
埼玉大麦食品普及・食のモデル地域実行協議会（埼玉県）

【埼玉県】 No.（Ｂ－１－９）

１ 協議会の概要
県産大麦粉と小麦粉の配合による新たな用途開発を行い、県産大麦・小麦の

栽培振興と消費普及を促進するため、関係機関等が一体となって取組を推進す
ることを目的として設立。

２ 取組の基本方針
家庭でできる大麦料理の普及、大麦食品の商品開発と販売推進、健康機能性

の啓発、栽培促進と地域コミュニティ活動。

３ 取組内容・将来像
大麦・小麦の生産者、精麦・製粉会社、食品メーカー、販売・流通業者、レストラ

ン、行政（県、市町村、試験研究機関、産業支援機関）、大学等の産学官連携に
より、美味しい大麦食品とメニュー開発、各種展示会への出展及び地元企業や飲
食店への普及活動、研修会や経験交流会の開催、人材育成を進める。
大麦食品の普及と消費拡大、栽培振興により、健康増進と地域産業振興に寄

与する。

４ 地域食材の消費拡大の目標

「大麦力！美味しく食べて健康に」

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

機能性大麦
粒・粉販売額
（百万円）

６０ ７０ ９０ １００ ６０％

各種食品の食物繊維含量
（g/100g可食部）

大麦配合ココア（左）とパン（右）

大麦食品レシピ集（一部）



「上越野菜」振興協議会（上越市）

【新潟県】

１ 協議会の概要
「上越野菜」を活用した地域ブランドを構築し、地域の活性化を図る目的に、生

産、流通、販売、加工、利用に関する団体、地方公共団体で構成される協議会。

２ 取組の基本方針
「伝統野菜」の生産強化と地域消費の拡充、「特産野菜」の認知度向上と販路

拡大、他の生産地域と上越の気候差を活用した野菜の生産と流通の確立により、
「上越野菜」の消費拡大を図る。

３ 取組内容・将来像
伝統野菜（「ばなな南瓜」など11品目）を使用した料理の開発や飲食店と協働し

た伝統野菜の活用による地産地消の拡充、百貨店や高級スーパーへの特産野菜
（「越の丸なす」など一定の出荷量と品質を満たしている野菜）の販路拡大等による
地産他消に取り組み、地域内の生産と消費、地域外への流通・販売を意識した仕
組み作りを行う。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上越の農産物は「世界で一番おいしい」という自負を持とう！

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

伝統野菜の出荷量 56.5トン 60トン 70トン 80トン 41.6％

伝統野菜 ばなな南瓜

写真

No.（Ｂ－１－１０）

上記のほか、特産野菜、気候差生産野菜の売上高を向上させる目標を設定。

越の丸なすなど上越野菜を使った
料理

上越野菜のシンボルマーク



小海町鞍掛豆・食のモデル地域実行協議会（小海町）

【長野県】

１ 協議会の概要
農家が生きがいを持てる営農を行いながら、味が良く健康食品でもある鞍掛豆

の消費拡大を図るため、生産者、加工・販売業者、商工会、教育委員会などで協
議会を設立。

２ 取組の基本方針
（１）高齢農業者も生き生きと、（２）地元の消費拡大を第１に、（３）鞍掛豆の栽

培体験学習。

３ 取組内容・将来像
良食味で栄養価が高いが生産量の少ない鞍掛豆の美味しさを周知し、安定し

た生産・販売を図るため、豆乳、納豆、菓子等の新たな商品開発により販路を開
拓するとともに、作付拡大により農業者の高齢化に伴う遊休荒廃農地の拡大を
抑制する。また、食育塾の開催により小中高生などの地元住民の理解を深める。

４ 地域食材の消費拡大の目標

鞍掛豆生産日本一を目指して生涯現役・ピンピン現役！
鞍掛豆発、植物性タンパク質で健康寿命日本一を目指せ！

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

鞍掛豆（出荷量） ３㌧ ５㌧ １０㌧ １５㌧ ４００％

馬に鞍をかけた様な模様が特徴の
小海町産 鞍掛豆

写真

コクと甘みが自慢の鞍掛豆豆腐

No.（Ｂ－１－１１）

取組① 有識者と連携した、機能食品としての特性研究に基づく新商品開発。
取組② 生産と流通のビジネスマッチング交流会等と連携した、商品開発と

販路開拓。
取組③ フードコーディネーターによる食育プログラムの設計及び実施。



おいしおすえ京野菜キャンペーン実行委員会（京都府）

【京都府】

１ 協議会の概要
京の伝統野菜等についてＰＲするため、京都府、京都市、ＪＡ京都中央会、ＪＡ

全農京都府本部、京都府青果協会、京のふるさと産品協会、京都生協、京都学
生祭典実行委員会で構成された協議会。

２ 取組の基本方針
若年層、観光客及び健康志向者など様々な消費者層に対し、京の食文化を伝え

ながら「京の伝統野菜」等の消費拡大を図る。

３ 取組内容・将来像
若年層の視点を加えたメニュー開発による新「おばんざい」の普及、観光客が京

の伝統野菜に出会う機会を増やす「京づくしプロジェクト」、食品会社等と連携した
加工食品の開発など伝統野菜に新しい付加価値をつける「健康京野菜プロジェク
ト」に取り組み、「京の伝統野菜」等の消費拡大、現代人の新しいライフスタイルに
対応した新しい日本の食生活の構築のほか、日本食材の海外展開も視野に入れ
ている。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、京の酒（祝）の販売額を向上させる目標を設定。

京都から食文化の新しい物語 ～京の伝統野菜ルネッサンス～

京のブランド産品として販売されて
いる“京の伝統野菜”

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

京野菜の
販売額

1,055百万円 1,110百万円 1,165百万円 1,215百万円 15％

野菜をたくさん摂取することができ
る京都の家庭料理“おばんざい”
（京みず菜と油揚げのたいたん）

京の伝統野菜が食材として利用さ
れる“京料理”

No.（Ｂ－１－１２）



兵庫県有機農業活性化協議会（兵庫県）

【兵庫県】

１ 協議会の概要
県内有機農業の活性化、市民の健康増進、地域環境保全に寄与することを目

的とし、ファームアンドカンパニー㈱、兵庫県有機農業生産出荷組合、みつばち
FARM、兵庫県農政環境部農業改良課等が共通認識のもと、一体となって設立。

２ 取組の基本方針
消費者に対する有機農業が持つ多様な価値の啓発を行うとともに、消費ニーズ

の把握による有機農産物の加工品・メニュー等を開発し、新たな需要を創り出す。

３ 取組内容・将来像
兵庫県有機農業活性化協議会が行う市民による有機農業体験を活用し、有機

農業が持つ生物多様性、環境保全などの多様な価値の啓発と消費ニーズの把握
を行い、有機野菜やその加工品・メニュー等の開発、販路確保に重点的に取り組
む。加工品等の開発を進めつつ、農産物の品質とパッケージやブランドイメージ
の向上により、新たな需要を創り出す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、加工品を含む全体について売上高向上率247％の目標を設定。

『市民が支えるオーガニック 兵庫モデル事業』

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

有機農産物売上（千円） 11,290 15,000 20,000 30,000 １65%

食への意識を育む有機農業体験

普及啓発を行うアンテナレストラン

兵庫県産の有機野菜をふんだんに使用

No.（Ｂ－１－１３）



１ 協議会の概要
県産農産物の県内外における需要拡大と有利販売の促進を図るため、県産農

産物の生産から流通消費にかかる関係機関、団体等が一体となって取り組むこと
を目的に設立。

２ 取組の基本方針
さぬきの夢にスポットを当て、ファンを増やし、生産意欲を促進。こだわり店の拡

大による需要確保・消費拡大。

３ 取組内容・将来像
うどん店での「さぬきの夢」の使用実態等の現状調査を行うとともに、認知度向

上を図るため、新聞への広告掲載など、うどん業界と連携したＰＲ活動を展開する。
また、本場さぬきうどん協同組合や県内小学校と連携して、うどん教室を開催し、
食育の推進、食文化の継承に努める。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、「さぬきの夢こだわり店」における「さぬきの夢」使用量について

売上高向上率141％の目標等を設定。

かがわ農産物流通消費推進協議会（香川県）

【香川県】 No.（Ｂ－１－１４）

「さぬきの夢」へのこだわりで、地域に活気と賑わいを。

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

「さぬきの夢
こだわり店」
認証店舗数

11店 12店 13店 14店 127％

「さぬきの夢」うどん

写真

さぬきうどん用に開発された香
川県産小麦「さぬきの夢」。年間
を通じてこの地元産小麦を
100％使用したうどんを提供する

うどん店のうち、「めん」「だし」
「サービス」の３つの厳しい審査
基準を満たした、いわば“さぬき
うどん業界の３つ星レストラン”と
して「かがわ農産物流通消費推
進協議会」が認定しているうどん
店。

「さぬきの夢こだわり店」とは？



讃岐牛・オリーブ牛振興会（香川県）

【香川県】

１ 協議会の概要

香川県のブランド和牛である讃岐牛とオリーブの搾りかすをエコフィー
ドとして給与したオリーブ牛の消費拡大を図るため、生産・流通・販売関
係者が平成２４年２月に振興会を結成。

２ 取組の基本方針

旬のものを旬の時期に。オリーブ牛が織りなすハーモニーで元気な香
川県を発信していく。

３ 取組内容・将来像

香川県を代表する食といえばうどんとオリーブ。これらを使って「オ
リーブ牛肉うどん」や「オリーブ・ガーリックオイルでタリアータ」など新郷
土料理を開発し、ヘルシーライフを提案するとともに、健康志向の新た
な和牛ブランドによる消費拡大を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

オリーブの輪（和）で結ぶ、安全・安心・ヘルシーなライフスタイルの提案

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

オリーブ牛
（生産消費量）

３８０ｔ ４９４ｔ ６４６ｔ ７６０ｔ １００％

香川らしい新たな和牛肉の食の提案！

品質と旨味に加え、抗酸化作用をもつヘ
ルシー嗜好のオリーブ牛を発信

讃岐牛の高付加価値化のため、オリーブを
活用した、オリーブ牛をブランド化

No.（Ｂ－１－１５）



福岡県はかた地どり推進協議会（福岡県）

【福岡県】

１ 協議会の概要
関係団体等の密接な連携のもとに、はかた地どりの生産体制の確立と販売促

進を図ることを目的として、平成18年4月に生産組合、全農、福岡県等をメンバー
に設立。

２ 取組の基本方針
① 県内各地に埋もれた「鶏肉の郷土料理」を発掘し、普及促進。
② 発掘した郷土料理の観光資源化。
③ はかた地どりのブランド力を強化。

３ 取組内容・将来像
筑紫野市等の自治体やＮＰＯ法人久留米ブランド研究会、郷土史研究者の協

力を得ながら埋もれた郷土料理を発掘。地元新聞による紹介や食文化に関する
講演会、料理研修会などを通じ、地元開発の地鶏とともに地域の名物料理として
PRすることにより、郷土料理の継承と観光客増加による地域活性化、地鶏の消費
拡大を見込む。

４ 地域食材の消費拡大の目標

みんな好いとぉ”かしわ”の料理！

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

福岡県内におけ
るはかた地どり
の売上げ向上

253百万円 260百万円 268百万円 279百万円 10％

福岡県産の地鶏「はかた地どり」

鶏肉の郷土料理のひとつ「がめ煮」

消費者交流会の様子

No.（Ｂ－１－１６）



福岡県ラー麦普及推進協議会（福岡県）
【福岡県】 No.（Ｂ－１－１７）

１ 協議会の概要
ラー麦を使ったラーメンが広く消費者に愛され定着するよう、県、ＪＡ全農ふくれ

ん、生産者、県内製粉会社５社、県生麺組合連合会等が共通認識のもと、一体と
なって設立。

２ 取組の基本方針
生産拡大と高品質安定生産技術体系の確立。ラー麦が広く愛されるブランドと

なるよう、認知度向上と消費促進のためのＰＲに取り組む。

３ 取組内容・将来像
生産者、製粉会社、製麺会社、ＪＡ、県（行政、試験研究機関）等が意見交換を

行い、生産者の技術向上を図るための人材育成研修会の開催、需要者や消費者
のニーズに応じた今後の県内外へ向けたラー麦の販売戦略の構築及び新用途に
よる販路開拓のための調査、県外で開催される福岡を紹介するイベント等におい
て「ラー麦」の普及推進ＰＲ。将来的には県内で消費されるラーメンの半量の供給
を目標とする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、ラー麦の作付面積について向上率350％の目標を設定。

福岡の小麦が福岡のラーメンをもっと美味くする。

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）

3,200
188,384

8,000
470,960

12,000
706,440

14,400
847,728

350％
350％

ラー麦ロゴデザイン

ラー麦ポスター

ラー麦収穫の様子



福岡のかき消費拡大協議会（福岡県）

【福岡県】

１ 協議会の概要
かきの認知度向上やかきの消費拡大に取り組むことにより、かき産地の振興等

に資することを目的に、ＪＡ全農福岡県本部、ＪＡ全農ふくれんかき部会、福岡大同
青果、福岡県で構成された協議会。

２ 取組の基本方針
若い世代に向けて、現代の新しい消費スタイルの提案や新たな販売スタイルの

展開を通じ、「福岡のかき」のファンを増やし消費拡大を図る。

３ 取組内容・将来像
若い世代が集まる商業施設での専用販売ブースの設置やスイーツ店と連携し

たデザートメニュー開発により、現代の消費スタイルに合わせた消費拡大をする。
また、コンビニ等と連携し販路拡大を行い、カットフルーツや加工品を食べてもらう
ことにより「福岡のかき」の新しい食べ方を若い人に発信する。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、福岡のかきの購入割合を向上させる目標を設定。

世代を超えて愛される「福岡かきファンづくりプロモーション」

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上
向上率

かきの売上高 2,789百万円 2,901百万円 2,956百万円 3,068百万円 10.0％

福岡のかきのＰＲ活動

かきは、秋の景観を感じさせる果物とし
ても重要であり、消費拡大だけでなく季
節の文化としても重要な食材です。

新鮮な福岡のかき

No.（Ｂ－１－１８）



菊池川流域「米」モデル推進協議会（玉名市、山鹿市、菊池市、和水町）

【熊本県】

１ 協議会の概要
古くからの米どころである菊池川流域の米を多角的に再評価し、ブランド化と消

費拡大を図るため、生産者や小売業者、熊本県県北広域本部や各地域の祭り
やイベント実行委員会などで協議会を設立。食のモデルにふさわしい日本一の
瑞穂の郷づくりを推進します。

２ 取組の基本方針
日本一の主食用米の産地として自信と誇りを取り戻し､日本一の「米」のモデル

地域を実現。

３ 取組内容・将来像
菊池川流域の伝統行事、食文化等、様々な地域資源を菊池川流域の各エリア

の各種団体や飲食店及び商業者と連携して、①商品開発事業（地域の飲食店や
旅館等と連携して米･米粉･米加工品の開発による発表会の開催）、②日本一お
いしい朝食づくり事業（地域のシェフと連携した朝食メニューづくりと朝食マルシェ
を開催）、③玉名大俵祭りと連携した日本一瑞穂の郷づくり事業（米の一大まつり
の開催）を推進します。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、米粉用米について売上高向上率１３３％の目標を設定。

菊池川流域、日本一の瑞穂の郷（クニ）づくり

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

（米品種）
森のくまさん
ヒノヒカリ

（生産量）
４，８５０㌧

３１，３５０㌧
５，０１０㌧

３２，３９５㌧
５，１７０㌧

３３，４４０㌧
５，３３５㌧

３４，４８０㌧
１０％
１０％

菊池水源を源流とする菊池川流域は、昔から
良質米産地として知られ、米を原料とした加工
食品の生産も盛ん。

「大俵まつり」での１ｔの大俵をころがすレース
の模様。

「大うまかもん市」会場にて、米粉フードコ
ンテストエントリー作品の展示即売風景

No.（Ｂ－１－１９）



玉名市大浜食のモデル事業育成協議会（玉名市）

【熊本県】

１ 協議会の概要
玉名の農産物・加工品のブランド化を図るとともに玉名市大浜地域の活性化と

農業の振興に寄与することを目的に、ＪＡ大浜、玉名市、熊本県玉名地域振興局、
大浜漁協、ＪＡ大浜園芸部で構成された協議会。

２ 取組の基本方針
調理用トマトの生産拡大等を通じ、トマトのブランド化を図るとともに、新たな商

品開発、食の宅配サービス等の実施により、地域食材の消費拡大を図る。

３ 取組内容・将来像
調理用トマトと地場海産物とのコラボ商品の開発、消費地の大学、百貨店との

連携での新たな商品開発、販路開拓を行うとともに、病院・介護施設向けの調理用
トマトを使用した新たなメニュー提案、高齢者向けの食の宅配サービスなど医福食
農連携に取り組み、地域食材の消費拡大による農業活性化を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

上記のほか、いちご等の販売額を向上させる目標を設定。

魅力ある地域農業と心豊かな生活の実現

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向
上率

トマト類の売上高 1,873百万円 1,910百万円 1,966百万円 2,070百万円 10.5％

ＪＡ大浜管内で栽培されている「オス
カー」という名前のイタリアントマトです。

調理用のトマトで、加熱することで旨味
が更に増す特徴を持っています。

イタリアントマト「オスカー」と熊本産
アサリ、セロリなどを使った「ハマトマ
トジュース」。

No.（Ｂ－１－２０）



食のモデル地域かごしま有機農業推進協議会（鹿児島市、姶良
市、南さつま市）

【鹿児島県】

１ 協議会の概要
産地販売力の強化・安定供給力の獲得・人材育成の取組を行うために、かごし

ま有機生産組合、姶良有機部会、NPO法人鹿児島県有機農業協会、鹿児島県立
常潤高等学校等が共通理解のもと、一体となって設立。

２ 取組の基本方針
有機農産物の品質向上と生産量の安定・拡大、学校給食への有機農産物の

供給・活用の推進、他業種との交流を行う。伝統野菜のおいしさを活かして、ホテ
ル、飲食店、直売所との連携による地域経済の活性を図る。新規就農者の確保
による需要に対応した生産の強化・発展に取り組む。

３ 取組内容・将来像
有機農産物の付加価値を高めた販売や加工品の開発、中食・外食業者等の

市場調査を行い、業務用販売先の開拓に取り組み、販売力を強化する。また、消
費拡大を踏まえた安定供給力の強化に向けた有機栽培の営農モデルを作る。ま
た、新規就農者に対して、将来的に地域の農業者の中心となるよう育成をする。

４ 地域食材の消費拡大の目標

①有機農業のﾊﾟｲｵﾆｱ鹿児島 ②有機農業先進県鹿児島 ③豊かな伝統食ふるさとかごしま

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

生産量・白なす(本)
・へちま(本)
・葉にんにく(束)

有機農産物売上(千円)

26,000
6,600
80,000

136,906

27,500
7,000
84,000

143,751

28,600
7,400
88,000

150,597

30,000
8,000
92,000

157,442

15.4％
23.1％
15.0％
15.0％

白なす

伝統野菜としてそのおいしさが近年
見直されてきているが、生産はごく
わずか。

野菜ジャムのイメージ
上 ： 人参ジャム
下 ： 安納芋ジャム

No.（Ｂ－１－２１）



鹿児島県さつまいもでん粉食品用途拡大推進協議会(鹿児島県)
【鹿児島県】

１ 協議会の概要
鹿児島県特産のさつまいもでん粉の食品用途の利用や消費拡大を目的として、

鹿児島県経済連、鹿児島県、食品産業事業者、生産者団体、管理栄養士及び消
費者等を構成員として設立。

２ 取組の基本方針
１）地産地消へのチャレンジ

２）原料用さつまいもの生産基盤の強化･確保
３）薩摩JAPANブランドの商品開発

３ 取組内容・将来像
さつまいもでん粉は鹿児島県の特産品でありながら知名度が低い。このため、

さつまいもでん粉を使用した料理コンテストを開催し、レシピ集を作成するなどして、
一般家庭での利用促進を図る。また、薩摩ＪＡＰＡＮブランドの新商品開発及びそれ

らの販売等を通じ、食品用途の拡大を目指す。
※薩摩ＪＡＰＡＮブランド：鹿児島県産さつまいもでん粉を使用し、かつその特性を生かしたと認

められる加工食品（菓子・パン・麺・水産練製品など）。

４ 地域食材の消費拡大の目標

鹿児島のふるさと食材「さつまいもでん粉」を情報発信～薩摩JAPANブランドの確立～

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

食品用途へ
の販売額

255百万円
（3,000㌧）

298百万円
（3,500㌧）

340百万円
（4,000㌧）

383百万円
（4,500㌧）

１５０％

一面に広がるさつまいも畑

新鋭のさつまいもでん粉製造工場

さつまいもでん粉

No.（Ｂ－１－２２）



鹿児島県産等小麦利用促進協議会（鹿児島県）

【鹿児島県】 No.（Ｂ－１－２３）

１ 協議会の概要
学校給食パンへの県産等小麦の利用促進を図るため、県、 県学校給食会、

ＪＡ鹿児島県経済連、生産者、製粉企業、県パン工業協同組合等を構成員として
設立。

２ 取組の基本方針
美味しい学校給食パンを県産小麦で作り、子供に感動させ、 地元産業の新た

な活力を創造する経済の振興を目指す。

３ 取組内容・将来像

県保健体育課や県農政課、県学校栄養士協議会による学校給食等への利用

支援を受けながら、県学校給食会へ県産等小麦粉を無料配布し、県産等小麦を
使用した学校給食パンを子どもたちに食べてもらい、国産小麦パンの美味しさを
知ってもらう。また、パンに関するポスター・パンフレット・ビデオを作成し、県産小
麦の認知度をアップさせる。将来的には、鹿児島県内の学校給食パンを外国産小
麦から全て県産等小麦に替える。

４ 地域食材の消費拡大の目標

楽しく食べてうまいぞ県産・国産小麦パン!!～県産・国産小麦パンについてもっと知ろう～

目標 現状（Ｈ25） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

学校給食パン
への県産等小
麦粉利用量

15トン 30トン 45トン 75トン 400％

県産・国産小麦を使用して
作った学校給食用パン


