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～ はじ め に ～
「６次産業化」は、第１次産業としての農林水産業にとどまらず、加工などの第２次
産業、さらにはサービスや販売などの第３次産業まで、一体的に取り組むことにより、農
林水産物の付加価値を高める取組です。
新潟県では、農業者が他産業並みの所得を得られるよう、6次産業化を有力な手段
の一つとして推進しているところです。
県内の６次産業化は、小規模ながらもこだわりの農産物の直接販売や加工など、農
業者個々の取組を中心に拡大してきましたが、近年では、ＪＡ等による農産物直売所
の開設や、加工業者等の他産業者と連携した商品開発、先進的な農業者による農家レ
ストラン開設など、規模の大きな取組事例が出始めています。一方で、ブランディング
や販路開拓、食品加工、衛生管理、経営分析など、専門性の高い分野のノウハウが不
足しているといった課題も浮かび上がってきました。
このため、当新潟県６次産業化サポートセンターでは、平成25年度からこれらのノウ
ハウを持つ専門家を「新潟県６次産業化プランナー」として登録し、農業者等からの依
頼に応じて派遣してきました。これまでに年間約200回程度の派遣を行い、消費者ニー
ズをとらえた商品開発や魅力ある直売所づくりなどの成果につながりました。
このたび、そうした活動の中から、取組の参考となる事例をまとめました。６次産業
化プランナー制度を有効に活用し、農業者の皆さんの企画・販売力強化に役立ててい
ただければ幸いです。
最後に、本事例集の作成に当たり、取材や資料提供に御協力いただいた皆様に心か
ら感謝申し上げます。
平成２９年３月
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６次産業化取組事例集

岩船米の直接販売の拡大
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●いそべ農場／村上市

●一般財団法人 魚沼農耕舎／魚沼市

岩船米の直接販売の拡大

魚沼そばパスタの商品開発と
新たな商品開発に向けて
P1

●株式会社 神田酪農／阿賀野市

米の直接販売と切り餅加工
P 10
●津南マミーズ／津南町

日本なしの産地活性化を加工から

津南町の特産品開発を目指した
商品の開発とブラッシュアップ
P 11

●一般財団法人 三川農業振興公社／阿賀町

●有限会社 ファーミング・スタッフ／柏崎市

もち加工品の販売拡大と
経営改善に向けた取組開始

もち、えだまめ、リゾット専用米で
水稲複合経営を総合的に発展
P4

●有限会社ワイエスアグリプラント／新潟市 西蒲区

直売所・カフェなどを
「そら野テラス」として
一体的にオープン

P 12
●農事組合法人 蛍の里／上越市

大規模稲作経営における
６次産業化の推進
P5

P 13

●農産物直売所いきいき畑／三条市

●農事組合法人 北野生産組合／上越市

直売所開設計画から
惣菜商品開発まで

自社生産野菜、
豆腐を活用した商品開発
P6

●株式会社 清耕園ファーム／糸魚川市

ガンジー牛乳の自社製造と
体験型牧場へのステップアップ

次世代に向けた
６次産業化の取組強化

P7

［成果］
•農場や商品のコンセプトが整理されておらず、直接販売
のための販促資材が無かった。

H24

H27

•農場パンフレットやロゴシールが作成され商談等で活用
している。米価が低迷している中で販売単価はH25対
比104%を維持している。

今後の展望と課題

活用した支援策

•瀬波温泉で商品販売を開始し、消費者の購買機会を
確保する。
•リピーターの拡大に向けて、ブログでの情報発信や
インターネット販売を継続する。

［６次産業化プランナー派遣］
•パンフレットの作成（小柳繁PL）
•農産物の新たな販売方法（関本大輔PL）
［その他］
•村上農業普及指導センターから特別栽培米の栽培
管理等の基本技術や水稲早生品種の導入、農場・商
品のコンセプトの作成について助言を受けた。

P 14

●有限会社 ケーエスファーム／長岡市

●株式会社 中村農園／長岡市

•米価低迷に対応するため、消費者への米の直接販売
を拡大し、所得確保を目指す。
•商品の差別化を図るため、減農薬・減化学肥料栽培
に取り組んできた。更に新潟県特別栽培農産物の認
証に取り組む。
•商品の販売促進を図るため（消費者から選んでもら
えるよう）認知度を高める必要がある。
•特に商談会等へ参加した際に、農場や商品、農場の
所在地である村上市里本庄の四季が伝わるパンフ
レット等、販促資材の作成が必要である。

相談後

●長谷川農園／新潟市 南区

P3

［取組内容］
•農場コンセプトを整理し、農場パンフレットとロゴ
シールを作成
•新潟県特別栽培農産物の認証取得

•水稲 6.2ha、原木しいたけ 4,000本

６次産業化の現状・課題と目指す方向

●有限会社 細矢農園／南魚沼市

P2

取組内容と成果

相談前

「みるぱす」オープン！
～ＭＩＬＫ ＰＡＳＳＰＯＲＴ
酪農への入り口として～

P9

経営概況（H28）

取組者のコメント
•プランナーからの支援によって、農場や商品のコンセ
プトが農場パンフレットという形で取りまとめられた。
•販促資材として農場パンフレットを活用し、各種商談
でお客様に簡潔に農場の情報を伝えられるように
なった。

作成したロゴシール

６次産業化
プランナーのコメント
•農場コンセプトの打ち出し
方 や、営 業 方 法 の レ ク
チャー、商品開発のアドバ
イス等を行いました。魅力
あるブランドへと一歩ずつ
歩んでほしいと思います。
（関本大輔PL）

P 15
●平山農園／佐渡市

大豆の加工販売
（豆腐、揚げ物等）
P8

「フルーツの島 佐渡」を
島外へ情報発信！
果物加工品の商品開発

P 16

農場パンフレット

経営主と米の直売用パッケージ
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「みるぱす」オープン！

～ＭＩ
ＬＫ ＰＡＳＳＰＯＲＴ 酪農への入り口として～
◎株式会社
経営概況（H28）

［成果］

H24

○「
（株）
神田酪農」設立
○自家製造･販売店「みるぱす」開店
•ソフトクリーム&ジェラート販売
•ミルクスープ等の新商品を開発
○H27/H24売上高120％を達成

今後の展望と課題

活用した支援策

•商品開発等により牛乳の価値の向上を図る。
•消費者から酪農を身近に感じ、理解してもらうため、
酪農教育ファームに取り組む。
•地元産業と連携し、県酪農発祥の地である阿賀野市
の酪農産業の発展を図っていく。

［６次産業化プランナー派遣］
•商品、店舗デザイン（関本大輔PL）
•商品コンセプトの立案、商品評価アンケート
実施方法（星野康人PL）
•販売管理（今井進太郎PL）
•商品開発、販路開拓（白石展子PL）
•製品生産技術（吉田育子PL）

取組者のコメント
•プランナーに相談することで、６次産業化事業の進
め方を知ることができた。
•商品開発時のコンセプトの必要性、生産技術や販売
流通の仕組み等、各々専門のプランナーからご教示
いただき、大変参考になった。

[地域需要創造型等起業・創造促進事業（NICO※）]
•創業経費の補助 ※ NICO：にいがた産業創造機構
[その他]
•阿賀野市農業振興協議会主催の６次産業化研修会
に参加、また、阿賀野市産業フェアへ出展し商工業
者との連携を推進
•新発田農業普及指導センターから指導を受けなが
ら、原価計算、６次化事業計画を策定し実践

６次産業化
プランナーのコメント

［取組内容］
•果実加工技術の学習と加工品試作
•日本なし（新興）のフルーツバターを商品化
•商品と農園紹介のリーフレット作成
•フードメッセ出展での商談及び商品アンケート実施

•果樹（日本なし・西洋なし）１.35ha
•水稲２ha

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•南区大郷地区における日本なしの生産は、栽培の歴
史も古く、県内でも有数の産地であるが、現在は後継
者不足・価格低迷により産地存続の危機にある。
•産地の歴史を絶やさず、廃棄を減らしたいと加工品
づくりに取り組み始めた。
•ル レクチエの加工品は多いが、産地の主要品目であ
る日本なしでの加工にこだわった。
•なし産地で伝わる「煮梨」をアレンジし、若い世代に
も食べてもらえる商品を目指す。
•当面、加工施設は整備せず、新潟市食品加工支援セ
ンターを利用する。

［成果］

H28
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•日本なしの加工品試作
（H27）
•『和梨バター』
の商品化
（H28）
•商談会において、複数の企業と商談開始
（H28）

今後の展望と課題

活用した支援策

•商品のアイテム数を増やすための検討
•製造量拡大に対応した加工工程の確立
•加工施設用地の確保と整備

[６次産業化プランナー派遣]
•果実加工技術（古田道夫PL）
•商品企画・ブランディング（西巻由歌PL）
•レシピ開発・パンフ用素材写真撮影（木村正晃PL）

取組者のコメント

[新潟市産業振興財団（I.P.C）
食のマーケットイン支援事業]
•商品コンセプトづくり、ブランディング支援
•フードメッセ等商談会出展支援

•試作した加工品を専門家の目で評価いただき、自信
を持つことができた。
•自分の気持ちに対して、プランナー、ＪＡ、普及指導
センターなどたくさんの人から支援を受け、６次化に
取り組むことができた。

［その他］
•新潟市食品加工支援センターを利用し、加工品を製造
•新潟農業普及指導センターから指導を受けながら、
商品コンセプトづくり、技術改良、商談マナーの習
得、ＦＣＰシート（商品紹介シート）作成などを実践

６次産業化
プランナーのコメント
•果実の爽やかさとバターの
コクという相反する味が混
然一体、エッジの効いた商
品に仕上がりました。菓子
から料理へと利用の幅が広
いのも特徴です。
（木村正晃PL）

•新規性のある商品開発、客
層ターゲットを絞り込むな
ど、課題を着実に実行した
ことで商 品 力もあがり、流
通関係者から高い評価も得
ることができました。
（白石展子PL）

プライベートブランド牛乳を使ったジェラート

•加工の取組・販売実績なし

H24
相談後

相談後
H27

○自家ブランド牛乳の販売
•やすだ愛情牛乳
（１L）
•白鳥の翼
（720ml）

取組内容と成果

相談前

相談前

•飼料高騰による収益減少から、平成20年より自家産
のプライベートブランド牛乳の販売を開始し所得向
上を図ってきた。
•今後は、牛乳以外の自家製造乳加工品の開発と直販
による６次化部門の拡大を目指し、販売店を開店す
る。
•販売店の通年営業に向け、冬期間の商品を開発す
る。
•法人化による経営体質の強化と継続的な雇用、労働
力の確保、労務管理と人材育成に取り組む。

◎長谷川農園 ｜ 新潟市南区
経営概況（H28）

[取組内容]
•平成26年 法人化による経営体質強化、雇用拡大
•平成26年～自家産牛乳と地場産農産物を用いた乳
加工品を開発し、６次化部門を拡大

６次産業化の現状・課題と目指す方向

自家製造・販売店「みるぱす」店舗

神田酪農 ｜ 阿賀野市

取組内容と成果

•酪農（乳用牛85頭、うち経産牛50頭）
•牧草生産11ha、水稲0.6ha

日本なしの産地活性化を加工から

コンセプトなど、検討を進めて
完成した商品を商談会で紹介

パンフレット作成のための素材撮影
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もち加工品の販売拡大と
経営改善に向けた取組開始
◎一般財団法人
経営概況（H28）

直売所・カフェなどを「そら野テラス」として
一体的にオープン
三川農業振興公社 ｜ 阿賀町

取組内容と成果

経営概況（H28）

［取組内容］
•顧客名簿を作成し、ＤＭを送付
•ＨＰ改善等、販促活動を実施
•エゴマの葉と実を使った新商品を開発

•水稲38.3ha、もち加工品4,860 kg
•エゴマ10ａ、じねんじょ６ａ

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］
もち加工品販売

もち加工品販売額 H24対比150％
•顧客名簿作成
•もちのパンフレット作成
•もちのパッケージ作成
•新商品
（エゴマもち・エゴマふりかけ）
開発・販売

今後の展望と課題

［６次産業化プランナー派遣］
•顧客管理、広告・ＤＭ・ネット活用等の販売促進方策
（今井進太郎PL）
•もちのパンフレット作成（今井進太郎PL）
•公社全体の経営診断による問題点の整理と今後の改
善策（武藤勝行PL）

•今後も、もち加工品の販促活動や新商品開発を行
い、新規顧客の確保とリピーター率の向上を目指す。
•公社全体の経営改善に向けた労働体制の改善を図
る。

取組者のコメント

[その他]
•阿賀町の支援を受け、平成25、26年に「フードメッセ
in にいがた」に出展した。
•新潟農業普及指導センターの指導を受けながら、水
稲の収量・品質の向上による経営の安定化を図って
いる。また、エゴマやじねんじょ等、地域特産品への
品目転換支援、栽培指導により新たな収益の確保に
つながっている。

•販売促進の手法を学ぶことができた。
•公社全体の経営の問題点が再認識でき、改善策につ
いて具体的な提案があったことで取り組みやすかっ
た。

６次産業化
プランナーのコメント
•「顧客名簿」は組織の大き
な財産です。今後も顧客管
理を徹底して行い、ＤＭ等
のコミュニケーション施策
を強化してください。
（今井進太郎PL）

新たに作成したもちのパンフレット

新商品の「エゴマもち」
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［成果］

•平成15年に直売所「越後西川あぐりの里」
・加工品販
売の「おにぎり館」、平成21年にいちご摘み取り園を
開設。集客数を徐々に伸ばし、地元に定着しつつあ
る。
•売上・集客の向上に向けて、老朽化した直売所の建
て替え、農産加工の規模拡大、６次産業化部門のイ
メージ統一・ブランディングを計画していた。

•直売所の老朽化
•いちご25a

H24
相談後

相談後

活用した支援策

［取組内容］
•総合化事業計画の作成
•直売所・加工厨房のリニューアル、カフェの開設準
備、施設・商品のイメージ戦略作成
•いちごの栽培・摘み取り体験の拡大

•水稲53ha、大豆53ha、いちご35a、
スイートコーン60a、ブルーベリー 20a、
いちじく35a
•加工（ジャム、惣菜、菓子等）
•カフェ、いちご摘み取り

６次産業化の現状・課題と目指す方向

H24

H27

取組内容と成果

相談前

相談前

•冬期間の所得確保のため、平成21年度にもち加工施
設を整備し、もちの製造販売を行ってきた。
•平成24年度のもち加工品の販売額が目標の６割程
度にとどまっていることから、販売促進に向けた手法
等について技術習得したいと考えた。
•地域農家の高齢化が進み、条件不利地の受託が増え
てきており、今後も地域農業を継続していく必要から
経営の見直しを進めている。

◎有限会社ワイエスアグリプラント ｜ 新潟市西蒲区

H28

•総合化事業計画の認定
（H26）
•直売所・カフェ等の複合施設をオープン
（H28年５月）
•いちご35a

今後の展望と課題

活用した支援策

•地元に根ざした直売所運営を目指す。
•雇用が増加し地元の雇用創出に貢献している一方、
人件費の削減が課題
•収益確保に向けて、栽培部門も含め各部門の専任担
当者の育成が必要

［６次産業化プランナー派遣］
•商品・会社のブランディング、経営戦略等の策定に向
けたＳＷＯＴ分析の実施（関本大輔PL）
•総合化事業計画の作成（大滝勇一PL）
[新潟県農林水産業総合振興事業（県）]
•直売所、加工厨房設置（補助率3/10、4.5/10）

取組者のコメント

[経営体発展戦略実践支援事業（県）]
•新規開設するカフェ部門の専任者育成及び加工関連
資材の導入等（補助率1/2）

•ブランディングや戦略の作成にあたり、ＳＷＯＴ分析
の内容が役立った。
•６次産業化総合化事業計画により、比較的容易に
ハード事業の整備計画が作成できた。

[その他]
•巻農業普及指導センターのコーディネートにより、地
元温泉と連携したいちご（越後姫）の摘み取り体験等
を実施。併せて、技術指導を受けながら収量・品質を
確保。

６次産業化
プランナーのコメント
•「お 客 様 が 気 軽 に 立ち 寄
り、くつろげる施設」として
体験型農園等を活用した
お客様づくりにより、成長・
発展を期待します。
（大滝勇一PL）

農業複合施設「そら野テラス」入り口

直売所「そら野マルシェ」外観
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直売所開設計画から惣菜商品開発まで

ガンジー牛乳の自社製造と体験型牧場への
ステップアップ

◎農産物直売所いきいき畑 ｜ 三条市
経営概況（H28）

取組内容と成果

経営概況（H28）

［取組内容］
•農産物直売所事業計画作成
•農産物直売所建設及び開設
•出荷者及び顧客の開拓、商品の開発

•農産物直売所通年開設（営業日約300日）

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］
相談前

•農産物直売所の取組実績なし

H24
相談後

今後の展望と課題

活用した支援策

•顧客ニーズへの対応と、客単価の増加を目的に惣菜
部門を充実させたい。
•市内において他直売所も新設されていることから出
荷者の開拓及び確保に努めたい。

［６次産業化プランナー派遣］
•事業計画検討（大滝勇一PL）
•開店準備（大滝勇一PL）
•惣菜部門の商品開発（木村正晃PL）
[新潟県農林水産業総合振興事業（県）]
•農産物直売所施設及び電気・調理・空調設備機器の
整備への補助（補助率1/3）

•私達役員にとって、農産物直売所開設や運営は初め
ての経験であることから、直売所事業に精通するプラ
ンナーからのアドバイスは心強かった。
•「コロッケづくり」の基本技術を習得し、惣菜の種類も
増えたことでお客様の増加に繋がった。

[その他]
•三条農業普及指導センターから、起業支援及び農産
物直売所支援事業の対象として、継続的に支援を受
けている。

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•「どこよりもおいしい牛乳をつくりたい」
という思いと、
労力を減らして収入を維持するという経営方針で、
平成７年にガンジー牛の導入を決意した。
•珍しい牛のため譲渡してくれる相手が見つからず、
探し求めて平成９年12月にようやく最初の１頭「み
ちる」を導入した。
•ガンジー牛専門に切り替え、平成16年からソフトクリー
ム、平成19年から牛乳を販売開始した（製造は委託）。
•平成21年に長男がチーズ加工を目指して就農後、検
討を重ねた結果、ジェラート加工に着手、工房を設置
し、直売店「みちる」を開店。
•コクがあってすっきりした飲み口の、国内でも希少なガ
ンジー牛乳の高付加価値化による経営の安定・発展の
ため、今後も商品の販売拡大と新商品の開発を行う。

［成果］

６次産業化プランナーのコメント
•今後とも「農家が作った直売所」をコンセプトに地域
のお客様、生産者双方にとって魅力のある直売所を
目指してください。
（大滝勇一PL）

•ガンジー牛乳や加工品等の製造と販売

H24

H27

•商品デザインの統一
•ギフト商品を首都圏で販売開始
•売上高1,000万円以上増加

今後の展望と課題
•新しい直売店開店と併設する工房の建設
•体験型牧場への取組
•施設整備資金の確保

活用した支援策

取組者のコメント

[６次産業化拡大プロジェクト支援事業（県）]
•惣菜商品開発経費の補助（補助率1/2）

［取組内容］
•関東圏百貨店での牛乳販売とギフト商品開発のた
め、価格・デザインを刷新統一
•自社工房での牛乳等の製造
•材料の卸販売の開始

８頭（経産）
５頭（育成・未経産）

相談後

H27

•農産物直売所の建設、開設
•店舗地場野菜販売量10,780kg
•惣菜販売約2,000パック

•ガンジー牛

取組内容と成果

相談前

•農産物直売所いきいき畑の役員は、７市町村９人の
農業者で構成されている。以前より長岡市内施設等
で農産物の販売に取り組んでいたが、農産物直売所
建設の目処がついたことから事業開始に向け検討を
進めた。
•平成27年に県事業も活用しながら、三条市内に「農
産物直売所いきいき畑」を建設し、開設した。
•平成27・28年は開店準備、出店者の確保、顧客の確
保、商品開発を課題とし取り組んだ。

◎有限会社 ケーエスファーム ｜ 長岡市

取組者のコメント

［６次産業化プランナー派遣］
•統一感のある商品デザインの提案
•新商品開発のコンセプトの立案
•体験型牧場（新規部門）の立ち上げ
（今井進太郎PL）

•プランナーから多くの専門家を紹介いただいたこと
で、より専門性の高い課題についても解決できた。
•相談に関する対応が早く、信頼でき、安心して相談で
きた。

[その他]
•長岡農業普及指導センターの支援を受け、設備投資
に向けた資金繰り計画を策定
•農業近代化資金を活用して工房等を整備

６次産業化
プランナーのコメント
•新たな取組を成功させるた
めには、多くの方の協力が
不可欠です。今後も様々な
活動の中でネットワーク構
築を図っていってください。
（今井進太郎PL）

道の駅わしまの売店

長年の役員の思いが形になった店舗

試食会を開催しながら開発した惣菜メニュー
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プランナー指導で完成させたコロッケ

統一されたデザイン

自社工房
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魚沼そばパスタの商品開発と
新たな商品開発に向けて

大豆の加工販売（豆腐、揚げ物等）
◎株式会社
経営概況（H28）

中村農園 ｜ 長岡市

取組内容と成果
［取組内容］
•豆腐、揚げ物、豆乳の加工販売
•原料は、自社生産の大豆のみを100％使用

•水稲14ha、大豆38ha、大豆加工

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］
相談前

•加工品の販売実績なし

H24
相談後

今後の展望と課題

活用した支援策

•さらなる販路拡大と販売額の増加
•加工品だけでなく、大豆の販売も伸びているので、さ
らに直接販売に力を入れたい。

［６次産業化プランナー派遣］
•大豆の加工、販売（古田道夫PL）
[経営体育成支援事業（国）]
•加工用機械の整備（補助率1/3）

取組者のコメント
•県内の豆腐業者との差別化を図るため、高価格帯の
商品づくりや長岡野菜等を利用した揚げ物等、特徴
ある製品づくりについて助言いただいた。

[その他]
•スーパーＬ資金を活用して加工所を整備（倉庫を改
修）
•長岡農業普及指導センターからの指導を受け、加工
部門開始後の経営試算等を実施

６次産業化プランナーのコメント
•当農園主の豆腐造りにかける情熱と研究心に感服し
ました。今後の商品開発には濃厚豆乳の特徴を活か
し、湯葉、豆乳チーズ等も加えてほしいと思います。
（古田道夫PL）

［取組内容］
•自社生産のそばと県産小麦｢ゆきちから｣を活用し
「魚沼そばパスタ」を商品化
•和みリゾットのレシピ開発
•ＪＡ直売所や道の駅などで販売

•水稲42.5ha、そば31.5ha
•カリフラワー 1.0ha、花ハス 0.74ha、くわい0.1ha

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•中山間地の水稲に不向きなほ場でそばを栽培し､玄
ソバ､そば粉､乾麺を販売｡平成26年度からそばパス
タの試作を開始
•平成27年度から６次産業化プランナーのサポートを
受け､平成28年度に｢魚沼そばパスタ｣の販売を開始。
併せて６次産業化の取組紹介等ＨＰを改善中
•米は平成28年度から特別栽培米･天日干し米に加え
リゾット向けの和みリゾットを生産･販売｡リゾットは
認知度が低く､レシピ開発等により販路拡大を図る。
•米の大幅な価格上昇が見込めない中､園芸品目の拡
大を図りながら､そばやオリジナル商品を収益の柱に
育てていく計画

［成果］

H28
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•「魚沼そばパスタ」の商品化
販売量 500袋
（200g）
販売額 370千円（H28.11月末現在）

今後の展望と課題
•そばパスタの販売網の拡大
•和みリゾットは旬の野菜と合わせた食べ方を提案
•そばパスタ､リゾットとも認知度向上が課題

活用した支援策
［６次産業化プランナー派遣］
•展示会出展に向けた準備（関本大輔PL）
•和みリゾットを使用した商品開発、レシピの考案
（木村正晃PL）
•ＨＰの現状確認と今後の検討（木村正晃PL）

取組者のコメント
•プランナーに相談したことで消費者目線での調理し
やすい商品開発ができた。ＨＰも親しみやすいもの
に改善している。
•角度の違った意見・助言をいただいたことで和みリ
ゾット等の新たな商品開発に展望が開けた。

[中山間地域６次産業化実践支援事業（県）]
•販路拡大のためのオリジナルグッズや販促ツールの
経費の補助（補助率1/2）
[その他]
•魚沼農業普及指導センターの支援を受け、和みリ
ゾットを生産。カリフラワー、花ハス等の園芸品目も
技術支援を受け生産量が安定。

フードメッセ in にいがた2016の様子

•そば粉以外の販売実績なし

H24

６次産業化
プランナーのコメント
•新しいタイプ の 商 品 なの
で、消費者がどういう時に
欲しがるか、よく話し合って
商品開発しました。営業力
を駆使して市場を拓いてく
ださい。
（関本大輔PL）

自社直売所の看板

豆腐各種と長岡野菜等を使ったがんも

魚沼農耕舎 ｜ 魚沼市

取組内容と成果

相談後

H27

•加工品への大豆使用量約3,000kg
•加工品販売先
自社直売所のほか、
ＪＡ直売所、量販店、市内飲食店
合計６か所

経営概況（H28）

相談前

•若い頃に食品関係の仕事をしていたこともあり、いず
れ加工販売をしたいと考えていた。
•長岡市内の直売所やスーパーでの販売と飲食店へ
卸している。
•生産者だからできる濃い豆乳を使用し、他社では出
来ない商品づくりを目指している。
•豆腐を販売するようになり、実需者との人脈もでき、
大豆自体の販売量も増加している。
•今年度は新たに清涼飲料水の製造許可も取得し、
ペットボトルでの豆乳を販売開始した。

◎一般財団法人

アグリフードEXPO 2016へ出展
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津南町の特産品開発を目指した
商品の開発とブラッシュアップ

米の直接販売と切り餅加工
◎有限会社
経営概況（H28）

細矢農園 ｜ 南魚沼市

取組内容と成果

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］
相談前

•ＪＡ、卸業者、地元直売所等を中心に販売

H24
相談後

活用した支援策

H28

［６次産業化プランナー派遣］
•自社ホームページの改善と運用方法の助言、
米の直接販売手法への助言（今井進太郎PL）
•切り餅製造技術（江川和徳PL）

•首都圏小売店を中心にした営業活動の結果、
スーパーや百貨店など新たに18件の取引先を開拓
•営業担当者のスキルアップ

［取組内容］
•商品コンセプトの確立、商品開発、販路開拓
•包装形態、パッケージデザイン改善

•組織構成 女性４人からなる任意組織
•加工は個人、販売は組織で実施

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］

•平成24年度から津南町の単独事業を活用し、
「津南
町の特産品を開発する」ことを目標に活動。５商品
を開発し、平成25年度から販売を開始した。
•販路や品目が徐々に増加し、現在は販路10か所、商
品10品目となっている。
•開発した商品のデザインは、それぞれ手作りで印刷
等していたが、商品が増えるにつれ統一感がなく
なった。
•そこで、平成28年度に包装形態、パッケージデザイ
ン、ネーミングを見直して統一感を出し、商品のブ
ラッシュアップを図った。

今後の展望と課題
•首都圏小売店を中心に、さらなる販路拡大
•直売所等の開設等による消費者への直接販売の拡大

取組者のコメント

[その他]
•南魚沼農業普及指導センターが主催する「農業ビジ
ネス塾」を受講し、経営戦略を立案するとともに、首
都圏の商談会へ出展

•専門家に相談することで、商品や自社の強みと弱み
が客観的に把握でき、新たな販路拡大に繋げること
ができた。

６次産業化プランナーのコメント

H28

•消費者への直接販売を成功させるには、お客様との
きめ細かいコミュニケーションが重要です。リピー
ター拡大に積極的に取り組んでください。
（今井進太郎PL）

オンラインショップで米販売を実践
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改良したもちパッケージ

•商品コンセプト確立、商品開発
10品目、16アイテム
•えごま味噌、
めごしいたけのつくだ煮、
おかきなど
•販路開拓 10か所
•商品改善
（包装形態、
パッケージデザイン、
ネーミング）

今後の展望と課題
•宅配販売等によるセット商品の販売を広げていきた
い。
•津南町の「お土産」として使ってもらえるようにＰＲ
する。
•新商品を開発し、商品数を増やす。

［６次産業化プランナー派遣］
•商品提案、素材の絞り込み（松田恭子PL）
•商品コンセプトの立案、ブランディング支援
（星野康人PL）
•商品改善（包装形態、パッケージデザイン、ネーミン
グ変更）
（西巻由歌PL）

取組者のコメント
•商品コンセプトの立案支援を頂いたことが、営業活
動に活かされ、販路開拓につながった。
•パッケージデザインの変更で、商品の統一感が生ま
れ、ブラッシュアップできた。パッケージデザインの
大切さを実感した。

[津南町単独補助事業]
•講師謝礼、パンフレット、パッケージ等印刷費
[中山間地域６次産業化実践支援事業（県）]
•パッケージデザイン、印刷費等（補助率1/2）
[その他]
•十日町農業普及指導
センターから、販売額
向上を目的に、加工技
術指導や新商品提案、
商 談 会を始め販 路の
紹介を受けた。また、
商 品を 統 一 するため
に、パッケージデザイ
ン等の改善の提案と、
プランナーの紹介を受
けた。

•特産品開発の方向性が定まっておらず、
販売できる商品もなかった。

H24

活用した支援策

[経営体発展戦略実践支援事業（県）]
•米の販路拡大及び切り餅のパッケージ改良等に係る
初度的経費の補助（補助率1/2）

プランナーの助言により改良したウェブサイト

取組内容と成果

相談後

•米の販売額向上を狙って、首都圏小売店をターゲッ
トに販路拡大を進め、冬期間の所得確保を図るため
委託加工による切り餅販売を導入した。しかし、首都
圏への新規販路開拓は進まなかった。
•販路開拓のための営業や販売ノウハウの蓄積が必要
である。
•首都圏小売店をターゲットに新規販路開拓を行い、
売上向上を図る。

経営概況（H28）

相談前

［取組内容］
•米の直売拡大と切り餅の加工販売を開始
•ウェブサイトを改良し、首都圏消費者への直接販売
時にウェブサイトからリピート購入に直接繋げる仕組
みを構築
•高単価販売を目指し、首都圏スーパーをターゲット
にした営業販売活動を実践
•首都圏消費者向けに切り餅の規格・パッケージ等を
改良

•水稲28ha
•切り餅2,520kg

◎津南マミーズ ｜ 津南町

６次産業化
プランナーのコメント
•お母さんたち４人の笑顔、
行 動 力、津 南 の ひ ま わり
を、パッケージデザインに
活かしました。皆さんの明
るく楽しい笑い声が女性農
業者の未来に繋がります。
（西巻由歌PL）

統一されたパッケージデザイン

消費者ニーズに合わせた包装形態
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もち、えだまめ、リゾット専用米で
水稲複合経営を総合的に発展

大規模稲作経営における６次産業化の推進

◎有限会社 ファーミング・スタッフ ｜ 柏崎市
経営概況（H28）

取組内容と成果

経営概況（H28）

［取組内容］
•もちの製造方法及び施設の改善
•えだまめの販路拡大
•和みリゾットの販路拡大、商品開発

•水稲45ha、えだまめ4.1ha
•もち加工35t

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］

H24

•もちの製造施設改善等により商品が改善され、販売額
が増加
•えだまめの生産量向上と販路拡大
•和みリゾットの商品開発（１商品）及びレストラン等への
精米直販

今後の展望と課題
•もちの通年製造及び年間を通じた安定販売
•えだまめの長期安定出荷
•和みリゾットによる地域活性化と販路拡大

活用した支援策

取組者のコメント

［６次産業化プランナー派遣］
•えだまめの販路拡大（松田恭子PL）
•リゾット専用米（以下、｢和みリゾット｣という｡）を活用
した新商品開発（松田恭子PL）
•もちの製造方法の改善（江川和徳PL）

•法人設立時から続けてきたもちの製造について、改
善ポイントがプランナーのアドバイスで明らかにな
り、施設改善や商品改善につながった。
•えだまめと和みリゾットは、プランナーと相談しなが
ら販路拡大に取り組み、成果が得られた。

[経営体発展戦略実践支援事業（県）]
•もちの商品改善（補助率1/2）
[新潟県農林水産業総合振興事業（県）]
•もち加工施設の処理能力向上のための改修
（補助率5.5/10）

６次産業化プランナーのコメント
•えだまめは安定出荷を数か年続けたことで栽培技術
が向上し販売先の信頼を獲得しました。
•和みリゾットは商談会への定期参加で東京のイタリ
ア料理店でも取扱いが増えています。
（松田恭子PL）

[６次産業化ネットワーク活動交付金（国）]
•和みリゾットの新商品開発・販路拡大
（補助率1/2、2/3）
[その他]
•総合化事業計画認定（H26.5.30「国内初のリゾット
用米品種を活用した商品開発及び販売事業」）
•えだまめの長期出荷対応について、柏崎農業普及指
導センターから栽培計画、作業計画や栽培技術の指
導を受けた。

首都圏のスーパーや飲食店に販路を
拡大した
「ちゃまめ」
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製造方法やパッケージを改善した
「豆もち」

［取組内容］
•米の直売拡大に向けた販路開拓
こうふくずし
•加工業者との連携による香福鮨（押し寿司）の開発・
販売
•米加工品の新商品検討

•経営面積103.84ha
•作付面積 水稲101.79ha、果樹他2.05ha

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•水稲主体の経営で、早くから直接販売に取り組んで
いたが、原価の把握や営業ノウハウが不足し、売上
が停滞
•プランナーを活用して営業力の強化や新たな商品開
発に着手し、経営の立て直しを図る。
•顧客の要望に応えるため、多用途・多品種栽培に取
り組み、さらにそれを活かして農産加工会社との連
こうふ くず し
携により、香福鮨（押し寿司）や弁当の製造・販売を
実施
•平成28年２月に総合化事業計画の認定を受けたこ
とで、今後は目標達成に向けて計画を着実に実行

［成果］
•米直接販売割合 26％
•水稲のみ生産・販売

H24
相談後

相談後
H28

•もちの製造・直販を実施
•水田フル活用でえだまめ栽培を開始
•リゾット用米栽培試験を開始

蛍の里 ｜ 上越市

取組内容と成果

相談前

相談前

•平成２年の法人設立時から、水稲＋園芸＋もちの複
合経営に取り組んできた。
•もちについては、米に次ぐ経営部門として販路拡大
に取り組んできたが、更なる売上高向上に向けて製
造方法の見直しや施設設備の改善が必要だった。
•園芸部門では水田を有効活用するため、えだまめの
生産・販売に取り組んできたが、売上高確保に向け
て新たな販路を求めていた。
•水稲部門では新たな販売チャネルを模索し、農研機
構北陸研究センター等と共同研究契約を結び、リ
ゾット専用米品種の開発に取り組むとともに、この米
を活用して地元レストラン等と連携し商品開発に取
り組んでいる。

◎農事組合法人

H27

•米直接販売割合 41％
•加工業者等と連携し、
自社米を使った押し寿司の新商
品を開発
•H24売上高対比 106％

今後の展望と課題

活用した支援策

•総合化事業計画の目標達成に向けて、玄米及び白米
のネット販売の展開、スマイルケア食等米加工品の
開発販売に取り組む。

［６次産業化プランナー派遣］
•販路開拓と新商品の開発（西巻由歌PL）
•米加工技術（江川和徳PL）
•ＨＰ企画、通販立ち上げ（渡部茂夫PL）
•新商品の企画・販売計画（黒坂一久PL）
•押し寿司の商品デザイン（関本大輔PL）
•押し寿司の商品企画（木村正晃PL）

取組者のコメント
•プランナーの派遣により、刺激を受けるとともに、今
後の販売戦略の構築に大きく役立った。
•法人内で部門ごとの担当者を育成し、総合化事業計
画の達成に向け実践していきたい。

[経営体発展戦略実践支援事業（県）]
•人材育成、インターネットの活用、新商品の開発に対
する支援

６次産業化
プランナーのコメント

[その他]
•総合化事業計画の作成に当たって、上越農業普及指
導センターから支援を受け、新商品開発の原材料と
するため新形質米の栽培を開始

•計画認定に向かって法人
内での役割や方向性が固
まっていき、認定は目標で
はないこと、プロセスが重
要であることを再認識でき
ました。実現に向け頑張っ
てください。
（西巻由歌PL）

こうふくずし

新商品
（香福鮨）

HPの立ち上げと精米販売を企画
（準備中）
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自社生産野菜、豆腐を活用した商品開発
◎農事組合法人
経営概況（H28）

北野生産組合 ｜ 上越市

取組内容と成果
［取組内容］
•「北野の父ちゃん酒の友」、
「北野のあねさ漬け」、
「オ
クラの一本漬け」、
「青大豆の水煮」を新たに商品化
•原料は自社と集落内生産者から調達
•ＪＡ直売所、地元宿泊施設等で販売

•水稲27ha、作業受託24ha
•園芸（丸なす、アスパラ菜）７a
•農産加工（豆腐、味噌ほか）

６次産業化の現状・課題と目指す方向

［成果］
相談前

•加工部門の売上げは、味噌、豆腐、
そばを合わせて5,857千円

H25
相談後
H27

•加工部門の売上げは、6,715千円となり、
相談前に比べ約15%増加した。
そのうち新商品の売上げは、676千円となった。

•商品の販路拡大と売上げの確保
•自社農産物を活用した商品開発を継続

活用した支援策

取組者のコメント

［６次産業化プランナー派遣］
•新商品の販売戦略とネーミング（渡部茂夫PL）
•新商品の加工技術と商品づくり（古田道夫PL）

•プランナーの指導により商品づくりの基本的な考え
を学ぶことができ、商品ネーミングの際の参考になっ
た。
•専門家の客観的な評価を聞きながら商品開発を進
めることができた。

[中山間地域資源活用実践支援事業（県）]
•商品化に係る試作経費、調理器具等初度的経費の補
助（補助率1/2）
[その他]
•上越農業普及指導センターから受けた指導内容
商品化に向けたレシピ提供と試作
新商品を使った料理レシピの開発と試作
野菜の一次漬けと脱塩方法
低温殺菌による長期保存と食品衛生管理
製品原価の試算
売上げ目標の設定と経営収支
プランナー派遣後のフォローアップ

６次産業化プランナーのコメント
•自社製味噌と豆腐を合体させる発想がユニークで
す。今後は、味噌以外の漬床や山野草等も加えた特
徴ある商品開発に挑戦してください。
（古田道夫PL）

試作品に対する改善指導

プランナーの支援を受け完成した新商品
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経営概況（H28）

取組内容と成果
［取組内容］
•新たなコンセプトを反映したロゴマーク及び米袋を
作成し、既存顧客へのＰＲ強化や各種商談会へ積極
的に参加した。
•メロンやいちじくの養液土耕栽培を開始し、直売所
や米直売顧客へ販売するとともに、市内菓子店との
連携（スイーツの原材料供給）を進めた。

•水稲21ha
•園芸21a（メロン、スイートコーン、いちじく等）

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•平成５年から、首都圏の一般家庭を中心に米の直接
販売の取組を拡大してきたが、近年、顧客の高齢化に
よる１戸当たりの消費量減少などにより販売量が伸
び悩んでいた。また、地域の担い手として、今後、農
地が集積され、米の生産量増大が見込まれていた。
•平成28年春からＵターン就農する意向が後継者か
ら示され、更なる所得の向上と労働力の有効活用が
課題となった。
•米の直接販売については、長年の取引の中で、販売
先ごとに商品コンセプトやパッケージがバラバラと
なっていたため、販売拡大にあたり、若い世代の顧客
に対応した農場や商品の訴求ポイントを再構築する
こととした。
•今後の米政策が不透明な中、新たな経営の柱の確立
を図るため、水稲以外の収入源の確保や後継者が活
躍する場として、水稲育苗ハウスの活用を検討する
こととした。

［成果］

H26
相談後

今後の展望と課題

◎株式会社 清耕園ファーム ｜ 糸魚川市

相談前

•平成15年に清里村が設置した加工施設の管理を任
され、加工部門（味噌、豆腐）を導入
•高齢化などから地域の購入人口が減り、加工の売上
げが平成20年をピークに少しずつ減少
•平成25年に事務所の一部を改築し、
「つけもの製造
業」の営業許可を新たに取得
•自社の加工品である「味噌」
「豆腐」を使用した「豆腐
のみそ漬け」と、地場産野菜を手軽に食べることがで
きる商品として漬物を開発
•加工部門の体質強化を図るため、今後も地場産農産
物を活かした新商品開発を進める。

次世代に向けた６次産業化の取組強化

H28

•今後の販売戦略の検討に活かすため、顧客アンケー
ト等を実施する。
•顧客ニーズに対応した商品開発や通年雇用を実現
するため、新たな園芸品目（シャインマスカット等）
や加工部門（もち等）を導入する。

［６次産業化プランナー派遣］
•農場及び商品のコンセプト見直し、新たなパッケー
ジデザイン案の作成（西巻由歌PL）
[新潟スタイル園芸確立支援事業（県）]
•園芸品目の養液土耕システム整備の補助（補助率1/2）
[その他]
•多角化・複合化等実践指導事業の対象経営体とし
て、糸魚川農業普及指導センターから水稲育苗ハウ
ス利用での園芸品目栽培の技術指導を受けた。

米袋の改良

【新】

•米直売顧客数
（リピーター数）：629人
うち新規
（H27、28合計）：96人
•水稲育苗ハウス利用園芸作物
面 積：14.2a
（うち養液土耕５a）
販売額：2,263千円

今後の展望と課題

活用した支援策

【旧】

•米直売顧客数
（リピーター数）：540人
•水稲育苗ハウス利用園芸作物
面 積：8.9a
販売額：1,799千円

取組者のコメント
•プランナーに相談することで、自分達では気づかな
かった農場や商品の魅力が発見できた。
•栽培品目が増えたことにより、商談会等のイベントで
集客力が高まった。

６次産業化
プランナーのコメント

水稲育苗ハウスを活用したいちじくの養液土耕栽培

15

•「美味しいお米だから贈り
物に」というお客様に応え
たいご夫妻の気持ちを大切
に、これからも継続した売
上げに繋がるよう頑張って
ください。
（西巻由歌PL）

「フルーツの島 佐渡」を島外へ情報発信！
果物加工品の商品開発

６次産業化等の「お問い合わせ先」一覧

（サポートセンター、県、国）

◎平山農園 ｜ 佐渡市
経営概況（H28）

取組内容と成果
［取組内容］
•果物のコンポート、フルーツソース等を商品化
•原料は自家と近隣生産者から調達
•ＪＡ直売所、佐渡汽船売店、島内のインテリア雑貨店
等で販売

•おけさ柿（加工用）53a、ブルーベリー２a

６次産業化の現状・課題と目指す方向
•当初は、あんぽ柿加工販売を経営の柱とし、加工原
料用としておけさ柿やブルーベリーを栽培していた。
•年間を通じた所得確保のため、あんぽ柿以外の農産
加工販売に取り組みたいと考えていた。取組に当
たっては、自家原料以外にも、島内の新鮮な果物を
用い、加工により付加価値を付けて販売したいと考
えた。
•経営者の妻の得意分野（調理師）を経営に活かすこ
とを前提に、加工施設を整備した。
•プランナー活用により、起業に向けた基礎知識や商
品開発のポイント、販売戦略などを学ぶとともに、商
品コンセプトを固めることとした。

［成果］

サポートセンター

県

相談前

○あんぽ柿 6,400パック
（250g）
（H27年1月に就農）

H27
相談後
H28

○あんぽ柿 13,500パック
（250g）
○各種果物加工品の商品化
•各種ドライフルーツ 220パック
（15g､30g）
•各種コンポート、
フルーツソース 650個
（60g､120g）

•島外での販路開拓
•業務用加工品の製造・販売
•イベント参加による商品のＰＲと新規顧客の確保
•自家商品を用いる農家カフェの開店
（周年ではなく、観光客の多い期間に限定）

［６次産業化プランナー派遣］
•事業計画作成や商品開発時の考えるポイント、起業化
に向けた基礎知識
•パッケージデザインや販売戦略等
（西巻由歌PL）

取組者のコメント

[その他]
•加工施設整備は、青年等就農資金と自己資金で倉庫
を改修
•佐渡農業普及指導センターから、県外商品事例情報や
島内販売先についての情報提供を受け、販路開拓を
実施

•プランナーに相談したことで、自分達の目指すべき方向
性が明確になった。
•消費者の動向やターゲットを絞った商品開発の必要性
等を理解することができた。
•当初は、漠然と
「メインの加工品はジャム」
と考えていた
が、フルーツソースやコンポートなど、
より平山農園のコン
セプトに沿った商品開発ができた。

完成した商品：
ロゴマークは佐渡の豊かな自然をイメージ

電話番号

新潟県６次産業化サポートセンター

025-285-8447

機関名

所属名

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

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

0257-21-6251

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

地域農政推進課

025-280-5292

経営普及課

025-280-5299

機関名

所属名

電話番号

北陸農政局

新潟支局 食料産業チーム

025-228-5223

新潟地域振興局

今後の展望と課題

活用した支援策

機関名

新潟県農林水産部

６次産業化プランナーのコメント
•Uターンご夫妻ならではの視点と素晴らしい行動力。今
後もそのセンスに磨きをかけ消費者目線からの商品開
発を楽しみにしています。
（西巻由歌PL）

商品ラベル作成
ポイント等指導
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国

17

「新潟県６次産業化プランナー」の派遣の流れ

1

まずは、地域振興局又はサポートセンターへ連絡・相談
（連絡先：17ページの一覧参照）
・６次産業化に取り組むにあたっての課題を整理しましょう。
活用する農林水産物は何？ 生産の体制は整っている？
どんな商品をつくりたい？ ターゲットは？
取組に必要な設備は？ 資金調達は？ 許認可は必要？

2

どんな専門家が必要か決まったら…派遣申込書を提出

・地域振興局又はサポートセンターに提出してください。
・派遣希望日の２週間前まで（初めての方は３週間前まで）に提出してください。
※申込書の様式は、サポートセンターからメール又はＦＡＸで送信します。
ホームページからもダウンロードできます。

3
4

5

お読み
ください

派遣の決定をサポートセンターから文書で連絡
依頼内容に対応するプランナーを派遣
・総合的又は専門的な立場から助言します。

例えば・
・
・

加工技術の
アドバイス

商品コンセプトの
アドバイス

相談対応記録の提出

・所定の様式をお渡ししますので、派遣後１０日以内に、
サポートセンターへ提出してください。

●派遣費用は無料

•国・県の費用負担となりますので、６次産業化の実践に向けて
効果的・計画的に活用してください。

●派遣回数は、原則として同一年度5回以内です。

•六次産業化法に基づく総合化事業計画の申請及び実践に係る
派遣は、回数の制限はありません。

●1回の指導時間は、原則として3時間以内です。
●派遣先は、原則として申込者の自宅又は事務所です。

お 問 い 合 わ せ 先

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内）

〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町15番地2（新潟県公社総合ビル4階）
URL：http://www.niigata-agrisupport.jp
TEL：025-285-8447 FAX：025-285-7840 E-mail：nsupport@niigata-nourin.jp

