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 様式１，各部門共通  

 

「食材王国みやぎ」推進優良活動表彰応募・推薦書 

 
１ 応募部門 ※応募するいずれかの１つの部門に○をつけてください。 

 

地産地消 

 

ブランド化 

 

２ 活動主体者（自薦者及び被推薦者）の概要 

（ふりがな） 

活動主体の名称 

（よっちゃんのうじょう） 

よっちゃん農場 

（ふりがな） 

代表者の役職・氏名 

（だいひょう・たかはし ひろゆき） 

代表・高橋 博之 

（ふりがな） 

所在地 

 

 

 

連絡先 

 

 

 

活動主体の組織概要 
調味料加工，惣菜加工・宅配弁当（予約受注のみ），消費者交流

イベント 他 

確認事項 

※活動内容が表彰の対象となった場合，表彰されるのはどちらか○を付けてください。 

 

活動主体組織   活動主体の代表者（個人） 

 

 

３ 推薦者の概要 ※自薦の場合は記載不要です。 

（ふりがな） 

組織名称 

みやぎけんおおさきのうぎょうかいりょうふきゅうせんたー 

宮城県大崎農業改良普及センター 

（ふりがな） 

代表者の役職・氏名 

 

（ふりがな） 

所在地 

 

連絡先 

 

 

 

非公開情報 

非公開情報 

非公開情報 
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 様式２，地産地消部門用  

 

＜地産地消部門活動について＞ 

１ 活動の概要 

宮城県大崎市岩出山の中山間地域で農産加工を軸に地元企業と連携しな

がら多様な農業経営を行っています。主な加工品としてとうがらし調味料

「よっちゃんなんばん」の製造・販売とともに，地元の食品企業とコラボ

しよっちゃんなんばんを活用した派生商品の開発や，地域の食材を活かし

た「農家のぬくもり弁当」も販売しています。また若手農業者とともに直

売イベント「ほっかぶり市」の立ち上げや，湯治客に里山料理をふるまう

ケータリングサービス「農ドブル」メンバーとしても活動するなど，中山

間農村地域の魅力発信に大きく貢献しています。 

２ 活動のタイトル 東北の手仕事を，生業にして生きる。 

３ 活動の継続期間 

1999年 4月：Ｕターン就農。翌年から「よっちゃん農場」の名称を使用。 

2001年 4月：唐辛子調味料「よっちゃんなんばん」の製造開始。 

2004年 3月：仙台市青葉区で農産物直売会「朝市夕市ネットワーク」の定

期市に出店し都市の消費者との交流を行った。 

2004年 7月：道代氏と結婚。以降道代氏が催事での販売役として牽引。 

2004年 2月：「藤崎」店頭での直売出店。秋には「新米祭り」としてひと

めぼれの量り売りを実施。 

2009年 9月：仙台市泉区のイベント「泉マルシェ」立ち上げに尽力した。

現在も直売による都市住民との交流を継続している。 

2012 年 11 月：大崎市岩出山の若手農業者 10 名と農産物を直売する「ほ

っかぶり市」を立ち上げ。 

2015年 4月：地域の農産物を使った「農家のぬくもり弁当」販売開始。 

2015年 11月：仙台市泉区で「東北村祭り」でマイ五味ブレンドワークシ

ョップを開催し，消費者との交流を行った。 

2017年 8月：石巻市「川開き祭り」に出店。岩出山地域でハム加工を行っ

ている（有）ジャンボン・メゾンとのコラボレーションで「よっちゃん

スペアリブ」の販売を行った。 

2017年 10月：県の「六次産業化新事業創出事業」を活用し自社製品のブ

ランド化，自社加工品を使ったレシピ開発，パッケージデザインの更新

に取り組んだ。 

2018年 6月：第 1回「農ドブル」開催で食材・話題提供を生産者として行

った。以降継続して参加。 

2018年 5月：消費者とともに「よっちゃん農場竹やぶ会議」立ち上げ。 

2019年 10月：坪田菓子店とのコラボ商品「よっちゃんなんばん甘辛かり

んとう」販売。 
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2020年 6月：古川幼稚園へ給食提供開始。 

2020年 6月：「農ドブル」オンラインセミナーで竹林からの料理教室を開

催し，全国から視聴があった。 

４ 活動の取組形態 

※別表１から該当する取組形

態を選択してください。 

中心として取り組んでいる取組形態 

（複数選択可） 

関連する取組形態 

（複数選択可） 

ア，イ，ウ，エ，オ，キ，ク コ，サ，シ，ス，セ，ソ 

５ 活動等の詳細 

⑴ 活動を始めた契機  

※動機・目的等を記載してください。 

 代表の高橋博之氏は大学卒業後，東京でデザイン会社に勤務していたが

父親の体調不良を機に 27 歳で兼業農家であった実家にＵターン就農しま

した。就農当初は地域内の佐藤農場や（有）ふるさと地鶏の会でアルバイ

トをしながら水田１ｈａ，畑４０ａの耕作を開始し，翌年から母よし子氏

の愛称から「よっちゃん農場」の名称を使いはじめました。中山間地で専

業農家として自立するため農産加工について模索する中，岩出山で伝統的

に夏バテ防止に食べられてきた「三升漬け＊」の製造方法を教わり，これ

を調理に使いやすく改良した「よっちゃんなんばん」の製造を 2001 年に

開始しました。 

＊麹，醤油，なんばん（唐辛子）をそれぞれ１升ずつ漬けこんだもの。 

 

⑵ 活動の理念  

※メインテーマ，目標など，タイトルの説明等を記載してください。 

京都の「発酵食堂カモシカ」の理念「命は命で元気になる」に深い感銘

を受け，大量生産・大量消費とは一線を画した，手仕事の発酵食品を伝え

てゆくため「東北の手仕事を，生業にして生きる。」を理念に営農を行っ

てます。 

また豊富な湧き水，風がよく通る沢，昔ながらの母屋といった農村の美

しさをホームページや催事で発信しており，「風景の見える農業」を地域

の生産者達と連携しながら実践しています。 

 

⑶ 活動の内容  

※具体的な活動の内容，方法等を記載してください。 

※必要に応じて活動内容に関する資料（写真,記事,チラシ等）を添付ください。 

中山間地域で農業の可能性を広げ，「よっちゃん！」と呼ばれる距離感

を大事にした経営を確立するため，農産加工を軸においています。看板商

品の「よっちゃんなんばん」は無農薬栽培のとうがらしを炭であぶり，自

家米で仕込んだ麹と老舗の醤油で約 3 ヶ月自然発酵させた手間暇かけた

調味料です。この他にも生ラー油や洋風ソースなど，現在では８種類の商

品を展開しています。 
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（商品写真） （あら伊達な道の駅での陳列棚） 

 

原料となるとうがらしは毎年７～８種類栽培しており，近隣の生産者に

も栽培を委託し全量買取という形で地域と連携しています。 

 たけのこ加工品は収穫後速やかに薪で加熱し，旨味を逃がさずえぐみの

少ない状態で水煮に加工して販売しています。水煮にされたたけのこは催

事での直売の他，地域の食堂キッチン城山へも卸し地産地消されていま

す。また県産素材にこだわる仙台市の中華店ＫＵＲＯＭＯＲＩでも使用さ

れています。 

 2015年からは「農家のぬくもり弁当」としてたけのこや地域農産物やふ

るさと地鶏の会提供の有精卵をふんだんにつかったお弁当を製造・販売

し，年 1,000 食の売上があります。また 2020 年からは大崎市内の古川幼

稚園から「顔の見える農家さんに作っていただきたい」という要望から，

週３回の給食提供を行っています。 

  

（農家のぬくもり弁当） 

 

⑷ 活動の成果  

※取組の進展の中で生じた，農林漁業者への意識や農林水産業の変化，活動に対する支持，信頼性，

広がりや人材育成に対する成果などを記載してください。 

 とうがらし調味料は県内直売所や自社ホームページ，催事で直売を行っ

ています。また首都圏の自然派食品店やオーガニック通販サイトでの取扱

があり，県外でもリピーターを獲得しています。 
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また一斗缶かりんとうを製造している岩出山の坪田菓子店とのコラボ

商品「よっちゃんなんばん甘辛かりんとう」や，天然酵母を使ったパン工

房青い虹とのコラボ商品「なんばん味噌チーズパン」で使用され地域との

連携を深めています。 

  

（甘辛かりんとう）（なんばん味噌チーズパン 青い虹ＨＰより） 

 

催事は仙台市での「泉マルシェ」「朝市夕市ネットワーク」「東北村祭り」

など積極的に参加しています。また繁忙期の大口受注や催事には地元から

雇用をつのり，地域の雇用創出につながっています。2017年には物販から

一歩踏み込み，岩出山地域のハム加工業者（有）ジャンボン・メゾンとの

コラボ商品「よっちゃんスペアリブ」を販売したところ即時完売となり，

地域資源のもつ可能性に期待が寄せられています。 

 

 また参加だけでなく，2012年には地域の若手農業者 10名とともに「ほ

っかぶり市」を立ち上げ，「政宗公まつり」内で軽トラ市を開催しました。

以降ほっかぶり市は月１回開催し，地域の行事内で文化祭やコスプレ甲冑

世界大会も行うなど盛り上がりに貢献しました（2017年までの活動）。 

  

 

 

 

 

 

2017年ブルーファーム（株）早坂社長からほっかぶり市メンバーへの呼

びかけで，岩出山地域に隣接する鳴子温泉の旅館と連携した「農ドブル」

プロジェクトが始まりました。「農ドブル」とは「農家がつくるオードブ

ル」を略した造語で，湯治客に里山料理をふるまうケータリングサービス

です。当農場は食材提供や調理面での参画のほか，食育の機会提供など多

角的に農村の魅力発信に貢献しています。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 
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（農ドブル提供料理） 

 

 2018年には任意団体「よっちゃん農場竹やぶ会議」を主催し，宮城大学

や飲食店など多様な人材が集まってたけのこ掘り体験や竹ジャングルジ

ムの作成を通じ，中山間地域の未利用資源の利活用を模索しました。翌年

国庫事業を活用してチッパーを導入，竹林の間伐を竹やぶ会議メンバーと

行うなど，今後より中山間地の多面的な資源活用が期待されています。 

  

（竹やぶ会議） （竹チッパーによる粉砕） 

 

 2020年 6月には「オンライン農ドブル」として会議ツール ZOOMを活用

した料理教室を開催しています。この会議では全国から参加した 15 人に

事前に水煮たけのこを郵送し，生産者として竹林の日照環境を整えること

でイノシシ害を防いでいることなどを説明しました。この取組は新型コロ

ナ禍の中，新たな形態での情報発信へつながってゆくことが期待されま

す。 

  

（竹林からのセミナー）    （たけのこの水煮とできあがり料理） 

 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 

写真（活動の様子） 

※肖像権保護のため写真は 

掲載しておりません。 
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⑸ 今後の活動の見込み 

※これからの取組の目標，将来への抱負などを記載してください。 

 来年，当農場は軒先での直売所開設を予定しています。昔ながらの「お

ちゃっこ」や，農業体験ができる窓口は，誰もが立ち寄れる縁側のような

ふるさと交流の場になると考えられます。 

 また地産地消をＰＲするため竹林からのラジオ放送や，将来的にはたけ

のこ販売額宮城県Ｎｏ．１を目指すなど，今後もより地域での多面的な活

躍が期待されます。 

６ 活動のＰＲ 

ポイント 

※上記活動等の詳細欄に記載した内容のうち，特に PRしたい点を箇条書きにしてください。 

看板商品「よっちゃんなんばん」を軸とした六次産業化や，「農ドブル」

等を通じて地域内外での連携を進めている経営体です。また直売イベント

や SNSでの「風景が見える農業」の発信を通じ，一過性の流行でない，継

続的な農村の魅力形成を担ってゆくことに強い意欲を持っています。 

７ 連携している 

団体等 

※活動主体と連携して取り組んでいる団体等について記載してください。 

①連携：（有）ふるさと地鶏の会，（有）ジャンボン・メゾン，佐藤農場

，結城農園，坪田菓子店，パン工房青い虹，ブルーファーム（株），大沼

旅館，宮城大学小地沢将之准教授， 

②提供：キッチン城山，ＫＵＲＯＭＯＲＩ，古川幼稚園， 

あら伊達な道の駅，農産物直売所グリーンアップ 

③催事： 泉マルシェ実行委員会，朝市夕市ネットワーク，東北村祭り， 

オーガニック通販サイト「Gaiaネット」， 

日本ヴィーガン・ベジタリアン和食料理教室 「Bentoya cooking」他 

８ 特記事項 

⑴ 受賞歴等 
※当該活動に受賞歴等がある場合には記載してください。 

「グッドデザイン賞 2019」ディレクター 

⑵ メディア 

紹介 

※各種メディアで紹介された実績を記載してください。 

2012 年 5 月：TBC 仙台「ウォッチンみやぎ」パン＆ごは

んのおともコーナーでよっちゃんなんばん放映。 

2018年 8月：宮城テレビ「OH!バンデス」お食事処馬場ち

ゃんコーナーで農ドブルについて放映。 

2018 年 10 月 BS-TBS「伊達な旅紀行」いいトコ！みやぎ

で農ドブルについて放映。 

2018年 10月：農業共済新聞「地域に先駆け６次化・在来

種『日光とうがらし』」掲載。 

2019年 3月：KHB「スーパーＪチャンネル宮城」韓国から

のお客様へ農ドブルについて放映。 

2019年 6月：NHK「シブ５時」特集で農ドブル放映。 

2019年 7月・8月：NHK「WORLD」特集で農ドブル放映。 

2020 年 6 月：マガジンハウス「anan」カラダに良いもの

認定コーナーによっちゃんなんばん掲載。 

2020年 10月：河北新報「オンライン農ドブル」掲載。 
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⑶ 活動資金 

※右記の該当する

欄に○をつけてく

ださい。 

○ 

国，県，市町村等の補助事業 

事業名：「六次産業化新事業創出事業」 

事業名：「森林・山村多面的機能発揮対策交付金

（みんなの森林づくりプロジェクト推進事業）」 

 民間団体・企業からの助成 

 自己資金・その他（            ） 

⑷ 実績値 ※実績値が明らかな場合は別表に数値を記載してください。 
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 別表 地産地消部門  

 

１ 過去５年間の活動実績 

※実績を示す数値が複数ある場合は，それぞれの実績を記載してください。 

( とうがらし加工部門) 

 主な農林水産物の種類 取扱量 

 

取扱額（千

円） 

施設の場合の利用人口 

（入込数，給食者数等） 

Ｈ３１年度 とうがらし調味料    

Ｈ３０年度 とうがらし調味料    

Ｈ２９年度 とうがらし調味料    

Ｈ２８年度 とうがらし調味料    

   年度     

 

( たけのこ加工部門 ) 

 主な農林水産物の種類 取扱量 

（kg） 

取扱額（千

円） 

施設の場合の利用人口 

（入込数，給食者数等） 

Ｈ３１年度 たけのこ水煮    

Ｈ３０年度 たけのこ水煮    

Ｈ２９年度 たけのこ水煮    

Ｈ２８年度 たけのこ水煮    

   年度     

 

( 水稲，野菜部門  ) 

 主な農林水産物の種類 取扱量 

（kg） 

取扱額（千

円） 

施設の場合の利用人口 

（入込数，給食者数等） 

Ｈ３１年度 水稲，野菜    

Ｈ３０年度 水稲，野菜    

Ｈ２９年度 水稲，野菜    

Ｈ２８年度 水稲，野菜    

   年度     

 

２ 全体の合計額 

 取扱額（千円） 

Ｈ３１年度  

Ｈ３０年度  

Ｈ２９年度  

Ｈ２８年度  

   年度  

 

非公開情報 

非公開情報 

非公開情報 

非公開情報 


