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「「事事例例編編」」ののははじじめめにに  
 

ここでは、「食」を活用して地域を元気にさせている事例を紹介します。 

それぞれの事例では、「どのような食を」「どのような手段で」「何に活かしているか」を記

述しています。 

地域固有の課題や背景など、取組にあたっての諸条件は全て異なりますが、「食」が持つ可

能性、住民パワーと行政サポートの重要性など、共通する点もみられます。 
 
 

地地域域名名  
（（掲掲載載頁頁））  

特特      徴徴  
参参考考資資料料   
のの掲掲載載頁頁   

市市町町村村ででのの取取組組      

①福井県小浜市 

（p6） 

飛鳥・奈良の時代より、豊富な海産物や塩などの食材を朝廷に

供給した御食国（みけつくに）の歴史を背景に、全ての世代を対

象にした食育プログラムを、市民主導で展開し、食のまちづくりを

行う。 
 
【例：食育プログラムを観光商品化（食育ツーリズム）】 
 

p101 

②岩手県一関市 

（p8） 

藩政時代から地域に根付く「もち文化」を徹底的に研究し、日本

唯一の「もち本膳」を再現。子供や地域住民へ普及（食育）のほ

か、もち食に関わる商品開発やイベント開催などを通じ、商業・観

光など他分野にも発展。 
 
【例：中東北ご当地もちサミットの開催】 
 

p114 

③岩手県久慈市 
山形町（p10） 

山形村短角牛や地元産の農産物を流通業者との連携により全

国展開。さらに流通業者を経由した外部（市外の消費者）との交

流により、地元の良さ、誇れる部分を地元住民が再認識したこと

をきっかけに、山形村短角牛を活用した新商品の開発や、他の

地元料理の PR に発展。 
 
【例：まめぶ汁の全国 B1 グランプリへ出展】 
 

p122 

④宮崎県西米良村 

（p12） 

季節の山菜などの地元食材を用い、16 種類の地元料理を小皿

に盛った御膳（おがわ四季御膳）を開発。「作小屋」といった伝統

的な生活の仕組みと併せて演出。取組が軌道に乗ったことによ

り、「作小屋」を拠点とする地元農家と厨房の連携による季節メニ

ューづくり（住民間の交流）、さらには若者の定住化にも貢献（過

疎化対策）。 
 
【例：「おがわ作小屋村」での U・I ターン者の雇用】 
 

p129 

県県ででのの取取組組    

⑤石川県 

（p14） 

加賀百万石の歴史を有する食材や発酵食品、加工品や工芸品

に加え、食・酒・工芸品・温泉などをパッケージにした“もてなし”

で海外に PR。世界的な食イベントを石川県で開催するなど、石

川を世界に PR するとともに、当事者自身が価値を再認識。 
 
【例：世界的な食のイベント「Cook It Raw」の石川県開催】 
 

p139 
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地地域域名名  
（（掲掲載載頁頁））  

特特      徴徴  
参参考考資資料料   
のの掲掲載載頁頁   

海海外外ででのの取取組組    

⑥フランス 

味覚の一週間 

（p16） 

フランスの伝統的な料理と地域色豊かな郷土料理、ワイン、チー

ズ等の発酵食品について、「味覚」に着目し、次世代を担う子供

たちへ味覚教育を実践することにより全国民的な食生活の見直

し運動を展開。 
 
【例：官民挙げての「味覚の一週間」の取組】 
 

p148 

⑦イタリア 

スローフード 

（p18） 

イタリアの食文化を支える各地域の郷土料理や伝統漁を続ける

漁師、在来種を生産する小生産者を守るなど、食の均質化に対

抗する考えを示した各種取組を展開。子供たち、消費者に郷土

の味覚を伝え、環境へ配慮した農業生産に取組む生産者を守

り、その活動を消費者に伝えるための出版・イベントを実施。 
 
【例：「オステリア（レストラン）ガイド」、「ワインガイド」、「在来種ガイ

ド」の出版、「サローネ・デル・グスト」（食の祭典）の開催】 
 

p154 
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市市町町村村ででのの取取組組  
 

①①  福福井井県県小小浜浜市市  

  a) 地域の概要 

小浜市は、福井県の南西部に位置し、北は日本海

で唯一のリアス式海岸を有する若狭湾に面していま

す。小浜市を中心とする若狭地域は、近畿地方と歴

史的・文化的なつながりが強く、風俗、習慣、言語などに多くの共通性がみられます。 

また、飛鳥・奈良の時代より、豊富な海産物を朝廷に供給した御食国（みけつくに）の歴

史を有しています。 

 
御食国若狭おばま食文化館 

様々な食育活動の拠点 

※小浜市ホームページより 

 
キッチンスタジオ（食文化館内） 

キッズ・キッチンなど、幅広い世代を対象とした体験学習の場 

※御食国若狭おばま食文化館ホームページより 
 

  b)取組の概要 
 
●地域の豊かな食と「御食国」の歴史を活用 

小浜市では、平成 12 年、当時の市長の下、地域の豊かな食と「御食国」の歴史に着目し、

食を重要な政策の柱に据えた「食のまちづくり」を始めました。 

食のまちづくりの活動拠点である「御食国若狭おばま食文化館」では、市民グループを講

師とするキッズ・キッチンや、各世代のニーズを踏まえた料理教室、食育講座などを実施し

ています。また、隣接する市直営レストランでは、食生活改善推進員の有志が地元産の野菜

や魚介類を活用した郷土料理を提供しています。 
 
●市民参加が基本、行政は様々な活動の場を提供 → 地域の食の守り手として女性が活躍 

各種の食育プログラムの講師、市営レストランの運営など、市民それぞれの役割に応じた

活躍の場を行政が提供しています。また、市民が参加しやすいようにマニュアルを用意する

等、行政は環境の整備に注力してきました。 

取組の主力となるグループマーメイドや食育サポーターなどは女性市民です。 初は、「御

食国」という言葉も知らなかった方も多くいましたが、食育等を通じた子供たちや地域の方々、

農家、来客者との触れ合いなどから、次第に実感や自信が築かれ、今や小浜の食を支える貴

重な存在となっています。 
 
●次の展開は、産業の活性化への活用！ 

キッズ・キッチンなど食育プログラムが一定の成果を挙げているものの、小浜市としては、

「食のまちづくり…食に止まらない幅広い分野への貢献…は、未だ道半ば」との認識です。 

平成 23 年からは、食を通じた農業・観光産業の振興をテーマに、これまでの食育プログラ

ムを教育旅行として商品化した「食育ツーリズム」を展開しています。  

小浜市 

福井市 
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  c) 取組の流れ 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
 

【【取取組組のの成成果果】】  

 食文化館来場者数： 145 万人（H23） 

 校区内地場産学校給食実施校： 14 校（全校）（H23） 

 観光交流人口：140 万人以上（H15～H23） ※H14 以前は 100 万人未満 
  

平成 12 年 「食のまちづくり」スタート 

平成 13 年 市民参加の取組開始 

平成 15 年 食文化館オープン (9 月) 

  キッズ・キッチン開始 

平成 16 年 食育サポーター設立 

平成 20 年 「小浜市食育推進計画」策定 

平成 23 年 「小浜市元気食育推進計画」 策定 

  「食育ツーリズム」の開始 

前市長が、「御食国」としての歴史に着目。 
「食」だけに止まらず、幅広い分野へアプローチ。 

市民グループを講師とするキッズ・キッチンや、

伝承料理をテーマにした料理教室等を展開。 

◆ ヒント 2-8 (p48) 

食育プログラムに加え、伝統工芸である若狭

塗の体験教室や工房も設置。 

◆ ヒント 3-3 (p52) 

料理教室講師、市営レストランの運営など、市民それぞれの役

割に応じた活躍の場を行政が提供。地元農家も給食への食材

提供で参画。食に関わる“人”も貴重な食文化として注目。 

◆ ヒント 5-1 (p66)、ヒント 5-3 (p68)、ヒント 5-6 (p72) 

これまでの食育プログラムを教育旅

行として商品化し、地元事業者と連

携した観光事業をスタート。 

◆ ヒント 4-1 (p55) 

市民による“あるもの探し”

→H17 には 900 の事業を

市民提案！ 

食のまちづくり

の活動拠点！

有志市民が 
食育講師等へ 

食のまちづくりの成果を、

観光など地元産業へ波及

させることが次の課題に！ 
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②②  岩岩手手県県一一関関市市  

aa))  地地域域のの概概要要  

一関市は仙台市と盛岡市の中間にあり、古くから交通

の要衝として栄えてきました。 

北上川流域の平地が多い西部の地域では、水稲を中心

に肥育牛や野菜、花き等が、また、緩やかな丘陵地が多

い東部の地域では、野菜、花き等を中心に、水稲、酪農、繁殖牛等が生産されています。 

藩政時代より続く一関のもち料理は、

地域を代表する晴れ食であり、食べ方の

変化・種類も多いと言われています。特

徴的なもちの食べ方として、「もち本膳

料理」が挙げられます。 
 

 
日本唯一の「もち本膳料理」 

※岩手県ホームページより 
 

bb))  取取組組のの概概要要  
 
●●藩藩政政時時代代かからら地地域域にに根根付付くく「「ももちち文文化化」」ををままちちづづくくりりののキキーーワワーードドにに  

一関に伝わるもち文化をテーマに、子どもや地域住民への食育、地元商工会議所との連携

による商品開発・観光への展開などを民間主導で実施しています。 
 
●●地地域域毎毎にに異異ななるるももちち文文化化をを集集約約しし、、全全市市的的なな取取組組にに  

「一関もち文化研究会」による、もち文化の徹底的な研究から、地域によってもちの調理

法や盛り付けなどが異なっていたことが明らかになりました。 

研究会では、これらの共通項を引き出し、一定の標準化を行ったことで、全市的な取組を

可能にしました。 
 
●●「「ももちち本本膳膳」」でで、、ももちち文文化化のの担担いい手手づづくくりり  

地元のもちメニュー提供飲食店、研究者、農家、商工会議所、観光協会、県、市などで構

成する官民一体の活動組織「一関もち食推進会議」は、日本唯一の「もち本膳」を、若い世

代へ定着させるために、市内学校、地域住民などで出前授業、栄養士への研修会などを実施

しました。 

この取組は、児童と高齢者の交流会に共通の話題を提供するなど、世代間の交流にも貢献

しています。 
 
●●ももちち食食文文化化をを地地元元商商業業やや観観光光のの振振興興策策にに積積極極活活用用  

本年は市内外の飲食業者（平泉・一関もち街道の会）の出店により新旧のもち料理を集め

たグルメイベント「中東北ご当地もちサミット」を開催しました。多彩な「ご当地もち」の

魅力を多くの人に知ってもらい、食による地域活性化を図ることを目的とするこのイベント

には、52,000 人の来場者がありました（同時開催のイベント来場者を含む）。 
 
●●外外部部へへのの発発言言がが逆逆輸輸入入的的にに地地域域ででのの文文化化のの再再認認識識へへ  

もちサミットを始めとする各種イベントの実施、同様のもち文化を有する都市との交流、

テレビによる発信等は、地元市民がもち文化を再認識する良い刺激となっています。 

盛岡市 

一関市 



 

9 

cc))  取取組組のの流流れれ  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
 

【【取取組組のの成成果果】】  

 中東北ご当地もちサミット 2012 in 一関の来場者： 約 52,000 人（同時開催イベント分を含む） 

 その他、もち食の定着化（学校給食でのもちメニュー提供、もち関連商品の開発、スーパー等商

店でのパック商品の販売など）  

平成 2 年 もち食文化の伝承にむけた活動をスタート 
   
 

平成 18 年 「一関もち文化研究会」設立 
  一関地方もち文化、ブランド化研究・推進事業 
 

平成 20 年 一関・平泉もち街道としての PR 開始 

平成 22 年 「一関もち食推進会議」を組織 

平成 24 年 もち本膳研修会を実施 

  「中東北ご当地もちサミット 2012 in 一関」を開催 

お年寄りへの聞き取りや古い絵図からの推測

などの「もち食文化」の研究を根気強く実施 

地元飲食店、研究者、農家、商工会、観

光協会、県、市など官民一体の活動。 

◆ ヒント 2-9 (p49) 

ヒント 5-5 (p71) 

ヒント 4-2 (p56) 

「もち本膳」の若い世代への定着を目的

に、市内小学校で出前授業、栄養士への

研修会などを実施。 

◆ ヒント 3-2 (p51)、ヒント 5-4 (p69)

もち食による地域活性化を図るイベントとし

て開催。 

◆ ヒント 1-4 (p35)

ヒント 2-1 (p43)

「地域活性化」と「もち食文化の

伝承」が目的。一方、「今さらもち

なんて・・」「名物料理にはなり得

ない」といった意見も出る。 

アイデアもち

料理コンテスト

の実施など 

食は“言い伝え”が

多く、文献少ない 

飲食店の連携で、もち食

文化を PR(商業振興) 

種々の取組・組織を統合し

全市的な取組へ！ 
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③③  岩岩手手県県久久慈慈市市山山形形町町  

aa))  地地域域のの概概要要  

久慈市山形町は、北上高地の北端部にあたり、森

林面積が 87.3％を占めています。 

山形町などの県北エリアは、厳しい気象と山間部

という自然の中で、たび重なる飢餓と闘ってきた地

域であり、古くは雑穀中心の食生活でした。 

 
短角牛(肉用牛) 

沿岸と内陸を結ぶ”塩の道”の 
物資輸送に使われた南部牛がルーツ 

※いわて牛普及推進協議会ホームページより 

 
まめぶ汁 

山形町の家庭料理。身近に手に入る野菜

や焼き豆腐、しめじ、かんぴょう等が具材。

この汁にくるみと黒砂糖を包んだ小麦団子

(まめぶ)が入った料理を「まめぶ汁」という。 

※久慈市山形総合支所提供資料より 
 

bb))  取取組組のの概概要要  
 
●●前前村村長長にによよるる「「住住民民がが胸胸をを張張れれるるままちちづづくくりり」」  

30 年前に元村長が、“住民が胸を張れる（わが村に誇りを持てる）まちづくり・人づくり”

を政策の柱として取組を開始しました。 

短角牛の流通業者が連れてきた消費者によって、住民にとっては当たり前すぎて気がつか

なかった自然環境や郷土料理などの価値が再認識されました。 
 
●●山山形形村村短短角角牛牛のの存存続続がが地地域域のの美美観観をを維維持持  

エリート牧場における山形村短角牛の「放牧による肥育」は、雄大な牧場の風景や、耕作

放棄地のデントコーン栽培など、村の景観美化・維持に大きく貢献しています。 

また、牧場景観や生活体験工房「バッタリー村」は、消費者との交流や学生の民泊などに

おいて好評を得ており、都市農村交流の資源のひとつになっています。 
 
●●地地場場のの農農産産物物のの活活用用  

第 3 セクター「総合農舎山形村」は、山形村短角牛のみならず地場産の豊富な農産物を中

心に加工し、全国に流通させています（年商 2 億円弱）。これまでに開発した加工品は 150
アイテムに上り、従業員はパートタイマー含め 32 名で、すべて地元雇用です。 
 
●●山山形形村村短短角角牛牛のの成成功功ををききっっかかけけにに、、町町のの魅魅力力発発信信にに挑挑戦戦  

近年では、先人やお母さん方が守り伝えてきた“まめぶ汁”で、久慈市のまちおこしをし

ようと、地元青年を中心としたボランティア団体『久慈まめぶ部屋』が、B 級ご当地グルメ

の祭典全国 B-1 グランプリに出展するなど、地元にあった資源を、様々なかたちで全国へ発

信しています。 
 

盛岡市 
久慈市 



 

11 

cc))  取取組組のの流流れれ  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 

【【取取組組のの成成果果】】  

 農林水産省「食と地域の『絆』づくり」優良事例（H22） 

 総合農舎山形村の従業員数： 32 名（地元雇用：H24）  

昭和 55 年 短角牛の流通を開始 

昭和 58 年 前村長による「住民が胸を張れるまちづくり」がスタート 
      

昭和 59 年 エリート牧場を開牧 
 
昭和 60 年 バッタリー村を開村 

平成 6 年 総合農舎山形村を設立 
 
平成 8 年 国産飼料のみでの短角牛の飼養を開始 

平成 22 年 短角牛を用いた肉まん「短角牛まん」の製造を開始 
      

平成 23・24 年 郷土料理「まめぶ汁」を 
B-1 ご当地グルメ・グランプリに出展 
  

外部からの高い評価を受け、当たり前であった

自然環境や郷土料理などの価値を自覚。 

◆ ヒント 1-10 (p42) 

ヒント 2-2 (p44) 

“住民が我が村に誇りを持てるまちづくり・

人づくり”を政策の柱として取組を開始。 

雄大な牧場の風景は、村の景観美化・維持に大

きく貢献。 

◆ ヒント 2-5 (p46) 

消費者交流や学生の民泊などが好評を得ている

バッタリー村は、都市農村交流の資源のひとつ。 

◆ ヒント 4-3 (p56) 

地場産の豊富な農産物を加

工。地元住民を雇用。 

◆ ヒント 1-8 (p39) 

久慈市と合併。久慈市山形町へ。(平成 18 年) 

引き合いの弱いスジ・スネ肉や地元食材を

使用した新商品の開発。 

◆ ヒント 1-9 (p40) 

地元ボランティア団体による郷土料理の積極

的な PR、全国的なイベントでも情報発信。 

◆ ヒント 4-4(p58)、ヒント 4-7 (p64) 

出身地を聞かれ“山形

村”と言えない住民が多

いことを課題視！ 

外部からの評価は、 
地元の自信や誇りに！ 

短角牛の成功を背

景に、次なる外への

発信を実践！ 

国産 100%混合飼料へ完全切替。(平成 17 年) 
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④④  宮宮崎崎県県西西米米良良村村  

aa))  地地域域のの概概要要  

西米良村は宮崎県の 西端に位置し、地形は急峻で

平地がほとんどなく山林が村の 96％を占めます。 

過去には林業の村として発展してきましたが、林業

の衰退とともに急速に過疎・高齢化が進展し、現在は

人口 1,200 人程度（平成 22 年）の村です。 

 
おがわ作小屋村 

平成 21 年開館。住民主導の地域づくりの拠点

（御食事処、宿泊・研修施設、資料館等)。 

※おがわ作小屋村ホームページより 

 
おがわ四季御膳 

御食事処の看板メニュー。季節の山菜など地元

食材による 16 種のおかずで構成。 

※おがわ作小屋村ホームページより 
 

bb))  取取組組のの概概要要  
 
●●ききっっかかけけはは““ここののままままでではは集集落落がが無無くくななっっててししままうう！！””のの危危機機感感  

西米良村の集落の一つ、小川地区は人口 100 人弱の集落です。平成 17 年の段階で、高齢

化率は 7 割を超え、“このままでは集落が無くなってしまう！”の危機感から、若い世代を定

住人口として呼び込むことを目的に、まちづくりがスタートしました。 
 
●●伝伝統統的的なな生生活活のの仕仕組組みみをを活活かかししたたままちちづづくくりり  

西米良特有の「作小屋※」という伝統的な生活の仕組みを活かしながら、平成の桃源郷を理

想の姿とし、御食事処での「おがわ四季御膳」等の地元食材による郷土料理の提供、特産加

工品の製造・販売、花見山づくり（集落の景観づくり）、宿泊・研修施設の運営、山菜まつり

等により、集落の人々が中心となって住民主導で地域づくりを展開しています。 
※『作小屋』とは領民の休憩小屋。第 17 代領主であった菊池則忠公が、領地のすべてを均等に領民に分け

与えたことから、領民は自分の土地を持つことになり、水利、日当たりなど、田畑に適した場所を求め
開墾を始めました。そこに休憩用の小屋を造り、この休憩小屋が後に作小屋となりました。（西米良村ホ
ームページより)  

●●地地域域のの家家庭庭料料理理をを用用いいたた「「おおががわわ四四季季御御膳膳」」ののヒヒッットト  

おがわ作小屋村の看板商品は、16 品の地元食材による山菜等のおかずを小皿で少量ずつ盛

り付ける「おがわ四季御膳」。毎月、16 品中 6～7 品を季節のメニューとして替えることで、

リピーターからの期待も大きく、多い時で 1日 100 食程度出る大ヒット商品となっています。 
 
●●110000 人人弱弱のの集集落落にに 22 万万人人がが来来場場、、1111 人人のの定定住住人人口口もも  

現在、年間 2万人以上が来場し、売上額 2,000 万円以上となっています。また、作小屋村

への食材提供のため、農地の有効活用も図られるようになっています。作小屋村で働く I タ
ーン U ターンの各 1 名の若者をはじめ 11 名が集落に定住するようになりました。 

西米良村 

宮崎市 
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cc))  取取組組のの流流れれ  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【【取取組組のの成成果果】】  

 おがわ作小屋村の来場者数： 1.9 万人（H21）、2.2 万人（H22）、2.3 万人（H23） 

 西米良村小川地区の I・U ターン者数： 11 名（うちおがわ作小屋村で 2 名を雇用）（H21） 

 高齢化率の改善： 事業開始前 70.9%（H18） → 事業開始後 65.9%（H24） 

平成 7 年 地域づくりの活動スタート 

  (第三セクター「米良の庄」設立) 

平成 12 年 住民主体のイベント運営体制を整備 

平成 14 年 「平成の桃源郷 小川作小屋村」事業 

  の検討開始(～平成 18) 

平成 19 年 住民主導による「小川作小屋準備委員会」の活動スタート(～平成 20) 
 
 

   
平成 21 年 「おがわ作小屋村」 オープン(10 月) 

16 品の地元食材（山菜等）のおかずを小皿に

盛った「おがわ四季御膳」がヒット。 

◆ ヒント 1-2 (p33)、ヒント 2-3 (p44) 

 
集落存亡の危機！ 

人口 100 人弱 

高齢化率 71% 

村は、精力的に県外への PR を実施。 

◆ ヒント 4-5 (p60) 

在来種の活用や、姉妹都市の業者との連携

で商品開発を実施。 

◆ ヒント 1-7 (p38)、ヒント 2-4 (p45) 

昔ながらの景観を活用した「もてなし」を

実践。 

◆ ヒント 2-6 (p46) 

ヒント 3-5 (p54) 

山菜まつり等のイベントにお

いて、最初は行政主導とし

ながらも、徐々に住民の役

割を増やし、最終的には住

民主導の取組に移行。 

集落のリーダーを中心に、2年間で約 100 回の会

合、視察、研修を実施。(役場地域班もサポート) 

近隣と同様の料理にな

りがちなところを、盛り

付けで差別化に成功！ 

名物料理“小川豆腐”の

再現から検討をスタート 

地域の人が集まるため

の多機能施設 
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県県ででのの取取組組  
 

⑤⑤  石石川川県県  

aa))  地地域域のの概概要要  

北陸地方の中部に位置し、南は白山国立公園を源

に発する手取川による肥よくな加賀平野、北は日本

海に突き出た能登半島に囲まれています。 

山と海があり、海は外海と内海の両方があるという恵まれた地勢条件の下で、豊かな海の

幸・山の幸や、九谷焼などの「器」の文化、温泉旅館をはじめとした「おもてなし」文化が

育まれてきました。また、県都金沢は日本でも有数の城下町で、歴史の面影を残す一方、近

代的な街づくりも進んでいます。 

 
「いしかわのかたち：ISHIKAWA Style」 

伝統工芸展覧会を用いたテーブルコーディネート 

※石川県ホームページより 

 
石川県で開催された Cook It Raw  

シェフたちが石川の食材を吟味する様子 

※石川県提供資料より 

bb))  取取組組のの概概要要  
 
●●地地元元食食品品企企業業のの海海外外進進出出をを、、業業界界団団体体とと行行政政のの連連携携にによよっってて後後押押しし  

石川県は、加賀百万石の歴史ある食材、発酵食品、加工品の販売戦略として、海外進出に

取り組むことにしました。海外展開のための拠点として、上海事務所、ニューヨーク事務所、

海外ビジネス展開をサポートする企業向けのワンストップ相談窓口を県庁内に設置していま

す。 
 
●●タターーゲゲッットトのの絞絞りり込込みみ、、食食とと伝伝統統工工芸芸、、おおももててななししのの心心ののパパッッケケーージジ化化でで売売りり込込むむ  

食や伝統工芸をそれぞれ単独で PR するのではなく、食文化と伝統工芸や温泉、老舗温泉

旅館に象徴される日本独自のおもてなしと併せ、ターゲットを海外のオピニオンリーダーに

限定して PR を実施してきました。 

また、飲食業、宿泊業、旅行業団体等で構成する民間団体と行政が連携し、宿泊業界、観

光業界の関係者を対象とした一流ホテルスタッフを講師に迎えた研究会・セミナー開催など、

外国人富裕客の受入態勢を整備しました。平成 22 年には、600 人を超えるホテル・旅館等の

観光関係者を集め、海外富裕層受け入れのための意識喚起を目的とした国際会議を開催し、

業界ぐるみの体制づくりに向けて取り組んでいます。 
 
●●世世界界的的なな食食イイベベンントトのの開開催催にによよりり、、石石川川のの食食文文化化のの魅魅力力をを世世界界にに発発信信  

平成 23 年には、世界的な食のイベント「Cook It Raw（クック・イット・ロウ）」を石川県

内で開催し、和食・石川の食文化を世界へ発信するなど、その取組は発展を続けています。 
 
※「「Cook It Raw」：世界を代表する一流料理人達が主催する食のイベント。コペンハーゲンの COP15（気

候変動枠組条約）の開催を契機に、食の分野から地球環境問題や世界の未来に対する問いかけを行う

ために始まった。 

石川県 
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cc))  取取組組のの流流れれ  

 

 

   

 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【【取取組組のの成成果果】】  

 石川県における外国人宿泊数： 7.8 万人（H16）→19 万人（H20） 

平成 9 年 石川県上海事務所開設 
 
平成 16 年 石川県ニューヨーク事務所開設 

平成 19 年 食、工芸、おもてなしの心等 
  をトータルで PR 

平成 21 年 海外の富裕層誘客にむけた 
  体制づくり 

平成 22 年 米国における石川食文化の PR・見本市・展示会への出展 

平成 23 年 世界的な食のイベント「Cook It Raw」を石川県で開催 
      

飲食業、宿泊業、旅行業団体等で構成する

民間団体と行政が一体となり、外国人富裕客

の受入態勢を整備。人材育成も実践。 

◆ ヒント 3-1 (p50)

ヒント 5-2 (p67)

食、工芸などを、海外のオピニオンリー

ダーをターゲットとしてＰＲ。 

知事のトップセールスの下、海外向けの活動を展開。 

◆ ヒント 4-6 (p62) 

世界の一流シェフが、石川県ならではの豊かな食材や

酒、伝統工芸、地元生産者の職人技などに触れて得られ

たインスピレーションをもとに、現地の食材を使って究極の

一皿を披露。 

◆ ヒント 2-7 (p47) 

ヒント 5-2 (p67) 

ヒント 4-8 (p65) 

県が、地元企業の海外

進出の足がかりとなる

情報発信拠点を整備！ 

米国等の富裕層を

ターゲットにしたイン

バウンド推進の活動

全世界への情報

発信で、国内外

から器などの引

合いへ発展 
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海海外外ででのの取取組組  
 

⑥⑥  フフラランンスス  ((味味覚覚のの一一週週間間))    

aa))  地地域域のの概概要要  

フランスは、西ヨーロッパに位置し、EU 加盟国の

中で第二位の広大な面積を有し、国土の半分は農用

地、農業生産額は EU 大の地位を占める農業国と

して有名です。主要農産物のほとんどの自給率は 100%超えており、ワイン、小麦、チーズ

等を輸出している国としても有名です。 

フランスの食文化は、出産や結婚、誕生日等を祝うための社会的慣習、特定の料理ではな

く、よりおいしく食事をするための美食の慣習を「美食術（ガストロノミー）」と称して、2010
年、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。 

 
味覚の一週間のロゴ 

※「味覚の一週間」公式ホームページより 

 
ユネスコ無形文化遺産に登録されたフランスの美食術 

※農林水産省資料より 
 

bb))  取取組組のの概概要要  

●●世世界界的的なな農農産産物物のの自自由由化化にに伴伴うう「「伝伝統統的的なな味味覚覚」」のの危危機機  

1980 年代からの EU の拡大発展を背景に、農産物流通の自由化、加工食品の開発、食品小

売業の大規模化が進展し、消費者の食の選択や購買行動は大きく変容しました。こうした変

化による「味覚の均質化」は「伝統的な味覚」の衰退をもたらし、ひいては食卓と食文化の

危機に広がっていくとの認識が広がったことが、「味覚の一週間」開催の契機となりました。 

醸造学者であるジャック・ピュイゼ氏は早くから食環境の変化を察し、子供たちへの味覚

教育の必要を唱え、1974 年には、「味覚を目覚めさせる授業（ピュイゼ・メソッド）」を開発、

全国の小学校に普及させています。 

●●食食にに携携わわるる人人々々のの「「伝伝統統的的なな味味覚覚」」のの保保護護・・継継承承へへのの挑挑戦戦——「「味味覚覚のの一一週週間間」」のの開開催催  

同じ危機意識を共有する食に携わる人々の呼びかけにより、1990 年から「味覚の一週間」

が毎年 10 月第 3週に開催されています。その取組の柱となる「味覚の授業」は料理人がボ

ランティアで小学校に赴き、全国各地で開催されています。 

このほか、「味覚のアトリエ（食と味覚に関する体験が出来るイベント）」、「味覚のテーブ

ル（レストランにて多彩な味覚体験ができる特別メニューを安価に提供）」など食に関するイ

ベントを全国各地で展開し、現在では認知度が90%に達する一大イベントに成長しています。 

●●イイベベンントトをを支支ええたた企企業業協協賛賛とと行行政政のの参参画画、、海海外外へへのの「「味味覚覚のの一一週週間間」」のの広広ががりり  

「味覚の一週間」を支えたのは、考えを同じくする企業の協賛と行政の参画でした。PR
会社を運営事務局としたことから、メディアを有効に活用することによって、毎年多くの協

賛企業を呼び込むとともに、2003 年以降は行政も普及・周知へ協力し、官民挙げてのイベン

トとなりました。子供たちに「味覚」を伝えて行くことを目的に、この取組は現在では日本

を含む 20 か国以上で展開されています。 

フランス 
フランス 
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cc))  取取組組のの流流れれ  
 

 

   

 

   

 

            

 

   

 

 

 

   

  
【【取取組組のの成成果果】】  

 「味覚の一週間」の認知度： フランス国民の 90%以上（2011） 

 「味覚の授業」の開催件数： 5,000 件（2011） 

 「味覚のアトリエ」の開催件数： 2,000 件以上（2011） 

 「味覚のテーブル」の開催件数： 500 店舗（2011） 

1974 年  「味覚を目覚めさせる授業」 

の開発 

1989 年 フランス食文化国立評議会 

（ＣＮＡＣ）の設立 

1990 年  「味覚の一日」のスタート 

1992 年 「味覚の一週間」へ 

「味覚のテーブル」を実施 

2002 年  食関連協同組合、民間団体、 

企業の協賛拡大 

2003 年  行政（農業漁業省・国民教育省） 

  の後援 

2010 年  日本版「味覚の一週間」 

事務局立ち上げ 

食のジャーナリスの呼びかけにより、シェフ

300 人のボランティア参加による全国各地の

小学校での「味覚の授業」を実施。 

開催期間を 10 月第 3 週に限定して実施。 

シェフ 1,200 人による味覚の授業」、500 店

舗による「味覚のテーブル」の実施。  

食生活の乱れによって伝統的な味覚が危機に

瀕していることを背景に、醸造学者が味覚教育

のカリキュラムを開発。 

フランスの伝統料理を継承するために、食に関

する研究者、ジャーナリスト、文化人、行政の参

画による官民一体の組織を設立。 

「味覚」に関する 
イベントを集中！ 

食関係者の 
ネットワーク！ 

食に関連する団体（食肉情報センター、農業

コンクール、農業食品産業全国協会、料理

番組等）の協賛。  

協賛スポンサー

の拡大！ 

行政の後援 

国際的なイベントへ！ 

海外約 20 か国で「味覚の一週間」を開催 
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⑦⑦  イイタタリリアア  ((ススロローーフフーードド))  

aa))  地地域域のの概概要要  

イタリアは、地中海に突き出した南北に伸びる半

島を中心に形成されており、地形的に変化に富んだ

国土と、温暖で乾燥した気候を活かした地域色豊か

な農産物の生産が行われています。北部地域での小

麦をはじめ、南部地域ではオリーブ、トマト、ぶど

う、かんきつ類が生産されるなど、多彩な農業が営

まれ、EU 内においてもフランス、ドイツに次ぐ農業国として有名です。 

イタリアでは、各地の風土に育まれたバラエティに富んだ食材・郷土食がその食文化を支

えています。こうした食文化を守るための活動の一つとしてスローフード運動が展開され、

現在、その理念は国際的な運動へと発展しています。 

 
スローフード協会のロゴ 

※「スローフード協会」公式ホームページより 
 

イタリアの売店の様子 
※撮影：島村菜津氏 

 

bb))  取取組組のの概概要要  
 

●●食食文文化化継継承承のの危危機機：：全全国国的的なな農農山山村村のの過過疎疎化化とと国国際際的的なな外外食食チチェェーーンンのの展展開開  

イタリアでは、50 年代から 70 年代にかけて、農村、特に国土の 80％を占める中山間地の

過疎化が深刻化しました。その危機感からの出発した農村文化の再興の動きは、イタリア食

文化保護の大きな動きにつながります。その一つのうねりが 86 年に立ち上がった、失われつ

つある質のよい食品、それを生産する生産者を守ることを掲げたスローフード運動でした。 

●●地地域域食食文文化化のの見見直直ししののききっっかかけけはは外外部部者者のの目目  

その動きと同じくして、より人間らしい暮らしが出来る環境を求めて、農村への外国人、

都市住民の移住が多く見られました。農家民宿や地域食文化の見直しには、こうした外部者

による農村文化への評価が大きな役割を果たし、地域の人々による食文化、在来種の再発見

を内部から支えるきっかけを与えました。各地域で、こうした運動を支える取組が、スロー

フード運動とともに地域食文化を支えています。 

●●地地域域のの人人々々のの目目線線ににああわわせせたた情情報報発発信信とと消消費費者者とと生生産産者者をを結結ぶぶ食食のの祭祭典典  

スローフード協会では、地域の伝統食を提供する小さなレストランや在来種を生産する小

生産者の営みを守るための取組を行っています。特に大きな柱となっている出版活動では、

「オステリア（レストラン）ガイド」、「ワインガイド」、「プレシディオ（在来作物や在来の

家畜、伝統漁による魚介などのガイド））」等の発刊を通じ、消費者へ食に関する正しい情報

を届けています。これらのガイド本では、庶民が手に入れられる価格帯で、地域性を重視し

た伝統食、ワイン、食材の情報を盛り込み、取材に対応できる担当者、生産者も掲載するな

ど、きめ細かい情報を提供し、地域の人々の目線から、内外問わず使いやすいガイドブック

として定着しています。現在は独立した出版部の販売売上が活動を支える重要な資金となり

ました。 

イタリア 
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また、消費者と生産者を結ぶ食の祭典、食に関連するコミュニティを一堂に会した国際会

議を開催するなど、消費者の食育や食のコミュニティのネットワーク化にも力を入れていま

す。 
 

●●地地域域のの取取組組事事例例  
 

カカンンパパーーニニャャ州州アアママルルフフィィ  

在来種を含む4種のレモンを、地域の伝統料

理や果実酒（リモンチェッロ）に加工し、急斜

面の段々畑の後継者問題と戦っています。 

 
アマルフィのレモン農家 
※撮影：島村菜津氏 

カカンンパパーーニニャャ州州チチェェタターーララ  

かつてはマグロ漁で栄えたチェターラでは、町の支

援で新たな魚醤工場を整備し、800 年の歴史をも

つイワシ魚醤（コラトゥーラ）を復活させました。 

 
復活したイワシ魚醤（コラトゥーラ） 

※撮影：島村菜津氏 

トトススカカーーナナ州州ククテティィリリアアーーノノ  

地元のボランティアによって、栗を加工する

石臼の粉ひき小屋を活用させ、在来羊のチ

ーズを買える農家民宿の活性化にも力を入

れています。 

 
栗の粉ひき小屋と加工品 

※撮影：島村菜津氏 

ヴヴェェススヴヴィィオオ火火山山のの周周辺辺地地域域  

在来種ピエンノロ（プチトマト）は、収穫後に、手作業

で束にして一か月熟成させて市場に出荷していま

す。この 10 年で、地域の味を支える貴重な食材に

なりました。 

 
トマト農家の作業風景 
※撮影：島村菜津氏 

イイタタリリアア各各地地ににおおけけるるススロローーフフーードド会会員員にによよるる取取組組  

イタリア各地のスローフード会員により、季節ごとに催される小さな食のイベントや試食会が展開され

ています。地元の会員たちによって企画されるこうした食の祭典は、新しい本物を味わえる観光の

流れを作り出しました。そして、大量生産や大量流通による食に均質化に対して取り組まれている、

故郷のための小さな食育活動もまた、その活動を支える大きな力となっています。 
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cc))  取取組組のの流流れれ  
 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

  
【【取取組組のの成成果果】】  

 スローフード会員数：132 か国、72,241 人（2008） 

 スローフードの支部（コンヴィヴィウム）数：88 か国、1,167 箇所（2008） 
 

1986 年  食文化を守る会 

「アルチ・ゴーラ」の発足 

1989 年  国際スローフード協会設立 

1990 年  第一回国際スローフード大会開催 

  スローフード出版局の設立 

1993 年  「味の週間」開始 

1996 年  第一回「サローネ・デル・グスト」開催 

「味の箱舟」計画開始 

2004 年  第一回「テッラ・マッドーレ」開催 

  食科学大学の創設 

2008 年  世界スローフード会員数 132 か国 

7 万人を突破 

消費者に正しい情報を伝える見地から出版

局を設立。スローフードに関する季刊誌の発

行やきめ細やかな各種ガイドを発行。 

生産者と消費者を結ぶ食の祭典を開催。 

EU からの助成もあり、在来種など世界の各

地域に残された貴重な食の遺産を守るため

の取組を開始。 

ヨーロッパの食の中心地であるフランスのパリに

おいて、「スローフード宣言」を発表。スローフード

が正式に国際的な運動として展開。 

食の危機に立ち

上がった有志！ 

食のコミュニティの世界ネットワーク化。 

二つの州の協力を得て「食科学」を専門とす

る国際大学として食科学大学を創設。 

出版活動によ

る資金調達！ 

50 年代～70 年代 

農村の過疎化 

農村文化の危機 

全国有名レストランの協力により、25 歳以下

の若者に対し、手ごろな値段で本格的なコー

スメニューを提供する機会を創設。 

世界初の 
食専門大学！ 

世界各地で 
支部が創設！ 

2003 年から 2008 年にかけて 1,000 名以上

の会員を有する国の数が倍増。 

EU 助成により、

国内各地の在来

種を調査！ 


