
食と緑あいちブランド創出事業 取組事例一覧表 

№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

１ 販売 

・高原野菜のブラン
ド化と新たな加工
品の開発 
・産直施設でのＰＲ
の方法 

三国高原 
農事組合女性部 
（瀬戸市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
052-961-1597 
（尾張農林水産事務
所農政課） 

道の駅「瀬戸しなの」へ
三国高原野菜を出荷する
ために設立。高原特有の
気候を利用して栽培した
キュウリ、トマト、モロッコイ
ンゲン、ジャガイモ、タマネ
ギ等多種類の野菜や、会
員の作った梅干し、ヤマゴ
ボウの味噌漬け、たくあん
などの加工品を「瀬戸しな
の」のほか、産直施設の
「あぐりん村」等で販売して
いる。 

 

・高原野菜というのは
消費者に対しイメージ
が良い。この野菜はこ
ういうところで作られ
た野菜なんだというこ
とを伝えることが大切
である。 
・洗練されたものより素
朴なイメージがいい。 
・物語（ストーリー）の見
える商品とすることが
大切である。 

・標高の高い高原ならではの野
菜として、夏どり大根、寒じめち
ぢみほうれん草等の試験栽培
を行った。また、ヤマゴボウの漬
物の商品開発に取り組んだ。 
・定期的に開催される道の駅の
朝市などで対面販売を始めた。
また、夏どり大根、寒じめちぢみ
ほうれん草、ヤマゴボウの漬物
の試食会、消費者へのアンケー
トを実施した。 
・アンケートの結果、３品とも高評
価を得たので、引き続き取組を
拡大する。 

 

・取組事例をレポートに
まとめホームページで
紹介し、尾張農林水
産事務所の管内にあ
る図書館に配布した。 
・公益財団法人 愛知
県農業振興基金の事
業について情報提供
を行った。 
・加工品の開発支援を
行っている。 

２ 販売 
・ミニトマト加工品の
販売戦略 

ＪＡあいち海部 
よつえ生産部会 
（愛西市） 
※相談１回目 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-25-3147 
HP： 
http://nakanosaien.
ocnk.net/ 
 

部会員７名で組織するミ
ニトマトを生産する組合。 
ミニトマトの生命力を最

大限に生かす水気耕栽培
や水耕栽培、減農薬や減
化学肥料の土耕栽培も実
践する。 
ミニトマトは「旬桃輝

（しゅんとき）」のブランドで
販売し、完熟に近いものだ
けを使用したミニトマト
ジュース等の加工品も販
売している。 
 

・ビジネスチャンスには
貪欲になることが大事
である。 
・リピーターを増やすた
めにどうしたらいいの
か、実態を踏まえて
しっかり考える必要が
ある。 
・商品の良さを分析し、
販売先を明確にする
必要がある。 

・新商品の開発に取り組み、
ジュース、ケチャップと３点セット
での販売を目指す。 
・今年度までにミニトマトを使用し
たゼリーやコンポート、ラスク、
大福を開発した。 
・「FOODEX JAPAN ２０１３」に出
展し、ジュース、ケチャップ、コン
ポートなどを出品した。 
・学校給食用のミニトマトソースな
どの開発を食品加工会社や栄
養教諭等と始めた。 

・専門家の紹介や事例
等の情報提供を行っ
た。 
・ビジネスフェアや各種
セミナーへの参加を促
した。 
・新商品のモデルを提
案した。 
･あいちの農林水産フェ
アで実施したジュース
とゼリーの試食会とモ
ニタリングの取組を支
援した。 
・栽培技術の指導を継
続的に実施している。 

 

http://nakanosaien.ocnk.net/
http://nakanosaien.ocnk.net/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

３ 販売 

・「FOODEX 
JAPAN２０１３」に
出展する際のＰＲ
手法 

ＪＡあいち海部 
よつえ生産部会 
（愛西市） 
※相談２回目 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-25-3147 
HP： 
http://nakanosaien.
ocnk.net/ 
 

部会員７名で組織するミ
ニトマトを生産する組合。 
ミニトマトの生命力を最

大限に生かす水気耕栽培
や水耕栽培、減農薬や減
化学肥料の土耕栽培も実
践する。 
ミニトマトは「旬桃輝

（しゅんとき）」のブランドで
販売し、完熟に近いものだ
けを使用したミニトマト
ジュース等の加工品も販
売している。 

 

・海外のバイヤーに記
憶してもらうことを意
識したＰＲをすること
が大切である。 
・生産者から伝えたい
こと、商品が普通のモ
ノではないことを、しっ
かり打ち出すべき。 
・例えばミニトマトを果
物として売るような広
い視野も必要である。 

・「FOODEX JAPAN ２０１３」出展
用のパネルを製作した。また、
出展用のコンポートやラスク、大
福などを開発した。 
・「FOODEX JAPAN ２０１３」で、
国内外のバイヤーと商談を行っ
た。 
・ミニトマト２個をフルーツ感覚で
ラッピングした試作品を開発し、
コンビニでの販売をめざし、検
討を始めた。 

・「FOODEX JAPAN ２
０１３」への出展を支援
した。 
・新商品のモデルを提
案した。 

４ 販売 
・アロマムの生産拡
大による産地活性
化 

蟹江町鉢物部会 
アロマム研究会 
（蟹江町） 
 
【問い合わせ先】 
電話：－ 
HP：－ 

中部電力と広島大学が
共同開発したアロマムを契
約栽培している。化粧品会
社と連携して PR活動にも
取り組む。 
 

・アロマムの香りにある
「集中力がＵＰする効
果」を受験等と結びつ
ける等、消費者目線
から生産・販売を考え
てはどうか。 

・消費者目線からアロマムの新
規需要やニーズの把握のため、
取引市場から聞き取りを行っ
た。その結果、キクのシーズン
に先駆けた、９月上旬と翌年１
月に出荷が必要であることがわ
かった。 

 

･花き市場等と連携した
消費者ニーズの把握
を支援した。 
･計画的出荷技術を確
立した。 

5 販売 
・いちご「ゆめのか」
を使った商品開発 

JAあいち海部 
（津島市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-56-6812 
 
洋菓子店「パリジャ
ン」（蟹江町） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-95-1105 
HP： 
http://www.parisian.
co.jp/ 
 

ＪＡあいち海部は、コン
ビニエンスストアと連携し、
いちご「ゆめのか」のプリン
やシフォンケーキを開発・
販売している。 
洋菓子店「パリジャン」

は、地元の蟹江町で生産
される白いちじくを使った
ケーキを開発し、販売して
いる。 

 

・いちごを使ったケーキ
は多数販売されてい
るため、他の商品との
差別化を図る必要が
ある。 

・いちご「ゆめのか」は、「夢のか
なう」という意味を込めて名付け
られた品種である。そこで、「夢
のかなうケーキ」など、イチゴを
使ったケーキを開発し、バレンタ
インデー、受験シーズンに販売
した。 

・生産者とパティシエの
出会いの場を創出し
た。 
・テレビの県広報番組
や地元ケーブルTV局
番組で PR した。 
・栽培技術の指導を継
続的に実施している。 

http://nakanosaien.ocnk.net/
http://nakanosaien.ocnk.net/
http://www.parisian.co.jp/
http://www.parisian.co.jp/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

6 
加工 
販売 

・6次産業化事業計
画の検討、計画に
基づく新商品開発
と販売手法 

中野菜園（愛西市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-25-3147 
HP： 
http://nakanosaien.
ocnk.net/ 
 

ＪＡあいち海部よつえ生
産部会に所属。 
６次産業化・地産地消法

に基づく事業計画の認定
を受け、ミニトマトを使用し
た新たな加工品開発と販
売事業を行い、経営規模
の拡大等を目指す。 

 

・今後の経営方針、方
向性を決定してから進
めることが必要であ
る。 
・開発した商品の販売
相手や販売方法など
の販売戦略が必要で
ある。 

・「トマト嫌いの克服」を商品コン
セプトとし、ミニトマトのコンポー
ト、ゼリーを開発した。 
・ミニトマト加工品のギフトセットを
開発した。 
・その他、ミニトマトを使った新商品
を開発中。 

・本事業の支援チーム
に参加し、新商品開
発等に関して助言を
行った。 
・栽培技術の指導を継
続的に実施している。 

７ 販売 
・地域農産物等の輸
出方法 

海部地域農産物輸
出研究会（津島市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-24-2152（海部
農林水産事務所農
政課） 

新たな販路を開拓する
ため、農産物等の輸出に
関する情報収集などに取
り組む。 

・海外消費者のニーズ
を把握する必要があ
る。 
・「安全・安心で美味し
い」をどのように伝え
るか、PR方法を工夫
する必要がある。 

 

・研究会の構成員が「FOODEX 
JAPAN ２０１３」に出展した。 

・農産物等輸出に関す
る情報を提供した。 

８ 販売 

・生卵の消費拡大 
・鶏卵・鶏肉を利用
した加工品による
組合の知名度向上 

知多養鶏農業 
協同組合（半田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0569-21-9110 

地元消費者に新鮮で安
心・安全な鶏卵、鶏肉及び
その加工品を提供し、卵の
消費拡大を図るため、「知
多産赤どりチキンカレー」、
「黒酢マヨネーズ」、「味付
け卵の素」等を開発してき
た。 

 

・消費者に情報を伝え
る取組が必要である。 
・商品以外の方法で、
知多の卵を愛してもら
うための取組が必要
である。 

・「知多のたまご」を消費者に理
解されるように心がけながら、
新商品の開発に取り組んでい
る。 

・知多養鶏農業協同組
合では、全組合員に
よる研究会があり、養
鶏全般について研究
している。 
・農業改良普及課は、
研究会に参加し、養
鶏全般に関する相談
に応え指導している。 

 

http://nakanosaien.ocnk.net/
http://nakanosaien.ocnk.net/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

９ 販売 
・アカモクを使った加
工品の販路拡大 

海産物とこ丸(株)
（常滑市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0569-34-2065 
HP： 
http://www.toko.or.j
p/tokomaru/ 
 
中部国際空港(株) 
（常滑市） 
※この取組の問い
合わせは、海産
物とこ丸(株)にお
願いします。 

空港護岸に造成した藻
場に繁殖するアカモクを活
用するため、中部国際空
港（株）の支援を得て地元
漁業者が平成 24年に「海
産物とこ丸（株）」を設立
し、商品化と販売を行って
いる。 

・アカモクの「環境共
生」や「新しい食材」と
いう訴求ポイントにつ
いてのストーリーを確
立し、学校での食育活
動を通じて認知度を
上げていく。 
・新しい食材を売り込む
には自分たちが三食
毎日食べているくらい
のリアリティーが必要
である。 

 

・愛知県栄養教諭・学校栄養職
員研究協議会及び愛知県栄養
士会に対し、食材としてのアカ
モクのＰＲに着手する。 

・学校給食の関係者へ
の働きかけ支援した。 

 

10 販売 

・地元農産物を使っ
た加工品の開発・
販売（もち麦茶、ふ
きみそ、赤飯など） 

ＪＡあいち知多 
（常滑市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0569-34-9943 
HP： 
http://www.agris.or.j
p 
 

平成 22年から地元農産
物を使った加工品「農協が
作ったシリーズ」で地産地
消の実践に取り組み、ＪＡ
直売所等で販売している。 

・もち麦茶と洋食の相
性がいいと思うため、
その点がウリになる。 
・商品開発にあたって
の、エピソード（原種
の確保や震災に係る
東北との絆）を前面に
出すのもひとつの方
法である。 
・非常食セットとしての
需要もあるのではな
いか。 

 

・加工品開発時のストーリーを消
費者にＰＲするとともに、幅広い
活用を提案することに努め、地
物農産物を使った加工品開発
及び販売を展開している。 

・いいともあいち農商工
ビジネスフェア（県主
催）への出展と PR活
動を支援した。 

http://www.toko.or.jp/tokomaru/
http://www.toko.or.jp/tokomaru/
http://www.agris.or.jp/
http://www.agris.or.jp/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

11 販売 

・自ら生産した牛乳
で作った乳製品
（プリン、ソフトミッ
クス、生キャラメル
など）の販路拡大 
・「チーズづくり体験
キット」の商品化 

合同会社 酪 
（西尾市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0563-52-2235 
ＦＡＸ： 
0563-56-7275 
HP： 
http://rakubokujou.
web.fc2.com/ 
e-mail： 
rakubokujou@gmail.c
om 
 

平成 21年９月に設立さ
れた合同会社で、社員４名
が乳製品の価値向上と酪
農の魅力と役割を発信し、
地域の活性化に取り組ん
でいる。 

・インターネット、ツイッ
ター等のソーシャルメ
ディアを活用すべきで
ある。 
・熱い思いを、伝える工
夫がもうひとつ必要
だ。 
・地元飼料の使用や、
堆肥の抹茶畑への活
用など、地域重視の
取組をウリにする。 
・一日のうち短い時間
でも、情報発信にかけ
る時間を設けるべき
だ。 

 

・農林水産フェアで消費者の意向
調査とＰＲ活動を行った。 
・チーズづくり体験キットを商品化
するにあたり、乳製品の加工等
今後の付き合いも考え、鶴城丘
高校の商業科の学生に体験し
てもらい、意見を聞くため、教頭
及び担当教諭との打合せを行っ
た。 
・また、構成員である北村克己氏
が、第７２回中日農業賞優秀賞
を受賞した。 

 

・地域の高校生の意見
を聞く機会を得るた
め、パイプ役として支
援を行った。 
・農林水産フェアでの意
向調査を支援した。 

12 
加工 
販売 

・獣肉処理施設の開
設に伴い、ジビエメ
ニューの新規開発
と販路開拓、ＰＲの
方法 

農村輝きネット・ 
おかざき（岡崎市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0566-76-2400（農業
改良普及課） 
HP： 
http://okazaki.genki
365.net（内農村輝き
ネット・おかざき） 

昭和 40年後半から、農
家生活の改善に取り組ん
できた女性農業者組織
で、農産物の有効活用、
農業ＰＲ活動に取り組んで
いる。 
平成 23年から、農産物

に被害を及ぼす猪肉の活
用研究に取り組んでいる。 

 

・設備投資まで手が回
らないならば、まずは
直売に取組んではど
うか。例えば、道の駅
で限定 50食の販売や
移動販売でもいいと
思う。 
・ジビエは、名古屋では
フレンチやイタリアン
で高級料理。地域資
源として三河全体で大
きくしていくべき。 

 

・岡崎市農業祭などで、加工品の
試食販売を実施するなど、積極
的に商品の直売に取組んでい
る。なお、経常的な販売は、加
工施設整備の目処が立ってお
らず行っていない。 

・猪肉の原料確保か
ら、利活用（猪肉御
飯、猪肉おこわ、そば
猪肉コロッケ）の促
進、消費者への猪肉
のＰＲ活動を支援し
た。 
・加工業者へ委託の働
きかけを支援した。 

http://rakubokujou.web.fc2.com/
http://rakubokujou.web.fc2.com/
mailto:rakubokujou@gmail.com
mailto:rakubokujou@gmail.com
http://okazaki.genki365.net/
http://okazaki.genki365.net/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

13 
加工 
販売 

・菜の花を使った
油、醤油のコンセ
プトの明確化・パッ
ケージデザインを
含めた商品改良と
販路拡大・加工品
の開発 

農業生産法人 
なのはな農園（株） 
（豊田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0565-41-4837 
HP： 
http://www.hanaoka
.biz/700.htm 
 

平成 19年に発足したＮ
ＰＯ法人豊田・加茂菜の花
プロジェクトの事務局とし
て、遊休農地で菜の花の
栽培を開始した。 
 平成 21年になのはな油
の製造を開始、平成 24年
になのはな醤油を製品化
した。 
 同年、なのはなぽんず醤
油、和風バーニャカウダを
発売している。 

・高い値段には理由が
必要。環境に優しい、
人に優しい点等を押し
つけがましくなくストー
リーに受け入れてもら
う。 
・応援団を作る、地域で
使ってもらう、地域に
呼び込む。 
・カタログ販売業者に営
業するのもよい。 
・大切なのは視覚に訴
える広報である。 

・商品コンセプトを明確化すること
で、対面販売の際のスタッフの
服装や言動にも工夫がみられ
るようになった。 
・菜の花プロジェクトの会員の法
人向けのお歳暮に油と醤油の
セット商品を開発し、販売は好
評であった。 
・加工品開発は、いいともあいち
ネットワーク会員と連携し、「な
のはなポンズ醤油」、「和風バー
ニャカウダ」を開発し販売。レシ
ピの開発も行った。 
・県のあいち農林水産フェアなど
へ出展し、消費者に向けてＰＲ
活動を行った。 
・「夢農人とよた」に参加し、地域
でのつながりを強化した。 

 

・コンテスト等について
情報提供の依頼が
あったため、県農政課
から「ふるさと食品コ
ンテスト」等について
情報提供等の支援を
行った。 
・県農業改良普及課で
は、人・農地プランに
ついて、なのはな農園
（株）に対して意識付
けを行った。 

14 他 

・豊田市においての
農業の事業化で農
業生産組合または
生産法人株式会社
の立ち上げ方・事
業運営の方法 
・生産した野菜を使
用したレストラン・
惣菜屋・パン・和洋
食店など、障害の
方や高齢者の方々
の働ける場所つく
り 

NPO法人 
ｱｰｽ･ｱｽﾞ･ﾏｻﾞｰ 
（名古屋市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
052-339-0484 
HP： 
http://www.earthas
mother.com 
 

平成 19年から犬山・幸
田・豊田で耕作放棄地を
活用し、米や野菜の生産
を開始。 
平成20年に内閣府認証

ＮＰＯ法人を取得。 
平成23年に豊田市協働

事業・市民農園を開設。 
 

・事業取組が多いの
で、的を絞り古民家の
活用等、食のブランド
化をゆっくりと検討す
るようアドバイス。 

・収益事業を行うため農業部門を
独立させ、農業生産法人アー
ス・アズ・マザーアグリン株式会
社を設立。 
・農業生産技術の向上、地元商
工会と藤岡ブランドを起業のた
め、紫色の作物と他品目野菜
収量確保に取り組んでいる。 

－ 

http://www.hanaoka.biz/700.htm
http://www.hanaoka.biz/700.htm
http://www.earthasmother.com/
http://www.earthasmother.com/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

15 加工 

・焼き菓子の加工、
販売店舗の開設に
関する支援（6次産
業化のハード事業
及び県事業の山間
地営農等振興事業
の助成を受けて開
設）の要請等 

杉田組（豊田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0565-82-3365 
HP： 
http://www.komichi
-inabu.jp/top.html 
 

経営母体は建設業で、
地域振興や農地保全を図
るため、平成 16年に農業
に参入。 
平成 20年にブルーベ

リーの観光農園を開設し
た。 
平成 23年には６次産業

化法の認定を受け、加工
品開発に着手。 
平成 24年には６次産業

化のハード事業に応募し、
平成 25年に焼き菓子の加
工、販売店舗がオープンし
た。 

 

商品ＰＲの資料作成
等についてアドバイスし
た。 

 

・焼き菓子等の加工所が計画通
り完成した。 
・県主催のあいちの農林水産フェ
アなどへ出展し、消費者に向け
てＰＲ活動や開発中の加工品の
試食アンケートを行った。 
・豊田市主催のビジネス交流会
の実行委員として、ビジネスマッ
チングが成立するよう、生産者
として様々な発言を行った。 

・県農政課では、山間
地営農等振興事業
（単県）で、フリーザー
等の導入に対して助
成を行った。 
・県農業改良普及課で
は、運転資金等の借
入相談に対応。また
有機肥料の配合につ
いて相談があり、土壌
ｐｈを測定するなど対
応した。 

16 販売 

・消費者との交流会
の開催方法につい
て 
・ビジネス交流会の
参加に当たっての
県の支援について 

夢農人とよた 
（豊田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0565-34-2171（事務
局） 
HP： 
http://yume-note.co
m/ 
 

平成 22年に、農業者が
有志で設立。平成 23年に
はアンテナショップ夢農人
マルシェを開設し、平成 25
年は会員が増加したことに
伴い４部門制となった。 

消費者との交流を定
期的に開くことを勧め
た。 

・４部門体制とすることを確認し
た。 
・消費者交流会を開催した。 
・会員２名が農商工連携ビジネス
フェアへ出展した。 

・県農政課では、消費
者との交流会の開催
についての相談に対
して、情報提供を行っ
た。また、県や市の開
催するビジネス交流
会について情報を提
供した。 

17 販売 

・設楽町の名倉高原
で栽培される「ル
ネッサンストマト」
の地域ブランド化 

ルネッサンストマト 
プロモーション 
グループ（設楽町） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0536-65-0563 
HP： 
http://teleco.jp/tom
ato 
 

設楽町名倉地区の中山
間地域で「ルネッサンスト
マト」を栽培するグループ
である。 
トマトは地元と大手小売

店で販売し、トマトジュース
は道の駅や直売所で販売
している。 

 

・高級志向で行くのなら
ば、売場をしっかりと
検討すべきで、名古
屋で言えば星ヶ丘三
越などが考えられる。 
・ビジネスパートナーを
見つけることも大切で
ある。 

・大手小売店(中部エリア）のプラ
イベートブランドとして順調に販
売中である。 
・トマトの一部を農産物直売所等
で地域ブランドとして販売する。 
・豊橋市や地元コンビニと販売先
拡大の実績ができた。 

・あいちの農林水産フェ
ア（県主催）への出展
と PR活動を支援し
た。 
・農林水産事務所農政
課では、写真パネルを
作成し、地域の活性
化イベント会場で PR
展示をした。 
・栽培技術の指導を継
続的に行っている。 

http://www.komichi-inabu.jp/top.html
http://www.komichi-inabu.jp/top.html
http://yume-note.com/
http://yume-note.com/
http://teleco.jp/tomato
http://teleco.jp/tomato


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

18 
販売 
地域 

・地域資源を活用し
た都市農村交流の
促進 
・旧富山村地区の
「都市交流施設の
利用向上」と「農産
物加工品の販売
増」の方策 

有限会社 
モカル富山（豊根村） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0536-89-2170 
HP： 
http://tomiyama-rai
fukan.com/ 
 

田舎暮らし、農作業、地
域の食材や自然、伝統文
化を楽しみながら都市住
民と交流し、地域の活性化
につながる取組を行ってい
る。 

・訪れた人に応援団に
なってもらい、宣伝し
てもらうように仕掛け
てはどうか。 
・素晴らしい地域資源
がある。インターネット
やフリーペーパー、大
学のサークルへの勧
誘などもっと情報発信
に力を入れるべき。 
・村が栃の実を大事に
しているストーリーを
丁寧にアピールすべ
き。 

 

・加工品の栃餅（とちもち）が中日
新聞に木灰のあく抜きにこだ
わった特産品として取り上げら
れ、知名度が上がり、注文も増
えてきている。 
・５月の連休に「湯の島温泉まつ
り」を開催し、温泉施設の入浴
者が期間中増加した。 

・農林水産事務所農政
課では、旧富山村地
区のウォーキング・イ
ベントの支援をした。 

19 地域 

・新城市で取り組む
都市農村交流の 
魅力的な交流メ
ニューづくりや参加
者募集の方法 

小畑の農業を 
楽しむ会（新城市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0536-23-7632（新城
市農業課農政係/土
日、祝日は不通 
午前８時 30分から
午後５時まで） 

新城市小畑地区の過疎
化、高齢化の対策のひと
つとして「小畑の農業を楽
しむ会」を平成２１年度に
設立。田舎暮らし、農作
業、地域の食材や自然、
伝統文化を楽しみながら
都市住民と交流し、地域の
活性化につながる取組を
行っている。 

 

・募集チラシに「小畑の
良さ」が出切っていな
いため、価値のある資
源が何かを考えること
から始めるべき。 
・交流内容の検討に
は、女性や若者を参
加させるべき。 

・活動プログラムの幅を広げるた
め、新たに地元を取り込む活動
を計画する。 
・新城市役所の協力を得て、地
域資源を活かした田舎らしさ、
地域の良さを前面に出すなどＰ
Ｒの充実に着手している。 

・農林水産事務所農政
課では、事務所のウェ
ブの新着情報として会
の活動を紹介した。 

20 販売 

・県産トマトを使った
加工食品の販売に
向けた戦略 
・「愛知県産」や「地
産地消」を前面に
出したブランド戦略 

愛知県加工用 
トマト拡大協議会 
（豊橋市） 
 
【問い合わせ先】 
電話：－ 
HP：－ 

平成 18年に県内での加
工用トマトの産地拡大を図
るために行政、加工メー
カー、生産者、消費者をメ
ンバーとして協議会を設
立。農業と食に対する理解
を深め需要の拡大を図る
ため、加工用トマトを題材
とした食育活動に取り組ん
できた。 

 

・売り上げが伸びてい
る生協に集約して販
売戦略を立ててはどう
か。 
・愛知県産、地産地消
の良さを具体的に理
解できる言葉を加えて
ＰＲ活動を行なうべ
き。 

・愛知県内にて加工用トマトを栽
培する生産者の拡大と開拓を
行っている。 
・生協限定の商品を開発する。 
・学校給食への働きかけ、栄養
教諭や学校栄養職員向けの勉
強会を開催している。 

・今後の取組方法につ
いて情報提供及び助
言を行った。 

http://tomiyama-raifukan.com/
http://tomiyama-raifukan.com/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

21 販売 
・渥美半島のみかん
産地のブランド化
に向けた取組方針 

金田みかん園 
（田原市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0531-22-1593 
HP： 
http://www1.ocn.ne.
jp/~kmikan/ 
 

田原市ではハウスみか
ん、露地みかん及び甘夏
の生産が盛んであり、産
地強化とブランド化を図っ
てきた。 
金田みかん園では規格

外だが質のよいみかんを
使ってジュースとマーマ
レードを製造している。 

・宅配による直接販売
の顧客について注文
傾向等を分析し、消費
者のことを知ることが
必要である。 
・箱のデザインから、
「田原」という地名が
消費者に分かった方
がいい。 
・地域全体でブランド化
していくためには、ハ
ウス栽培での潅水管
理などの栽培管理の
統一を徹底すべき。 

 

・田原市内の有志が立ち上げた
「made in 田原」のプロジェクト
に参画し農商工連携を進めてい
る。 
・魅力あるみかんのパッケージを
新たに製作しイメージアップを
図っている。 
・生産者の仲間と栽培の研究を
引き続き行っている。 

・今後の取組方法につ
いて情報提供及び助
言を行った。 

 
 

○追加（平成 26年３月） 

№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

22 
加工
販売 

・地域における新野
菜「プチヴェール」
の認知度向上 
・加工品開発のポイ
ントや工夫 

(株)尾東農産 
（日進市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0561-74-1411 

(株)尾東農産は、ＪＡあ
いち尾東が出資する会社
で、水稲の栽培や水田の
農作業受託、農地の保全
管理等の水田農業経営を
主力の事業としている。 
水田農業経営の複合作

物として新野菜「プチ
ヴェール」の栽培を導入
し、生鮮品のほか、加工品
の開発・販売に取り組んで
いる。 

・業者と連携して商品を
作るときでも、同じ
マーク等をパッケージ
に表示することで、地
域の「プチヴェール」
であることを示すこと。 
・商品のバラエティー豊
かになれば認知度も
向上していく。単独で
の商品開発が難しい
なら、粉末やペースト
状までの一次加工に
限定し、商品は地域
の業者が開発する方
法もある。 

・消費者へのアピールとしてマス
コットキャラクター「ヴェールちゃ
ん」を商標登録し、フィルム袋へ
シールを添付するなどしてＰＲに
活用している。 
・マスコットキャラクター「ヴェール
ちゃん」を使用したＰＲ用「のぼ
り」や「ジャンパー」を作成し、イ
ベント時に使用。 
・平成 25年 11月に、プチヴェー
ルうどんの乾麺タイプを発売。 
・酢のバラエティーアップとして、
従来のアップル味に加え、梅お
よびシソ味のラベルデザイン
（産学連携）の開発を含め製造
考案中。 

・地域の特産化を推進
するため、プチヴェー
ルの生産量拡大、加
工品の開発を支援し
た。 
・（公財)愛知県農業振
興基金の助成事業の
活用を支援した。 

http://www1.ocn.ne.jp/~kmikan/
http://www1.ocn.ne.jp/~kmikan/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

23 販売 

・既存の輸出農産物
との差別化 
・価格の設定 
・相手国のニーズの
把握方法 

ＪＡあいち海部 
（津島市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0567-56-6812 
 

ＪＡあいち海部は、海部
地域を管内とするＪＡで、
米、れんこん、いちご、トマ
ト、花きなどの生産が盛ん
である。 
農業者の「海外の人に

知ってもらいたい・食べて
もらいたい」という思いに
応えるため県主催の「愛知
フェア in香港」（平成 25年
11月開催）に出展し、いち
ごやミニトマト、みつば、ポ
インセチアなどを販売する
予定である。 

・価格において他国産
と勝負ができないた
め、ケーキ等の販売
に使う冷蔵ショーケー
スを用いて販売するこ
とによって「鮮度さ」
「高級感」をＰＲし、差
別化を図らなければ
ならない。 
・パッケージ方法や内
容量を変えることで多
様なタイプの商品を用
意してフェアに臨み、
どれが売れるかを調
べるべきである。 
・現地の女性雑誌には
ライフスタイルが掲載
されており、消費動向
を知ることができる。 

 

・平成 25年 11月に開催された
「愛知フェア in香港」に出展し、
いちごやミニトマト、みつば、ポ
インセチアなどを香港内外の消
費者やバイヤーに紹介・販売し
た。 
また、フェア期間中に設営さ

れた商談会で、香港内外の青
果物販売会社などと商談を行っ
た。 

 

・海部地域農産物等輸
出研究会を開催し、農
産物等輸出に関する
情報を提供した。 
・「愛知フェア in香港」
出展に際し、商品陳
列方法など、各種助
言を行った。 
・（公財）愛知県農業振
興基金の助成事業の
活用を支援した。 

 

24 販売 
・ブランドを消費者
に認知してもらうた
めの視点と手法 

(株)黒牛の里 
（半田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0569-23－8672 
（半田店） 
HP： 
http://www.kuroush
i.net/ 

乳肉複合経営の農業者
ら４名が、自ら生産した知
多牛を用いて焼肉レストラ
ン「美味知多牛溶岩焼き 
黒牛の里」を経営する。 
平成２４年に「６次産業

化法に基づく総合事業計
画」の認定を受け、「農業」
について学び・体感できる
プログラムを開催してい
る。 
また、平成２６年３月に

は加工・直売・農家レスト
ラン施設が竣工し、将来的
には、自社観光農園を整
備する予定である。 

・レストランや体験プロ
グラムのリピーターが
既に多くいるため、リ
ピーターの顧客情報
を整理して知多牛の
魅力を重点的に伝
え、地域のファンを作
るべきである。 
・東京都内で開催され
る展示会への出展や
都内ステーキ店等を
パートナーとしたＰＲ
によって、都内におけ
る知多牛の認知度向
上を図るべきである。 

・牛肉（知多牛）と生乳を原料とし
た農畜産加工品と農畜産物の
販売及び農家レストランの経営
による地域農業の発信拠点づく
りのため、現在、牛肉・生乳加
工品製造・直売施設、農家レス
トランを整備中である。 

・６次産業化法に基づく
事業計画の認定に際
し、事業計画の策定
支援等を行った。 



№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

25 加工 

・商品のパッケージ
デザインや販売価
格の設定のポイン
ト 
・消費者の意向把握
する時のポイント 

女性農業者グループ 
「あんじょうハート」 
（安城市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0566-75-4194 

いちじく生産農家と農業
委員らの女性４名のグ
ループで、いちじくを使った
糖果菓子（商品名「あん
じょうハート」）の発売に向
けて商品開発に取り組ん
でいる。 
糖果菓子は、無添加で

安心して食べてもらえる菓
子とし、安城市を印象づけ
るネーミングとしている。 
なお、販売先は、道の駅

デンパークやＪＡ産直施設
を予定する。 

・商品開発では、食べ
て欲しい人を具体的
に思い描きながら絞り
込んでいく作業が必
要である。 
・消費者にとって初めて
の商品は手が出しにく
いものである。そこ
で、消費者がチャレン
ジできるように少なめ
の容量を安価で販売
する商品があると良
い。 
・商品への不満を改善
すれば、売れる商品
になっていくため、消
費者の動向調査（アン
ケート）では不満に思
うことを聞き出すべ
き。 

 

・あいちの農林水産フェア（県主
催）に出展し、容量等を変えた
各種タイプの商品を用意して、
消費者の意向調査を行った。 
・農林水産フェアで得た意向調査
結果をまとめ、内容を分析し、
改善方策を検討した。 
・道の駅デンパークを始め市内４
カ所において、試験的に販売を
開始した。現在、今後の参考の
ために、売上状況の経過を把握
中である。 

・あいちの農林水産フェ
ア（県主催）における
消費者の意向調査を
支援した。 
・商品化及び販売開始
に向け、加工施設の
改修、整備に向けた
相談を行った。 
・商標登録等の情報を
提供した。 
・包装資材、商品のラ
ベルに関する助言をし
た。 

26 
加工
販売 

・てん茶の「ふりか
け」商品化へのポ
イント 
・「自然仕立ての手
摘み茶」の良さを
使ったブランド力の
向上 

自園銘茶「高香園」
（豊田市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0565-52-3810 
HP： 
http://www.koukaen
-cha.jp/ 

「美味しいお茶をもと
め、生産から加工まで取り
組む」を理念に、「自然仕
立ての手摘み茶」として、
茶の生産・加工・販売まで
取り組む。 
「自然仕立ての手摘み

茶」は、機械刈りの茶葉に
比べて雑味が少ないという
特徴があり、抹茶や深むし
茶として販売。抹茶は飲用
のほか、加工用としても利
用される。 

・販売先によっては、生
産可能な量や労力を
超える対応を求めら
れることがあるため、
販路の選定にあたっ
ては、あらかじめ自分
らが取り組める量や
労力を把握しておくこ
とが大切である。 
・商品の良さは、「演
出」して発信しないと
消費者に伝わらない。
そのため、商品の良さ
を、栽培の苦労や本
音、エピソードとともに
ブログなどで発信する
ことでブランド力は高
まっていく。 

 

・道の駅どんぐりの里いなぶと連
携し、高香園の茶葉、抹茶を使
用した茶団子「茶べりんだんご」
が発売となった。 
・名古屋市農業センターと連携
し、高香園の抹茶、ほうじ茶を
使用したアイスクリームが複数
発売された。 
・あいちの農林水産フェア（県主
催）や地産地消・農商工連携ビ
ジネスフェア（県主催）では、ＰＯ
Ｐ等展示方法を工夫し、ＰＲ力を
強化した。 

・左記の取組におい
て、商品コンセプトや
ＰＲ方法等について助
言した。 



№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

27 地域 

・多様な地域資源を
使った地域活性化
のポイント 
・田んぼオーナー事
業を発展させるた
めの方法 

茶臼の里組合 
（豊根村） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0536－87－2525 
（豊根村観光協会） 
HP： 
http://www.toyone
mura-kanko.jp/ 
※豊根村観光協会
のＨＰです。 

中山間地域において、
過疎高齢化によって耕作
が困難となった農地の耕
作に取り組む。 
また、都市住民との交

流によって地域の活性化
をめざし、農業体験や農産
物販売イベントに取り組
み、平成２３年度から「田
んぼオーナー事業」を開始
した。 
オーナー事業では年４

回のイベントを村内で開催
し、オーナーには収穫した
米を提供している。 

・都市部の人々には、
農村での「遊び方」が
分からないという前提
で考えることが必要
で、地域資源をつなげ
ながら「遊び」を提案
することで遊び方をイ
メージしてもらわなけ
ればならない。 
・都市からの参加者に
とってイベント等での
「作業」も魅力のひと
つであり、「負担」とな
るものではないため、
オーナー自らが作業
（体験）するという仕組
みに切り替えていくべ
きである。 

 

・茶臼の里組合長が旧正月の飾
り物「餅花」を作り、豊根村内で
農産物直売をしている道の駅
「グリーンポート宮嶋」、温泉施
設「湯～らんどパルとよね」に寄
贈した。「湯～らんどパルとよ
ね」では、玄関横に１年間飾る
予定である。 

 
・「田んぼのオーナー2014」の募
集を始めた。 

・水稲栽培技術の指導
を行っている。 

28 
加工
販売 

・「緑茶せんべい」
「和紅茶せんべい」
を魅力的な商品に
する方法 
・販路の開拓方法 

翠茗園岡本製茶 
（豊橋市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0532-41-0952 

親子三代が現役で茶を
生産する農家である。 
茶園は自宅周辺にある

ため、細かな栽培管理が
できていることが特徴で、
全国及び県域の茶品評会
において、三世代で農林
水産大臣賞を受賞してい
る。 
荒茶価格が下落する中

において収益を確保する
ため、「緑茶せんべい」「和
紅茶せんべい」を作り、ＪＡ
産直施設等で販売してい
る。 

・消費者は、商品名や
パッケージのデザイン
で味をイメージするた
め、ネーミングやデザ
インで味を表現しなけ
ればならない。 
・商品の背景や農業者
の人柄などが茶の魅
力を高めるため、まず
はインターネットで情
報発信していくべきで
ある。 
・商品の魅力を伝える
ため、写真などを用い
たパンフレットを作り
商談のときに活用す
べきである。ただし、１
枚ペーパーに簡潔に
まとめる工夫も必要で
ある。 

 

・味を伝える言葉を、パッケージ
に記載していくが、すぐできるこ
ととして、売り場のポップに「塩
味」と大きく記載した。 
・インターネットでの情報発信は
まだしていないが、アドバイスを
活かしてやっていく。 
・商談の時に活用する商品企画
書を作成する予定である。 
・袋が大きいため、小サイズを試
験的に導入し販売していく。 
・動物園に動物型せんべいの販
売を依頼しにいきたいが、まず
は、業者に象型せんべいを作る
ことができるかどうか確認し、で
きたものを持って販促活動を
行っていく。 

・あいちの農林水産フェ
ア（県主催）における
消費者の意向調査を
支援した。 
・いいともあいち会員で
ある取組主体に各種
イベント等の情報提供
を行っている。 
・ブランド創出委員会後
の新たな取組方策に
ついて支援していく。 

http://www.toyonemura-kanko.jp/
http://www.toyonemura-kanko.jp/


№ 分類 相談内容 
取組主体名（市町村） 

【問い合わせ先】 

これまでの 

取組概要 
アドバイス 相談後の取組 県の支援 

29 販売 

・和紅茶の魅力の発
信方法 
・大口販路の見つけ
方 

長寿園製茶 
（豊橋市） 
 
【問い合わせ先】 
電話： 
0532-45-9068 

茶品種「べにふうき」を
約５年前からこだわりを
もって栽培し、「べにふう
き」を粉末茶に加工して、
簡単に茶を入れることがで
きるよう工夫した容器で販
売を始めた。 
そして、「べにふうき」を

使った和紅茶づくりにも取
り組み、「香り」の問題を解
決することで、商品化のめ
どがついている。 

・栽培方法のこだわり
は消費者にとって魅
力的なもので、茶の価
値を上げる情報であ
る。その情報を消費者
が知ることが出来るよ
うに、まずはインター
ネットで発信していく
べきである。 
・生産者が地域の病院
や老人福祉施設等と
連携して地域の健康
増進に取り組むことで
メディアの注目度があ
がる。 
・豊橋市にある健康茶
を製造・販売する企業
と連携して、抗アレル
ギーの「健康茶」とし
て販売する案もある。 

 

・「べにふうき」の粉末茶の容器を
遮光性に改良し、品質劣化を防
ぐことが可能となった。・紅茶づ
くりを実施している農家数戸と
乾物取扱い企業で組織を作り、
ホームページやパンフレットを
作成する。その中に長寿園のこ
だわり情報を記載するが、個人
でホームページも作りリンクさせ
ていくことも検討中。 
・ホームページ及び茶のパンフ
レット作成は、（公財）愛知県農
業振興基金の補助事業を活用
する予定である。 
・パンフレットを作り、地域の病院     
や福祉施設等へセールス活動
を組織で行っていく。 
・製薬会社に「べにふうき」のカテ
キン含量を明記した資料を持っ
て訪問したい。 

・あいちの農林水産フェ
ア（県主催）における
消費者の意向調査を
支援した。 
・いいともあいち会員で
ある取組主体に各種
イベント等の情報提供
を行っている。 
・ブランド創出委員会後
の新たな取組方策に
ついて支援していく。 

 
※各取組を次のとおり分類しています。なお、内容によって複数に該当する場合もあります。 

「加工」･･･加工品開発の取組、「販売」･･･販売戦略の取組、「地域」・・・地域活性化の取組、「他」･･･左記以外の取組 


