
○富良野の食材を、地域住民・観光客にも味わってもらうため、富良野の食材を使用している飲食店（宿
泊施設を含む）を認定し、グリーンフラッグを店頭に掲げる取組を実施。

北海道富良野市で生産された食材を使用している飲食施
設（宿泊施設も含む）を、「地元食材を応援している店」として
認定し、グリーンフラッグを授与。

登録店は、グリーンフラッグを店頭に掲げ、地元食材を応
援している店としてアピールすることができる。

農業が基幹産業である富良野において、「地元住民にも、
観光客にも、富良野の美味しいものを食べてもらいたい」と
いう思いで始まった取組。

富良野における農業と観光との連携を目指すとともに、地
元の農産物を使用することによる顔が見える安全安心の農
業の推進を図っている。

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

ふらのグリーンフラッグ（北海道富良野市）

○事業主体 富良野市国際観光促進協議会・産消協働部会
富良野市商工観光課
（社）ふらの観光協会

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

農業者と飲食店との関係が構築されることにより、野菜の
特性を生かした料理の魅力向上など、地域の食の魅力向
上につながっている。
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○ 国内外から人が集まるワイナリーゾーンを目指して、100％地元産ワインの製造。見学型ワイナリー、
自家製ワインと地場産食材を使用したレストラン及びショップ等の複合事業

㈱ＯｃｃｉＧａｂｉ Ｗｉｎｅｒｙは、醸造用ぶどうで全国生産量の
15%を占める一大産地である余市町に24年11月設立。

25年９月、北洋６次産業化応援ファンド（農林漁業成長産
業化支援機構（A-FIVE）のサブファンド）からの出資決定を
受け、同年11月にワイナリーとレストランをオープンした。

畑と醸造設備を見学した上でファンになってもらというイ
ンディヴィデュアル・マーケティング（ひとりずつ対面商法）
を実施。

また、26年４月、余市町と協働してワイナリースクールを
開設。将来的には、宿泊施設の増設も視野に入れている。

地元産ぶどうを使⽤したワイン製造とレストラン､ショップ等の経営（北海道余市郡余市町）

○事業主体 ㈱ＯｃｃｉＧａｂｉ Ｗｉｎｅｒｙ
（平成25年度６次産業化認定事業者）

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

ワイナリー参入により、12名（パート含む）の雇用創出。
今後、中規模ワイナリー（年間５万本～20万本）を集積

することにより、本格的なワイナリーゾーンとして集客・
観光化を推進し、町全体の活性化を目指している。

（平成29年売上目標202百万円）
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ クロマグロの鮮度を 大限に生かした冷凍加工品を製造し、地元のご当地グルメを提供する飲食店
等へ通年供給することにより、青森県のマグロ漁獲量トップである深浦まぐろの付加価値を高める。

深浦町産クロマグロを柵加工後に冷凍することで、解凍
後のドリップ量が少なくなるなど、品質劣化を抑えたマグロ
の通年供給が可能。

大消費地である首都圏等への販路開拓のほか、食の観
光資源として、深浦町など青森県内での流通も展開。

特に、深浦町を訪れる年間120万人の観光客をターゲッ
トとし、平成25年５月にデビューしたご当地グルメ「深浦マ
グロステーキ丼」（マグステ丼）向けに通年安定供給を行う
ことで、白神山地や奇岩・奇石が連続する海岸美を資源と
する観光産業の新たな目玉とするべく、とうほくのみらい
ファンド（農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）のサブ
ファンド）を活用して事業を展開。

地場産マグロを冷凍加⼯し､料理として提供（⻘森県⻄津軽郡深浦町）

○事業主体 （株）あおもり海山
（平成25年度６次産業化認定事業者）

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

深浦まぐろのほか、深浦産
の長いも、天然わかめなど
を使用し、地産地消に貢献

地元農林漁業者

地元飲食店

観光客深浦まぐろの付加価値、認知度を高め、農林漁業者の
所得向上、観光産業の発展、新たな雇用創出を目指す。

（平成31年売上目標 190百万円）
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 赤湯温泉と温泉街のワイナリーが協働して、温泉に滞在しながらワインに興味のある大人が楽しめ
る「赤湯温泉 ワインの饗宴～おもてなし～ツアー」を実施。

開湯９００年以上の歴史がある赤湯温泉郷
の中に、４軒のワイナリーが点在している。

「見る」・「体験する」・「美味しく食べる」をキー
ワードとし、ワイナリー見学に加えて、赤湯ワ
インに合うメニューの開発など、温泉に滞在し
ながら、アットホームな雰囲気でワインを楽し
める仕組みづくりを行った。

⾚湯温泉の若旦那が案内「ワインの似合う⼤⼈のまち」（⼭形県南陽市）

○事業主体 赤湯温泉旅館協同組合

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

大手鉄道会社の赤湯温泉旅館に宿泊する通
常の旅行商品に、「素敵なすき♥焼き」と「ワイ
ナリー巡り」がオプションメニューとして加えら
れた。

若旦那ご案内によるワイナリー見学

早朝雲海ツアーなど

見る

地域の食材を活かした赤湯
ワインに合うメニューの開発
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 地域伝統の山菜料理を売りにする旅館。観光客に山菜料理を提供し、山菜や山菜料理の情報を発信
するとともに、海外の観光客に向けても、「ＳＡＮＳＡＩ」の魅力発信に取り組む。

地域の文化として根付く「おふるまい料理」などの地元で採れる山
菜料理専門の旅館。

出羽三山を訪れる行者の宿として昭和４年に創業し、全国的にも
珍しい山菜専門の宿ということや、近年の自然志向もあいまって注
目される。

３月31日を「山菜の日」として登録し、また、地元大学生への講義
を実施するなど、様々な機会を捉えて山菜の食べ方や魅力を広く
発信している。

さらに、インターネットのフェイスブックに英文による「ＳＡＮＳＡＩ」の
情報を発信するなど、国内外の観光客に向けた取組を進めている。
※おふるまい料理とは、この地域で、人を正式に招待する時に出す

高の山菜料理。

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

⼭菜料理専⾨の宿（出⽻屋（⼭形県⻄川町））

○事業主体 山菜料理 出羽屋

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

貴重な食糧のひとつとして、地域の生活と文化を支え発展してき
た山菜料理を、山村地域の魅力として内外に発信し、地域の食文
化の魅力向上や地域観光に貢献。国内の観光客だけでなく、アジ
アを中心とした海外の観光客の、山菜への関心（種類や食べ方な
ど）が深まった。

地元の山菜

山菜のおふ
るまい料理

フェイスブックへの英文
による「SANSAI」の発信
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山菜の魅力が向上 → 山村の観光需要増
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○ そばの実とオーガニック野菜を使用したレストラン事業（ゆるりの森）と物販事業を実施

「ゆるりの森の時計は、ゆるりと動きます」をコンセプトに、
自ら生産した常陸秋そばとオーガニック野菜を使ったメ
ニューの提供を行うレストラン「ゆるりの森」を平成25年７月
に開設。自然林に囲まれた野菜畑や田んぼの風景を活か
し、ゆったりとした時間を過ごせるレストランとなっている。

また、蕎麦の打ち手を複数人登録し、週替わりで打ち手を
変えることで、味のバリエーションを広げるとともに、野菜ソ
ムリエの主婦が季節感を重視し、素材の良さを活かしたシン
プルなメニューを提供している。

さらに、年間を通じた様々なイベントの開催や、物販事業
を通じて、首都圏を中心とした観光客や地域住民に楽しみと
喜びを提供している。

常陸秋そばを中⼼とした全て⾃家⽣産のそばレストラン事業と物販事業（茨城県古河市）

○事業主体 （有）森ファームサービス
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

雇用者数が、平成24年17名から平成26年40名（パート含
む）まで増加した。農産物の生産から調理まで、消費者の
五感に訴えることにより信頼を構築している。

平成25年来場者数 約1.5万人（イベント等含む）
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 自社生産品であるいちごと小麦を利用した商品開発・販売事業を実施

いちご狩りの実施に加え、自社生産のいちごと小麦を活
用したシロップやいちご飲料、カステラの商品開発と、カ
フェ等での販売により、経営の多角化や高度化を行い、経
営の改善を図っている。

平成24年３月からいちごを原料として「いちごシロップ」の
製造を開始。自社直営店及び道の駅で販売。平成24年６
月にいちご関連の加工場を新設した。

カステラについては、平成26年には小麦の作付けを行い、
平成27年度に加工場を建設し製造・販売を予定している。

いちごと⼩⻨の加⼯品の観光客への販売とレストランでの提供（栃⽊県⼩⼭市）

○事業主体 （有）いちごの里湯本農場
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

いちご（とちおとめ）を使用した
いちごシロップ

い
ち
ご
の
里

道の駅

カフェ

観光客

平成24年11月にカフェをオープンし、「いちごシロップ」を
使用した飲料をカフェにて販売している。

カフェのオープンや加工品の販売等もあり、いちご狩りの
来場者は24年度の11万人から25年度は12万人に増加した。

加工品の生産

観光農園

加工品の販売

加工品の販売
いちごシロップ
飲料の販売

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ しいたけを生産し小売へ販売するとともに、自ら直売・体験農園・バーベキュー施設を一体的に運営
する体験型の農園として地域の観光にも貢献している。

地下水を使用した無農薬のしいたけを栽培し、小売店へ
販売する傍ら、消費者のニーズに応え、直売所とインター
ネット販売による直接販売や、しいたけ狩り、バーベキュー
施設を運営。自社のしいたけを使用したソーセージを販売
し、バーベキューでも提供するなど、付加価値を付ける取
組も行っている。

また、小売量販店での試食販売により「佐倉きのこ園」と
「きのこの味」を同時にＰＲすることで、新たな顧客の来園
に繋げている。

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

体験型観光きのこ園（佐倉きのこ園（千葉県佐倉市））

○事業主体 有限会社 佐倉きのこ園

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

直売や小売量販店による販売に加え、収穫体験、採れた
てのしいたけによるバーベキューなど、幅広い顧客ニーズ
に応える形で体験型農園として地域の消費者に認知され
るとともに、近隣のアウトレットモールや美術館などを含め
た観光ルートの一つとしても利用されるなど観光にも貢献。

しいたけ販売と情報発信を同時に行うことで、消費者の
来園や口コミによる新たな顧客獲得に繋がっている。

しいたけ栽培施設

直売所外観

観光農園

消費者・レジャー客・観光客など
多様な顧客を獲得

バーベキュー
施設

しいたけ栽培
収穫体験

生産品
加工品
販売

飲食
施設



○ 地域一体型酪農の推進で本物の味を求める消費者に評価されるとともに、地元観光協会と連携して、
年中楽しめる観光農園として加工体験などを提供している。

乳製品への加工に適した生乳生産を確立するため、地
域農家と連携した循環型酪農を実践している。

また、自ら生産した生乳の高付加価値化を図り、消費者
に直接提供したいという長年の夢を実現するため、平成15
年にジェラート専門店「レガ―ロ」をオープンした。本場イタ

リアでの研修経験を活かした、季節の移り変わりを感じる
多彩なメニューが地域住民などの支持を得て、人気店に
成長している。

さらに、新潟市中心部から車で１時間程度の「岩室温泉」
に隣接した立地条件を活かし、米粉ピザ作り、ジェラート作
り、バター作り、搾乳の体験メニューを提供し人気を呼んで
いる。

乳製品の直売や加⼯体験の提供（新潟県新潟市）

○事業主体 （有）フジタファーム

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

地元観光協会のＨＰにおいて紹介されたことで、観光ス
ポットとして成長している。
（来店者数H15年：約８万人 → H24年：約20万人）

平成25年に冬期営業を可能にする「ミルクカフェ」をオー
プンし、地元観光協会と連携して年中楽しめる観光農園
を目指している。

素材の旨味が凝縮され、
季節感溢れるジェラート
が高い評価を得ている

観光客
・地域住民

レガ―ロ
ミルクカフェ

体験メニュー
を提供

原材料
を供給

「ミルクカフェ」のオープ
ンにより、通年での営業
を可能とした

連携 地元観光協会フジタファーム

ＨＰで
情報発信

加工品
を販売

いわむろ

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 生産者・宿泊施設・飲食施設とが連携し、雪国伝統の食材や調理法を整理・保存し、「雪国のＡ級グ
ルメ」として観光客等に提供する事業を実施。

雪国観光圏内の食材の積極的な使用や、雪国ならでは
の調理法による調理、安全性や美味しさ等の条件を満たし
た旅館や飲食施設等を、雪国観光圏が「雪国Ａ級グルメ」
として認定。認定旅館・飲食施設等において、雪国観光圏
ならではの魅力ある食を、観光客等へ提供している。

また、「雪国食文化研究所」を設立し、地域の生産者から
供給された食材を加工し、宿泊施設や飲食店へ供給したり、
直営飲食店へ提供する取組を実施している。

さらに、「雪国Ａ級グルメ」食材の生産現場を巡り、生産
者と直接ふれあったり、買い付けができるツアーや、農業
体験と「雪国Ａ級グルメ食材」のＢＢＱを組み合わせたツ
アー等を造成。

雪国Ａ級グルメ（雪国観光圏（新潟県湯沢町他６市町村））

○事業主体 雪国観光圏

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

雪国Ａ級グルメ認定旅館・飲食施設は、１９施設まで
増加。雪国ならではの食材・食文化に対する意識の
向上と、地域における食の魅力の向上につながって
いる。

雪国Ａ級グルメ
ロゴマーク

雪国Ａ級グルメ
認定店での料理

雪
国
観
光
圏

農家

旅館等

観光客

基準に沿って
認定

雪国観光圏の
食材を提供

雪国観光圏の
食を提供

情報発信

雪国Ａ級グルメ
食材の生産現場
を巡るツアー

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 消費者ニーズをつかみ「地域と消費者との関わり」に重点を置いた取組を行うとともに、地域農業の
発展や６次産業化の拠点として、加工施設に併設して自社直売所及びレストランを開設。

自社産コシヒカリを使った米粉パンの商品開発に取り組
むため、平成16年に「米パン倶楽部」を設立し、米粉パン
専門店として業務を開始した。

新商品開発及び米粉製品の製造・販売部門の拡充によ
り経営の多角化・６次産業化を図るため、平成20年に
「（株）アジチファーム」を設立した。その後、自社産農産物
の加工品や地元野菜を活用した米粉料理などを提供する
直売所及びレストラン「Agristyleほやほや」を平成24年に
開店。生産・加工・販売を一体化させて、より消費者に近
いところで顔が見える「食」の情報を発信している。

⽶パン農家のマルシェレストラン（福井県福井市）

○事業主体 農業生産法人 （株）アジチファーム
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

自社の直売所・レストランにおいて、地元産の食材を消
費者ニーズを反映した「食」として提供することにより、地
域農業者と消費者がつながる場づくりに貢献。生産・加
工・販売の一体的取組により、会社全体の売上高（H25年
度）は１億４千万円となっている。

観光客
・地域住民

直売所
レストラン

加工品・米粉料
理などを提供

地元野菜を
供給

連携

地元大学

フードコーディ
ネーター

地域農業者 アジチファーム

連携

子供から大人まで、誰も
がくつろげる空間を目指
したレストランの様子

旬の食材を使った定食
などのほか、カフェタイ
ムには米粉を使ったス
イーツを楽しめる

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 「高齢者の生きがいの場づくり」から始めた都市と農村の交流 ゆとりとやすらぎの提供

平成16年、「高齢者の生きがいの場づくり」を活動の目
的に、地域の農産物・各種特産品のPR ・販売を行う地域
活性化の拠点として道の駅に整備された。

山岡の市の会員（約450名）が育てた新鮮な野菜や手づ
くり品を販売しており､そのうちの９割が地元農産物及びそ
の加工品である。また､レストランでは、特産品「天然細寒
天」を使ったメニューを提供している。

⾼齢者による地場農産物の販売と郷⼟料理の提供（岐⾩県恵那市）

○事業主体 （株）山岡のおばあちゃん市

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

農家

おばあちゃん市

観光客

道の駅おばあちゃん市・山岡 日曜朝市の風景

地元農産品の提供

高齢者が活躍するイベントの開催

地産地消

特産品「天然細寒
天」を利用した食事
の提供

30代から 高齢92歳までが野菜を生産し、販売している。
また、高齢者の活用により、旬の山菜・野菜を使った、「ふ
るさとの味」や「懐かしい味」の食事を提供している。

菓子製造・漬物製造・総菜製造などの起業者数：12名
（うち60歳を過ぎてからの起業が９名）

利用者数（H25) 道の駅：537千人 手づくりの店：60千人
売上高 188百万円(H16) → 282百万円(H24)
雇用者数 26人(H16) → 69人(H25)

雇用者のうち60歳以上 45人（65％）

え な し

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 地産地消の複合拠点施設による農業と地域の活性化と多様な農産物を提供する事業を実施。

（株）げんきの郷は、地元JAの出資により平成12年３月
に設立された。

都市近郊において、直売所、加工品販売、レストラン、
天然温泉などからなる複合施設を整備し、「地産地消」
の発信拠点として、多様な農産物を消費者に提供する
とともに地域農業の活性化に努めている。

また、げんきの郷の地場産品を積極的に購入・活用す
る飲食店を「げんきの郷の野菜をつかってます」認定店
として認定している。

さらに、農作業体験と収穫物の加工・試食をする「農と
食の体験」を通じて「生産者と消費者の顔が見える」関
係を構築している。

地場農産物の直売所での販売やレストランでの提供も含めた複合事業の展開（愛知県⼤府市）

○事業主体 （株）げんきの郷

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

地場農産物の生産増加や農業所得の向上、後継者や
雇用の創出等地域農業の振興に大きく貢献している。

集客数（H25） 221万人
売上高 24.1億円（Ｈ13年度） → 35.5億円（Ｈ25年度）
雇用数 205人（Ｈ12年度） → 219人（Ｈ25年度）

農産物直売所

観光客・地域住民

げんきの郷
直売所

農家

認
定
店

基準に沿って
認定

地産地消

げんきの郷

地場産品を購
入・活用する飲
食店を認定

お お ぶ し

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組



○ 農業振興を地域の活性化につなげ、消費者とともに「知る」ことや「考える」ことを学び、感動、共感す
る事業を実施。

昭和62年に養豚農家などで農事組合法人を設立。ブラ
ンド豚の肥育に加え、ウインナー、ハム等の手作り加工品
を製造、販売を始める。平成元年に始めた日本初のウイ
ンナー手作り体験教室が反響を呼び、これをきっかけとし
て、単なるモノを売ることから、消費者と直接コミュニケー
ションし、共感を得られることに取り組む。

その後、平成７年にモクモク手作りファームを開園し、設
立当初から続くウインナーの手づくり教室に加え、農業公
園内の牧場、小麦工房、ビール工房、焼豚専門店、カフェ、
レストラン、野菜直売所、温泉、宿泊施設等で、様々な収
穫体験、イベント、食農教育を行っている。

豚⾁加⼯品の製造､レストラン､農業体験等の様々な６次産業化への取組（三重県伊賀市）

○事業主体 （株）伊賀の里モクモク手づくりファーム

○取組概要

○取組の成果

農観連携のモデル事例

売上高40億円（H20) → 52億円（H25)
来場者 年間50万人
モクモクネイチャー会員（※）数 46,000人
（※入会金を払い（年会費無料）で､商品の割引､限定

イベントへの参加などのメリットがある会員。）

直営加工場

契約農家

直営農場

直
営
レ
ス
ト
ラ
ン

通
販

観
光
客

モ
ク
モ
ク
会
員

モクモク手づくりファーム

手作り教室

伊賀の里モクモク手づくりファーム

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組


