップサービスを提供

相談までの流れ

相談
派遣
無料

○ 弁護士、税理士、中小企業診断士、社労士、食品等の専門家を「コーディネー

ター」として登録しています。

○ 資金面のみならず法務全般、販促提案、食品表示や衛生管理の提案など、経営

課題に合わせた専門家チームで課題を解決します。

＜参考＞ コーディネーターとは

新潟県よろず支援拠点へ連絡
(電話又はメール)

申込書・留意
事項を送付

事務局から連絡（相談
日程と場所の調整）

相談※１

※１ よろず支援拠点、サテライト拠点（長岡・上越）での相談、TV電話、訪問相談等に対応

対象となる方

農家（個人）、農業法人、中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・

社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方、創業予定の方 等

詳細については、新潟県よろず支援拠点（電話 025－246－0058）へお問い合わせください。

新潟県よろず支援拠点 https://www.nico.or.jp/yorozu/

８

検索



取組事例

９

株式会社 中村農園（長岡市）

POINT
よろず支援拠点のコーディネーターから、製造工程や販路拡大等の助言を
受けながら、新商品を開発し、販路を開拓
NICO主催の商談会に参加して販売ルートを獲得

○ 若い頃に食品関係の仕事をしていたこともあり、平成25年から、自社生産の大豆のみ

を利用した豆腐や揚げ物、豆乳の加工、販売を開始

○ 制度資金等を活用して加工所を整備

○ 現在、自社直売所のほか、JA直売所、市内スーパー等で販売。この取組により、実需

者との人脈もでき、大豆自体の販売量も増加

○ 第５回全国豆腐品評会（令和元年）で「寄せ／おぼろ豆腐の部」７位入賞

○ 新潟県よろず支援拠点のコーディネーターから助言を受けながら 、令和元年に自社

生産の米粉ときなこ（大豆）を使用した焼き菓子「コシヒカリのたまごぼーろ」を商品化

新潟県発明協会に相談しながら、商品名の商標登録やロゴの意匠登録を実施

○ 「ノングルテンでふわっとした食感の米粉パンを作りたい」との思いから、令和２年

12月からコシヒカリの米粉100％で作る１斤サイズの食パンの販売を開始

○ 公益社団法人にいがた産業創造機構（NICO）主催「うまさぎっしり新潟・食の大商

談会」に参加し、販路開拓、販売ルートを獲得

○ 現在もNICOコーディネーター、よろず支援拠点と連携し、新商品の開発に取り組む



新潟県農業大学校研修センター

加工
研修内容

各種農産加工品に関する食品加工の原理や基礎的な加工技術の習得に向け、講義

や実習を行います。

日程：13:10～16:00 加工技術の基礎知識（座学）と実習（試作）

会場：農業大学校 研修館小会議室（講義）、調理加工室（実習）

費用：実習材料費 200～500円（予定）

開催日 品目 内容 人数

５月20日（木） 笹団子 従来米粉の性状と笹団子の試作

各
10人

６月３日（木） ジャム 瓶詰めの原理とジャム試作

６月17日（木）
梅干し・
シロップ漬け

果物加工の原理と梅干・シロップ漬の試作

７月15日（木） 米粉パン 新規米粉の複合利用と米粉パンの試作

８月17,19日（火,木） 漬物 野菜加工の原理と浅漬・古漬の試作

12月16,17日(木,金) 切り餅・麺類 切り餅・麺類の原理と試作

２月15,17日(火,木) みそ・こうじ 醸造食品の原理と製麹・みその仕込

農産加工基礎研修（集合研修）

新潟県農業大学校 https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nogyodai/

詳細については、新潟県農業大学校研修センター（電話 0256－72－8547）へお問い合わせ
ください。
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検索

済

済

済

済

済



特産品開発や起業化支援のため、１年を通して体系的に、食品衛生、調味配合、
添加物、製造機械などに関する講義を行い、農産加工全般の知識習得を支援します。

開催日 内容 人数

５月27日（木） 食品衛生の基本

各15人

６月24日（木） 調味配合計算の基本

７月29日（木） 食品化学の基礎

８月12日（木） 食品添加物の基礎

９月13,16日（月,木） 食品微生物学の基礎と菌数測定

10月21日（木） 食品全般の滅菌・殺菌・静菌・除菌

11月16,18日（火,木） 野菜・果実の乾燥（干し芋・干し柿）

12月９日（木） 食品の調味・袋詰・殺菌

１月20日（木） 食品製造機器・施設

２月24日（木） 食品営業許可・食品表示について

農産加工発展研修（集合研修）

日程：原則、月１回（木曜日）、13:10～16:00に座学での講義を行います。
（９月と11月は実習を伴うため、２日に渡り開催します。）

会場：農業大学校 研修館小会議室（講義）、調理加工室（実習）

費用：実習を行う日は、材料費をいただく場合があります。

11

農産加工発展研修Ⅱ（リカレント研修）

開催日 内 容 講 師

７月８日
（木）

13:30～
16:30

①食品衛生関連法令について
・食品衛生法の改正点
・食品営業許可の取得方法
・食品表示

②農業経営と農産加工について
・昨今の農産加工を巡る情勢
・農産加工部門の経営管理のポイント

県福祉保健部
生活衛生課担当者

県農林水産部経営普及課
革新支援担当

11月11日
（木）

13:30～
16:30

①農産加工の衛生管理技術
②農産加工の原理
③農産加工のポイント

農業大学校
研修センター担当

農産加工実践者に対して新しい情報や知見を提供することで、安全安心な農
産加工品製造を支援します。

会場：農業大学校 研修館小会議室（講義）

費用：無料

その他：内容については一部変更することがあります。

済

済

済

済

済



取組事例
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○ 「自ら愛情を込めて育てた牛たちの生乳のおいしさを直接消費者へ伝えたい！」との

思いから加工に着手

○ 自宅で試行錯誤を繰り返し、加工研修に参加してようやく納得のいくチーズが完成。

平成27年春から、新潟市食品加工支援センターの施設を利用し、製造・販売を開始

○ 平成28年９月、搾りたての生乳をすぐに加工できるよう牛舎のそばにチーズ工房を整備

○ 平成29年８月から、生乳100％とてんさい糖のみで作った飲むフレッシュヨーグルトの

製造・販売を開始

○ ロイアルヒルホルスタインズの商品は全て、搾乳後１時間以内に

低温殺菌したフレッシュな生乳を使い、保存料等を使用せず製造

○ 製品価値を共有してもらえる小売飲食店へのアプローチを重ね、

年々販路を拡大

ロイアルヒルホルスタインズ（新潟市江南区）

POINT
県地域振興局主催の加工研修への参加や、市食品加工支援センターの活用により、
ノウハウを習得し、チーズの製造技術を確立した上で、自社の加工施設を整備
生乳にこだわった商品を製造し、取扱店舗を増やして販路拡大

農産加工を行っている、または検討している農業者グループが抱える技術的な

課題解決や新たな特産品開発に向け、個別に支援します。(出張研修も可能)

期日：令和３年４月から令和４年３月までの期間で、受講希望者が計画する日

※事前に農業大学校研修担当者と日程調整を行う必要があります。

内容：農業大学校研修担当者と事前に調整・協議して決定します。

人数：３人以上

会場：農業大学校研修館又は受講希望者が確保する会場

費用：実習を伴う場合は、原則として全ての材料を受講者で用意していただきます。

農産加工特別研修（個別対応研修）

※ 申込方法等については、新潟県農業大学校のホームページをご覧いただくか、県地域振興局
や市町村等に配布している「新潟県農業大学校令和３年度研修計画書」を参照ください。

対象となる方 農業者、農業者のグループ、農業法人 等



食料産業・６次産業化交付金（６次産業化の推進支援事業）
国庫補助

農家
レストラン 観光農園直売加工

詳細については、お住まいの市町村又は県地域振興局（28~29ページ）へお問い合わせください。

支援内容

次の取組にかかる経費の一部を補助します。

① インバウンドを中心とする観光消費の促進

（新たなメニュー・新商品の開発、体験サービスの企画、多言語標示板設置、外国語HP作成など）

② 経営活動としての農福連携の発展

（作業マニュアル作成、インクルーシブデザインによる新商品開発・販路開拓など）

③ ２次・３次産業と連携した加工・直売の推進

（業務用一次加工品の開発・成分分析、実需者評価など）

④ 新商品開発・販路開拓の実施

（試作、パッケージデザイン作成、試験販売、商談会出展など）

⑤ 直売所の売上向上に向けた多様な取組

（販売力向上研修会、インバウンド等需要向け商品開発、観光ツアーや料理講習会等の企画、集荷システム

構築実証など）

補助率等

対象事業費の１／３以内※

※上記の②の取組、市町村戦略に基づいて行われる取組として当該市町村が認めるものに

あっては、事業費の１／２以内

対象となる方

費用の一部
を補助

・新商品の試作
・パッケージデザインの開発
・安全性確保のための成分分析 等

・試食会等評価会の開催
・商談会への出展

新商品開発

販路開拓

農林漁業者と地域の様々な
事業者とのネットワーク

農林漁業者、農業法人、農林漁業者等の組織する団体、民間事業者、ＮＰＯ法人、

公益社団法人、一般社団法人、市町村、市町村協議会 等

その他の取組

・業務用需要に対応したBtoBの取組
・「農泊」と連携した観光消費の促進
・農福連携の発展 等

13
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取組事例

○ 平成17年、他産業からの農業参入により、わさびの生産・販売を開始

○ 平成25年、地下水を循環利用して栽培するわさびを使った商品（生わさび、漬物等）の開発

及び販路開拓に取組

○ 平成26年、わさび栽培施設や加工施設を整備し、生産拡大及び加工品の開発を加速

○ わさび加工品「ごろっとわさびのしょうゆ漬け」や、ジェラート加工業者との連携による

わさびアイス等の商品を開発し、販路開拓に取組

○ 平成27年には、わさびとチーズの加工品「ワサチーノ」を

新たに開発し、自社直売所、温泉旅館やJA直売所で販売する

ほか、インターネット販売も実施

○ 水で溶くだけで生わさびの味・食感が楽しめるわさび粉末

｢Wabisabi｣はアメリカやフランス等海外へも輸出、現在も精力的に新商品開発を実施

有限会社 SKフロンティア（糸魚川市）

POINT
地域ブランドの創出・交流人口の拡大のため、補助事業を活用して新商品開発と商談会の
参加により販路開拓を実施
自社直売所だけでなく、温泉旅館やJA直売所での販売を実施

総合化事業計画認定



食料産業・６次産業化交付金（６次産業化施設整備事業）
国庫補助

農林漁業者団体、中小企業者
（総合化事業計画又は農商工等連携事業計画の認定事業者）

農家
レストラン 観光農園直売加工

総合化事業計画※１又は農商工等連携事業計画※２に従って実施する取組に必要な
次の施設整備に対して補助します。（補助率３／10以内 補助上限額１億円※３ ）

① 農林漁業者団体が総合化事業計画又は農商工等連携事業計画に従って実施する
取組に必要な農林水産物等の加工・販売施設（機械・建物）や、農林水産物等の
生産施設の整備※４

※１：六次産業化・地産地消法に基づく認定を受けた総合化事業計画→P23参照
※２：農商工等連携促進法に基づく認定を受けた農商工等連携事業計画
※３：ただし、B to Bの取扱い量が50%以上であって、HACCP等に対応するために必要な

掛かり増し経費に限り２億円

※４：取り扱う農林水産物は、事業実施主体の生産量又は額（連携する生産者を含む）
の概ね50％以上であること

※５：事業実施主体が中小企業者の場合、新商品の原材料となる農林水産物の50%以上
（取扱量又は額）をネットワークを構築する農林漁業者等から調達すること

② 農林漁業者団体等と連携する中小企業者が行う食品等の加工・販売のために
必要な機械・施設の整備※５

費用の一部
を補助※７

加工・流通販売
施設の整備

農業用機械・施設
の整備

取扱う農林水産物の
50％以上を生産

※６：事業実施主体を含む３者以上でネットワーク構築が必要になります。

※７：次の①～③の最も低い額
（ただし、中山間地農業ルネッサンス事業の「地域別農業振興計画」に基づく取組、

事業計画の開始から２年以内に障害者雇用を行う取組は1/2以内）
① 補助対象事業費×3/10
② 融資額
③ [補助対象事業費]－[融資額]－[地方公共団体等による助成額]

支援内容

詳細については、お住まいの市町村又は県地域振興局（28~29ページ）へお問い合わせください。
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対象となる方

ネットワーク※６



新潟県農林水産業総合振興事業（加工・直売促進）
県単補助

農家
レストラン直売加工

対象となる方

農地所有適格法人、農林漁業者等の組織する団体 等

支援内容

① 販売拠点整備

（直売施設整備、販売コーナー設置等）

② 販売促進機器等整備

③ 加工施設等整備

④ 地域食材活用飲食施設、機械整備

⑤ 地場産農林水産物販売促進

（①、②、③、④の実施に伴う販売促進に必要なPR）

【採択基準】

１．食品衛生法等関連の許認可の見込みがあること

２．実施地区において、こだわり米や地場産野菜等の供給拡大が確実に

見込まれること など

【事業費範囲・補助率】

事業費：100万～5000万円

補助率：事業費の3/10～5/10以内

※整備内容や地域により異なります

要件等

詳細については、お住まいの市町村又は県地域振興局（28~29ページ）へお問い合わせください。
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新潟県農林水産業総合振興事業（多角化・複合化経営発展支援）
県単補助

農家
レストラン直売加工

対象となる方

農地所有適格法人、複数の農地所有適格法人が構成員に含まれている団体

支援内容

農地所有適格法人等が、経営の多角化・複合化を図るために

必要な機械・施設の整備

【採択基準】

１．農地所有適格法人の場合

（１）農業経営改善計画の認定を受けていること

（２）3戸以上で構成されていること。又は、常時従事者が3名以上おり、かつ常時

従事者のうち２名以上が構成員であること

（３）法人が行う農業に常時従事する者を新たに雇用すること又は過去２年以内に雇

用していること

２．多角化・複合化に取り組むことにより、経営体の売上額が現状の2割以上増加す

ることが見込まれること

【事業費範囲・補助率】

事業費：100万～

補助率：事業費の3/10～5.5/10以内（ただし県補助金の上限額2500万円）

※整備内容や地域により異なります

要件等

詳細については、お住まいの市町村又は県地域振興局（28~29ページ）へお問い合わせください。
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観光農園
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取組事例

○ 水稲、大豆、いちご等の生産や加工に取り組むほか、農産物直売所、観光農園を運営

○ 平成28年、６次産業化部門の強化による経営発展や地域の雇用創出、連携する農業者等の

所得向上を図るため、新潟市国家戦略特区を活用して直売所、農家カフェ、加工所及び収穫

体験農場を備えた複合施設「そら野テラス」を開設

○ 自社産米の米粉を使用した和・洋菓子やスイーツなど、積極的に新商品の開発に取り組み、

農家カフェや直売所で提供

○ 「そら野テラス」のスタッフは子育て期間中の女性を多く

雇用

○ 幅広い年代から好評を得ており、令和元年は、年間来客数が

直売所15.4万人、カフェ3.1万人など施設全体で約19万人に

上る

有限会社 ワイエスアグリプラント（新潟市西蒲区）

POINT
新潟市国家戦略特区制度や補助事業を活用して、直売所・カフェ・加工所・観光農園
を備えた複合施設を整備
６次産業化部門を中心とする経営展開とともに、地域の雇用創出に貢献

H30全国優良経営体表彰（６次産業化
部門）農林水産省経営局長賞
特区・総合化事業計画認定

取組事例

○ フルーツトマトの生産・直売に先駆的に取り組み、ドライトマトやソーセージ等の農産物加工

のほか、いちご観光農園や農産物直売所を運営

○ 平成28年、産地で一番美味しい状態で消費者に食べてもらう“産地直食”の実現と顧客ニーズに

対応した新商品の開発・販売により経営発展を図るため、新潟市国家戦略特区を活用して農家

レストラン「ラ・トラットリア エストルト」を開設

○ フルーツトマトを使ったパスタ、ピザ、ソーセージ、

玄米カレー、越後姫のスイーツ等のメニューを提供

○ 平成31年春、自家製農産物直売所【ＳＡＧＲＡ】を併設

※ＳＡＧＲＡとは イタリア語で【収穫祭】のこと

有限会社 高儀農場（新潟市北区）

H29６次産業化優良事例表彰食料産業局長賞
特区・総合化事業計画認定

POINT
自社産農産物の付加価値向上のため、新潟市国家戦略特区制度や補助事業を活用して
農家レストランを開設
農業を身近に感じながら新鮮な農産物を味わえるレストランとして高い集客数を誇る

サ グ ラ



取組事例
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有限会社 ケーエスファーム（長岡市）

○ 県内で唯一、ガンジー牛を飼育する酪農家

○ 後継者の就農を契機に、平成22年から自社牛乳を使ったジェラート等の委託加工・

販売、直売店の運営を開始

○ 平成23年、NICO主催「売れる食品づくりチャレンジ会議」への参加を契機に、商品

のブラッシュアップと首都圏への販路拡大を進め、平成24年には大手百貨店と商談が

成立して牛乳やギフト商品の販売を開始

○ 平成24年に移動販売車を導入し、各種イベントでのジェラート販売を開始

○ 平成25年に制度資金を活用して工房を整備して自社加工製造へ切替え、道の駅での

販売を開始

○ 卸業者を中心に販路拡大の取組を推進するため、平成26年に直売店を一時的に閉店

○ 主力商品が牛乳、ジェラート、ソフトクリームであり、冬季の需要が少ないことが

課題であったため、平成30年に県補助事業を活用して自社

牛乳を使用した菓子製造や直売所の運営を開始

〇 令和元年、東京都新宿区に直営店を設け、運営を開始

〇 令和２年、新潟三越伊勢丹の地下１階にテナントとし

て直営店を設け、運営を開始

POINT
NICO主催「売れる食品づくりチャレンジ会議」へ参加し、商品のブラッシュアップと
首都圏の販路拡大を進め、大手百貨店との商談成立
制度資金や補助事業を活用して加工施設を整備



強い農業・担い手づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援タイプ）
国庫補助

加工

対象となる方

農地所有適格法人、農業者の組織する団体 等

支援内容

要件等

産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価値化等

による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要な共同利用施

設（直売所は除く）の整備等を支援します。

【採択要件】

１．受益農業従事者数※が、原則として５名以上であること

２．実施要領に定める面積要件等を満たすこと

３．原則として総事業費が５千万円以上

４．費用対効果分析による投資効率１．０以上 など

※農業（販売・加工等を含む）の常時従事者（原則年間150日以上）をいいます。

【交付率】 事業費の１／２以内など

強い農業・担い手づくり総合支援交付金
（産地基幹施設等支援タイプ）

（国補）

県農林水産業総合振興事業
（県単）

受益農家等
受益農業従事者

５名以上 ３戸以上

総事業費 ５千万円以上 ５千万円以内

補助率 1/3～1/2以内 3/10～5/10以内

（参考） 共同利用施設等の整備に係る、国事業と県事業の主な相違点

詳細については、お住まいの市町村又は県地域振興局（28~29ページ）へお問い合わせください。
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農業制度資金のご案内

詳細については、最寄りの農業協同組合等の融資機関、市町村又は振興局（28~29ページ）、
（株）日本政策金融公庫新潟支店（025-240-8511）等にご相談ください。

資金名 貸付対象者
貸付
利率

償還期限 貸付限度額

農業近代化資金

認定農業者
0.16~
0.20%

７～17年以内
(据置２～７年以内) 農業者

1,800万円
法人・団体等

２億円認定農業者以外 0.20% ７～17年以内
(据置２～７年以内)

日
本
政
策
金
融
公
庫

農業経営基盤強化資金
(スーパーL資金）※２ 認定農業者

0.16~
0.20%

25年以内
(据置10年以内)

個人 ３億円
(特認６億円)

法人 10億円
(特認20億円)

[一定の場合30億円]

青年等就農資金 認定新規就農者 無利子 17年以内
(据置５年以内)

3,700万円
(特認１億円)

農業改良資金 ※３

六次産業化法、農
商工等連携促進
等の認定を受けた
農業者等
(認定計画に掲げる
事業に取り組む方)

無利子 12年以内
(据置３年以内)

個人
5,000万円
法人・団体

１億5,000万円

経営体育成強化資金

農業を営む個人、
法人、集落営農
組織※１、一定の
要件を満たす農業
参入法人

0.20%
25年以内

(据置３年以内)

個人
１億5,000万円
法人(集落営農

組織)※1

５億円

利率は、令和３年８月１９日現在です。最新の利率は借入れの際に融資機関にご確認ください。

2１

注）市町村特別融資制度推進会議による貸付認定が必要な資金
以下の資金は、融資を受ける際、市町村特別融資制度推進会議による貸付認定が必要です。
・農業近代化資金 ・青年等就農資金
・農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）
・経営体育成強化資金（ただし、一定の要件を満たす農業参入法人・集落営農組織への融資の場合のみ）

※１ 「集落営農組織」と認められる要件：次の①～⑥を全て満たすこと
①基準に従った規約を有していること。
②一元的に経理を行っていること。
③原則として5年以内に農地所有適格法人化する旨の目標を有していること。
④農用地の利用の集積目標を定めていること。
⑤主たる従事者の目標農業所得額を定めていること。
⑥経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議による認定を受けていること。
※農業近代化資金は⑥を除く。

※２ 農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）の無利子化措置の対象者要件について
①実質化された人・農地プラン等の中心経営体として位置付けられた認定農業者
②実質化された人・農地プラン等の中心経営体として位置付けられた認定農業者であって、新たに攻めの経営展開を行う計画
(経営展開計画）を策定した者

③認定農業者であって、新たに新型コロナウイルス感染症による経営環境の変化に対応して新たな経営展開に取り組む方

※３ 農業改良資金の貸付対象者・償還期間・据置期間について
表に記載した貸付対象者以外に別途、関連する法律に基づく事業計画認定を受けた中小企業者等が利用いただける場合があり、
償還期間・据置期間等について、表の記載と異なる場合があります。



「総合化事業計画」の認定について 国認定

対象となる方

農林漁業者、農業法人、農林漁業者の組織する団体 等

対象となる取組

六次産業化法※に基づき、農林漁業者等が、農林漁業に加えて、次のいずれかに

該当する取組（総合化事業）を行うもの

※ 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

① 自らの生産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

② 自らの生産に係る農林水産物等について行う、新たな販売方式の導入又は販売

方式の改善

③ ①や②を行うために必要な生産方式の改善

認定要件

次の２つを満たすことが必要

○ 「総合化事業」に係る種類の農林水産物等及びこれを原材料とする新商品の売上

高の合計が、５年間で５％以上増加すること

○ 農林漁業及び農林水産物等の加工又は販売の事業の全体について、所得が開始時

点から終了時点までの間に向上し、終了時は黒字となること

○ 計画の作成から認定後の実践まで、６次産業化プランナーや県支援機関等が

サポートします。

○ 次の支援策が活用できるようになります。

・食料産業・６次産業化交付金のうち「６次産業化整備事業」

・農業改良資金（無利子）等の特例措置 → 償還期間及び据置期間の延長

認定のメリット

詳細については、北陸農政局新潟県拠点（28ページ）へお問い合わせください。
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HACCPに沿った衛生管理が制度化されました！

詳細については、お住まいの地域の保健所にご相談ください。

食品衛生法が改正され、令和２年６月１日から、農林漁業者も含め、食品の製造、加工、調理、
販売などを行う事業者には、手洗いや清掃等の一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実
施が義務付けされました。（令和３年６月１日に完全施行）

○ お住まいの地域の保健所

→ ＨＡＣＣＰについてのお問い合わせ・ご相談をお受けします。

○ ６次産業化サポートセンター

→ 専門家を派遣し、ＨＡＣＣＰの実践について具体的にアドバイスします。

取組に
向けた
支援

HACCPとは

○ 原材料の受入れから最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染、金属の
混入などの危害要因を分析（ＨＡ）した上で、危害の防止につながる特に重要な
工程（ＣＣＰ）を継続的に監視・記録する『工程管理システム』です。

１９９３年に、ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会（コーデックス委員会）が、
ＨＡＣＣＰの具体的な原則と手順（７原則１２手順）を示し、食品の安全性を
より高めるシステムとして国際的に推奨。

従来の製品検査との違い

○ 最終製品検査のみを実施する場合に比べ、全工程を管理することで、効果的に
問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能です。

【農林水産省ＨＰより引用】

【農林水産省ＨＰより引用】
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令和２年４月から新しい食品表示法による表示が
義務化されました！

一般消費者向けに販売する食品の表示は、様々な法律で規制されています。

規制の対象となる表示は、商品のラベルやパッケージ表示、販売するための広告、POP、セールス

トーク、ホームページ上の表示、農家レストラン等のメニュー表示などです。

平成27年４月に施行された食品表示法は、令和２年４月から新法に基づく表示に

完全移行となり、加工食品及び添加物についての栄養表示等が義務化されました。

アレルギー表示が
変わりました！

加工食品の栄養成分表示が
義務化されました！

新たな機能性表示制度が
設立されました！

（主な変更箇所）
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食品表示法の改正

パッケージや広告宣伝の企画段階で、あらかじめ関係機関（27~28ページ）へお問い合わせください。

■ 食品表示法 品質事項・・・ 原材料、原産地等に関する表示の基準
衛生事項・・・ アレルゲン、添加物、保存方法等に関する表示の基準
保健事項・・・ 栄養成分の量、熱量等に関する表示の基準

■ 景品表示法 ・・・ 虚偽、誇大な表示の禁止
■ 医薬品医療機器等法（改正薬事法）・・・医薬品的な効果の表示を禁止

■ 計量法 ・・・内容量などの表示

■ 健康増進法 ・・・健康保持増進効果に関する誇大表示の禁止

表示に関する法律

表示の例 問題点

「無農薬」「減農薬」
「無化学肥料」「減化学肥料」

一切の残留農薬もないものと消費者の優良誤認を招いて
いたことから表示禁止事項となっています。
参照：特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

「有機栽培…」
有機ＪＡＳ規格の認定を受けた農産物以外は「有機栽培
○○」と表示することはできません。

「無添加」
「無添加」だけでは何が無添加なのか分からないので、
不当に優良性を強調する表示となる場合があります。

「手作り」「自家製」
「手打ち」

機械を使用したり、既製の材料を使用している場合は、
不当に優良性を強調する表示となる場合があります。

「自然」「天然」
「ナチュラル」

不当に優良性を強調する表示として、業界として禁止し
ている場合が多くあります。（味噌など）

「病気が治る」「○○に効く」
「免疫力アップ」

表示をした食品を使用することで病気が治るかのような
誤解を与える可能性があります。暗示的又は間接的な表
現も合理的な根拠が必要です。

よく問題となる事項

また、全ての加工食品に原料原産地表示が必要となります。



県食品研究センターについて

「新潟オリジナル乳酸菌を用いた衛生的な非加熱食品素材の製造技術」

＜要約＞ 地域特産農産物のペーストに乳酸菌ウオヌマ株を106（100万）個／g以上接種して５℃で

１～２週間以上発酵させることにより非加熱でも大腸菌群陰性となり、適度な酸味や機能性

アミノ酸を付与した食品素材となる。

＜導入効果＞ 地域特産農産物を利用した新規加工品の開発が可能になる。

＜導入対象＞ 農産加工業者、食品加工業者

「かんしょ「べにはるか」の追熟ステージの特徴」

＜要約＞ 「べにはるか」は収穫後の追熟により肉質状態が粉質から粘質、しっとりへと変わる品種で

あり、その追熟ステージは外観的特徴や官能的特徴、性状及び品質の測定値から５段階に区分

される。

＜導入効果＞ この指標を導入することにより、「べにはるか」の追熟ステージを客観的に評価でき、

各産地において追熟管理や出庫管理、消費者への保証販売などが可能となり、単価アップ

による生産者の収入増も期待できる。

＜導入対象＞ かんしょ生産者

食品研究センターでは、食品業界の開発を支援するため、開放研究室３室、分析機

器、製造実験設備の貸出しを行っています。

試作段階での食品製造装置等を利用して、商品開発をサポートします。

＜開放研究室の貸付＞

開放研究室 20㎡ ３室 料金 13,100円／月

＜貸出機器等＞（有料）

例 製菓製パン用電熱窯、蒸気発生式オーブン、米菓生地乾燥機、減圧フライ機、

自動餅つき器、大豆脱皮機 など

※開発・試作用であり、当該機器で試作した食品の販売はご遠慮いただいております。

詳細については、お近くの県地域振興局（28ページ）へお問い合わせください。

新潟県農業総合研究所 研究成果情報
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nosoken-seika/
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県の研究成果のご紹介 （一例）

研究交流棟の利用案内

検索



ご存じですか？労働基準法の適用について

詳細については、新潟労働局監督課又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

○ 労働基準法の適用は、事業場ごとです。

○ 事業の業種も事業場ごとに判断されるので、６次産業化に取り組んでいる方は、特に注意が必要です。

＜すべての事業場について＞

★ 就業規則の作成・届出

・ 事業場の業種に関わらず、常時10人以上の労働者を雇用する場合は就業規則を定める必要があります。この場合、

就業規則には始業・終業の時刻、休憩時間について、業態に応じて定める必要があります。

＜事業場が「農業」以外の場合＞

★ 労働時間・休息時間・休日

・ 所定労働時間については、法定労働時間（週40時間、１日８時間）※の範囲内で定める必要があります。

※事業場の業種が販売（商業）であって、その労働者数が常時10人未満の場合、法定労働時間は「週44時間（１日
８時間）」となります（労働基準法第40条）。

・ 法定労働時間を超える労働（時間外労働）を行わせる場合には、事前に所轄の労働基準監督署へ「時間外・休日労
働に関する協定届」（36協定）を届け出る必要があります。

・ 休憩時間については、労働時間が１日6時間を超え８時間以下の場合には、少なくとも45分、労働時間が１日8時間
を超える場合は少なくとも１時間の休憩時間を、労働時間の途中に与える必要があります。

・ 休日は、毎週少なくとも１回与える必要があります。例外として４週間を通じて４日以上与える方法も可能です。

○ 労働者を雇い入れる場合、個人経営であれ法人経営であれ、労働基準法の適用を受けます。

○ 労働基準法における業種は、事業場ごとに、主たる業務が何であるかによって判断されます。
よって、農業生産・加工・販売を行う農業法人の主たる業務が「農業」であれば、労働基準法第

41条により労働時間等の規定が適用されませんが、主たる業種が「食料品製造業」である場合、農
業生産に従事している労働者にも労働時間等の規定が適用されます（下図①）。

○ また、同一の経営主体下で、いくつかの事業場がそれぞれ別々の場所に、複数箇所ある場合には、
それぞれの事業場ごとに、労働基準法の適用が異なる場合があります（下図②）。

① 同一事業場で、複数の業務が混在する場合

※ 従事労働者、労務管理等が一体

農産物の生産
農産物の加工

加工品と農産物の販売

・ 労働者数や売上高等で、主たる業種を判断します。

・ その主たる業種が「農産物の生産」（農業）の場合
には、労働基準法上の「労働時間」「休憩」「休日」の
規定が適用されません（労働基準法第41条）。

ただし、その主たる業種が、「食料品の加工」（製
造業）、「販売等」（商業）となる場合は、この限りで
はありません（この場合、労働時間等の規定を含め、労
働基準法の全ての適用を受けることになります）。

② 同一の経営主体だが、事業場が分かれている場合

・ 従事労働者、労務管理等が明確に区分され、組織
上独立したものと認められる場合、それぞれ独立し
た事業場として取り扱います。

・ この場合、食料品の加工（製造業）、販売（商
業）を行う事業場には、労働時間等の規定を含め、
労働基準法の全ての適用を受けることになります。

※ 一つの事業場であるか否かは、主として場所的観
念によって決定しますが、事業場の場所が異なる場
合であっても、その事業場の規模が著しく小さく、
独立性がないものについては、その直近上位の事業
場として取り扱われることがあります。

～ 労働基準法の適用について ～

●●農場

加工所

直売所

農産物の生産

△△農場

※ 従事労働者、労務管理等が区分されている

農産物の
加工

農産物と加工品
の販売
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〇 施設については、種類や設置予定場所によって関連する法律等が異なります。

〇 県地域振興局や市町村の担当課等において、相談対応を行っています。

法令 問い合わせ先

食品衛生法 県地域振興局健康福祉（環境）部
（保健所）

「食品営業許可」についてはこちら
↓

にいがた食の安全インフォメーション ＞ 食品安全寺子屋
http://www.fureaikan.net/syokuinfo/02terakoya/teraind
ex.html

食品表示法（衛生事項、保健事項）

医薬品医療機器等法（改正薬事法）

健康増進法

食品表示法（品質事項） 県地域振興局農林水産（農業）振興部

景品表示法 県県民生活・環境部県民生活課
※新潟市は、市市民生活課消費生活センター

計量法 県計量検定所

都市計画法 市町村都市計画担当課

農業振興地域の整備に関する法律 市町村農政担当課

農地法 農業委員会

水質汚濁防止法 県地域振興局健康福祉環境部環境センター
※新潟市、長岡市、上越市は、市環境担当課

下水道法 市町村下水道担当課

建築基準法 市町村土木担当課

消防法 市町村防災消防担当課

森林法 市町村林業担当課

自然公園法 県県民生活・環境部環境企画課

自然環境保全法 市町村環境担当課

※ 新潟市内での施設整備については、全て新潟市の各法令担当課が窓口になります。

６次産業化に関するお問い合わせ先
（関連する法令に関する相談窓口）
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機関名 担当部署 電話番号

北陸農政局 新潟県拠点 地方参事官室 025-228-5216

機関名 担当部署 電話番号

村上地域振興局 農林振興部企画振興課 0254-52-7927

新発田地域振興局 農業振興部農業企画課 0254-26-9147

新潟地域振興局
農林振興部農業企画課 0250-24-7267

巻農業振興部企画振興課 0256-72-0944

三条地域振興局 農業振興部企画振興課 0256-36-2255

長岡地域振興局 農林振興部農業企画課 0258-38-2551

魚沼地域振興局 農業振興部企画振興課 025-792-1309

南魚沼地域振興局 農林振興部企画振興課 025-772-2819

十日町地域振興局 農業振興部企画振興課 025-757-5518

柏崎地域振興局 農業振興部企画振興課 0257-21-6252

上越地域振興局 農林振興部農業企画課 025-526-9401

糸魚川地域振興局 農林振興部企画振興課 025-553-1902

佐渡地域振興局 農林水産振興部農業企画課 0259-63-3185

新潟県農業大学校 研修センター 0256-72-8547

新潟県農林水産部

地域農政推進課 025-280-5292

食品・流通課 025-280-5743

経営普及課 025-280-5301

県民生活・環境部 県民生活課 025-280-5464

新潟県６次産業化サポートセンター
（公益社団法人 新潟県農林公社）

025-285-8447

新潟県ホームページ 「農林水産業の６次産業化」

国

県

ｻﾎﾟｰﾄ
ｾﾝﾀｰ

６次産業化に関するお問い合わせ先
（国・県・サポートセンター）
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市町村 担当部署 電話番号

村上市 農林水産課 0254-53-3369 

関川村 農林課 0254-64-1447

粟島浦村 産業振興課 0254-55-2111 （代表）

新発田市 農林水産課 0254-33-3108

阿賀野市 産業建設部農林課 0250-62-2510 （代表）

胎内市 農林水産課 0254-43-6111 （代表）

聖籠町 産業観光課 0254-27-2111 （代表）

新潟市 農業活性化研究センター 025-362-0151

五泉市 農林課 0250-43-3911 （代表）

阿賀町 農林課 0254-92-5764

三条市 農林課 0256-34-5654

燕市 産業振興部農政課 0256-77-8245

加茂市 農林課 0256-52-0080 （代表）

田上町 産業振興課 0256-57-6225

弥彦村 農業振興課 0256-94-1023

長岡市 農林水産部農水産政策課 0258-39-2223

見附市 農林創生課 0258-62-1700 （内線222）

小千谷市 農林課 0258-83-3510

出雲崎町 産業観光課 0258-78-2295

魚沼市 産業経済部農政課 025-793-7647

南魚沼市 農林課 025-773-6663

湯沢町 環境農林課 025-788-0291

十日町市 農林課 025-757-3120

津南町 農林振興課 025-765-3115

柏崎市 産業振興部農政課 0257-21-2295

刈羽村 産業政策課 0257-45-3913

上越市 農林水産部農村振興課 025-526-5111 （代表）

妙高市 農林課 0255-74-0028 

糸魚川市 農業経営支援センター 025-552-1511 （代表）

佐渡市 農業政策課 0259-63-5117

６次産業化に関するお問い合わせ先
（市町村）
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