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札幌黄ブランド化推進協議会（札幌市）

【北海道】 No.（Ｂ－１－１）

１ 協議会の概要
幻のたまねぎ「札幌黄」のブランド化を通じて、「札幌黄」の安定生産や食文化の

形成、情報発信等を行うため、ＪＡさっぽろ、飲食店、製造・販売業者、地方公共団
体等で構成される協議会。

２ 取組の基本方針
「札幌黄」の安定生産や付加価値の高い商品開発、歴史や特徴の情報発信等

により、伝統を継承し札幌の新たな食文化を創造する。

３ 取組内容・将来像
食品加工業者や飲食店等と連携した「札幌黄」の特徴を活かした加工品開発や

メニュー提案、生産者が「札幌黄」の語り部となり次世代へ伝承、小売店・飲食店と
連携したイベント開催による情報発信等を行うことにより、「札幌黄」の安定生産や
ブランド化、札幌の新たな食文化の創造を展開し、「札幌黄」を伝統作物として継
承・発展させる。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、札幌黄にかかる加工品・料理の売上高を向上させる目標を設定。

幻のたまねぎ「札幌黄」を札幌の食文化の象徴に！

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

札幌黄の売上高 18,000千円 18,000千円 18,900千円 19,800千円 10％

開拓の歴史とともにモデル地域で栽培
されてきた幻のたまねぎ「札幌黄」

一皿に「札幌黄」をまるごと一個使用し
たカレー

「札幌黄」の甘みが活かされた加工品の
一例（札幌黄をねりこんだラーメン）



さっぽろスイーツによる道産素材普及推進協議会（札幌市）

【北海道】 No.（Ｂ－１－２）

１ 協議会の概要
スイーツ王国さっぽろ推進協議会（札幌市、札幌洋菓子協会、札幌商工会議所）

に、北海道、ホクレン等が加わり、道産素材の普及・消費拡大を推進するため設立。

２ 取組の基本方針
道産てん菜糖及び小麦のスイーツへの活用促進とともに、道産素材のストーリー

を広く発信し、さっぽろスイーツ及び道産てん菜糖・小麦の認知度を高める。

３ 取組内容・将来像
生産者、洋菓子店、製粉会社、製糖会社、ＪＡ、行政（道、市）等が意見交換を行い、

スイーツに利用可能な小麦粉の開発やてん菜糖のＰＲ手法の検討等を行う道産小
麦及びてん菜糖活用普及研究会、パティシエを対象とした産地見学会、さっぽろス
イーツマルシェ等様々なイベントにおいて「農業王国北海道」の価値や「さっぽろス
イーツ」のＰＲを実施。将来的には会員洋菓子店において、道産素材を活用した洋
菓子の販売額を現状の３倍までに向上することを目標とする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、道産てん菜糖及び小麦の使用量の把握等を実施。

「小麦も砂糖も道産宣言！さっぽろスイーツ」

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

道産てん菜糖
及び小麦粉を
使用した洋菓
子の販売額

現状を１００
とした場合

150% 200% 300% 200%

道産素材を使用したさっぽろスイー
ツコンペティションの開催

道産てん菜糖及び小麦粉など道産
素材のさっぽろスイーツの開発

「小麦も砂糖も道産宣言！さっぽろ
スイーツ」キャンペーンの実施



十勝品質の会（十勝地域）

【北海道】

１ 協議会の概要
農業生産者、食品加工事業者、シェフ、マスメディア、経済団体、ＪＡ、地元金融
機関、行政など多様な主体で構成され、農林水産物・加工品の品質向上、原産
地呼称制度の積極導入を目指している。

２ 取組の基本方針
○「農林漁業を成長産業にする」～試験研究機関と連携し、原産地の特定及びお

いしさの科学的解明を目指す。
○「食の価値を創出する」 ～ブランド力・良質な食資源を活用し６次産業化を推進。
○「十勝の魅力を売り込む」～得意分野を発揮し、移出・輸出戦略、交流推進。

３ 取組内容・将来像
○素材の優位性を制度運用の側面から裏づけ、高付加価値化・ブランド化を図り、
地域の技術、人材を柱に地元中小企業の雇用を生み出す。

○食育、文化を通した地域を訪れる人との交流を促進、創り手や地域の想いや物
語性を伝え十勝ファン育成。

○売上、原材料仕向量の向上率として、100～150％増を目標とする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、肉用ブランド牛のブランド力向上により価格アップを図る。

～食を支えてひとつの十勝～

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

チーズ ５億円 ６億円 ８億円 １０億円 １００％

製粉小麦 ６００ｔ/年 ９００ｔ/年 １２００ｔ/年 １５００ｔ/年 １５０％

十勝管内のチーズ工房熟成庫

Ｈ23年完成の製粉工場
十勝☆夢mill

No.（Ｂ－１－３）



名寄市食のモデル地域実行協議会（名寄市）

【北海道】

１ 協議会の概要
なよろの食文化の発信、消費拡大・ブランド化、名寄農産物の経営安定等に寄与する

ことを目的に設立。ＪＡ、大学、高校、商工会、特産館、生産組合、観光協会等、「もち
米」に関わる団体で構成。

２ 取組の基本方針
作付け日本一のもち米を「名寄（市民）の誇り」と位置づけ、新たなもち食文化やマー

ケット（新商品）の構築、消費の拡大、ブランド化を図る。

３ 取組内容・将来像
市民の誇りづくりとして、大学と連携したもち米をテーマとする「地域学講座」の開設、

冊子「名寄もち米物語」の作成、もち食文化づくりとして、市民がもち米を消費する「名寄
もち米の日」の創設、市内飲食店で提供する限定メニュ―の開発やマーケットづくりとし
て、業界第2位の敷島製パンと連携しもち米粉を使用した新しい加工品開発とスポーツ
界におけるスポーツ用食品の開発など、将来的には名寄産もち米の「日本の新たなも
ち米文化」を形成し、さらには、世界への発信を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、「もち米の日」や「新メニューの開発」による市内消費および「新たな加工品開発」等
による国内消費についても、売上高の目標を設定。

もち食文化の里「なよろ」

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

・各種イベントもち米
ＰＲ消費（量）

・給食センターもち米
消費（金額）

1,000ｋｇ

900千円

1,300ｋｇ

1,000千円

1,600ｋｇ

1,200千円

1,600ｋｇ

1,200千円

６０％

３３％

（単位：千円） 子供たちは１歳の誕生日に｢一升もち｣
をプレゼントされる。一生もちから離れら
れない！

餅まきはみんなをわくわくさせる。
｢餅文化｣！

秋には日本一のもち米の里｢なよろ｣

将来像 『 もち食文化の里「なよろ」』

『もち米の里なよろ｢もっと・もち米プロジェクト｣』

No.（Ｂ－１－４）



九戸村甘茶内外展開推進協議会（九戸村）

【岩手県】

１ 協議会の概要
生薬材料として利用されてきた甘茶が、原発事故により取引が大幅に減少した

ことをきっかけに、村内での甘茶の日常的な利用と普及及び新商品開発並びに
国内外での販路拡大を推進することを目指して、村、農協、商工会、公社等を構
成員として設立。

２ 取組の基本方針
・ 甘茶の持つ機能性に着目し、毎日の摂取で健康な村づくり
・ 生産の拡大による豊かな村づくり
・ 色彩豊かな甘茶の花を利用した美しい村づくり

３ 取組内容・将来像
保育園、小中学校などに甘茶ポットを常設し、地域全体での甘茶の日常的な利

用を図るとともに、低カロリー、ノンカフェイン、ノンタンニンという甘茶の特徴を生
かして、ソフトクリームやブレンドティーなどの新たな商品開発を進める。また、台
湾や北米へのさらなる輸出拡大を目指し、九戸村村民が甘茶を誇りとする「甘茶
で育む健康で豊かな美しい村の実現」を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、甘茶関連商品の販売金額について売上向上率115％の目標を設定。

甘茶で育む健康で豊かな美しい村づくりの推進

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

生産量（ﾄﾝ）
生産面積（ha）

4.0
3.2

4.2
3.2

4.8
3.7

5.5
4.2

37.5%
31.3%

あま茶のお茶と茶葉

あま茶畑

あま茶の花

No.（Ｂ－１－５）



かづの牛・食文化伝承協議会（秋田県鹿角市）

【秋田県】

１ 協議会の概要
秋田県鹿角地域で古くから飼育されていた日本短角種のかづの牛の

消費拡大を図るため、生産・流通・販売関係者が平成２５年６月に協議
会を結成。

２ 取組の基本方針
かづの牛の生産拡大と地元消費の活性化を図り、食を通じて地元の

触れ合いを創造する。

３ 取組内容・将来像
自然放牧とエコフィードによって生産されたかづの牛を地元女性グ

ループが家庭料理やおもてなし料理として開発利用するとともに、グ
リーンツーリズムなどでかづの牛のファンを増やすことにより県内外で
のかづの牛の消費拡大を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

「未来へつなぐ、伝統食・かづの牛」

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

かづの牛
（売上金額）

28,102千円 28,700千円 29,507千円 31,000千円 １０％

日本短角種 かづの牛

かづの牛生産者。

料理名人の“母さん”達
とかづの牛料理の開発チームを結成。

No.（Ｂ－１－６）



三種町森岳ジュンサイの里活性化協議会（三種町）

【秋田県】

１ 協議会の概要
ジュンサイによる地域づくりのため、三種町、三種町商工会、ＪＡ秋田やまもと、

三種町観光協会、農村振興の専門家、ジュンサイ栽培農家、ジュンサイ加工業者
等で構成される協議会。

２ 取組の基本方針
日本一のジュンサイ産地としてその消費拡大を図るため、ジュンサイの新たな販

路開拓、ジュンサイ料理の開発等による地産地消の推進、ＪＧＡＰ認証取得の推進
等に取り組む。

３ 取組内容・将来像
生産者の栽培技術向上への取組や加工業者と商品開発を行うとともに、商工観

光部局等が支援して地元直売所や首都圏等の販路拡大を行う。また、ジュンサイ
と地域の観光資源を組み合わせた観光客の受入体制の整備、ジュンサイ・マイス
ター制度の導入等により、「秋田ジュンサイ」の全国ブランドへの発展を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、ジュンサイ関連商品の販売額やＪＧＡＰ普及率等の目標を設定。

「国産ジュンサイを守り、発展させ、日本国民に届ける」

事業地域（秋田県・三種町）の位置

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

ジュンサイの売上高 500百万円 600百万円 700百万円 800百万円 60％

ジュンサイ田 摘み取り風景

ジュンサイ画像

No.（Ｂ－１－７）



群馬県蒟蒻消費拡大推進協議会（群馬県全域）

【群馬県】

１ 協議会の概要
こんにゃくの消費拡大を図り、もってこんにゃく産業の振興発展に寄与すること

を目的として、群馬県及び群馬県農業協同組合中央会ほか４団体を構成員とし
て設立（昭和51年設立）。

２ 取組の基本方針
産地の意識を統一し、情報発信を行い、消費者等からの反応をキャッチ。この

情報のキャッチボールによりこんにゃく食文化の再評価、産地の自信と誇りを再
確認。

３ 取組内容・将来像
伝統食品としての食べ方、新たな料理の提案、様々なイベントへの出展による

認知度向上の取組や海外へのＰＲ活動等の実施。これらの取組を通じた生産者
と消費者等との情報のキャッチボールによるこんにゃく食文化の再評価、生産の
活性化、日本の食文化から世界の食文化へのランクアップを目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標
（単位：億円）

上記のほか、生いもこんにゃく販売額について売上高向上率81％増の目標を設定。

産地は「こんにゃくの可能性を発信して行く」、産地は「こんにゃくの可能性を受信する」そ
して、産地は「こんにゃくの可能性を確信し、再度、発信する」

目標 現状(Ｈ25) 26年度 27年度 28年度 売上向上率

こんにゃくいも
産出額

100 102 105 110 10％

収穫間近こんにゃく畑

写真

群馬県育成品種「みやままさり」

群馬県のこんにゃく製品

No.（Ｂ－１－８）


