
静岡県きのこ総合センター振興協議会（伊豆市、伊豆の国市、沼津市）

【静岡県】 No.（Ｂ－２－１）

１ 協議会の概要

県内きのこ類の普及・研究施設として県が整備した「静岡県きのこ総合センター」
供用開始を契機に、伊豆産しいたけの消費宣伝普及活動を行い地域産業の振興に
寄与することを目的に、地元行政、生産者団体等が会員となり平成元年に設立。
２ 取組の基本方針

①商品開発による新しい市場の開拓、②観光業界、外食産業等との連携による消
費拡大、③「ふじのくに」ブランドとして世界に発信
３ 取組内容・将来像
【商品開発による新しい市場の開拓】

・地元の大学、農業高校、加工食品会社などの連携し、新たな魅力と価値を持った
商品や地元飲食店で扱うシンボル料理などを開発し、新しい市場の開拓と地元飲食
業の活性化を目指します。
【観光業界、外食産業等との連携による消費拡大】

・ホテル、旅館などの伊豆の観光産業や県内で展開する外食産業とのメニュー開発
などにより新たな販路を確保し消費拡大を目指します。
【「ふじのくに」ブランドとして世界に発信】

・富士山の世界文化遺産登録を背景に、海外バイヤーとの商談会や富士山静岡空
港の就航先でのイベント参加などを通じ、ふじのくにブランドとして輸出販路の確保
を目指します。
４ 地域食材の消費拡大の目標

高品質の伊豆産原木乾しいたけ

伊豆産原木しいたけの新たな需要と価値の創出に向けて

全国でも有数の温泉観光地

伊豆半島からみた富士山

目標 現状（H25） 26年度 27年度 28年度 29年度 売上向上率

乾しいたけ
単価（円/kg）

1,300 1,800 2,000 3,000 3,500 169%



肱川流域林業活性化センター（大洲市・西予市・八幡浜市・内子町・伊方町）

【愛媛県】 No.（Ｂ－２－２）

１ 協議会の概要
平成４年、肱川流域５市町をはじめ、林業・木材産業関係団体で構成。原木乾し

いたけの振興に取り組む特用林産部会のほか４つの作業部会を中心に林業振興に
取り組んでいます。

２ 取組の基本方針

トレーサビリティを確立し販路の新規開拓をめざします。また、乾しいたけの特

色をアピールし消費の拡大に取り組みます。これらの取り組みにより、肱川流域の
乾しいたけブランドを確立します。

３ 取組内容・将来像
肱川流域内の農林水産物とのマッチングによる新商品の開発や加工品の創出、

新分野での活用を探求するとともに、「安心・安全」で栄養豊富な自然健康食品であ
ることをアピールし、地産地消による消費拡大に取り組み、地域ブランドの確立を図
ります。また、地元の新聞、テレビ、ラジオを通じた宣伝活動を行い、大消費地への
情報発信による消費創出と販路の新規開拓に取り組みます。

４ 地域食材の消費拡大の目標

販路拡大と消費拡大の推進による肱川流域乾しいたけブランドの確立

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

流域内の
販売量

4,600㎏ 4,800㎏ 5,000㎏ 5,500㎏ 20％

大洲市内を流れる肱川
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肱川河口で見られる幻想的な「肱川
あらし」と「開閉橋・長浜大橋」



長崎県しいたけ振興対策協議会（対馬市）

【長崎県】 No.（Ｂ－２－３）

１ 協議会の概要
当協議会は、昭和40年代頃から急速にしいたけ生産が拡大する中、生産・流通・

経営安定化を目指すため、農協、森林組合、市、県で構成する組織で昭和45年12
月1日に設立されました。

２ 取組の基本方針
しいたけの生産、流通の合理化と経営安定により、農林家経営の向上に寄与す

るため、 しいたけ産業振興対策の強化を図ります。

３ 取組内容・将来像
地元民間企業と連携し、大消費地での催事や都市部の飲食店等への営業活動を

通して、特産の対馬しいたけの知名度アップを目的とした国内外への消費宣伝活動
を行い、“しいたけの島”をＰＲします。さらに、観光産業等による対馬における交流
人口の拡大により、島の活性化を目指します。

４ 地域食材の消費拡大の目標

対馬しいたけの知名度アップを図ろう

対馬は韓国に も近い国境の島。しい
たけの特徴は大陸の季節風の影響から
時間をかけて成長。身の締まりが良い。

肉厚で歯ごたえのある食感から「森のア
ワビ」と称される“対馬しいたけ”
（写真： 高級品の天白どんこ）

目標
現状

（H24）
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 売上向上率

生しいたけ 4t 13t 21t 30t 38t 55t 1,275％

乾しいたけ 26t 28t 29t 31t 32t 35t 35%



別府市おいしい食のモデル地域実行協議会（別府市）
【大分県】 No.（Ｂ－２－４）

１ 協議会の概要

地域で生産される農林水産物や食品の消費拡大、国内外へ別府市の食や食文化

の発信、観光客誘致等を目的に、異業種や産学官が連携し医食農観光融合型の取
組を推進するために設立。

２ 取組の基本方針

別府市おいしい食のモデル地域構築計画の実現へ向けて、３つの基本方針を掲げ
て実施する。

基本方針１：食の国際都市化宣言
基本方針２：食の宝箱宣言（価値の再価値化）
基本方針３：本当の意味で、食の“いいところ”“いちばん”宣言

３ 取組内容・将来像

栄養学を学ぶ学生（別府大学短期大学部食物栄養科）を活用し、生産者（別府市椎

茸生産組合）、観光業者（べっぷ旅館女将の会）、流通業者（やまよし）等と産学共同で
メニュー開発や商品開発に取り組み、観光客や宿泊客を対象にした「しいたけ懐石」な
どといった高級感のあるメニューや、飲食店・出店で手ごろに地域特産品を食すること
のできる「キノコバーガーやきのこカレー」など商品化、順次提供していく予定。

４ 地域食材の消費拡大の目標

・・上記のほか、しいたけについて売上高向上率１２０％の目標を設定。

『別府をＯＩＣＩ（おいしい）国際都市にしよう！』

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

乾しいたけ 25,000

千円

30,000

千円

35,000

千円

40,000

千円
60％

乾ししいたけ

別府温泉

地獄蒸し料理



大分乾しいたけ食のモデル地域推進協議会（大分県）

【大分県】 No.（Ｂ－２－５）

１ 協議会の概要
本協議会は、生産者団体、食品コンサルタント、料理研究家、県等で構成し、消

費者の視点に立った商品づくりや新たな販路開拓等により、大分産乾しいたけの消
費拡大を図る。

２ 取組の基本方針
①消費者の視点に立った商品づくり

②新たな販路開拓
③安全・安心な国産乾しいたけの信頼回復

３ 取組内容・将来像
・食品関連企業との連携により、消費者が受け入れやすい商品づくりや販売を全

国的に展開することで、今後の乾しいたけの需要拡大を図る。
・県内外において、有名料理店などをターゲットに乾しいたけの販促活動を実施
する。また、 香港やタイなど東アジアでの販促活動を強化し、一層の輸出量拡大
や、ヨーロッパへの輸出を検討する。

・首都圏等のイベントに積極的に参加し、乾しいたけの安全・安心をＰＲ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

椎茸農協の直
販課売上量

１３０ｔ １３５ｔ １４０ｔ １４５ｔ １２％

生産量、品質ともに日本一の大分
産乾しいたけ

①消費者の視点に立った商品づくり ②新たな販路開拓 ③安全・安心な国産乾しいたけの信頼回復

各種イベントでのPR活動



サメの街気仙沼構想推進協議会（気仙沼市）

【宮城県】 No.（Ｂ―３―１）

１ 協議会の概要

協議会は、サメ関連業者のほか、気仙沼市、漁協、商工会議所、船主組合等で構成。
気仙沼市におけるサメ関連業の維持・存続を目的とする。

２ 取組の基本方針

サメ食の普及活動。１次～３次連携によるサメ肉の高付加価値化。

３ 取組内容・将来像

１次～３次産業が連携し、低利用であるサメ肉の高付加価値化及びサメ食のマーケット
創造を実現する。

皆無に等しいサメ食のマーケットについて、消費者および３次産業従事者に対して市場調
査を行い、消費者需要を喚起する開発商品と狙う市場の方向性を定める。

地域の土産物店や飲食店と連携し、気仙沼の特徴的なサメ商品を開発する。加えて、既
にサメ肉利用が始まっている学校給食等と連携して利用促進を進めるとともに、外食産業
や食品メーカーと個別に協議を進めて他地域に向けた更なる利用拡大をめざす。商品開
発においても、より付加価値の高いものを目指すため、現在のスリミ原料から切り身原料へ
の転換にも重点を置き、付加価値を高めると共にサメ肉の消費拡大を通じて地域の活性化
を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※上記のほか、サメの水揚げ数量について向上率１００％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

サメの魚価 １００円／ｋｇ １２０円／ｋｇ １５０円／ｋｇ ２００円／ｋｇ １００％

「サメの街気仙沼」

風光明媚な気仙沼湾に浮かぶま
ぐろ延縄船

市場を覆い尽くすサメの山

給食にも登場したシャークナゲット



小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会（小田原市）
【神奈川県】 No.（Ｂ―３―２）

１ 協議会の概要
協議会は、商工会議所、小田原市、小田原市漁協、小田原魚市場関係者等で構成。小田原

の魚の認知度向上と消費拡大を図り、地域経済の活性化と健康で豊かな食生活に貢献するた
め設立。

２ 取組の基本方針
「小田原の魚」全体の価値を活かしきる。ターゲット・ニーズ・食シーンを絞り込む。人をつくる・

人材を活かしきる。

３ 取組内容・将来像
様々な食シーン・ニーズに対応した「人づくり」、「物づくり」、「魚食への流れづくり」を展開し、

小田原の魚の認知度向上と消費拡大を図る。

「人をつくる」：調理師専門学校、短大等との連携により未成年・子育て世代をターゲットに手
軽な魚料理の講習会等を開催。魚好き市民による「さかな応援隊」を組織し、小田原の魚の価値
を普及。魚のプロ（飲食店や魚屋）との連携による「うまい魚に出会える拠点づくり」。

「物をつくる」：漁業者、市場、魚屋、飲食店とともに小田原の鮮魚を 高の状態で提供するた
め、活締め・保蔵方法などの技術標準を確立し普及。農産物など水産以外の食品の取扱業者と
も連携し、未利用・低利用魚を原料とした新商品や「パン食のおかず」、歩きながら食べたくなる
「フィッシュ・ストリートフード」を開発。

「流れをつくる」：市民や観光客に魅力的な地魚商品をもっと食べてもらえるよう、市内の拠点
ルートづくり、PRイベント等を実施。関係者が協働する永続的活動の仕組み・組織体制を検討。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※１ 小田原市公設水産地方卸売市場における地魚の取扱（卸売）金額。
※２ Ｈ２４年度からの売上向上率は１０％。

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率
（※２）

地魚の取扱
金額（※１） １０．７億円 １０．９億円 １１．２億円 １１．６億円 ８．４％

「小田原の魚の価値をもっと「知って」、「買って」、「食べて」もらおう！」

小田原の多彩な朝獲れ鮮魚

朝獲れ地魚を届ける定置網



越後むらかみFOOD（風土）プライド食のモデル地域構築計画協議会（村上市）

【新潟県】 No.（Ｂ―３―３）

１ 協議会の概要

協議会は、（公財）イヨボヤの里開発公社、漁協、観光協会、商工会議所、村上市等で構成。
村上で獲れる水産物の消費拡大、商品開発、販路拡大による地域活性化を目的とする。

２ 取組の基本方針
生産者と消費者が共に誇りを持てる地域食材をめざす。水産物の商品開発、消費拡大等に

よる地域活性化。関係団体の連携による「持続可能な漁業」の確立。

３ 取組内容・将来像
水産業が、勉強会や講習会を通じて地域食材の持つ魅力を再認識した上で知識および

人材の共有を図る。また、城下町で町屋の再生が進む村上市街、瀬波温泉といった観光資源
を持つ観光業との連携や食育フェアなど地域で開催されるイベントとの連携を図ることにより、
食文化の継承と水産物の消費拡大、さらには地域の活性化を目指す。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※上記のほか、いわがきの平均単価について向上率１０％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

あんこうの
平均単価
（円／㎏）

５５０ ５７０ ５９０ ６１０ １０％

新潟県村上市位置図
村上市HPより抜粋

越後むらかみFOOD(風土)プライド

魅力ある多彩な魚種の水揚げに活気づく港

あんこう

いわがき



大田市地産地消推進協議会（大田市）
【島根県】 No.（Ｂ―３―４）

１ 協議会の概要
協議会は、大田市、漁協、農協、商工会議所、旅館組合等で構成。大田市産の 農林水産物、

地場産品等の市内における消費拡大による市内産業の活性化を目的として設立。

２ 取組の基本方針
「大田（魚 × 田）市スタイル」（ご飯もすすむ魚食）の提案。「出世魚だ！（U‐OHDA）スタイル」

（年代別の魚食）の提案。「魚・肴・SAKANAスタイル」（現代風の魚食）の提案。

３ 取組内容・将来像
大田市の特長である、小型底引き網船による日帰り漁やその魚を使った郷土料理等を伝え、

後世に残し、ライフステージ（各年代）ごとの魚食普及の提案や販路・消費拡大を目指す。

今後、大田市の食を地域内外で担う高校生に大田市のソウルフードである魚食に対する認

知・認識を高めるとともに、すでに地域で食育活動を行っているボランティアの育成を進め、各

年代に普及を図る。

水産加工事業者だけでなく商品開発・メニュー開発後の販路先と考えられる、市内の旅館、

飲食店と協同で行い、商品造成から消費までの流れをスムーズにするとともに、観光客を対象

に『魚食のまち、大田市』のイメージ戦略を図る。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※上記のほか、水産加工品（３品目：イカエンペラ・ゲソ、カレイ、ニギス）の売上高について向上率

６０％以上の目標を設定。

目標 現状（Ｈ２５） 26年度 27年度 28年度 売上向上率

ノドグロ丸干し ４３０，０００円 ５３７，０００円 ６４５，０００円 ８６０，０００円 １００％

「一日一魚」

一日漁の小型
底引網漁の様
子

帰港し、晩
市の準備を
行う様子

大田市の伝統的な郷土料理であ
る魚版のすきやき「へかやき」



萩の水産業草莽崛起の会（萩市）

【山口県】 No.（Ｂ―３―５）

１ 協議会の概要
協議会は、漁協、加工・流通関連の組合、行政等に所属する若手・担い手によ

り構成。メンバーが連携・協力し、萩の水産物の普及及び水産業の維持・発展を
図ることを目的とする。

２ 取組の基本方針

「競争」よりも「協調」を（同じ目的の下に多業種が連携する）。「斬新」よりも「漸

進」を（小さな取組を積み上げる）。「伝聞」よりも「見聞」を（担い手が自ら行動・経
験し、これまでの魚食の取組を改良する）。

３ 取組内容・将来像
地元の水産業に危機感を持つ若い世代が力を合わせて、現場と乖離してしまっ

ているこれまでの消費拡大の取組等を見直し、売り場モデルを創作 し地元水産物
の効果的な売り方を検証、地元の水産業や魚食 文化を次世代につないでいく。

４ 地域食材の消費拡大の目標

※上記のほか、ファストフィッシュ商品について売上向上率６６％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

地産地消される
地魚及び水産加
工品の売上 ８．４億円 ８．６億円 ８．９億円 ９．２億円 １０％

ファストフィッシュ商品の「オイル
ルージュ」と「いかたっぷりＸＯ醤」

魚食の志を伝承する街、萩

萩のブランド魚をはじめとする
萩産の魚介類


