
1 2

3

4

7 6
5

8
9

11
13

14

12

15 1617

18 19
20

22

23

本山町特産品ブランド化
推進協議会

高知県 本山町19
もとやまちょう

「島のめぐみ観光農園」

プロジェクト

長崎県 壱岐市21
いきし

農事組合法人 はなどう

宮崎県 高原町22
たかはるちょう

農業生産法人

有限会社 今帰仁アグー

沖縄県 今帰仁村23
なきじんそん

なきじん

住民自治されだに

愛媛県 伊予市18
いよし

一般社団法人

邑南町観光協会

島根県 邑南町15
おおなんちょう

ハートランド株式会社

大阪府 泉南市12
せんなんし

色川地域振興推進委員会

和歌山県 那智勝浦町14
なちかつうらちょう

富良野オムカレー推進協議会

北海道 富良野市1
ふらのし

標津町エコ・ツーリズム
交流推進協議会

北海道 標津町2
しべつちょう

しべつちょう

三陸に仕事を！プロジェクト

岩手県 盛岡市3
もりおかし

一般社団法人

東北 食の力 プロジェクト

宮城県 仙台市4
せんだいし

特定非営利活動法人

えがおつなげて

山梨県 北杜市7
ほくとし

ハッピーロード
大山商店街振興組合

東京都 板橋区6
いたばしく

認定NPO法人

宍塚の自然と歴史の会

茨城県 つくば市5

株式会社金沢大地・
アジア農業株式会社・金沢農業

石川県 金沢市9
かなざわ し

植村牧場株式会社

奈良県 奈良市13
な ら し

粟田川流域農地・水・環境を
守る会

広島県 庄原市16
しょうばらし

株式会社篠島お魚の学校

愛知県 南知多町10
みなみちたちょう

農事組合法人

守山女性部加工組合

長崎県 雲仙市20
うんぜんし

もりやま

ふるさと萩食品協同組合

山口県 萩市17
はぎし

有限会社せいわの里

三重県 多気町11
たきちょう

Ⅳ

ＮＰＯ法人

大長谷村づくり協議会

富山県 富山市8
とやまし

おおながたに

21

10

ふらの

「ディスカバー農山漁村の宝」
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① 北海道 富良野市

富良野オムカレー推進協議会

～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～

○「食観光」による魅力アップを目

指し、多種多様な地元食材を利

用できる「カレー」に着目。

○市職員有志による活動からス

タート。平成21年に協議会を設立

し、組織体制を強化。

○地元食材の使用と、ふらの牛乳
をつけるなどのルールを明確化し、
食メニューを地域ブランド化。

○小中学校やスーパーでのレシピ
カード配布等により、地域に根ざ
した食文化を醸成。

○７年半で50万食を販売し、これまで
の景観に加えた観光資源として確
立。

○地域農畜産物を観光客を通じＰＲ。
地元食材を使う提供店の地産地消
意識を高めた。

富良野オムカレー推進協議会 事務局

北海道富良野市弥生町１－１（富良野市商工観光課内） TEL：0167‐39‐2312  FAX：0167‐23‐2123

○今後、観光地グルメとして引き続
きＰＲし、更なる地域活性化を図
る。

○道内や全国のご当地カレー推進
団体と交流・連携し、ネットワーク
を拡大していく。

富良野オムカレー イベントへの出展

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



② 北海道 標津町

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～

○水産物の高度な衛生管理の取
組を、消費者に伝えることを目的
にスタート。

○標津町観光協会を中心に、標津
町役場等の関係者が平成13年
に協議会を設立。

○都市住民に対し、酪農生産者宅へ
のホームステイや水産加工、郷土
料理づくりなど、多様な体験プログ
ラムを提供。

○産地の衛生管理の取組への理解
を促進することにより、安全・安心な
水産物の付加価値を向上。

○毎年約2,000人が体験プログラム

に参加。食材の地元調達率の高ま
りと相まって地域経済に貢献。

○観光客からの評価の高まりを受け、
地域食材を活用した食メニューや
新たな商品を開発。

○今後、体験プログラムの質の向上
や、酪農民泊の拡大に取組み。

○食や地場産品を活用した加工品の
開発とブランド化を図り、雇用の拡
大や定住人口の拡充を推進。

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

北海道標津郡標津町北２条西１丁目 TEL：0153-82-2131  FAX：0153-82-1787

し べ つ ち ょ う

漁業生産現場の見学 秋鮭加工体験

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



三陸に仕事を！プロジェクト

～ 浜 の ミ サ ン ガ 「 環 」 ～～ 浜 の ミ サ ン ガ 「 環 」 ～

○復旧期の津波被災地における女
性向けの一時的な地域雇用の創
出を目的とした、働くことで自立す
るためのプログラム。

○被災県の地元マスコミ企業が中
心となり、平成23年6月に設立。

○浜の女性たちを雇用し、漁網を
使用したミサンガを製作、販売。

○メディアを積極的に活用し、社会
の共感連鎖を創出。

○最盛期には約300人の女性が参
加。累計で約１億円の給金を被
災者に支給。

○仮設住宅等において、女性たち
が、地域から離れることなく前向
きに仕事に取組み。

○次の職業への移行のための研
修を行いつつ、ミサンガ事業を縮
小。

○最新冷凍技術を導入した「浜の
番屋料理」の加工販売等、新しい
地域産業づくりに着手。

三陸に仕事を！プロジェクト 実行委員会

岩手県盛岡市本宮５－２－２５（岩手めんこいテレビ内） TEL：019-656-3300

③ 岩手県 盛岡市

た ま き

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

漁網を使用したミサンガの製作 仮設住宅でのミサンガ作り



④ 宮城県 仙台市

東北 食の力 プロジェクト

～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～

○東日本大震災後の経済復興や
人材育成のため、生産者と飲食
店が実行委員会を発足。

○平成25年５月、現行の団体名に
変更し、活動を食に特化。

○生産者と飲食店がダイレクトに取
引・流通を行い、販路を拡大。

○仙台を中心に、行政・外食・生産
者が一体となった海産物等の物
販やＰＲイベントを開催。

○産直共同購入参加店や、生産者
と飲食店との直接流通の拡大に
より収益性が向上。

○メニュー開発を含めた、地域食材
の定番化、地域ブランド化の定着。

○継続性のあるネットワークの確立
に向け、外食関連企業等を囲い
込みながら月例勉強会等を実施。

○首都圏等の消費者にも、地域の
魅力を直接訴えられる機会を設
けていく。

東北 食の力 プロジェクト

仙台市青葉区一番町２－８－１８((株)スタイルスグループ内) TEL：022-738-8835 FAX：022-738-8845

漁業者と飲食店の合同イベント 居酒屋と鮮魚店の連携

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑤ 茨城県 つくば市

宍塚の自然と歴史の会

～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～

○1980年頃から住民等が行ってい
た自然観察会や探鳥会が定例化。

○気運の高まりを受け、1989年に
任意団体として発足。2010年には
認定ＮＰＯ法人化。

○関東平野有数の里山の植生管
理、在来植物保全のための草刈
り、ビオトープ整備などの環境保
全活動を実施。

○米オーナー制度により、谷津田
の耕作を維持。

○子どもや一般市民を対象とした
自然観察会を年80回開催。

○米オーナー制度等により、約１ha
の水田で生物多様性を保全。

○今後、管理、調査、環境教育等を
総合的に発展させ、里山の恒久
的保全を目指す。

○米オーナー制度の拡充等、周辺
地域住民や地元農家等との連携
を更に深めていく。

認定ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史の会

茨城県つくば市上ノ室２９２番地５ TEL:029-857-1555 FAX:029-857-1555

し し づ か

田植え体験 雑木林の植生管理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針
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