
まつえ農水商工連携事業推進協議会（松江市）

【島根県】 No.（ Ａ－２２ ）

１ 協議会の概要
平成２２年３月設立。松江市内商工団体、生産者組合、行政で構成。農水商工連

携事業を通じて新商品の開発及び販路拡大を図ることで地域資源の活用と関連産
業の発展に寄与している。

２ 取組の基本方針
①「食文化」と「観光資源」の連携による観光産業のバージョンアップ
②多業種連携による「農林水産資源」のさまざまな価値を活用したビジネスの促進

③中海（なかうみ）・宍道湖（しんじこ）・大山（だいせん）圏域が一体となった取り組み
拡大

３ 取組内容・将来像
「食と観光」サービスを松江の産業発展の原動力とする。

地域を代表するブランド品「本場の本物」の認定者や特産物の生産者、製造加工
業者、旅行業者等との連携を図り、ブランド品育成、新商品開発、「食」と「観光」と
「体験」ツアー（産地体感ツアー）のプログラムの販売等に取り組む。また、食品産業
と観光産業が一体となった一大イベントを開催する。

４ 地域食材の消費拡大の目標

「食」と「観光」の連携による、松江スタイルの新たな産業づくりへの挑戦

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

①松江の炭火あ
ご野焼き

②東出雲のまる
畑ほし柿
③新商品開発

16,000千円

40,000千円

３０品目

16,800千円

42,000千円

３５品目

17,600千円

44,000千円

４０品目

18,400千円

46,000千円

４５品目

１５％

１５％

生産・製造の現場で、地域食文化に
触れ、作業の様子を体感する
「まつえの産地体感ツアー」

江戸時代から伝わる「あご野焼き」
の炭火焼き

戦国時代から伝わる「西条柿」のほ
し柿



オリーブを用いた健康長寿の島づくり推進協議会（小豆島町）

【香川県】

１ 協議会の概要
オリーブの抗酸化作用という健康効果に着目し、オリーブと地域の農林水産物に
よる健康レシピを地域に普及させ、医療費・介護費の抑制を目指す。

２ 取組の基本方針
(1) 家庭・学校給食等でのオリーブ料理の普及
(2) オリーブと小豆島の地産食材を活かした新しい料理の開発
(3) オリーブを食生活の改善に活かし、生活習慣病予防を推進
(4) オリーブ料理によるオリーブ観光の推進

３ 取組内容・将来像
(1) オリーブと地域の農林水産物を用いたレシピを広く募集し、食のモデルのバ

リエーションを広げ、学校・医療福祉施設の給食への導入や公民館を拠点に
地域への普及推進を図る。

(2) オリーブと地域食材を活用し、道の駅レストランメニューの改善を図る。
(3) オリーブの剪定枝を活用したオリーブ堆肥の実用化を目指す。
〔将来像〕国内最大のオリーブ産地の小豆島でオリーブが根付いて105年、今後
も継続したオリーブの研究開発と生産振興を図り、全国に向けて発信する。

４ 地域食材の消費拡大の目標

オリーブで健康長寿の島づくり

収 穫 目 前 の オ リ ー ブ 果 実

目標 現状(H25) H26 H27 H28 売上向上率

オリーブ果実
販売金額（千円）

150t
135,000

160t
144,000

180t
162,000

190t
171,000

26.6%
26.6% オ リ ー ブ で 健 康 家 族

ま る ま る と 太 っ た オ リ ー ブ 果 実

No.（ Ａ－２３ ）



えひめ愛フード推進機構（愛媛県）

【愛媛県】 No.（ Ａ－２４ ）

１ 協議会の概要
愛媛県産農林水産物の販路拡大、地産地消活動の積極的な推進を目的に

行政、関係団体、報道機関等５９団体で構成。

２ 取組の基本方針
１ 県民ひとりひとりが自発的に活動する県民主導による地産地消の推進

２ 生産者の「想い」と販売者・消費者の「ニーズ」との結びつけと「共感」
できる関係の構築

３ えひめの「食」を学び、深め、高め、未来へ伝える取組みの推進

３ 取組内容・将来像
○地元高等教育機関やメディアと連携による「えひめの愛ある食育カルタ（仮称）」などの

製作により、愛媛県産の伝統的な食材、食文化の歴史の再発掘と情報発信を促進する。

○機構を構成する地元メディアや関係者団体等との連携による、えひめの「食」 料理コン

クールを開催し、これまでの伝統の上にえひめの新たな「食文化」を創造する。
○ＪＡバンク愛媛や地元産業支援機関、団体等との連携による「えひめの恵み食の商談会

２０１３（仮称）」を開催し、えひめの「食財」の販路拡大に努める。

４ 地域食材の消費拡大の目標

愛媛の農林水産物統一キャッチフレーズ

愛あるブランド認定マーク

愛あるブランド産品「紅まどんな」

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

愛あるブランド
産品の売上高
（百万円）

５，７２８ ６，０００ ６，２００ ６，３０１ １０％

愛媛産には愛がある。えひめの恵みをもっとえひめで！



伊万里市食のまちづくり推進会議（伊万里市）

【佐賀県】 No.（ Ａ－２５ ）

１ 協議会の概要
食のまちづくり推進会議は、市、県、農協、商工会議所、観光協会等を構成メン
バーとし、伊万里市食のまちづくり推進条例に基づき、食のまちづくりを総合的
かつ計画的に推進するための組織。

２ 取組の基本方針
1.食による産業の振興 2.食による行きたいまちづくり

3.食による住みたいまちづくり 4.食育による活力のあるまちづくり
5.一人ひとりが健康で安心して生活できるまちづくり

３ 取組内容・将来像
近隣都市圏である福岡市内レストランにおいて、伊万里産食材を中心とした料

理を伊万里焼の器で提供することで、食と器による食文化の情報を発信し、併せて
物産展開催による販売促進の取組、昭和自動車㈱と連携し、伊万里－福岡間の
ラッピングバス運行による伊万里の特産品の普及推進ＰＲを行う。将来的には食
材の知名度の向上を図り、観光客誘致による農畜産物の売上高向上に繋げる。

４ 地域食材の消費拡大の目標

・・上記のほか、すももについて売上高向上率２２％の目標を設定。

市・市民・事業者協働による食のまちづくりの推進

目標 現状（H25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

伊万里牛ハ
ンバーグ

30,600食
（42,840千円）

32,130食
（44,982千円）

33,736食
（47,230千円）

34,700食
（48,580千円）

１３％

梅の売上高 89,944千円 92,642千円 96,348千円 101,165千円 １２％

モデル地域において、独自の飼育
法で丹念に育てられ、市場からの
評価も高い伊万里牛

モデル地域において、特産品であ
る梨や梅を利用した加工品



“さがのお茶”ルネサンス推進協議会（佐賀県）

【佐賀県】

１ 協議会の概要
佐賀県における産学官連携包括協定「豊かな暮らしに“さがのお茶”活用事業

（H24年度～）」をベースに佐賀大学、佐賀県、市長会、町村会、嬉野市、唐津市、

吉野ヶ里町、商工会議所連合会、商工会連合会、西九州茶農業協同組合連合
会、茶商工業協同組合、農業協同組合、ＮＰＯ法人高遊外売茶翁顕彰会をメン
バーとする本協議会を設置（H25.7）。

２ 取組の基本方針
1.“さがのお茶”の生産振興と消費拡大
2.“さがのお茶”に関連する歴史・文化の継承と振興
3.“さがのお茶”の総合的マーケティング戦略による付加価値づけ

３ 取組内容・将来像
日本茶栽培の祖･栄西禅師、煎茶道の祖・高遊外売茶翁、シュガーロード･長崎街道の茶菓

子や茶器の産地としての佐賀茶文化を活かしつつ、茶の科学･文化的な取組を行う市民参加
型学術組織「佐賀･茶学会」や「（社）お茶結びプロジェクト」「ＮＰＯまちづくり機構ユマニテさが」
など内外団体と、茶育・街カフェ・和紅茶・ティーツーリズム普及などで連携して、嬉野茶を含
む“さがのお茶” の付加価値づけにより再興を計る。

取組成果をH27年度竣工予定の「うれしの茶博物館（仮称）」にて、食のモデル地域らしいコ
ンセプト設計や展示内容に寄与させる予定。

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

生産量
販売金額

1,560トン
16.3億円

1,560トン
16.7億円

1,560トン
17.2億円

1,560トン
18.0億円 10%

霊仙寺の茶園 肥前通仙亭の街カフェ

嬉野の大茶樹 嬉野伝統の釜炒り茶

※付加価値づけにより単価を上昇させ、売上向上率10%の目標を設定。

豊かな暮らしに“さがのお茶”の活用！

No.（ Ａ－２６ ）



宇土市の旬を届ける実行協議会（宇土市）

【熊本県】 No.（ Ａ－２７ ）

１ 協議会の概要
宇土市の認定農業者協議会など、農業者団体や漁業後継者の一次産業者

と観光物産協会等で構成。宇土市の農林水産物の生産量、および消費量の
拡大に前向きに取り組むことを目的として設立。

２ 取組の基本方針
１．大規模消費圏での継続的なマーケティング活動
２．売れる商品とは？ 魅力的なメニューとは？ 消費者に伝える物語づくり
３．地産食材の提供場所の拡大

３ 取組内容・将来像
宇土市産食材の棚卸しを実施。それら食材の魅力を最大限に活かした魅力的なメニューづ

くり、商品づくりについて、銀座「有楽町産直飲食街（運営会社（株）浜倉総研）」の協力を経て、
実際の販売を兼ねた実食調査を行う。客観的視点で宇土市の食材の優位性とプロデュース
の可能性を分析し、その結果を元に、市内飲食店や宿泊施設等の協力の下、地産食材の消
費・売上拡大を図るためのプロデュース力の底上げをまちぐるみで図ることとする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

地域と都心部の連携による地産食材のプロデュース力を高めるための取り組み

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

トマト
いちご
ネーブル
海苔
イカ
その他の食材

都内繁盛飲食店
2週間で1000食
売上600,000円

都内繁盛飲食店
2週間で1200食
売上720,000円

都内繁盛飲食店
2週間で1200食
売上720,000円

都内繁盛飲食店
2週間で1500食
売上900,000円

600,000円
→（50％増）
900,000円

宇土市内提供分
1カ月で300食
年間売上
540,000円

宇土市内提供分
1カ月で700食
年間売上
5,040,000円

宇土市内提供分
1カ月で1000食
年間売上
7,200,000円

宇土市内提供分
1カ月で1200食
年間売上
8,640,000円

540,000円
→（1500％増）
8,640,000円

小森ファーム独自ブランド「プレミアムトマト舞姫」

うとんトマ長しゃん



上天草市農林水産物ブランド推進協議会（上天草市）
【熊本県】 No.（ Ａ－２８ ）

１ 協議会の概要
上天草市で産出される一次産品を活用した新しい加工品を開発し、市のオリジナルブランド商品

として広く市内外に販売を促進し、消費者の支持と信頼を得ることにより、足腰の強い地場産業を
創出し、ひいては地域経済全体の活性化に繋げていくことを目的として設立された協議会。

２ 取組の基本方針
○少量多品目の地産食材を活かした新たな加工食品開発
○観光事業との連携による、地産食材のタッチポイント（＝提供場所）開拓
○時間と距離という物流の負の解消

３ 取組内容・将来像
地域の地産地消や食の課題を考える場＝“食のみんなごと会議”を発足させ、生産者、商工業

者、観光事業者のネットワークを活かした６次産業化による「少量多品目の地域特性を活かした売
れる加工食品開発」に取り組む。また、地政学的な物流の負を解消するべく、地産地消を応援する
事業者が緑提灯や幟旗等を提示し、地域を上げた取組で内外へのPRを増幅し、上天草食ファン
（fan/fun）度を向上させ、「食の未来」を支える力にする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※上記の他、売上向上 カレー年間800点⇒4,500点、562.5％ 設定。

上天草の食の未来を“みんなごと”として支える力に！

未来みんなごと会議から生まれた海風マルシェ

開発済みの上天草シーフードカレー等

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 向上率

試作開発件数
応援事業者数
地産食材の観光消費

70
10

12,000千円

100
30

26,000千円

135
60

26,000千円

175
100

27,000千円

150％
900％
125％

地産食材



おおいた豊後大野ジオパーク推進協議会 （豊後大野市）
【大分県】 No.（ Ａ－２９ ）

未来型コミュニティとしての 豊後大野・食農の自給／六次化プロジェクト
～農業・商業・観光・文化・教育・医療・福祉の有機的連携『六次化による自立する中山間地域・豊後大野』～

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

豊後大野市の貴重な地形・地質遺産の研究保全について、行政・地域・関係団体が連
携して取り組み産業の活性化や観光まちづくりに資する。

金ごま（リノール酸
やオレイン酸等を
多く含み、「白ごま」
「黒ごま」に比べて
非常に香りがよく、
味にコクがある）

（単位：千円）

豊後大野市・食農の自給／六次化プロジェクト
イメージ

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

金ゴマ 100 500 １,000 2,000 1900％

おかわかめ 30 100 500 1,000 3200％

○農業・教育・医療・福祉などの有機的結合による健康なまちづくりを目指した、地産地
消による豊後大野市農村六次化モデルの構築。
○アジアと隣接する九州としての特性を活かした、食と健康と文化のツーリズムの構築。
○地域資源を有効的に活用する経済システムを、次世代に引き継いでいく役割を担う人
材の育成。

豊後大野市の安心安全な農作物と人を、人材育成研修や市民講座を活用しながら、
農業、商業、観光、文化、教育、医療、福祉部門を有機的に連携させ、給食や病院食、
市内の飲食店等への利用促進や地元農産物直売所のPRによる地産地消の拡大を図り、
住民の食生活改善による健康増進と医療費抑制に繋げる。また、金ごまやおかわかめ
等の健康食材と言われる農作物の栽培を遊休農地や菜園を利用しながら“食材づくり
生きがいづくり”として高齢者の方を中心に行い、料理教室やPR活動で新たな食文化と
して定着させ、健康で長生きできる新たな地産地消のサイクルを創る。

金ごま地あぶら

金ごま栽培の様子→



“美味のまち鹿児島”づくり協議会（鹿児島市）
【鹿児島県】 No.（ Ａ－３０ ）

１ 協議会の概要

鹿児島の魅力の１つである「食」をテーマに新たな魅力づくりを行い、県内外への情報発信を
効果的に展開していくことを通して本市のさらなる観光振興を図るため、鹿児島市や観光関係団
体、飲食関係団体など１２の団体により設立。

２ 取組の基本方針
・ 風土に即した食とおもてなしの提供

・ 食材だけでの勝負ではなく、食のスタイル（文化等）の追求
・ 地元の人が関心を持てる取り組み

３ 取組内容・将来像

鹿児島県農業協同組合や南日本新聞社、西日本新聞社、ＪＲ九州、リクルートライフスタイル
等と連携し、鹿児島の「食」を体験できる催しの実施や、県内外の広報媒体を活用した情報発信、
「食」を絡めた宿泊プランの造成等を行うことで、“美味のまち鹿児島”のイメージを定着させ、観
光客等による地元食材の消費拡大を図る。また、これらの取組みを通し、単なる食材の美味しさ
の追求だけではなく、郷土料理など鹿児島の風土に即した「食」とおもてなしの提供を行うことで、
鹿児島の歴史・文化・自然・環境など鹿児島の全てを体感してもらえるような特色ある「食」のプ
ログラムを提供できる“まち”を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※ 飲食店の食べ歩き・飲み歩きイベントにおける地域食材の消費

“美味のまち鹿児島”から食の維新「薩摩美味維新」を発信！

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

黒豚・黒牛
黒さつま鶏等

4,850,000円 5,500,000円 6,200,000円 6,900,000円 42％

鹿児島の郷土料理

鹿児島の豊かな自然（桜島・錦江湾）

鹿児島の食とおもてなしを体感でき
る「薩摩美味維新」



やんばる畑人プロジェクト（やんばる地域：沖縄県本島北部）

【沖縄県】 No.（ Ａ－３１ ）

１ 協議会の概要
「やんばるは美味しい」をテーマに、農家、食品加工業者、飲食店、行政をネットワ

ークし、協働でやんばるの豊かな食文化を普及・発信していくことを目指した取組。

２ 取組の基本方針
国内では手に入りづらいスパイスの試験栽培を行い、日本一のスパイス産地確立

を目指す。やんばる産100%の「やんばるスパイスミックス」の開発を進める。飲食店

と農家が連携し、食べた人・訪れた人が元気になれるような「やんばる流のおもてな
し」を追求する。

３ 取組内容・将来像
沖縄本土や石垣島等の土壌調査を行い日本一のスパイス産地に向けた土壌整備、コリアン

ダー、クミン、カルダモン等の試験栽培と新たなスパイス加工品の商品開発、新商品を県外のシェ
フ交流イベントで披露。また、県内外の飲食店オーナーへ当プロジェクトの応援店加盟促進活動を
行い、スパイスの販路を増やすと共に、スパイス産地としての認知拡大を計る。

地元の旅行代理店と連携し、畑・畜産現場の見学、収穫体験、おもてなし料理など、やんばるの
食文化体験ができる着地型観光のパッケージ化に取り組む。

４ 地域食材の消費拡大の目標

・・上記のほか、やんばるスパイスの主要原料であるウコンの生産量450%の目標を設定。

目標 現状(H25) 26年度 27年度 28年度 売上向上率

応援店(店舗数)
スパイス加工品売上(千円)

25
10,000

45
15,000

65
30,000

85
45,000

240%
350%

日本一のスパイス産地をめざし、“やんばるは美味しい”を全国へ！

やんばる産素材が58％使用されて
いる“第1弾やんばるスパイス”。9
種類のミックススパイス。

やんばるスパイスカレー(レトルト)
やんばるスパイスを使用した商品化第
一弾。



南城市食のモデル地域実行協議会（南城市）

【沖縄県】 No.（ Ａ－３２ ）

１ 協議会の概要

南城市特産のハーブやもずくなどの海藻類を広く消費者に愛され定着するよう、南城市役所、
生産者、地元商工会、観光協会、NPO法人、ランドスケープ環境設計、ユインチホテル南城（ホテ
ル）、琉球大学ヘルスツーリズム研究所等と、「産」「官」「学」一体となって「健康・長寿」を取り戻

す共通認識のもと一体となって設立。

２ 取組の基本方針

１、地産地消の拡大と食の安心・安全意識の向上と新たな商品開発。
２、生活習慣病の予防と医療費の削減をめざし、県民の健康長寿を取戻す。
３、アジア・日本・沖縄料理等の意識の高い料理人の育成。外食産業者や担い手の人材育成。

食を中心とした観光業の活性化と消費拡大と販路開拓。

３ 取組内容・将来像
商工会・観光協会・沖縄・奄美スローフード協会、琉球大学ヘルスツーリズム研究所、観光ホテ
ル、医療法人、南城市役所等が意見交換を行い、地元ホテル・飲食店及び食品製造会社等に、
薬草・海藻を活用したハーブクッキングなどのメニュー開発を行う。同時に地元生産者の６次産
業化をめざし、新商品開発を行う。この取り組みの技術向上を図る為、人材育成研修会、国内・
海外に応じた商品マーケティングやニーズに応じた販売戦略の構築及び新用途による販路開
拓の調査を実施する。この取り組みは関係各所のＨＰや、南城市の会報誌や県内外の商談会
等で普及推進のＰＲを展開していく。将来的にはアジア食文化大学校（平成26年度設立予定）
による食文化を核とした人材育成や食と農の産業拡大及び地産地消の意識拡大を目指す。

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

春ウコン
販売金額

10t
700万円

20t
1400万円

25t
1750万円

30t
2100万円 200%

アジア食文化大学校を核とした食のモデル地域構築事業

南城市がんじゅうシティ構想

アジア食文化の教育と啓蒙

もずく ハーブ料理類

春ウコン


