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１ 大鰐町６次産業化・地産地消推進戦略策定の目的

（１）戦略策定の趣旨 

 大鰐町は、町中心部に競技スキーのメッカと呼ばれる阿闍羅山がそびえ、

開湯 800 年を誇る温泉街のある町としてその名を知られています。また、近

年では大鰐温泉もやしや大鰐高原りんご、青森シャモロックなどのたくさん

の農産物がメディアで注目され、全国に広く流通しています。 

 しかし、米価の低迷などにより、農家数の減少や農業者の高齢化が進んで

いる状況にあり、農業生産額も減少傾向となっています。また、工業や商業

においても、平成20年のいわゆるリーマンショック以降は、デフレや消費の

落ち込みなどの影響により、製造品出荷額や販売額は伸びていない状況です。 

 平成 25 年度からスタートした第５次大鰐振興計画基本構想では、「湯の郷・

雪の郷・りんごの郷おおわに」を将来像に掲げ、地域産業間の連携を高めな

がら大鰐型６次産業化による活力と夢を育むまちを目指すこととしています。 

 これらのことから、農業をはじめとし各産業がともに活性化し、大鰐町全

体が活力ある町として発展していくこと。また、農業者の６次産業化への取

り組みや、農商工業者との連携を強化し、地域資源の付加価値を高めようと

する取り組みを、町全体いわゆる“オール大鰐”で推進するための方向性を

示すものとして「大鰐町６次産業化・地産地消推進戦略」を策定いたします。 

（２）目標年度 

戦略期間 平成 29 年度から平成 33 年度まで 

目標年度 平成 33 年度 

（３）進行管理 

 大鰐町６次産業化・地産地消推進協議会は、地域資源を活用した６次産業

化や農商工連携、地産地消等の取り組みを推進し、大鰐町６次産業化・地産

地消推進戦略で掲げる成果目標の達成状況を把握するとともに、必要に応じ

て見直し改善を図るものとします。

1



２ 大鰐町の概況 

（１）自然的条件 

 大鰐町は、青森県津軽地方の南端、北緯 40°30′、東経 140°34′に位置

し、南部の山岳地帯を境に秋田県と接する県境の町です。県都青森市から約

50 ㎞離れ、町の北西部は弘前市、東部は平川市、南部は秋田県に接していま

す。 

 総面積は、163.41k ㎡で、その６割を山林が占め、標高 700～900ｍ級の緑

豊かな山々が三方に連なり、町中心部を貫流する一級河川でもある平川を主

流とし、虹貝川、三ツ目内川流域があり、各集落とも豊富な水資源に恵まれ

ています。

 気候的に大きくは日本海型気候に属するものの、三方を山に囲まれた地形

にあることから、内陸型気候の特徴を示し、統計資料では、平成 27 年の年間

平均気温は 9.7℃(最高気温 33.0℃、最低気温一 11.1℃)、年間降水量は 915.5

㎜、年間降雪量は 704cm、最高積雪は 144cm と降雪・積雪ともに多く、また寒

暖の差が大きい積雪寒冷地帯に属します。 

（出典：気象庁 HP（http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）） 

（降水量に関しては大鰐、その他は碇ヶ関のアメダスデータを基に記載） 

（資料：第５次大鰐振興計画） 
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（２）社会的・経済的条件 

 交通網は、東北自動車道が走り、国道７号と 454 号の２つの一般国道のほか、主要

地方道１路線、一般県道３路線があり幹線道路としてのネットワークを形成していま

す。 

 ＪＲ奥羽本線の大鰐温泉駅と弘南鉄道大鰐線の大鰐駅があり、ＪＲ大鰐温泉駅は特

急が停まる駅となっています。 

 また、町内北部には東北自動車道弘前大鰐インターチェンジ、南部に隣接する平川

市には碇ヶ関インターチェンジがあり、青森・盛岡方面への高速化が図られています。

近隣の弘前市、平川市へはどちらへも車で 10 分程度、大館市には 30 分程度の距離に

あり、生活圏としてのつながりも強いものとなっています。 

 町中心部には、役場、消防署、小中学校などや、温泉・飲食・産地直売所を複合さ

せた地域交流センター鰐 come といった公共施設が集中し、阿闍羅山の中腹には「大

鰐あじゃら公園」として野球場・テニスコート等の総合レジャー施設と大鰐スキー場

などのスポーツ施設が設置させています。 

 当町の基幹産業は、米とりんごを基幹作目とし、野菜、果樹、畜産、花きなどを複

合する農業ですが、米価の低迷による農業産出額の減少や農薬・肥料等生産コストの

増大などにより兼業化が進み、後継者不足による農業者の高齢化も深刻な課題となっ

ています。 

 当町の工業については、建設・製造業分野が９割以上を占め、中小企業主体の構成

となっています。 

 商業については、車社会の進展に伴い、近郊都市への流出傾向が強まる中で、大型

店の町内出店により消費流出に一定の歯止めがかかったものの、中心市街地の空洞化

が進み、人的サービスや後継者不足など厳しい状況に置かれています。 

また当町は、平成 20 年度決算において、「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律」における将来負担比率が早期健全化基準を超えたため、平成 21 年度に、平成

24 年度までを計画期間とした「大鰐町財政健全化計画」を策定しました。平成 23 年

度には、計画期間を平成 33 年度までの 13 年間に延長し、歳入確保、歳出削減に努め

てきました。その結果、平成 26 年度において、計画を 7 年前倒しで財政の健全化を

完了することとしました。 

 引き続き、公債費負担及び将来負担の軽減に努め、持続的かつ安定的な財政運営を

図ります。 

（３）人口等の動向 

 当町の総人口は、昭和 40 年の 17,929 人をピークに年々減少傾向にあり、平成 27

年で 9,676 人となり、50 年間で 8,253 人(46.0%)が減少しました。また、世帯数につ

いても、年々減少傾向にあり、平成 27 年で 3,421 世帯となっています。 
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 年齢３区分別人口の推移をみると、平成 22 年の 0～14 歳までの人口が昭和 60 年と比

較して 38.4％まで減少し、さらに平成 22 年の高齢化率は 33.5％３人に 1人が高齢者の

年齢構成となっています。 

大鰐町の人口動向

10,978

11,921

12,877

13,990
14,751

15,313

2,762 2,364 1,991 1,648 1,340 1,062

10,338
9,907

9,094
7,897

6,988
6,236

2,213
2,480

2,905

3,332

3,593

3,680

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（人）

総　数

65歳以上

15～39歳

 0～14歳

年齢３区分別人口の推移 
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総人口と世帯数の推移 

（資料：国勢調査） 
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３ 大鰐町の産業の現状と課題 

（１）大鰐町産業構造の推移 

 当町の基幹産業である第１次産業の就業人口は年々減少し、平成 22 年では 1,171

人と昭和 60 年の４割まで減少しています。また、第２次の就業人口においても平成

17 年に大幅な減少傾向が見られ、平成 22 年では昭和 60 年の６割まで減少しました。 

 しかし、第３次産業の就業人口は、平成 22 年においても３千人台を維持し、昭和

60 年から見ても 93％と高い割合で推移しています。 

 また、当町就業人口における第１時産業の占める割合は、平成 22 年度で 22.2％と

なっており、県や国平均と比べるとかなり高い値となっています。（県：12.7％、国：

4.2％） 

（２）各産業の現状と課題 

 ①第１次産業 

 当町の総農家数は、昭和 55 年の 1,577 戸から平成 27 年の 639 戸と半数以下に減少

しました。専業農家数は年々増加傾向となっていますが、兼業農家数は、平成 27 年

度で 287 戸と昭和 55 年の２割以下といった状況にあります。 

産業別就業人口 （単位：人） 

資料：国勢調査 
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 経営耕地別面積では、農家数の減少に比例するように総面積も減少しており、平成 27

年の総面積では、昭和 55 年の４割程度の 611ha まで減少しました。 

 しかし、田、畑、樹園地共に経営耕地面積は減少しているものの、１戸あたりの面積

でみると年々増加傾向にあり、集出荷技術の向上や農作業の省力化・機械化による経営

規模拡大が進んでいることが伺えます。 

 当町の第１次産業では、農業が町の基幹産業であり、水稲とりんごを基幹作目とし、

野菜、花き、果樹などを複合作目として発展してきました。 

 水稲においては、「つがるロマン」を中心とした栽培が行われてきました。28 年産

からは、特 A新品種「青天の霹靂」の作付地域に当町も編入され、米価も回復基調で

はありますが、依然として低い水準で推移しています。また、国は 30 年以降行政に

よる生産数量目標等の配分を廃止し、さらに米の直接支払交付金（7,500 円/10ａ）も

廃止することとしており、先行きが不透明な現状となっています。 

 りんごについては、優良品種の栽培や輸出による市場の拡大等もあり、販売額が好

調に推移していますが、山間傾斜地での栽培が主であるため、労働力の高齢化や担い

手不足が課題となっています。 

経営耕地別面積 

農家数と農業就業人口 （単位：戸） 

（単位：ｈａ） 

資料：農林業センサス 

資料：農林業センサス 
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 野菜では、近年、少ない面積でも収益性の高い大鰐高原トマト、メロン、キュウリ

といった施設園芸に挑戦する若手の生産者が増えています。また、冬の農業として 350

年以前から栽培され、津軽３代藩主信義公に献上されたと伝えられている、大鰐温泉

もやし農家が減少傾向にある中、その希少価値と独特な栽培方法から報道等により全

国的に知名度が上がり、町の伝統野菜を残すため若手生産者が徐々に増えています。

 当町面積の 62.1%を占める山林は、木材生産のほか、町土の保全、水資源の酒養、

自然環境の保全、保健休養など様々な機能を有しており、今後も町の環境保全には重

要な役割を持っています。 

 本町の林業経営は、大半が零細経営であり、更に従事者のほとんどが兼業者で高齢

化が進んでいるとともに、収益性の低迷により山林のきめ細かな管理が出来ないなど

厳しい状況にあります。 

産業別純生産額 
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 ②第２次産業 

 当町の第２次産業全体における就業人口は、昭和 60 年で 1,560 名であったのに対

し、平成 22 年で 984 名と６割にまで減少しています。特に鉱業では 1/10、製造業で

は半減と著しい現状となっています。 

 また、産業別純生産額では、鉱業分野では平成 18 年に対して平成 25 年では３倍、

建設業では 1.2 倍まで伸びている現状ですが、大手製造企業との差別化と就業人口減

少による生産額減少が課題であり、工業団地の企業誘致推進が求められています。 

③第３次産業 

 当町は、町の中心部である大鰐・蔵館地区を中心に商店街が形成されており、第３

次産業における事業所数は平成 26 年で 105 店、従業員は 492 人、販売額は 72 億８千

万円となっており、昭和 60 年と比べると事業所数は４割まで減少し、特に飲食品小

売業では 25％まで減少している非常に厳しい現状です。 

 町内の消費需要は、食料品・日用雑貨が主で、高級品や専門的な品物の買い物は町

外へ流出している傾向にあります。町外流出の要因は、道路交通網の整備による町外

への買い物の利便性の向上と、近隣市町に大規模小売店の進出、消費者ニーズの多様

化によって地域間競争が強まり、購買力の町外流出が進んだものと思われます。 

 さらに、近年では通信販売が広く普及するなど販売形態の多様化が進み、その利用

により当町商業を取り巻く環境は、一層厳しさを増している状況にあります。 

商店数・従業員数及び年間販売額調 

資料：商業統計調査 
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④大鰐町６次産業化の取組事例 

 当町では、傷などで規格外となったりんごやトマトを個々の農業者や生産団体にお

いて、ジュースやジャム等に加工する取組が古くから行われてきました。 

 これ以外にも、当町で取組まれている６次産業化の取組事例の一部を紹介します。 

取組名 「大鰐高原トマト」を使った加工・直販の取組 

取組内容 

ＪＡつがる弘前内で組織する大鰐トマト生産組合では、味の良い品種

「桃太郎エイト」の栽培にこだわっており、生食用は２３年産で販売

額が２億円を突破した。その中で出荷規格外のトマトをトマトジュー

スに加工し、販売を行っている。 

農産物・ 

加工品等 
・トマトジュース 

段

階

別

特

徴 

生産 

（１次）

・ＪＡつがる弘前のトマト栽培指導に 

 基づいた生産 

加工 

（２次）

・加工業者へ委託によるトマトの味を 

 大切にしたジュース加工 

販売 

（３次）
・ＪＡ直売所や支店、鰐 come での販売 

その他 
・ジュースの売上の一部をトマト苗代に助成することで、作付の推進

 を行っている 

取組名 特産地鶏「青森シャモロック」を使った加工・直販の取組 

取組内容 

 大鰐町の(株)片山組は、建設業から平成 17 年に農業参入し、（有）

大鰐振興を設立し、県が重点販売品目として位置付けている「特産地

鶏『青森シャモロック』」の生産から加工・販売までを行っている。 

農産物・ 

加工品等 

・精肉（１羽単位）  

・精肉セット 

（しゃぶしゃぶセットや鍋セット等） 

・ウインナー、スープなどの加工品        

段

階

別

特

徴 

生産 

（１次）

・県の飼育管理マニュアルに基づいた生産 

・０日齢からの一貫生産 

加工 

（２次）

・自社食鳥処理場を整備し精肉生産 

・委託による規格外品を使用したウインナーの製造 

・委託によるガラ（骨）を使用した出汁スープの製造 

販売 

（３次）

・自社直売所での生産物や加工品等の販売 

（現在は鰐 come での委託販売） 

・インターネットでの直販 

・県の商談会を利用した首都圏への販路拡大（飲食店と直接取引） 

その他 
・自らの販売活動により大手コンビニ系ギフトに掲載し、生産・販売

 が増加。 
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取組名 古くから伝わる幻の冬野菜「大鰐温泉もやし」の加工・販売の取組 

取組内容 

 大鰐温泉もやしは、およそ３５０年以上前から栽培されてきた津軽

伝統野菜の一つで、津軽三代藩主・信義公が大鰐で湯治する際に献上

したとされている。 

 また、大鰐温泉もやし原材料となる「小八豆」は、先人が選び伝え

てきた地域在来種で、門外不出。大鰐温泉もやし農家が「小八豆」を

栽培し、温泉熱と温泉水のみを用いる独特の加工方法により大鰐温泉

もやしに加工・販売までの６次産業化を行っている。 

農産物・ 

加工品等 

・大鰐温泉もやし（豆・そば） 

・「御」ひたし・ナムル 

段

階

別

特

徴 

生産 

（１次）

・県の大豆生産マニュアルに基づいた生産。 

・収穫前の天日干し期間が、小八豆の善し悪しを決める。 

加工 

（２次）

・温泉の熱だけで地温を高めて栽培する土耕栽培。 

・栽培・洗浄・仕上げに至るまで温泉水のみを使用し育てる。 

・販売の際は、「ワラ」で束ねているのが目印。 

販売 

（３次）

・地元需要を優先し、それ以上の部分を外部流通させている。 

・もやしの鮮度が保てないことから、配送などを行っていない。 

その他 

・栽培農家の高齢化や担い手不足から、その希少価値により高値傾向

となっている。また、大鰐温泉もやし組合を設立し、プロジェクト

おおわに事業協同組合と連携しながら、後継者の育成や生産技術等

の向上を図っている。 

取組名 「しいたけ」を使った加工・直販の取組事例 

取組内容 

 社会福祉法人阿闍羅会では、障害福祉サービス事業に、しいたけ栽

培を始めとする農作業を取り入れ、肉厚で香り豊かな「しいたけ」の

生産から加工・販売を行っている。 

 障害者の方々に働く事を通して個人の可能性を伸ばす支援、自立を

目指す為の支援をしている。 

農産物・ 

加工品等 

・しいたけ 

・干ししいたけ 

段

階

別

特

徴 

生産 

（１次）

・しいたけは菌床栽培 

・品質のさらなる向上と、通年通しての安定供給に取り組んでいる。

加工 

（２次）

・サイズが小さいものや規格外は、スライスし干ししいたけとして販

 売。その他どんこしいたけの生産をしている。 

・廃棄をする菌床、干ししいたけを作るために取ってしまった石づき

 の部分は、肥料として再利用するため、捨てるところがない。 

販売 

（３次）

・肉厚で香り豊かな生しいたけは、地元産直である鰐ｃｏｍｅや近隣

 のスーパー、道の駅で販売。 

・干ししいたけに関しても近隣のスーパーへの販売、規模は大きくは

 ないが県外業者への販売もしている。 

その他 
・青森県の品評会や全国規模の品評会へ参加し何度も表彰を受けてい

 る。 
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４ 大鰐町の観光資源 

 当町の観光面においては、大鰐温泉とスキー場が全国的でも知られています。 

 まず、大鰐温泉は建久年間（1190 年～1198 年）に東国行脚していた円智上人が発

見したと言われ、その歴史は 800 年と言われております。慶安２年には津軽３代藩主

信義が、大鰐に御仮屋を設け、湯治をしたとの記録があります。当町が湯の街として

賑わいを見せたのは明治時代になってからです。 

 明治 28 年に奥羽本線陸奥大鰐停車場の開業以来大変な賑わいとなり、近隣の市町

を凌ぐ一流割烹やカフェーが軒を連ね、人力車がひっきりなしに往来していました。

大勢の湯治客や娯楽を求める人であふれ、共同浴場６軒、旅館７軒、客舎 65 軒と大

正時代には歓楽街も形成され、時代が変わった今もその面影は今も町並に残されてい

ます。 

 今日では、町の観光資源である温泉を気軽に楽しんでもらおうと町内各所に足湯が

建設され、平成２８年１月には大鰐温泉駅前に「おもてなし足湯」が完成し、町民や

当町を訪れた観光客の憩いの場となっています。 

    駅前おもてなし足湯          ホットパーク加賀助 

 大鰐温泉にまつわる伝説では、津軽藩初代藩

主為信が、難治の眼病を患った際、ある夜の夢

の中に薬師如来が現れ、「大鰐の茶臼山の下から

湧き出る温泉で目を洗うように」とのお告げの

とおりにすると不思議に眼病が治ったとされる

「湯魂石薬師如来」伝説があり、現在では足湯

として観光客や地元民の交流の場となっていま

す。 

                          「湯魂石薬師如来」 

 当町の冬の風物詩と言えば、スキーです。 

 大鰐温泉スキー場は、1923 年開業と歴史は古く、その当時から駅が近く、多彩なコ

ースがあり、温泉旅館と歓楽街もあるリゾート地として全国から人々が来町しました。 

 また、大正 14 年には「第３回全日本スキー選手権」が開催され、以降競技スキー

のメッカとなり、これまで多くの五輪選手を輩出してきました。 
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 なだらかな初心者コースから競技練習に適したアップダウン、上級者も満足の急斜

面など、家族連れからトップレベルの選手まで思う存分スキーを楽しめます。 

 また、大鰐温泉スキー場の国際エリアには全国で唯一のスキー神社があり、スキー

選手と林業従事者の安全祈願の場として今もひっそりと佇んでいます。 

 こういった当町の観光資源により、四季で様々な情景を見せています。 

   大鰐温泉街を望む茶臼山のつつじ      大鰐温泉ねぷたまつり合同運行 

    アップルフェアりんご品評会       地域交流センター鰐ｃｏｍｅ 

 平成 16 年湯の駅「大鰐町地域交流センター鰐 come」開館後は、毎年 40 万人前後の

入込客数でした。その後、東日本大震災による影響も多少ありましたが、平成 22 年

12 月東北新幹線新青森駅開業により関東方面がより身近になったこともあり、平成

27 年には 68 万人の観光入込客数となっています。 

市町村名 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年

弘前市 4,138 4,509 4,570 4,676 4,694

黒石市 811 773 764 680 703

平川市 367 359 355 365 367

西目屋村 286 327 319 290 284

藤崎町 138 150 139 147 153

大鰐町 614 637 634 682 685

田舎館村 68 70 236 364 423

合計 6,422 6,825 7,017 7,204 7,309

中南地域市町村別観光入込客数   （単位：千人） 

資料：県観光入込客統計 
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５ 大鰐町６次産業化の推進 

（１）大鰐町６次産業化の目指す推進方針 

『“オール大鰐”で地域６次産業化を推進し、付加価値と魅力のＵＰ！』 

当町が目指す６次産業化の推進方針として、町内農業者・団体・企業等が地域資源

を最大に活用した６次産業化への取組を行うことにより、町内各産業がともに発展し、

雇用や所得向上さらには地域全体“オール大鰐”の活性化に繋げることを目指します。 

（２）６次産業化の推進方策 

上記の推進方針を踏まえ、

『大鰐町６次産業化エボリューション５』 

として、「人材育成」、「地域資源」、「地産地消」、「農商工連携」、「ネットワーク」の

５つを最重要課題に位置付け、オール大鰐での発展・進展した６次産業化に取り組み

ます。 

ネットワーク 

人材育成 

地域資源 

地産地消 農商工連携 

オール大鰐での 

６次産業化
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『大鰐町６次産業化エボリューション５』 

１．６次産業化を目指す農林水産業者等の育成 

意欲ある農林水産業者・団体・企業等の人材育成を支援します。 

①生産・加工・販売等の多方面から研修会や相談会を行い、６次産業化に係る知

識や技術の習得を図ります。 

②６次産業化に係る先進地視察や取組事例を

学習することにより、他地域との比較や交

流、課題の解決策、スキルアップの推進を

図ります。 

③女性の参画や新規就農者、組織化・法人化

といった多様な経営形態に対応できる人

材の育成を図ります。 

                        ６次産業化セミナー 

【成果目標】

 現状値 目標値 

○総合化計画認定事業者数 
０件 

（２８年度） 

３件 

（３３年度） 

○６次産業化に取組む農業者・ 

団体・企業等 

８件 

（２８年度） 

１５件 

（３３年度） 

※現状値：ＪＡつがる弘前トマト生産組合・(有)大鰐振興・(有)三浦産業・ 

大鰐温泉もやし組合・社会福祉法人阿闍羅会・(有)エコネット 

プロジェクトおおわに事業協同組合・島田のますや 

２．地域資源の掘り起しと活用 

 大鰐の豊かな地域資源を活用した新商品・新サービスの開発を推進します。 

① 町内農林水産物、自然・文化・風景や観光施設などの地域資源を活用した新商

品・新サービスを「大鰐ブランド」とし推進を図ると共に、既存商品のブラッ

シュアップを図ります。また、廃校の利活用による６次産業化の可能性を検討

します。 

②「青森県の短命県返上」や「湯の郷おおわに健康長寿宣言」と関連した、高品

質で安心・安全性の高い健康志向へ向けた「大鰐ブランド」の推進を図ります。 

③樹皮（バーク）等の特用林産物の生産振興や販路拡大への支援、地域再生エネ

ルギー等への利用促進を図ります。 

14



当戦略における「大鰐ブランド」の定義とは・・・ 

 １．町内で生産された農林水産物 

 ２．加工品は主要な原材料が大鰐産 

 ３．「大鰐○○」といった名称を使用し、大鰐に関連した商品 

（大鰐ブランドのイメージ） 

   大鰐温泉もやし     大鰐高原りんご    大鰐産青森シャモロック

   大鰐木炭       大鰐高原トマト    おおわに自然村生ハム 

 特に青森県の指定産地となっている農林水産物や大鰐町農業再生協議会水田フ

ル活用ビジョンにおける振興作物等を活用した新商品開発については、重点的に

支援していきます。 

 生産振興対象品目 

水稲・転作作物 米、大豆、そば 

野菜 

トマト・ミニトマト、小八豆、キュウリ 、花き、メロン、ピ

ーマン、アスパラガス、ねぎ、えだまめ、にんにく、ばれいし

ょ、いちご、ビーツ、かぼちゃ、ブロッコリースプラウト 

果樹 
りんご、もも、ぶどう、西洋なし、おうとう、カシス、ブルー

ベリー 

特用林産 しいたけ、うど等の山菜類 

畜産 シャモロック、豚、羊、やぎ 

水産 イワナ、ヤマメ、ニジマス等 
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【成果目標】 

 現状値 目標値 

○農産加工品開発の相談件数 
２件 

（２８年度） 

１０件 

（３３年度） 

○大鰐ブランドによる商品数 
１５件

（２８年度） 

５０件 

（３３年度） 

  ※現状値：平成２８年度青森県事業ＡＢＣ相談会に実績による 

 大鰐ブランド→温泉もやし・御ひたし、シャモロック燻製ウインナー・シャモロ

ック鍋セット・シャモロックスープ・エコ豚生ハム・大鰐木炭・大鰐高

原りんごジュース・茶臼餅・あ志ゃら餅・大鰐トマトジュース・大鰐名

産ポン菓子・マルシチ津軽味噌・大鰐名産まみや煎餅・わにもっこ 

３．地産地消による地域内利用の促進 

農産物直売所や学校給食センター等と連携し、食育を含めた地元食材の利用拡大

や施設整備を図ります。 

①学校給食、老人福祉施設病院、宿泊施設等に「大鰐ブランド」を使用する機会

を増やし、食育や健康長寿を含めた地域内利用の推進を図ります。 

②町内外の物産イベントへの参画推進や町内の食堂や弁当・総菜販売店における

「大鰐ブランド」の活用機会の促進を図ります。

③町内農業者・団体・企業等による直売・加工・出荷・飲食に係る施設整備を含

めた町内農林水産物の消費拡大を図ります。 

【成果目標】 

 現状値 目標値 

○産地直売所の売上の増加 
３１，３００千円 

（２７年度） 

５０，０００千円 

（３３年度） 

○学校給食での地元産品割合の向上 
１４．９％ 

（２７年度） 

３０．０％ 

（３３年度） 

 ※現状値：平成２８年度青森県学校給食における地元（県産）に使用量等調査による 

      平成２８年度青森県産直施設等実態調査による 

４．販路拡大と農商工連携の推進 

商談会や展示会等の販路拡大に係る支援や交流会等の農商工連携を推進します。 

①商談会、展示会等への出展を支援し、流通業者等とのマッチング機会の充実

を図ります。 

② 町内農林水産物や新商品のインターネット・ふるさと納税の活用による認知度

の向上や販売促進、輸出等の販路拡大への推進を図ります。 
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③観光産業との連携による農家レストラン等の起業及び農作業体験・農家民宿、

グリーンツーリズムといった体験ツアーの開催の推進を図ります。 

【成果目標】 

 現状値 目標値 

○６次産業化取組者と商工業者等

との連携による取組件数 

０件 

（２８年度） 

１０件 

（３３年度） 

○観光と連携した６次産業化の取

組件数 

２件 

（２８年度） 

１０件 

（３３年度） 

※現状値：平成２８年度弘前圏域定住自立圏による展示会への出店数 

 観光連携→大鰐温泉もやし、大鰐高原りんご 

５．支援機関の連携・充実の推進 

大鰐町６次産業化・地産地消推進協議会を中心に、ネットワーク体制の充実を図

ります。 

①支援機関と連携しながら「大鰐ブランド」の取り組みの優位販売につなげる

ため、６次産業化に係る情報発信、販路開拓、補助事業の活用を図ります。 

②６次産業化や創業に係る相談や専門

的立場からコーディネーターの助

言・指導体制等の充実を図ります。 

③資金面での円滑な事業展開ができる

よう行政や農林漁業成長産業化フ

ァンド等の金融機関とも連携によ

る産学官金ネットワークを活用し

た支援の充実を図ります。 

【成果目標】 

現状値 目標値 

○大学等試験研究機関との共同 

 研究の取組件数 

２件 

（２８年度） 

３件 

（３３年度） 

※現状値：県・町・もやし組合による大鰐温泉もやしの原材料「小八豆」の個体選抜 

     弘前大学・町との共同研究による大鰐温泉もやしの成分分析 
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