
風土飲食研究協議会（深谷市）

【埼玉県】

１ 協議会の概要
深谷市本拠の「風土に根ざした食の価値を発信・研究」する市民グループ「風土飲食研究会」が、

深谷市、銘醸会、漬物組合、農業団体、文化活動NPOなどと結成。

２ 取組の基本方針
近くの食を魅力を発信する「食の表現性」、大量消費型でない身の丈の生産・流通をめざす「食

の個人性」、可能な限り外部委託を避け〈事業マイレージ〉を最適化する「食の自立性」を重視

３ 取組内容・将来像
言葉、アート、パフォーマンスなど食についてのあらゆる表現「食語り」をさかんにすることで、食

を取り巻く地域の「食社会」を変える。マンガ、新聞、ショー、学校など食材、参加業者の広告の機
能も持つ11の事業「Ｆ11（エフイレブン）」の協議会による「モデル語り」を、ワークショップで市民に

拡大。普遍的な食への意識を高めることで「近くの食」への関心を高め、さらにこの「食語りの渦」
を他地域にも広げていく。食そのものでなく表現活動がメインであることが特徴だ。
「Ｆ11」のうち社団法人まち遺し深谷・てててプロジェクト運営の教育施設「寺小屋」で講座シリーズ
「食がたり」、市運営のフリースペース「深谷ベース」で「風土飲食料理ショー」の開催が決定。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※ 対象の食材が多岐にわたるため、代表的で数字が把握しやすい品目を記載。金額は現在の一般的な価格からの概算

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率
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No.（ Ａ－１０ ）



みうら・食のモデル地域実行協議会（三浦市）

【神奈川県】 No.（Ａ－１１）

１ 協議会の概要
三浦市農業協同組合・三浦市・三浦商工会議所・みうら漁協協同組合・三浦市観光協

会・三崎朝市協同組合・三浦海業公社を構成員として、三浦市の地域コンテンツを最大限
に発揮する地域の構築をめざして設立。

２ 取組の基本方針
①農業・水産業・観光の連携による６次経済モデルの構築。

②農水産物の既存販路での販売拡大、新しい販路開拓等によって、地域内関連産業の
所得拡大を図り、地域活性化に繋げる。

３ 取組内容・将来像
農水産業と観光の有機的連携によるモデル構築を目指し、三浦海岸桜まつり・みうら夜

市・三崎港町まつり等の集客力の高い各種イベントを出口とする食開発及びその普及を行
い、食と観光を目的とした来遊客数600万人を目指す。また、横浜中華街での木曜市の開
催など、新たな販路開拓をめざして各地への出展を行う。さらに、農水産物の高付加価値
化や海外輸出に向けて、それらを担う人材育成に取り組む。

４ 地域食材の消費拡大の目標

・・上記のほか、年間来遊客数６００万人（平成２９年度）を目標とする。

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 向上率

商品開発数 46 48 50 52 13.0%

販売金額(円) 58,560,000 64,416,000 70,858,000 77,950,000 33.1%

豊かな水産物（マグロの入札）

食と観光の有機的連携による 三浦市６次経済の創出へ

豊かな農産物（ダイコンの収穫）

地産地食イベント（みうら夜市）



雪国観光圏推進協議会（新潟県南魚沼郡湯沢町ほか）

【新潟県・長野県・群馬県】 No.（ Ａ－１２ ）

１ 協議会の概要
雪国に育まれた独特の文化や風習は、生きるための知恵そのものであり、

その暮らしそのものが地域の財産です。 市町村や業種の壁を越えて、地域
全体で雪国らしい魅力を高めていくことが当協議会です。

２ 取組の基本方針
地域食材の地域内循環モデルを構築し、
地域食材のブランド化に向けた情報の整理
地域食材のブランド化の取組パッケージの構築

３ 取組内容・将来像
・雪国A級グルメ認定食材の販路拡大 JRエキュート品川駅にて出店販売 （10月～3月まで）
・雪室野菜や発酵食材を地域共通メニューとして地元の旅館や飲食店で提供
・雪国文化体験型旅行商品「雪旅」を通じて産地見学旅行商品の造成と集客
・A級グルメを観光の魅力にするための広報活動・認知の拡大

４ 地域食材の消費拡大の目標

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

雪室野菜販売額 5,000千円 5,500千円 6,050千円 6,655千円 33％

雪国A級グルメ
参加事業所数

２７事業所 ３６事業所 ５０事業所 ７０事業所 160%

創り手の想い
と、魚沼の雪
でうまみが増
した雪下にん
じん

１００年先に残したい食文化の継承と新たな展開

雪国Ａ級グルメは、全国初の
地域食材の認証制度

品川駅構内の
エキュート品
川にて雪国A
級グルメのア
ンテナショップ
を開設

地元の旅館や
飲食店と連携
し、地域ならで
はのメニュー
の考案



南砺市農産物直売所・加工グループ連絡協議会（南砺市）

【富山県】 No.（ Ａ－１３ ）

１ 協議会の概要
市内の農産物直売所及び食品加工グループ32団体・会員583名(内事務局2団体4名）
からなる、地域の特色ある農産物販売及び加工販売の促進を目指した組織。

２ 取組の基本方針
1.食の里の拠点づくり構想案の作成
2.ネットワーク活用による南砺の食材を届けるフェアの開催
3.レジデンスイン南砺による素材可能性と課題の探査とデータベース化
4.学校給食と病院、福祉施設などへの地元食材供給を増進する事業

３ 取組内容・将来像
世界文化遺産に登録されている合掌集落に代表される歴史・文化的資産に加え、発酵

食・報恩講料理等、食文化の魅力を更に深掘りし、PRすることが喫緊の課題であり、交
流・情報・販売の3つの要素を包含した食の拠点構想を策定。伝統料理を次世代に継承
できる形で、地域独特の調理法と素材を使った「土徳料理」の確立と普及啓発に取り組む。
OCATTE、ねこのくらと連携した「かやく丸山」の改良と発信、日の出屋製菓産業との柿や

ゆずの加工品の試作、教育・福祉施設に目を向けた活動では、幼稚園の食育、小学校で
の伝統的加工品の講習会、障害者施設で自立支援のため営農と販路開拓活動への支
援を行う。

４ 地域食材の消費拡大の目標

世界文化遺産 菅沼地区の合掌集落

「命と心を育む南砺「食の里」の構築-土徳の風土を活かした地域の取り組み-」

地域食材

（出荷額 千円）
現状(H25) 目標(H26) 目標(H27) 目標(H28) 売上向上率

たまねぎ 117,000 122,000 128,000 134,000 14％
にら 76,000 79,000 83,000 87,000 14％

報恩講料理の例

さばのなれずしの例



まこもにっこり津幡町活性化協議会（津幡町）
【石川県】 No.（ Ａ－１４ ）

１ 協議会の概要

２ 取組の基本方針

３ 取組内容・将来像

４ 地域食材の消費拡大の目標(年15%UP)

上記のほか、新製品数（可食部・不可食部）毎年１０％増加を目標とする

目標 現状(H25) ２６年度 ２７年度 ２８年度 売上向上率

生産量（トン）

販売金額（千円）

5.0
3,500

5.75
4,025

6.6
4,620

7.6
5,320

52%
52%

順調に生育したまこもたけ

みつけよう あなた（津幡）の 中のたからもの

町内での認知度は抜群に高く、町外でも愛されるよう、これまでの取り組みのな
かから見えてきた課題を精査・解消し消費を促進させる。

石川県河北郡津幡町のまこもたけの安定生産を図り、生産・流通・販売に関す
る事業を集約的に実施し、農産物を通した地域活性化の一翼を担うことを目的と
して設立。生産者、津幡町、津幡町商工会、地元企業で構成。

収穫後のまこもたけ

葉の出荷の様子

年間を通した流通を可能とするため、保存の研究を行いながら、加工品の開発を強化し、多様
な食べ方を提案、販路開拓と消費の拡大につなげる。さらに、地域の伝統食にまこもたけをプラ
スして提供する場、カフェレストランの実験的運営をすすめる。定年退職者等を募り、まこもたけ
生産従事モデルを構築し、生産者の高齢化と後継者問題の解消につなげる。ICTを活用し、直
接販売サイトの立ち上げと販促用スマートホンアプリケーションの開発を行う。これらに加えて欧
米で健康食品として取引されている近似品種「ワイルドライス」の実験的生産準備を行う。



１ 協議会の概要
昭和53年、旧臼田町（現佐久市）で始まった住民による生ごみ分別収集、堆肥化に伴い、昭

和55年、佐久市、ＪＡ佐久浅間、佐久総合病院を中心に「実践的有機農業を考える会」として発
足。健全な食文化を地域に興すことを目指し、調査研究、教育、普及活動に取り組んでいる。

２ 取組の基本方針
１）佐久総合病院監修による健康食メニュー・健康商品等の商品開発
２）農作業による健康維持と地域食材生産振興
３）地域食材の販路開拓と利用率向上

３ 取組内容・将来像
病院、行政、JAが主体となり、30年来築いてきた「食と農」の地元文化を基本に、

県が進めている「食と農業農村振興計画」と連携する。具体的には、食に関わる関
係者・団体と意見交換を行い、減塩食や年齢層および状態に応じた適正レシピの
作成、地元農業者と連携し地域特産物を活かした健康商品の開発を行う。あわせ
て、農作業の健康維持・増進効果を調査し、健康寿命の延伸を探る。

販路開拓としては、ＩＣＴの活用、各種商談会への出店、および民間企業と連携し
た宣伝活動を行い全国展開を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標 -病院給食における市内産野菜利用率-

・上記のほか、地元酒米利用率17.2％増、地元ＪＡ小物野菜出荷量17.1％増を設定。

佐久市有機農業研究協議会（佐久市）
【長野県】 No.（ Ａ－１５ ）

目標 現状（H24） 26年度 27年度 28年度 向上率

利用率（％）
販売金額（千円）

10.7
6,100

11.5
6,556

12.0
6,841

12.5
7,126

16%
16%

病院祭におけるパネル展示

長寿の里は医食同源 ～めざそう世界最高健康都市～

病院祭における食育活動

看護学生による農業実習



黒姫地域ブランド倶楽部あっStay∞（長野県信濃町）
【長野県】 No.（ Ａ－１６ ）

１ 協議会の概要
全国53か所（H25.8.4現在）に広がる森林セラピー基地の先進モデル、「癒しの森事

業」を中心に、自然、食、文化、歴史、人など、魅力溢れる黒姫高原地区の資源を最
大限に活用し、地域ブランドの創造を目指した協議会組織。

２ 取組の基本方針
○癒しの森事業を始めとする観光誘客事業との連携促進
○住民全体の健康増進につながるような事業展開と、地域医療・福祉との接続
○民間企業との福利厚生・健康保険協定を活かした「BtoB」連携の全国モデル

３ 取組内容・将来像
①長野県の地域特性豊かな食材を発掘、フードディレクターの協力を経て独自のレシピを複数案

考案し、「日本一の健康長寿・未病食」ブランドとして確立。同ブランドを、「癒しの森事業」を核とす
る観光客にも提供していくことで、観光誘客事業との連携促進を行う。提供場所は町内飲食店、道
の駅、スキー場等を想定。
②将来的なビジョンとして町立信越病院や福祉施設等でも健康長寿・癒しの森未病食を提供する
ことで、健康長寿の地域ブランドを活かした「食」と「地域医療」との接続
③さらなる将来的なビジョンとして大手民間企業26社の社員食堂等でのメニュー提供など組織的
な関係構築を通じて、福利厚生・健康保険協定を活かした地産食材 消費モデルの確立

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、観光誘客数について向上率120％の目標を設定。（24.5万人→30.3万人）

日本一の健康長寿・癒しの森未病食ブランドの確立による持続可能な地域づくり

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

63，000食

観光誘客数の20％

新メニュー提供数

12,250食

37,700食

観光誘客数の10％

43,800食

観光誘客数の15％

63,000食

観光誘客数の20％
414％増

農産物消費量

9,450㎏

農産物消費量

1,837㎏
5,655㎏ 6,570㎏ 9,450㎏ 414％増

民間企業との福利厚生・健康保険協定

健康長寿・癒しの森 新メニュー（案）
鶏肉の味噌漬け焼き自然薯かけ蕎麦米と豆ごはん

観光誘客事業との連携促進



若穂食のモデル地域実行協議会（長野市若穂）

【長野県】

１ 協議会の概要
①構成メンバー ＪＡグリーン長野・若穂ジビエ振興会・長野市役所・長野しまんりょ会・ホシザキ

北信（株）・キリンビールマーケティング（株）・長野市社会事業協会空風・日本
ジビエ振興協議会

②設立経緯 長野市若穂地区に有害鳥獣食肉加工施設の建設を機に、施設を有効利用した
肉の加工販売・料理メニュー等の開発を、ＪＡと地域の飲食店との連携により行
ない、ジビエ肉の安定供給とジビエ料理の定着化をはかることを目的に設立。

２ 取組の基本方針
①ＪＡ内部署の連携
②飲食店グループを核とした取り組み
③関連事業者との連携

３ 取組内容・将来像
ジビエを使用した主食、副食、つまみ等の開発を長野しまんりょ会に依頼しメニュー化し、ジビエ

の消費拡大をはかる。ＪＡグリーン長野農産物加工センターでジビエと地元農産物を使用した加工
品の開発を行い販売に結び付ける。ジビエ料理・加工品のＰＲを長野市、キリンビールマーケティ
ング（株）長野支社と連携し、新聞・イベント参加等で行う。長野ジビエの普及により、ジビエ食文化
の定着化と地域の活性化をはかる。

４ 地域食材の消費拡大の目標 金額は卸値

アスパラガス畑に現れるイノシシ

目標
イノシシ肉

シカ肉

現状（Ｈ２５）
１０００㎏
（５０頭）

1,482,000円
１０㎏

（１頭）
21,000円

26年度
２０００㎏

（１００頭）
2,965,000円

３０㎏
（３頭）

63,000円

27年度
２１００㎏

（１０５頭）
3,113,000円

５０㎏
（５頭）

105,000円

28年度
２２００㎏

（１１０頭）
3,261,000円

５０㎏
（５頭）

105,000円

売上向上率

１２０％

４００％

ＪＡと地元飲食店グループが主体と成ったジビエを取り組む
厄介者を地域の資源化に！

ジビエを使用したメニュー開発

ジビエを軸とした地域活性化

No.（ Ａ－１７ ）



鳥羽ＨＯＳＵプロジェクト協議会（鳥羽市）

【三重県】 No.（ Ａ－１８ ）

１ 協議会の概要
「干す文化」、「海女文化」を基盤とした「日本の祝い魚（伊勢海老、アワビ、鯛）」の価値創出によ

る魚食の消費・利用拡大や世界を笑顔にすることを目指すため、市や県、漁業協同組合、観光協
会をはじめとした観光関係団体等が一体となり設立。

２ 取組の基本方針
１．「日本の祝い魚」の消費拡大
２．「日本の祝い魚」を活用した地域活性化
３．「干す文化」・「海女文化」の継承

３ 取組内容・将来像
市内宿泊施設と連携し、「伊勢海老の干物」など伝統ある地域の「干す文化」や「海女文化」を活

かした「日本の祝い魚（伊勢海老、アワビ、鯛）」の新たな商品化、市や観光協会、県観光大使等と
連携した海女姿１００人による首都圏キャラバンやイベント開催などインパクトのある情報発信や、
その「食」の背景にある歴史、生活様式、伝統的技法などの価値や魅力を効果的に活用した取組
を展開。将来的に、魚食の消費拡大をはじめ、「鳥羽で人生の節目を祝う旅」の構築を目標とする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

『日本の祝い魚』で世界を笑顔に

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

伊勢海老の干物
販売額（千円）

0 3,000 4,500 6,000 100%

鯛の干物
販売額（千円）

0 0 3,000 4,500 50%

豊かな海で操業する海女

「干す文化」の起源である
熨斗鰒（のしあわび）づくり

試作中の伊勢海老の干物



淡路地域食のモデル構築協議会（淡路市）
【兵庫県】 No.（ Ａ－１９ ）

淡路島の実現予定図
廃校になった小学校を「農・食・学・芸」をキー
ワードに活用する施設でのイベントの開催、
農産物を生産、加工、販売する6次産業モデ
ルの実践図

「島にカレーを食べに行こう。医食同源・カレー島の淡路島プロジェクト」

淡路島のタマネギ、牛肉など地域食材を使い、
健康的で魅力溢れるカレーを提供する。
イベント、食育、健康をテーマに食のモデル
地域をつくり、全国へ発信する。

【構成メンバー】 【設立経緯】
・淡路市役所 農林振興課
・野島地域交流広場協議会
・（株）パソナふるさとインキュベーション
・（株）パソナ農援隊
・（株）柏木衛生事務所

淡路地域の豊かな自然環境や
地域資源を守りつつ、これらを生かした、
淡路ブランドの創出等による
地域の自助努力による活性化を行うため。

1.健康になる、元気になる 2.参加して学ぶ、新しい付加価値 3.安心・安全の加工品づくり

淡路島の地域伝統食材のタマネギ、牛肉などを使った、健康志向の医食同源をテーマにした加工品（
カレー）の開発と、エンターテイメントやワークショップ（食材の収穫体験、カレー作り体験など）等を含め
た複合型イベントとしてのカレーフェスティバルを開催。パソナグループ・淡路市役所中心となり洲本市、
南あわじ市の市役所や商工会、淡路島内でカレーを製造している企業やカレーショップなどと連携。また
淡路島カレーフェス実行委員会を設立し、淡路島のカレーショップマップの作成やカレーフェスの企画・
運営を実施。１年目は、淡路島内でカレーフェスティバルを実施。２年以降は関西圏、全国へ、そして海
外に展開し、将来的に、輸出拡大と海外観光客を継続的に取り込むモデルをつくる。

１ 協議会の概要

２ 取組の基本方針

３ 取組内容・将来像

４ 地域食材の消費拡大の目標

イベント開催予定場所である「のじまスコーラ」
（廃校を活用した地域活性モデル）

地域食材 現状（H２５） 目標(H26) 目標(H27) 目標(H28) 売上向上率

タマネギ 1.3ｔ 3.9ｔ 7.8ｔ 11.7ｔ 800%

牛肉 150㎏ 450㎏ ９００㎏ 1,350㎏ 800%

カレー 1,000食 3,000食 6,000食 9,000食 800%

カレー販売金額 500,000円 1,500,000円 3,000,000円 4,500,000円 800%



大台の恵み協議会（三重県大台町旧宮川村・和歌山県北山村）

【三重県・和歌山県】 No.（ Ａ－２０ ）

１ 協議会の概要
自治体（大台町・北山村）と地域の事業者（（有）森と水を守る会、NPO法人じゃばらむら、

（株）茂作の郷）が、大台ケ原を源流とする宮川・北山川流域の地域資源を県境を超えて活
かし産業創出につなぐため設立。

２ 取組の基本方針
（１）神秘の大自然 大台に寄り添う食ブランド形成
（２）大台の恵みの“健康・美・癒し”の力の普及
（３）大自然大台での持続可能な暮らしづくりを目指した、広域による産業化

３ 取組内容・将来像
（取組内容）地域の製造業者、ＮＰＯ、町・村役場がチームを結成し、薬草×水×じゃばらと
いった地域資源の掛け合わせによる商品開発や試験販売を通じた販売戦略を構築。地元
の３セクと連携し販路拡大に向けマーケティングツアーを開催。
（将来像）大台の大自然に寄り添う「大台ブランド」のブランド基準を設定するとともに、「大
台水系」でつながる他の地域との広域連携により、消費の拡大を実現する。

４ 地域食材の消費拡大の目標

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

水と薬草・じゃばらを
使った加工品（千円）

30,000千円 30,000千円 31,500千円 33,000千円 10％

薬草（千円） 10千円
(2kg)

500千円
（100kg）

750千円
（150kg）

1,500千円
（300kg）

200%
（H26から）

じゃばら果皮（千円） 0千円 100千円 150千円 200千円 100％
（H26から）

大台ケ原の原生的な森林から湧き
出る宮川の清流

神秘の大自然 大台の恵みが溢れる養源郷 〜山水と薬草を活かした健康・美・癒しの地域づくり〜

本地域の薬草を用いたスイーツ等商品

本地域で採取可能な薬草類の一つオ
オバク



【島根県】 No.（ Ａ－２１ ）

１ 協議会の概要
町内産ハーブを使ったイタリアン料理やハーブティ等の関連商品を観光資源に磨きあげ観光

入込客の拡大につながるよう、地産地消のイタリアンレストラン「ajikura」や、ハーブ公園を運営

する一般社団法人邑南町観光協会並びに、町内の経済団体から構成される邑南町農林商工
連携サポートセンター等が一体となって設立。

２ 取組の基本方針
①成長市場を見据えた“食える農業”の実現
②新たな集客・交流サービスの創出
③地域コミュニティの自立

３ 取組内容・将来像
都市部の有名レストランへの商品供給を見据えた、町内産ハーブのブランド化により、若者

層等の雇用の受け皿となりうる成長市場を見据えた“食える農業”の実現。町内ハーブＰＲイベ
ントを町内や都市部で実施し、「Ａ級グルメ」のシンボルレストラン「ａｊｉｋｕｒａ」を核とした、ハーブ
サラダの提供による商品拡大。町内産ハーブ栽培面積を拡大するために、地元農家と連携し、
地域コミュニティの自立を図る。また、医療分野におけるハーブの新用途の研究を行うために、
専門家やマスコミと連携し、最前線のハーブ関連のハーブティ、ハーブサラダなどの商品開発
に役立つ情報収集を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

（カモミール、ローズ、ペパーミント他でのハーブ茶、ハーブ苗を販売）

邑南町「食のモデル地域」実行協議会（邑南町）
医 ・ 食 ・ 農 連 携 に よ る ” A級 グ ル メ ” 立 町 の 実 現

Ａ級グルメのシンボル的な存在の
観光協会直営の

イタリアンレストラン
「ａｊｉｋｕｒａ」

町内香木の森公園産ハーブ
のブレンドティ

500%


