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ははじじめめにに  
 

 

昨年 3月、日本食文化がユネスコの無形文化遺産に登録申請されました。四季折々の食材

を活かす知恵や工夫、年中行事との結びつきなど、日本人が「食」に対して抱く自然に対す

る畏敬の念を、未来に伝えるべき文化であるとして申請されたものです。この取組は、日本

人一人ひとりが「日本の食文化」、「地域の食文化」について改めて考える機運の盛り上がり

を期待して動き出しました。 

 
日本食文化に注目する動きは、国内よりもむしろ海外で盛んであると言えるかもしれませ

ん。日本食は、見た目に美しく、健康的であるとして世界から注目を浴びており、日本を訪

れる外国人の多くは日本で日本食を食べることを楽しみにしていると言います。また、日本

の食文化は「丁寧さ」「繊細さ」「真面目さ」といった点で本来の日本人らしさが表れており、

それが外国人からも高く評価されています。 

 

一方で、日本国内での日本食文化の現状はどうでしょうか。気候・風土の多様性の上に築

かれ、長年受け継がれてきた地域固有の伝統的な食文化は、高度成長期から続いた食の大量

生産・大量消費による物質的な豊かさと引き換えに、農村部の高齢化や食の洋風化・簡便化

等の影響により、ひとつ、またひとつと失われつつあります。特に、若い世代を中心とした

食のリテラシーの崩壊は深刻で、栄養バランスを無視した食事構成や朝食の欠食等、食文化

の継承以前に基本的な食生活の乱れは、改善すべき喫緊の課題です。 

 

このような状況の中、残された地域の食文化を次世代に守り伝え、それらを活用して地域

を元気にしていくための「ナビゲーション」を作るため、農林水産省の委託事業により「地

域食文化活用マニュアル検討会」が立ち上げられました。 

本検討会で議論を重ねる中で、地域の食文化を未来に伝えるため、地域住民や食の関係者、

行政等が一体となって取り組んでいる国内外の事例から、食を活用した地域活性化に取り組

むに当たってのヒントが浮き彫りになってきました。 
 

これまで、地域の食文化は必ずしも十分に顧みられてこなかったかもしれませんが、今後

は、観光や地域ブランディングの観点から、「食文化」が強力なコンテンツになると言えるで

しょう。 

日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録を目指す今が、「日本食文化」に大きな注目が集ま

り、地域自身が地域の食文化の価値を見直す機運が高まる千載一遇のチャンスです。 

本書は、生活者にも事業者にも活用いただけるものを目指して作成しました。本書を片手

に、地域の伝統的な食文化を未来に伝えようという地域の方々の思いから生まれたアイデア

や幾度となく繰り返された地域レベルでの議論から得られた成功に向けてのエッセンスを

「羅針盤」として、地域の食文化を活用し、地域活性化に取り組んでいただければ幸いです。 

 
なお、本書は「平成 24 年度食文化の保護・継承及び活用にかかる調査事業」での検討結果

に基づき作成したものです。本書の作成にあたりご協力いただいた全国各地の皆様をはじめ、

関係者の方々に心から感謝申し上げます。 
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本書の使い方 
 
 
 

■■  本本書書はは  「「食食」」  でで地地域域をを元元気気ににすするる！！ががテテーーママでですす。。  
本書は、「食」を活用して地域を元気にしようと思っている方を対象に作成しました。 

地域の行政の方、集落のリーダー、6次産業化に取り組む農業者の方、商工会の方など、

これから取組を始める方、地元で何か誇れるものを得たいと考えている方、壁に突き当たっ

て何かヒントがほしいと思っている方などにご利用いただきたいと思います。 
 
 

■■ここれれかかららのの気気付付きき、、ヒヒンントトをを与与ええるるナナビビゲゲーーシショョンンととししてて  
「地域活性化」を達成する方策に、どの地域にも当てはまるような唯一のものはありませ

ん。地域のおかれている状況によって、とるべき方策は異なります。 

本書は、「これをやれば地域活性化が叶う！」というものをお示しするのではなく、どのよ

うな道筋が必要かを各地域が気付き、次の一歩を踏み出すためのナビゲーションとしてお使

いいただくものです。 

 
 
 
 

■■事事例例のの成成功功体体験験やや課課題題克克服服をを知知るる  
本書の前半では、「食」を活用して地域活性化に取り組む 5つの事例を取り上げ、その取組

の経緯や歴史、取組の成功ポイントや課題克服の手法について、詳しく解説します。 
 
 
 

■■「「55 つつのの視視点点」」にによよるるチチェェッッククシシーートトでで、、自自己己診診断断  
事例を分析して得られたのが「5つの視点」です。5つの視点を更に詳しく細分化し、チェ

ックシートを作りました。これから取組を始める、またはさらにステップアップするにあた

り、まずは自己診断が必要です。 

自分たちの地域で、よく取り組んでいる点、まだまだ努力が必要な点、今まで意識してい

なかった点など、一度俯瞰的に見てみましょう。 
  

地域活性化の方策 

Step1 ○○○○○○○○ 

Step2 △△△△△△△ 

Step3 ・・・・・ 
A 村では・・ B 市では・・ C 町では・・ 

民間主導が

理想・・行政

の役割は？ 

NAVI 

ゴールイメージが

近い C 町の取組

を参考に！ ×
どの地域でも

当てはまるよう

な方策はあり

ません・・・ 
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■■ウウィィーーククポポイインントトをを補補ううアアイイデデアアをを  
自己診断ができたら、次はウィークポイントを解決する段階となります。事例の地域の例

から、具体的にどのような取組が功を奏したか、どうやって解決したかのヒントを見つけま

しょう。机上の空論ではなく、実際の現場で得られている体験からこそ得られる気付きやヒ

ントがあるはずです。 
 
 
 

■■気気ににななるるととこころろかからら読読みみ始始めめててみみててくくだだささいい  
このように、①事例、②「5つの視点」、③チェックシート、④ヒント集という構成になっ

ていますが、必ずしも 初からすべてこの順番で読み進めなくてはいけないというわけでは

ありません。 

チェック項目だけ使ってみる、ヒント集だけ読んでみるというのでも、いろいろな気づき

があると思います。お使いになる方が、使いやすい方法で本書をご利用いただければと思い

ます。 

 
 
 
 

■■専専門門家家のの視視点点でで食食文文化化のの活活用用ののポポイインントトををココララムムととししてて紹紹介介  
7 人の食の専門家から、それぞれの視点で、「食文化を活用した地域活性化」についてのメ

ッセージをいただきました。 

日本全国の様々な地域活性化の事例を知っている専門家のコメントを、今後の参考にして

頂ければと思います。 
 
 

第 1 章 ○○○○○○ 

第 2 章 △△△△△ 

第 3 章 ・・・・・ 

順を追っ

て読む！ 

ヒント！実践編 

5 つの視点 

ヒント！実践編 

チェックシート 

ヒント！実践編 事例編 

参考資料 

国内事例 

参考資料 

海外事例 

まずは、事例

を吟味・・ 
まずは、事例

を吟味・・ 
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第第11部部  事事    例例    編編  
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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 
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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】】  

 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 
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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】】  

 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！ 
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第第22部部  ヒヒンントト！！実実践践編編  
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「「ヒヒンントト！！実実践践編編」」ののははじじめめにに  
 

■■５５つつのの視視点点  
第 2 部では、第 1部で見てきた各地の取組事例を踏まえ、食を活用した地域活性化に向け

て押さえるべきポイントを、以下のとおり５つの視点として整理しました。詳しくは、26 ペ

ージ以降で説明します。 
  

【視点 0】地域の食文化の重要性への気づき 

【視点 1】「食」のプロセス全体を可視化 

【視点 2】地域食文化のクリエイティブデザイン 

【視点 3】食文化全体のイーティングデザイン 

【視点 4】国内外のマーケットの中での価値 

【視点 5】食文化の共有と継承のための仕組みづくり 
 

 
 
 

■■  チチェェッッククシシーートトにに記記入入ししててみみままししょょうう  
上記の視点を具体的な取組として実践するためのチェック項目を、さらに視点ごとに 3～6

つのチェック項目として設定しました。それをチェックシート形式にしたのが、次ページの

「食文化を活用した地域活性化のナビゲーション チェックシート」です。 

これから食文化を活用して地域活性化に取り組もうという方も、既に取り組んでいる方も、

まずはこのチェックシートを活用して、ご自身の地域の取組の現状を把握してみましょう。 

なお、本チェックシートは、以下のＵＲＬに掲載しておりますので、ダウンロードの上、

ご活用ください。 
 

▼食文化を活用した地域活性化のナビゲーション チェックシート 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/index.html/・・・（仮） 
  

「当たり前」を 
リセットする 

 
【視点 0】 

外からの視点を入れて 
さらに進化する 

 
【視点 4】 

食文化を新たな視点で発見し、

新たな価値を付け加える 
 

【視点 1～3】 

ふたたび地域に落とし込む
 

【視点 5】 
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食文化を活用した地域活性化のナビゲーション　チェックシート

1
食文化で地域を活性化しようと考えたきっかけは何です
か？

2
あるもの探しをして眠っている食文化があることに気づきまし
たか？

3
その気づきをまずどのように活用したいと思いましたか？
（初期段階の企画・アイデア）

4
その気づきをまずどのような地元のステークホルダー(関係
者・機関)と共有しましたか？

5 食材の来歴・由来を意識していますか？

6 地産地消していますか？

7 在来の品種を活用していますか？

8
地域の食材を地域で加工していますか？
（地域内での付加価値化・６次産業化）

9
原材料の生産から加工までの過程を見える化する工夫をし
ていますか？

10
伝統的な地域の食文化に、現世代としての工夫を加え、新
たな付加価値を創造していますか？

11
地域の自然や景観、環境の価値を見出し、それをどのよう
に引き出そうとしていますか？

12
食にかかわる地域の祭や行事等の価値を見出し、それを
どのように引き出そうとしていますか？

13
食文化の一部としての「おもてなし」をどのように取り入れて
いますか？

14
食文化の一部としての作法や地元の歴史的風習などをど
のように取り入れていますか？

15
「食器」やその他の伝統工芸品と「食べ物」をどのように取り
入れていますか？

16 食の「空間」や「しつらい」をどのように工夫していますか？

17
国内の他地域(又は消費地・消費者)に対して情報発信を
するとともに、評価を受けるための工夫をしていますか？

18
海外に対して情報発信をするとともに、評価を受けるため
の工夫をしていますか？

19
観光業界や流通業者等と連携するなど、地域の食文化を
日本全国に広げるための工夫をしていますか？

20
海外拠点の整備や外国人料理人の育成など、食文化を海
外に広げるための工夫をしていますか？

21
地域に食文化が根付き、それが誇りとなるよう、気づいた食
文化の価値を地域内でどのように共有していますか？

22
食文化を通じて地域や家族の絆を深める工夫はあります
か？

23
学校等の教育現場や地元店舗(レストラン・直売所等)と連
携するなど、食文化の継承のための仕組みがありますか？

24
食文化の継承に向けて、教える側（食文化の提供側）の人
づくりのための仕組みはありますか？

25
食文化の継承に向けて、食する側（食文化の需要側）の人
づくり（次世代の舌づくり）のための仕組みはありますか？

26
「食文化の継承」を人づくりの一環と捉え、食育に活かして
いますか？

外
か
ら
の
視
点
を
入
れ

て
さ
ら
に
進
化
す
る

【視点４】国内外のマーケットの中での価値
（地域外の目、海外の目を触媒として食文化の価値を増
幅させる）

＜ねらい＞
・地域の中では気付かない地域の良さに気付き、それを
地域活性化に活用するため、地域外との接点や地域外
の評価を把握する体制があるか確認する。

ふ
た
た
び
地
域
に
落
と
し
込
む

【視点５】食文化の共有と継承のための仕組みづくり
（食文化の発信を契機として、自己変革へとつなげる）

＜ねらい＞
・持続的な取組となるよう、取組を始めたことによる地域
の自己変革や食文化が地域で文化として定着している
か、人材育成の仕組みがあるかなど、取組の成果が地
元に還元されているかどうかを確認する。

チェック項目

本チェックシートは、地域の「食文化」に気づいたきっかけや気づきのきっかけとなった外部の視点など、食を活用した地域の
活性化にこれから取り組み方や、さらなるステップアップを目指す方のための、ナビゲーションシートです。

視　　　　　点

「
当
た
り
前

」
を

リ
セ

ッ
ト
す
る

【視点０】地域の食文化の重要性への気づき
（活用する地域の食文化が何かを再認識する）

＜ねらい＞
・活用しようとする地域の食文化がどういったものであり、
それに気づいたきっかけが何かを確認する。

食
文
化
を
新
た
な
視
点
で
発
見
し

、
新
た
な
価
値
を
付
け
加
え
る

【視点１】「食」のプロセス全体へのまなざし
（食材→（加工）→料理までのプロセスを見える化する）

＜ねらい＞
・消費者の納得、信頼、関心が得られるよう、商品づくり
の過程を明確にしているかを確認する。

【視点２】地域食文化のクリエイティブデザイン
（地域の固有性のある食文化に、新たな付加価値を創
造する）

＜ねらい＞
・地域にある様々な資源の中から「食」に関するものを取
り上げ、地域活性化の柱としているかを確認する。

【視点３】食文化全体のイーティングデザイン
（「食べ物」だけでなく「作法」や「食器」等の食をめぐる多
様な文化とセットで評価する）

＜ねらい＞
・地域活性化に活用する「食」を、料理単品としてではな
く、作法や食器等食に付随する様々なものと一体でプロ
デュースしているか確認する。
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■■  大大切切ななののはは、、自自己己診診断断にによよっってて地地域域のの現現状状をを客客観観的的にに把把握握すするるこことと  
チェックシートに記入すると、たくさん書き込めるところと、あまり書き込めないところ

があるかと思います。チェックシートは全ての項目を記入することが目的ではなく、大切な

のは、地域の強み・弱みを把握することです。現時点でできていることや、まだ取組の余地

のあるところを客観的な目で俯瞰しましょう。 
 
 
 

■■  地地域域のの事事例例かからら、、ヒヒンントトをを得得るる  
チェックできなかった項目に取り組むためのヒントとして、チェック項目ごとに、第 1部

の「事例編」で紹介した国内外の地域の事例から得られた成功のポイントをご紹介します。 

それぞれの地域の、具体的にどのような取組が功を奏したか、どうやって解決したのか、

そのヒントを見つけてみてください。次ページ以降に、成功のポイントの目次で索引できる

ようにしていますので、ご活用ください。 
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事例から 
のヒント 

 
p27～ 

事例からのヒント 

事例からのヒント 

「「ヒヒンントト！！実実践践編編」」  目目次次  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
  

視点 0 地域の食文化の重要性への気づき (p27) 

チェック 
1 

食文化で地域を活性化しようと考えたきっかけは何ですか？(p27) 

チェック 
2 

あるもの探しをして眠っている食文化があることに気づきましたか？(p27) 

チェック 
3 

その気づきをまずどのように活用したいと思いましたか？ 
（初期段階の企画・アイデア）(p27) 

チェック 
4 

その気づきをまずどのような地元のステークホルダー(関係者・機関)と共

有しましたか？(p27) 

視点 1 「食」のプロセス全体へのまなざし (p33) 

チェック 
5 

食材の来歴・由来を意識していますか？(p33) p33～ 

チェック 
6 

地産地消していますか？(p35) p35～ 

チェック 
7 

在来の品種を活用していますか？(p37) p37～ 

チェック 
8 

地域の食材を地域で加工していますか？ 
(地域内での付加価値化・6 次産業化) (p39) 

p39～ 

チェック 
9 

原材料の生産から加工までの過程を見える化する工夫をしています

か？(p42) 
p42 

視点 2 地域食文化をクリエイティブデザイン (p43) 

チェック
10 

伝統的な地域の食文化に、現世代としての工夫を加え、新たな付加価

値を創造していますか？(p43) 
p43～ 

チェック
11 

地域の自然や景観、環境の価値を見出し、それをどのように引き出そう

としていますか？(p46) 
p46～ 

チェック
12 

食にかかわる地域の祭や行事等の価値を見出し、それをどのように引き

出そうとしていますか？(p48) 
p48～ 
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事例からのヒント 

事例からのヒント 

事例からのヒント 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

視点 3 食文化全体のイーティングデザイン (p50) 

チェック
13 

食文化の一部としての「おもてなし」をどのように取り入れていますか？ 
(p50) p50 

チェック
14 

食文化の一部としての作法や地元の歴史的風習などをどのように取り入

れていますか？(p51) 
p51 

チェック
15 

「食器」やその他の伝統工芸品と「食べ物」をどのように取り入れています

か？(p52) 
p52～ 

チェック
16 

食の「空間」や「しつらい」をどのように工夫していますか？ p54 

視点 4 国内外のマーケットの中での価値(p55) 

チェック
17 

国内の他地域(又は消費地・消費者)に対して情報発信をするとともに、

評価を受けるための工夫をしていますか？(p55) p55～ 

チェック
18 

海外に対して情報発信をするとともに、評価を受けるための工夫をしてい

ますか？(p62) 
p62～ 

チェック
19 

観光業界や流通業者等と連携するなど、地域の食文化を日本全国に広

げるための工夫をしていますか？(p64) 
p64 

チェック
20 

海外拠点の整備や外国人料理人の育成など、食文化を海外に広げるた

めの工夫をしていますか？(p65) 
p65 

視点 5 食文化の共有と継承のための仕組みづくり(p66) 

チェック
21 

地域に食文化が根付き、それが誇りとなるよう、気づいた食文化の価値

を地域内でどのように共有していますか？(p66) 
p66～ 

チェック
22 

食文化を通じて地域や家族の絆を深める工夫はありますか？(p68) p68 

チェック
23 

学校等の教育現場や地元店舗(レストラン・直売所等)と連携するなど、

食文化の継承のための仕組みがありますか？(p69) 
p69～ 

チェック
24 

食文化の継承に向けて、教える側（食文化の提供側）の人づくりのための

仕組みはありますか？(p72) 
p72～ 

チェック
25 

食文化の継承に向けて、食する側（食文化の需要側）の人づくり（次世代

の舌づくり）のための仕組みはありますか？(p74) 
p74 

チェック
26 

「食文化の継承」を人づくりの一環と捉え、食育に活かしていますか？ 
(p76) 

p76 



視点(0)地域食文化の重要性への気づき■ 

27 

視視点点  
 

00  地地域域のの食食文文化化のの重重要要性性へへのの気気づづきき  
  

 食文化を活用している事例では、自らの食文化を考える「きっかけ」があります。この“きっ

かけ(気づき)”は、スタート時点で既に持っている場合もありますが、他との交流から刺激を

受けて気づく場合、取組を進めていく途中で再認識する場合など一通りではありません。 

取組のどの段階における“気づき”であっても、それを発展のチャンスと捉え、地域の振興

や活性化に役立てていくことが重要となります。 

 
 

チチェェッックク 11  
食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

地域の食文化を考えるに至った“きっかけ”を確認するものです。ここでは、取組の

途中や、取組んだ結果、新たな価値や意義を再認識した“きっかけ”も含みます。 

チチェェッックク 22  

ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

あるもの探しを行い、そこで気づいた価値（眠っていた食文化）は何だったのか、そ

れらは、今後の展開において、どのような可能性を期待させるものであったかを確

認します。 

チチェェッックク 33  
そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイ

デデアア））  

“気づき”を、具体的に何に活用したいと思ったか（活用したか）を確認します。 

チチェェッックク 44  

そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししまましし

たたかか？？  

実際の活用には、その取組に必要となる地元関係者の確保が必要となります。 
ここでは、このような関係者の確保、連携の仕組みの構築の有無を確認します。 

 
  



■視点(0)地域食文化の重要性への気づき 

28 

●●小小浜浜市市  

11 食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

当時の市長が「食」を中心に据えたまちづくりを宣言しました。 

22 ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

市民が“食育”に関心を持つようになり、“食のまち”のイメージも浸透しました。 

33 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイデデアア））  

各種の食育プログラム等で浸透した“食のまち”のイメージを、地元観光への振興など

に活用すべきと考えました。 

44 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししままししたたかか？？  

取組当初の校区単位の市民協議や、食育プログラムなどを支える市民ボランティア、小

浜の食を支える料理人や食の達人・食の語り部の認定、地元農家や観光業界の連携など、

随時、参画者を拡大させています。 
 

 
 
  

「みけつくに？」の市民も多数 

“市民が主役”の下地づくり 

地区単位の検討 

市民提案の採用・具体化 

「食」を中心に据えたまちづくりを展開！ 
(当時の市長が掲げたまちづくりの方針) 

食育プログラムの商品化による観光産業への活用など(食育ツーリズム) 

活動拠点「食文化館」がオープン 
  

食育活動の浸透（当たり前） 

“食のまち”のイメージが浸透 

参加者の増加 
(食育サポーター、達人、匠・・) 

“市民が主役”をサポート 

食育教室運営のマニュアル化 

地元ケーブルテレビの活用 

スローフードレストランの運営を

市民（有志グループ）に委託 



視点(0)地域食文化の重要性への気づき■ 
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●●一一関関市市  

11 食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

もち米の地産地消、もち食文化の継承が課題となっており、有志の研究者・事業者が検

討を開始しました。 

22 ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

地域ごとの固有のもち食、日本唯一のもち本膳など、一関が持つ多様なもち食文化の存

在を確認しました。 

33 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイデデアア））  

食文化の継承活動や各種の食育プログラム・イベント実施等で浸透した“食のまち”の

イメージを、地元観光及び商業への振興などに活用すべきと考えました。 

44 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししままししたたかか？？  

取組当初の文化団体、飲食店、関係事業者、継承の担い手となる栄養士や学校給食関係

者、さらには地元農家、商工団体、他地域の関係者などを確保しています。 
 

 

「今さらもちなんて・・・」の認識 
(当時の市民・事業者) 

有志市民・事業者の危機感 
 

“もち食文化”絶滅の危機 

もち米産地なのに、多くは他県へ流通 

もち食文化の徹底研究 

地域によって文化は様々 

日本唯一のもち本膳の存在 

共通点を集約し

一関の文化とし

て再整理 

一関のもち文化の価値を再認識 

市、地元の農商工、文化団体による 
全市的取組（一関もち食推進会議） 

学校給食を通じた「もち食文化」の伝承 

もち米の粉末化や冷凍化などの商品開発 

市の図書館でのもち関連資料の収集 

もち食文化の浸透・定着 

 6 割の世帯に餅つき機が普及 

祭事での餅つき、餅振る舞いの実施 

スーパー等商店でのパック商品の販売 

旅館・ホテルでのもち料理提供 ほか 

文化の伝承に止めず、 
市全体の活性化に活用！ 
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●●久久慈慈市市山山形形町町  

11 食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

当時の村長が、住民が誇りを持てる村づくりを宣言しました。 

22 ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

住民にとって“当たり前”であった自然環境や景観、郷土料理などが他地域の人にとっ

て価値があることに気づきました。 

33 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイデデアア））  

山形村短角牛の成功をバネに、地元の観光、新商品の外部発信などに活用しました。 

44 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししままししたたかか？？  

短角牛の肥育農家と、流通業者からスタートし、地産地消のための加工業者、観光施設、

郷土料理を広めるボランティア団体などを拡充してきました。 
 

 
 
 
  

村の良さ(価値)を自覚し、地域の 
食産業や観光の振興に活用！ 

 
 
 

出身地を言えない・・・ 
日常食は恥ずかしくて見せれない・・・ 

(当時の住民) 

(流通業者による) 
都市部の消費者 

との交流 

短角牛が好評を得る！ 

新商品開発 
【短角牛まん】 

B 級グルメ出展 
【まめぶ汁】 

観光拠点整備 
【バッタリー村】 

住民が誇りをもてる村に！ 
(当時の村長が掲げた 

まちづくりの方針) 

山形村短角牛の魅力に着目 
(流通業者) 住民にとっては“当た

り前”の自然風景、景

観、郷土料理などの

価値を認識！ 

久慈市との合併で、

旧久慈市民側が、 
旧山形村の郷土料理

に注目！ 
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●●西西米米良良村村  

11 食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

過疎化対策の一環として、田舎レストラン等の観光事業を開始しました。 

22 ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

“おがわ四季御膳”のヒットを通じ、田舎の伝統的な生活の仕組みが観光面で価値があ

ることに気づきました。 

33 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイデデアア））  

田舎レストランを含めた観光事業の目的が、定住人口の確保（過疎化対策）でした。 

44 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししままししたたかか？？  

田舎レストランの運営には欠かせない、地元農家（食材提供者）や、他地域の食品加工

業者（アイスクリーム）などを確保しました。 

 

 

 

新規定住人口の確保 

 
平成の桃源郷・小川作小屋村づくり事業 

田舎レストランのコンセプト 

小川地区の食材を活用した郷土料理の提供 
 
主なメニュー 

小川豆腐（名物料理） 

おからを用いた 
コロッケ、サラダ 

地元の山菜料理  ほか 

専門家に

よる提案 

おがわ四季御膳の誕生 

周辺地域も同様

の料理を提供 
(差別化が困難) 

16 種の 

小皿料理 

スタッフの声・・・ 

こんな方式で売れるのか？ 

地元では当たり前の料理ば

かりだが笑われないか？ 

集落活性化事業の目的の 1 つに “過疎化対策” 

～観光事業による定住人口の確保～ 

ヒト手間の重要性！ 
(当たり前が人気メニューに！) 

旬の野菜、郷土料理などの 
高評価は、自信へ！ 
(さらなる新メニューの開発へ！) 

大ヒット！ 

田舎レストランの看板メニューに！ 

月替わりメニューには 
月毎のファン(リピーター)が 

おがわ作小屋村の盛況 
(年間 2 万人の来客) 

村の存続を支える

当事者としての 
自覚へ！ 

※ 終目標は、"集落の自立自走"。 
景観やそこで生活する人々の営みを守るため、

陶淵明の描いた桃源郷の再生をキーワードとし

た"新たな集落活性化のモデルづくり" 
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●●石石川川県県  

11 食食文文化化でで地地域域をを活活性性化化ししよよううとと考考ええたたききっっかかけけはは何何でですすかか？？  

県は、加賀百万石の歴史を有する石川の食の販路を、海外に求める戦略を立てました。 

22 ああるるもものの探探ししををししてて眠眠っってていいるる食食文文化化ががああるるここととにに気気づづききままししたたかか？？  

国際的な高評価を得ることで、石川の食が、海外の富裕層などにとっても価値があるこ

とに気づきました。 

33 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううにに活活用用ししたたいいとと思思いいままししたたかか？？（（初初期期段段階階のの企企画画・・アアイイデデアア））  

県内観光業の振興に活用できると思いました（現地でしか味わえない石川の魅力の PR
でインバウンド効果を期待）。 

44 そそのの気気づづききををままずずどどののよよううなな地地元元ののスステテーーククホホルルダダーー((関関係係者者・・機機関関))とと共共有有ししままししたたかか？？  

食材・料理の関係者はもちろん、伝統工芸、酒、旅館など、石川の“もてなし”を支え

る事業者等のネットワーク構築に取り組みました。 

 
 

 
加賀百万石の 
伝統と歴史 

・・・ 

石川の食文化の国際的な情報発信力を確認しつつ、 

現地でしか味わえない味覚・景観・もてなし・・の可能性も確認！ 
(観光分野の誘客～インバウンド～にも注力！) 

食材 

料理 

酒 もてなし 

 
海外の声 

(欧米中の富裕層など) 器 

情報発信 

海外拠点整備 

知事のトップセールス 

現地商談会の開催 

国際的な食イベントの

石川県開催 ほか 

食の総合力へ評価 

食・酒・伝統工芸など、石川の食の総合力が高く評価 
 
新旧の融合による魅力アップ 

九谷焼をベースにしたワイングラスと併せた日本酒の PR が高評価 
 
食材調達～もてなしまでの一連の過程への評価 

漁師による活け締め、里山保全を考慮した山菜採取、温泉旅館の

もてなし・・、などが高く評価 
国際的な 
食イベント 
Cook it 

Raw にて 



視点 1「食」のプロセス全体へのまなざし■ 

33 

視視点点  

 

11  「「食食」」ののププロロセセスス全全体体へへののままななざざしし  
  

 事例では、食材の生産や加工、料理のプロセスなどにこだわりが多くみられました。 

地産地消はもちろん、これまで地域外にアウトソーシングしてきたものをもう一度、自分たち

の手に引き受け直そうといった取組なども該当します。地域の食材を使い、地域で加工し

た商品はブランド価値が高く、消費者にとってより魅力的であるとともに、地域に利益が循

環する仕組みを構築することができます。 

ここでは、食、食べるというプロセス全体を見直すこと、そして全てのプロセスを可視化する

ことをポイントとします。 

 
 
 

チチェェッックク 55  

食食材材のの来来歴歴・・由由来来をを意意識識ししてていいまますすかか？？  

活用する食材・料理についての来歴や由来を意識しているかを確認するものです。 

地元の人にとっては当たり前の食材や料理であっても、その来歴や由来をしっかり

と把握し、その価値を強く意識することが、食文化活用の第一歩となります。 

 
 

ヒヒンントト11--11  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
古い歴史をもつ畜産（山形村短角牛）に注目しました。 

WHY？ 

きっかけは 
地域外の流通業者が、短角牛のヘルシーさ、良好な肥育環境などに注目し

ました。 

HOW？ 

どう行ったか 

「山形村短角牛」は、サシが入るような黒毛和牛とは異なり、脂肪が黄色

く肉質も固いのですが、地域外の流通業者は、これらのマイナスイメージを

逆手に取って、「ヘルシー」という利点で売り出しました。 

さらに、消費者を生産現場に招きました。雄大な自然環境で肥育する光景

などは、消費者側からの信頼を得るに至っています。また、平成 17 年より、

国産飼料 100%の飼養に切り替えたことも、好評を得ています。 

 
 

ヒヒンントト11--22  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
山菜等の地元食材による料理、他地域からの人気も高かった「小川豆腐」

など、地域の「食」に注目しました。 

WHY？ 

きっかけは 

地域住民で構成する準備委員会で、田舎レストランで提供するメニュー

は、「小川地区の食材を活用した郷土料理」をコンセプトに、地元のお母さ

んたちが中心に考えていくことが決められました。 

HOW？ 

どう行ったか 

名物料理である「小川豆腐」の復活は、その第一歩でした。地元のお母さ

んたちによる「復活への思い」と、後継者に恵まれなかったため引退してい

た地元豆腐職人による技術指導（大豆のひき具合、にがりの差し方）により、

一度は途絶えた小川豆腐を復活させました。 

また、豆腐を作る時に出る「おから」を利用したコロッケやサラダ等、新

メニューの開発など、「地域の食」を強く意識した取組を展開しています。 
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ヒヒンントト11--33  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
加賀百万石の歴史を有する「石川の食」を強く意識しました。 

WHY？ 

きっかけは 
県は、欧米における和食ブームなどを背景に、「石川の食」の販路を海外

に求める戦略を立てました。 

HOW？ 

どう行ったか 

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、平成 9 年に上海事務所、平成 16 年にニュ

ーヨーク事務所を開設、また、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。 
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チチェェッックク 66  

地地産産地地消消ししてていいまますすかか？？  

地域の食材を地域で食することを基本としているかを確認するものです。 

地域ブランド化などの取組では、事業の効率性確保の視点から、一部の食材を他

から確保したり、加工を地域外の業者へ委託したりする例などもみられます。もちろ

ん、他地域の食材や外注を否定するものではありませんが、食材・料理を提供する

プロセスを、地域固有の食文化活用の観点から見直すことを推奨しています。 

 
 

ヒヒンントト11--44  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 
もち食文化の一大イベントである「もちサミット」では、生産者に地元産

の食材、もしくは地元加工食材を利用することを奨励しています。 

WHY？ 

きっかけは 

一関市では、「全国地ビールフェスティバル」など、全国的な食のイベン

トを開催しており、多くの来場者を得ていました。しかし、「地ビールフェ

スタ」では、外国産の食材を調理して提供する出展者もあり、地域への還元

という点では課題が残りました。 

もち食のイベントを開催する場合は、この点を解消すべきとの意見が多く

出ていました。 

HOW？ 

どう行ったか 

もちサミットでは、出展要項で、メニューを提供する出展者に、地元産の

食材、もしくは地元で加工された食材を利用することを奨励しました。この

規定により、多くの来場者を得たこととは別に、地域の食材をフルに活用で

きたという成果も得ることが出来ました。 

この規定は、今後のイベント開催においても継承していく予定です。 
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ヒヒンントト11--55  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
地産地消の推進にむけ、県産食材を積極活用するための事業を展開してい

ます。 

WHY？ 

きっかけは 

石川県には、日本海の内海、外海で採れる豊富な水産資源のほか、加賀野

菜、能登野菜で知られる伝統野菜を多く有している一方、その生産を担う農

家人口の減少・高齢化といった厳しい現状にさらされています。 

HOW？ 

どう行ったか 

県は、地産地消推進のために、これらに取組む店を認証する制度や、消費

者・団体・生産・流通・飲食・販売業をつなげる取組をスタートさせました。

地元物を“じわもん”と称し、民間団体による地産地消を展開する事業です。

（団体名：じわもんライフ，石川県公認・農業応援団づくり事業） 

県民を対象に平成 22 年秋から募集した「じわもんサポーター」は 7,500
人を超えており、旬の野菜、体感型プログラム、各種プロジェクトの情報を

共有しています。じわもんライフと地元企業が毎月 1日に販売する「朔日弁

当（ついたち弁当）～地元野菜が豊富な弁当」が好評を得るなど、ユニーク

な事業が展開されています。 

  
朔日弁当の検討の様子(左)、9 月の朔日弁当(上) 

※じわもんライフのホームページより 
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チチェェッックク 77  

在在来来のの品品種種をを活活用用ししてていいまますすかか？？  

地域の食文化を重要な要素のひとつである食材。この食材について、地域固有の

在来種を活用しているかを確認するものです。 

その地域ならではの食材は、その調理法や食べ方などの食文化につながるケース

が多いものです。 

 
 

ヒヒンントト11--66  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
市内でも谷田部地区に限って栽培する「谷田部ねぎ」の伝承を行っていま

す。 

WHY？ 

きっかけは 

名物料理である「鯖とねぎのぬた」など、小浜の食文化に欠かせない谷田

部ねぎを保全する必要がありました。 

 
名物料理：鯖とねぎのぬた ※小浜市ホームページより 

HOW？ 

どう行ったか 

気候・土質の関係から、市内でも谷田部以外では良いものが出来ないため、

生産量に限界があるなか、「谷田部ねぎ生産組合」が保存、普及活動をして

います。 

市としても、食文化館が実施する地域食材・食文化の発掘・保存活動では、

「谷田部ねぎ」の伝承を 重点に位置づけており、地域ブランド認証制度で

ある「若狭おばまブランド」でも認定しています。 

 
谷田部ねぎ ※小浜市ホームページより 
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ヒヒンントト11--77  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
在来種である食材を、田舎レストランで活用しています。 

WHY？ 

きっかけは 

「地元でとれる食材を料理（商品）として提供する」が、田舎レストラン

のコンセプトとなり、在来種となる地元食材も積極的に活用されることにな

りました。 

HOW？ 

どう行ったか 

おがわ四季御膳に代表される田舎レストランの料理は、地元の食材をフル

活用しています。「イセイモ」や「米良大根」も、田舎料理の貴重な食材と

して活用されています。また、自生の茶である「米良茶」もアイスクリーム

の材料として活用されました。 

     
          米良茶             田舎レストランの敷地内で栽培 
    ※西米良ホームページより       されているイセイモと米良大根 
                               ※現地にて撮影 

 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--カカンンパパーーニニャャ州州アアママルルフフィィ  

「「在在来来種種をを地地産産地地消消しし、、地地域域産産業業をを活活性性化化」」  

カンパーニャ州のアマルフィ（人口 5,000 人、2012 年

時点）は、沿岸部であると同時に中山間地でもあり、急斜

面に作られた段々畑では、スフザートという在来種を含む

4～6 種類のレモンを栽培しています。このレモンは地域

の料理人やホテルでも優先的に使用されるようになり、ま

た伝統的な果実酒リモンチェッロの生産は、若い世代にも

人気を得て、イタリアの 6 次産業化の好例と言われていま

す。 

このように、生産者と観光、飲食店、加工産業などの地

場産業が食文化を介して一体となり、生産・加工・消費ま

での食のプロセス全体を地域内に組み入れることで、地域

の農業だけでなく、地域の産業全体の活性化につながって

います。 

 
アマルフィのレモン農家 
※撮影：島村菜津氏 
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チチェェッックク 88  

地地域域のの食食材材をを地地域域でで加加工工ししてていいまますすかか？？  ((地地域域内内ででのの付付加加価価値値化化・・66 次次産産業業化化))  

地域の食材を地域で加工することを基本としているかを確認するものです。 

6 次産業化の取組にみられるように、食材のまま流通させるのではなく、加工や販

売等を行うことで、より付加価値の高い事業展開が期待できます。また、このような

加工拠点の整備は、地元の産業振興や雇用促進につながります。 

 
 

ヒヒンントト11--88  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
地域で採れる安全な食材を、地域内の総合農舎山形村で加工しています。 

WHY？ 

きっかけは 
山形町からは短角牛をはじめとして、しめじやまつたけ、山ぶどうなど

様々な地域の食材があるものの、それを加工する拠点がありませんでした。 

HOW？ 

どう行ったか 

地域の食材を加工するための施設として、平成 6年に市、JA、流通業者

の三者により「総合農舎山形村」を設立しました。 

総合農舎山形村では、山形村短角牛を月に 4 頭を仕入れ、湯煎で食べられ

るハンバーグのほか、地域で採れる安全な食材を中心とした冷凍食品等の

150 アイテムを生産しています。 

地域食材の活用だけではなく、地域の雇用先としても役立ちました。現在

32 名（職員 5名、パート従業員 27 名）の従業員、全員が地元から雇用され

ています。 

加工だけではなく、現在、繁殖牛数頭を飼養しており、平成 24 年に「地

域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産

物の利用促進に関する法律」に基づく 6次化の取組として農林水産省の認定

を受けています。 

 
天然まつたけの紹介 ※総合農舎山形村ホームページより 
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ヒヒンントト11--99  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
スジやスネなど短角牛の需要の少ない部位を活用し、新商品を開発しまし

た。 

WHY？ 

きっかけは 

短角牛の流通が軌道に乗ったとはいっても、加工が難しいスジやスネとい

った部位は、レストランでは引き合いが弱く、需要がありませんでした。そ

のため、その他の部位の価格が高くなる傾向にあり、スジやスネの利用方法

が課題でした。 

HOW？ 

どう行ったか 

短角牛を飼養する牛飼いの女性たちによって、スジやスネの活用方法とし

て、肉まんの生産が検討されました。女性や子供でもヘルシーに食べられる

ことを目的に野菜を追加し、それでも 250 円を超えないように調整し誕生

したのが「短角牛まん」。都市の観光会社からの注文を受けた他、久慈の観

光物産市や祭りで取り上げられ、6 名体制で 3年が経過しています。 

 
短角牛まんのチラシ ※久慈市ホームページより 

 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--カカンンパパーーニニャャ州州チチェェタターーララ  

「「小小ささなな漁漁村村にに古古くくかからら伝伝わわるる伝伝統統技技術術のの復復活活」」  

イタリアは、戦前、日本にマグロを輸出していたほどのマグロ王国でした。そのマグロ

基地の一つであるカンパーニャ州の小さな漁村チェターラ（人口 2,345 人、2012 年時点）

では、マグロの漁獲量も減少し、地域も疲弊していました。 

一方、当地には少なくとも 800 年の歴史を持つイワシを

原料とした魚醤（コラツォーラ）があり、それは幻の古代

ローマの魚醤ガルムの流れを汲むとも言われています。そ

こで町では、これをスローフード協会のプレシディオに推

薦、見事に選ばれたことで、一軒だけ残っていた生産者も

4 軒に増えました。 

同時にカタクチイワシの塩漬け、マグロのオイル漬け、

マグロのカラスミ等の生産にも力が入り、年に一度のマグ

ロ祭では、これら水産加工品のプロモーションにも力を注

いでいます。またアマルフィの海岸の中で、質の高い魚介

レストランのある村としても知られるようになりました。 

 
復活したイワシ魚醤 

（コラツォーラ） 

※撮影：島村菜津氏 
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海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--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  

「「長長いい歴歴史史のの中中でで山山村村をを支支ええたた食食文文化化をを新新たたなな観観光光のの目目玉玉にに」」  

トスカーナ州の山村クティリアーノ（人口 1,699 人、2012
年時点）では、4、5 種類の栗を栽培しています。中世には

パンの木とも呼ばれ、山村を飢餓から救ってきた栗の食文

化を見直そうと、晩秋には栗祭りが開かれます。 

かつて地域にいくつもあった栗粉のための粉ひき小屋

は、大手の製粉工場の進出により失われましたが、この村

では、今も地元のボランティアの手によって昔ながらの石

臼の粉ひき小屋が存続しています。 

また当地には、プレシディオに選ばれた在来羊の生乳チ

ーズであるペコリーノ・トスカーナの生産者が 20 軒ほど残

っており、羊の放牧やチーズ作りを見学できる 9軒の農家

民宿もあります。 

クリスマスや春の復活祭の頃にも、スローな食の祭典を

企画、避暑に人々が訪れる夏以外のシーズンオフにも人を

集める仕かけを工夫しています。 

 
栗の粉ひき小屋と加工品 

※撮影：島村菜津氏 
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チチェェッックク 99  

原原材材料料のの生生産産かからら加加工工ままででのの過過程程をを見見ええるる化化すするる工工夫夫ををししてていいまますすかか？？  

売り込む食材や料理について、その来歴や加工などの過程を消費者へ伝える工夫

を行っているかを確認するものです。 

具体的には、商品の包装や店内、WEB サイトなどを通じ、生産履歴などの情報を

発信する方法が考えられますが、さらに一歩進めて、消費者を生産現場まで連れ

て行き、生産者と交流を図るといった取組、さらには周辺環境を含め観光サービス

として消費者をもてなす、といったものもあります。 

 
 

ヒヒンントト11--1100  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
流通業者が、食材の来歴を積極的に公開することが付加価値へつながって

います。 

WHY？ 

きっかけは 

昭和 30年代、山形町における主産業は炭作りのみであり、地域の住民た

ちは地域の文化に対する誇りを失っていました。 

しかし、昭和 58年に短角牛を扱った流通業者が、短角牛を美味しいと食

べていることを短角牛の生産者に証明するため、消費者を連れて山形町へ訪

れたことを契機に、都市農村交流が始まりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

山形町を訪れた都市部の消費者は、「購入している食材がどのような環境

で、どのように作られているのか…短角牛はどんな牛で、どんなところで育

っているか…といった現場」をみることで、そして、そこで働く「生産者の

こだわりや頑張り」をみることで、食材への信頼を抱くことになりました。 

また、当初、地元の人たちは、都市の人たちをもてなす方法に苦慮してい

ましたが、交流を終えて反省会を聞いたところ、漬物や手作りの料理など、

あまり手のかからない地元のものが好評だったことがわかり、地域の食文化

を見つめ直すきっかけとなりました。 
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視視点点  

 

22  地地域域食食文文化化ををククリリエエイイテティィブブデデザザイインン  
  

  食を通じて地域を活性化するためには、必ず “地域の固有性” ということが念頭に置かれ

ます。活用しようとする食文化が、その土地の歴史や他の文化（工芸、芸能、儀礼等）など

地域固有のものと密接に関係していることが前提になります。 

加えて、調査を行った事例では、地域固有の食文化をそのまま活用するのではなく、そこ

にいかに付加価値をつけるかの工夫をしていることが特徴として挙げられます。 

「地域固有の食材や料理を、他で用いられている盛り付け方でアレンジすることで近隣との

差別化を図る」といった一工夫などです。地域の固有性、プラス一工夫、一手間・・・このバ

ランスがクリエイティブデザインであり、ここでのポイントになります。 

 
 
 

チチェェッックク 1100  

伝伝統統的的なな地地域域のの食食文文化化にに、、現現世世代代ととししててのの工工夫夫をを加加ええ、、新新たたなな付付加加価価値値をを創創造造

ししてていいまますすかか？？  

前述の視点でも述べた、地域の固有性にプラスして、一工夫や一手間をかけてい

るかのポイントを確認するものです。事例では、昔からの食材や料理に、現代の価

値観などを上手く融合させ、新たな価値を創造しているケースが見られます。 

 
 

ヒヒンントト22--11  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 
市内のみならず、中東北地方全体のもち文化地域とのコラボレーションで

「もちサミット」を開催しました。 

WHY？ 

きっかけは 
伝統的スタイルのメニューから、新たなアイディアメニューのものまで多

彩な「ご当地もち」を一堂に会するイベントを開催しました。 

HOW？ 

どう行ったか 

もち食の伝統は一関市に限らず、北は岩手県平泉町、南は宮城県栗原市、

大崎市、仙台市、名取市にわたる中東北地域に広がっており、伝統的スタイ

ルのメニューから、新たなアイディアメニューのものまで多彩な「ご当地も

ち」が存在しています。 

しかし、これらの地域のもち食が一堂に会することも交流することもあり

ませんでした。そこで、平成 24 年 10 月、「第 1回中東北ご当地もちサミ

ット 2012 in 一関」として、各地の「ご当地もち」を一同に集め、出展者が

もちメニューを提供し、人気メニューに対して投票、グランプリを決めるイ

ベントを開催しました（名誉顧問は市長、もち食推進会議メンバー、商工会

議所青年部、農協等関係者が実行委員）。 

  
会場の全景(左)，もちサミットののぼり(右) ※現地にて撮影 
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ヒヒンントト22--22  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
地域外の流通業者とのコラボレーションにより、地元の生産者・住民が地

域の食文化の価値を再認識する機会を作っています。 

WHY？ 

きっかけは 
安全な食を求める地域外の流通業者が、短角牛に価値を見い出し、「粗飼

料中心に飼う」風土に合った肥育牛づくりが始まりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

以前は、子牛生産が中心でしたが、昭和 50 年頃から本格肥育が始まりま

した。黒毛和牛と比較してサシの少ない短角牛は市場においても評価が低い

ため、黒毛和牛の飼い方をモデルにするという考え方が多かったようです。 

そんな状況下で、流通業者は、短角牛の強みである「安全」や「ヘルシー」

を売りに、都市部を中心とした販路の開拓を行いました。さらに、消費者を

生産現場に連れて行き、地元生産者と交流を図るなどの取組を行いました。 

これにより短角牛の信頼はもちろん、村の風土や自然環境等の評価も高ま

り、地元の生産者・住民が、我が村の価値を再認識する機会にもなりました。 

この経験は、都市農村交流拠点である「バッタリー村」における、「与え

られた自然を生かし、この地に住むことに誇りをもち、一人一芸何かを作り、

都会のあとを追い求めず、独自の生活文化の中から創造し、集落の共同と和

の精神で生活を高める」の精神に引き継がれています。 

 
 

ヒヒンントト22--33  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
郷土料理をそのまま出すのではなく、16 種のおかずを小皿に並べること

でヒット商品になりました（おがわ四季御膳）。 

WHY？ 

きっかけは 
田舎レストランのオープン 2週間前に、観光コンサルタントより、東京都

檜原村の宿を参考にした「16 種の小皿料理」が提案されました。 

HOW？ 

どう行ったか 

メニューは決定済みでしたが、当時の事務局長がこの「16 種料理」の採

用を決断しました。スタッフからは「この方式（16 皿）は本当に売れるの

か？」など、不安の声が出ましたが、「昔からの料理に、現代の工夫を加え

ることで、新たな価値が生まれる」と信じ、決断に至りました。 

 
小皿の準備も間に合わず、オープン当初は 5 食限定でスタートした「おが

わ四季御膳」でしたが、顧客からの反響は絶大で、1 日に 100 食以上を販売

することもある看板メニューとなりました。 

小皿で提供されるメニューは、演出的にも華やかで、飽きず、食べ残しも

少ないといった利点があることも大きな発見となっています。 

昔ながらの 
食材・料理 

新たな価値の創造！

現代の工夫などを

加える！ 

近隣地域と似ている場合

が多い(差別化も困難) 
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ヒヒンントト22--44  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
姉妹都市のアイスクリーム屋の協力により、地域の食材を活用したアイス

クリームを開発しています。 

WHY？ 

きっかけは 
おがわ作小屋村の検討段階から、連携を図っていた地域からのアドバイス

と協力を得られたことで商品化に至りました。 

HOW？ 

どう行ったか 

アイスクリームの商品化では、通常の生産ロットに比べ、おがわ作小屋村

の場合はロットが小さく、外注しにくいといった状況にありました。 

西米良村と姉妹都市の関係にある熊本県菊池市の民間事業者、岩手県遠野

市の協力により、小ロットでも外注可能で、かつ地域の食材と姉妹都市の産

物を利用したアイスクリームといった商品開発を行いました。 

姉妹都市の食材とのコラボレーションは、他地域の商品との差別化も図れ

るといった効果も生んでいます。 

  
おがわ作小屋村アイス ※現地にて撮影 

 
 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””    

（（カカンンパパーーニニャャ州州ヴヴェェススヴヴィィオオ山山麓麓のの村村々々））  

「「在在来来種種をを未未来来にに受受けけ継継ぐぐ農農家家のの一一手手間間」」  

ヴェスヴィオ火山のふもとの渇いた土地では、「ピ

エンノロ」という品種の在来のプチトマトが栽培され

ています。長い間、品種や栽培方法を変えることなく

現代に受け継がれた、希少な品種です。この品種は、

収穫した時には、青い実や黄色い実も混ざっているも

のを、手作業で束にして、風通しのよい軒先に吊るし

て熟成させてから市場に出荷しています（ピエンノロ

とは「吊り下げられる」という意味です）。この作業

により、トマトは真っ赤に色づき、糖度は高まり、品

の良い酸味が残ります。 

一般に売られる改良品種のトマトに比べて、旬は短

く、手間もかかりますが、60 軒ほどの農家も 100 軒

近くに増え、地元の飲食業界にも活用されるようにな

り、地域の経済を支える食として定着してきました。 

 
トマト農家の作業風景 

※撮影：島村菜津氏 
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チチェェッックク 1111  

地地域域のの自自然然やや景景観観、、環環境境のの価価値値をを見見出出しし、、そそれれををどどののよよううにに引引きき出出そそううととししてていいまま

すすかか？？  

食文化の活用にあたって、食材や料理の単体ではなく、食材を生産する地域の自

然環境、食事する場の景観など、食文化を支える様々な環境的要素を活用してい

るかを確認するものです。 

地元の生産者や住民にとっては当たり前の自然や景観なども、消費者にとっては

非常に貴重なものと感じる場合も多く、これらのファンを増やすことで、その地域の

食材や料理のリピーターになる可能性も高まります。 

 
 

ヒヒンントト22--55  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
短角牛の放牧風景を観光資源として活用しています。 

WHY？ 

きっかけは 
優良な短角牛群の形成のため、農家から毎年一定期間、牛を預かることに

したことにより、広大な放牧風景が形成されました。 

HOW？ 

どう行ったか 

短角牛の優良な繁殖牛群の形成のため、選抜された種牛を配置し、その支

援策として、昭和 60 年に市営の牧場を開設しました。毎年 5～10 月に、農

家から約 120 頭の牛を預かっています。 
 支援策前から、流通業者を介

して行われていた生産者と消

費者の交流（餌づけ体験など）

の場として、この牧場を活用す

ることになりました。 

60ha 以上の広大な草地で、

自然交配・自然分娩による自然

な形で放牧される風景は、雄大

な自然環境と相まって、消費者

から好評を得ることとなり、村

の立派な観光資源として活用

されるに至っています。 
 

エリート牧場の様子 ※現地にて撮影 

 
 

ヒヒンントト22--66  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
美しい川、整備した花見山、藁葺きの作小屋、昔ながらのはさがけをして

いる水田など農村景観を活用しています。 

WHY？ 

きっかけは 
秋の収穫時期には、美しい川、整備した花見山、藁葺きの作小屋、はさが

けの風景が広がっており、これを観光資源として活用することにしました。 

HOW？ 

どう行ったか 

観光客にとって魅力的な農村景観の維持に貢献するために、田舎レストラ

ンで提供される郷土料理、加工品の食材は、地区内で採れたものを厳選して

使用しています。特に、お米は、昔ながらのはさがけで天日乾燥したものの

みを使用しています。 
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ヒヒンントト22--77  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
豊富な食材に恵まれた土地柄を活用した PR を行っています。 

WHY？ 

きっかけは 
東北の震災の年、世界のトップシェフたちが、食を通じた復興支援として、

世界的な食のイベントの日本開催を決めたことがきっかけでした。 

HOW？ 

どう行ったか 

世界的な食のイベント「Cook It Raw」の日本開催に先立ち、ホストとな

った日本人シェフにより、石川県が推薦され、当地での開催が決定しました。

それは、豊富な食材をもたらし、当イベントの基本コンセプト・精神である

サスティナビリティの象徴とも言える里山、里海があり、その海にも内海と

外海のある地域として石川県が注目され、また、それに加えて、食材を盛り

付ける器として伝統工芸の文化が息づいていることが、その理由に挙げられ

ました。 

イベントでは、シェフが里山に自ら入り、食材を調達、地産地消で料理を

行われるなど、豊富な食材を生み出す土地柄が全面的に PR されました。 

 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--カカンンパパーーニニャャ州州アアママルルフフィィ海海岸岸  

「「段段々々畑畑ででののレレモモンン生生産産がが支支ええるる観観光光地地のの風風景景」」  

カンパーニャ州のアマルフィ海岸は、断崖絶壁の入り組んだ沿岸と緑織りなす段々畑に

囲まれた美しい自然景観を有する観光地として有名です。 

ここに点在するアマルフィをはじめ、ポジターノ、サレルノ、ミノーリ、パライアーノ

といった小さな町々の農業は、限られた土地を有効に活用するために、斜面の段々畑でレ

モン等のかんきつ類が栽培されています。 

小さい面積が集まってできている段々畑は作業効率が悪く、生産者にとっては条件のよ

い土地とは言えません。そんな悪条件下でも生産者が営農し続けられるのは、シェフや観

光業者が安価な外国産のレモンではなく、あくまで地元産にこだわって応援してくれてい

るからです。これらの生産者と実需者の連携が、地域の農業の保護、土壌流出の防止、そ

して風光明媚な景観の維持につながり、観光地としての地域力を底から支えています。 

 
アマルフィの街並みと段々畑 ※撮影：島村菜津氏 
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チチェェッックク 1122  

食食ににかかかかわわるる地地域域のの祭祭やや行行事事等等のの価価値値をを見見出出しし、、そそれれををどどののよよううにに引引きき出出そそううととしし

てていいまますすかか？？  

食文化の活用にあたって、地域ならではの祭事や行事などでの習慣・風習を活用し

ているかを確認するものです。 

取組を一過性のものに終わらせないためには、活用する食文化が歴史を持ち、その

地域に根付いているという意味で本物である必要があり、その本物を掘り起こすヒント

に祭事や行事が挙げられます。 

これらは、書物に残されることなく、言い伝えで継承されているものが多いのも特徴で

す。 

いま掘り起さないと、失われてしまう危険性のある食文化も少なくないと思われます。 

 
 

ヒヒンントト22--88  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
食文化館において行事食をテーマにした料理教室や昔の行事食や全国の雑

煮などの展示を行っています。 

WHY？ 

きっかけは 

地区単位で行った市民会議において、地域の食文化が廃れつつあることを

課題視する意見が出ており、これらを伝承する取組が提案されました（平成

17 年）。 

HOW？ 

どう行ったか 

地域ボランティアを中心に、地域の食文化の伝統継承者へ聞取調査を行い、

データベース化を行うことになりました。 

また、食文化館において行事食をテーマにした料理教室を実施することに

なりました。地域に根付く食の歴史は、食文化が凝縮されたものであると捉

え、特に民俗行事（ハレの場）の食材や料理を調査・集成し、料理教室など

のプログラムに活用しています。 

また、食文化館では、全国の雑煮を展示するなどの取組も行っています。 

 
食文化館による全国の雑煮に関する催し 

※食文化館だより vol.16 秋 2012 より 
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ヒヒンントト22--99  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 
行事と結び付けてもちをたくさん食べる習慣を PR しています。 

WHY？ 

きっかけは 

一関市には、正月のもち食だけではなく、冠婚葬祭、年中行事と結びつけ

てもちをたくさん食べる習慣がありました。 

「一関もち食推進会議」では、この習慣を普及させようと考えました。こ

の背景には、一関市は、もち米の産地であるものの、その多くは他県へ流通

している現状があり、もっと地元で食すことにより、地域経済・産業へ貢献

しようという考えがあります。 

HOW？ 

どう行ったか 

もち食文化の復活のために、人口約 12 万人の一関市で「1 年間に 100 万

食のもち消費」を目標に掲げました。 

この目標を達成するために、「もち本膳研修会」を通した子どもたちへの

食育や、地域の行事でのもちつき、もち振る舞いを行うほか、地元商工会議

所、観光協会等が一丸となった、数多くのもち食イベントを開催しています。 
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視視点点  

 

33  食食文文化化全全体体ののイイーーテティィンンググデデザザイインン  
  

 “食”を通じて地域活性化を行おうとする場合、どうしても食材や料理に関心が寄ってしま

います。 

一方、事例では、食材や料理はもちろん、食器や作法、食事をする際の風景など、その

“食”をどういうコンセプトで出すのか、どういうふうに食べるのか、あるいは、食する過程全

体をきちんとデザインし直していこうという姿勢がみられます。さらに、食器を作る地場産業

と連携することで「食」そのものだけでなく、「食文化」として PR することができます。 

ここでは、このような“食することの過程全体をデザインし直す”という意味の『イーティング

デザイン』がポイントになります。 

 
 
 

チチェェッックク 1133  

食食文文化化のの一一部部ととししててのの「「おおももててななしし」」ををどどののよよううにに取取りり入入れれてていいまますすかか？？  

食文化の活用において、食材や料理の単体ではなく、伝統工芸品の活用や、温泉

旅館やレストラン等での演出などの、いわゆる「おもてなし」と結び付けた取組を行っ

ているかを確認するものです。 

食する過程の全体を地域固有のものとして売り込むことは、食することから、食全体

を楽しむといったサービス領域の拡大につながり、高付加価値型の事業展開となる

可能性が高まります。 

 
 

ヒヒンントト33--11  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
観光資源としての“食”、それを支える伝統工芸品の食器や「おもてなし」

の文化を活用するための体制を整備しています。 

WHY？ 

きっかけは 

県と食品業界による海外戦略の検討では、ターゲットである海外富裕層の

ニーズをつかむためには、「一流のおもてなしとは何か？」という受け入れ

側の体制づくりが重要と考えました。 

HOW？ 

どう行ったか 

石川県では、観光を支える重要な資源の一つとして「石川の食文化」にス

ポットをあて、本物志向の海外富裕層を受け入れるための体制づくりに民

間・行政の連携体制の下で取組みました。 

「石川の食文化」を支える加賀料理に代表される洗練された料理、歴史あ

る伝統工芸品、全国的にも知名度の高い温泉旅館等で提供される「おもてな

し」の文化を、観光客により質の高いサービスとして提供するために、観光

産業関係者を対象とした意識改革と意識喚起を促すための国際会議の開催

などを積極的に行っています。 
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チチェェッックク 1144  

食食文文化化のの一一部部ととししててのの作作法法やや地地元元のの歴歴史史的的風風習習ななどどををどどののよよううにに取取りり入入れれてていいまま

すすかか？？  

食文化の活用において、食材や料理の単体ではなく、食事作法や地元に根付く歴

史的な風習などと結び付けた取組を行っているかを確認するものです。 

食する過程全体を地域固有のものとして売り込むことは、顧客層の印象は深まり、リ

ピーターとなる可能性が高まります。 

 

ヒヒンントト33--22  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 
「もち本膳」を食べる際の作法を研修会で教えています。 

WHY？ 

きっかけは 

もちは日本の各地で食べられますが、もち食を利用した「もち本膳」が食

べられるのは一関市だけです。しかし、この文化について整理された文献が

少なく、次世代に継承できる状態にありませんでした。 

HOW？ 

どう行ったか 

平成 18 年 5月に発足した「一関もち文化研究会」は、まず「もち本膳」

を調査、再現し、平成 19 年度から、子どもたちにもち本膳を食べてもらい

ながら、地元の人にもち文化について説明してもらう出前授業を行うことを

開始しました。 

一関もち文化研究会は、「もち本膳の継承」を目的に、市内の小学生を対

象に、もち本膳の体験プログラムを展開しています。また、この取組は、子

供たちと地域の高齢世代の交流も兼ねて行われています。 

平成 22 年 8月に設立された「一関もち食推進会議」でももち食文化の継

承に取り組んでおり、平成 24 年には、学校給食でのもち食提供に役立てて

いただくことを目的に、栄養士等、学校給食関係者にも対象を拡大し、研修

会を開催しています。 

  
栄養士等、学校給食関係者を対象としたもち本膳研修会の様子 

※現地にて撮影 
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チチェェッックク 1155  

「「食食器器」」ややそそのの他他のの伝伝統統工工芸芸品品とと「「食食べべ物物」」ををどどののよよううにに取取りり入入れれてていいまますすかか？？  

食文化の活用において、食材や料理の単体ではなく、食器や伝統工芸品などと結

び付けた取組を行っているかを確認するものです。食する過程の全体を地域固有

のものとして売り込むことは、そこに携わる主体が多岐に渡るため、その地域ぐるみの

取組として発展していくことにつながります。 

 

ヒヒンントト33--33  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 

伝統工芸である若狭塗り箸の普及を目標に、食文化館では体験教室や工房

を設置し若狭塗の体験教室を実施、また、市内の飲食店でも若狭塗り箸を利

用しています。 

WHY？ 

きっかけは 
日本一の塗箸産地である小浜市では、日本の食文化や食育において、箸の

あり様、箸使いということを重要視しています。 

HOW？ 

どう行ったか 

市では、市内飲食店における若狭塗箸設置店舗の割合（平成 22 は 39.8%）、

箸を正しく持てる市民の割合（同 86.2%）を、ともに 100%にする目標を掲

げ、具体的な取組を実践することになりました。 

この目標達成にむけ、食文化館を中心に、箸の研ぎ出し体験や各種講習等

を実施し、箸の正しい持ち方の普及や地場産業の理解促進等に努めています。 

 
※食文化館の「ものづくり体験」パンフレットより 
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ヒヒンントト33--44  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
ワイングラスのステムに九谷焼を利用するなど、ターゲットとなる国の関

心に合わせ、伝統工芸技術に新たな要素・デザインを組み込んでいます。 

WHY？ 

きっかけは 

九谷焼は海外では「ジャパンクタニ」の名前で広く知られてきましたが、

さらに海外で販路を拡大するためには、従来の花瓶や大皿といった置物とし

てのイメージから脱却を図る必要がありました。 

HOW？ 

どう行ったか 

海外へ伝統工芸品を売り込むにあたり、特に若い世代の職人から、伝統工

芸の世界で受け継がれる技術を活かしつつ、海外市場のニーズに合わせた商

品開発を行おうという発想が生まれ、具体化しています。 

現代のライフスタイルの変化や海外の食文化にうまくマッチする商品と

して売り込むために、九谷焼の伝統的な彩色技術とワイングラスの機能性を

兼ね備えた商品が開発され、海外においても高い評価を受けています。 

 
九谷焼を用いたワイングラス ※金沢市ホームページより 

 
 
  



■視点 3 食文化全体のイーティングデザイン 

54 

 

チチェェッックク 1166  

食食のの「「空空間間」」やや「「ししつつららいい」」ををどどののよよううにに工工夫夫ししてていいまますすかか？？  

食文化の活用において、食材や料理の単体ではなく、食する場の景観や、そこまで

の道のりの風景など、食を支える様々な環境的要素と結び付けた取組を行ってい

るかを確認するものです。 

食する過程の全体を地域固有のものとして売り込むことは、顧客層の印象は深ま

り、リピーターとなる可能性が高まります。 

 
 

ヒヒンントト33--55  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
作小屋やはさがけの田んぼなど、昔ながらの景観や雰囲気の中で食事等を

提供しています。 

WHY？ 

きっかけは 

地域の食文化を活かした地域活性化に向けて、その提供を効果的に PR
し、誘客につなげるためには、郷土料理を提供する場の環境整備が課題とな

りました。 

HOW？ 

どう行ったか 

田舎レストランの郷土料理は、昔ながらの茅葺屋根の古民家をイメージし

て整備された施設で提供しています。施設の前には住民の手によって植樹さ

れた花見山、その周辺には、手入れの行き届いた田んぼの風景が広がり、田

舎の原風景を体現した景観づくりが行いました。 

これらの景観整備は、村内の地域住民や村外のボランティア、役場職員の

協力体制の下に行われており、地域一体となった取組として展開されていま

す。 

 
はさがけの様子～おがわ作小屋村の隣にあるほ場にて（現地にて撮影） 
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視視点点  

 

44  国国内内外外ののママーーケケッットトのの中中ででのの価価値値  
  

 食文化を活用して商品化や観光につなげようとする場合、必ず、国内外向けの PR、情報

発信が必要となります。 

事例では、外部への発信を営業効果やマーケティングとして評価することに止めず、外部

とのコミュニケーションを、自己の変革、地域自身の変革につなげています。それは、教育

や雇用、産業活性化、景観再生など、様々な面に影響してくる部分です。 

ここでは、地域の中では気づかない地域の良さに気づき、それを地域活性化に活用するた

め、外部との接点や外部の評価を把握する体制があるかどうかがポイントになります。 

 
 
 

チチェェッックク 1177  

国国内内のの他他地地域域((又又はは消消費費地地・・消消費費者者))にに対対ししてて情情報報発発信信ををすするるととととももにに、、評評価価をを受受

けけるるたためめのの工工夫夫ををししてていいまますすかか？？  

売り込む食材や料理などについて、積極的に対外的な PR を行っているかを確認

するものです。 

なお、ここでの発信は、認知度アップにむけた PR といった一方通行に止めず、消

費者側からの反応を得るとった双方向のコミュニケーションとすることで、次なる事

業アイデアなどにつながります。 

 
 

ヒヒンントト44--11  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
各種メディアを活用した外部への情報発信、大学生や子供向け教育プログ

ラムを提案しています。 

WHY？ 

きっかけは 

小浜市では、従来の観光資源である寺社・遺跡等の名所、複数の海水浴場、

宿泊施設などによるサービスでは集客に限界があることが、課題視されてき

ました。そこで、現計画（小浜市元気食育推進計画）の重点施策として、キ

ッズ・キッチン等の食育プログラムの観光商品化を掲げました。 

HOW？ 

どう行ったか 

具体的な取組としては、日中に

行われるキッズ・キッチンに、前

日の農業体験などをオプション化

した 1 泊 2 日のパッケージプラン

などがあります。 

実施体制としては、「おばま観

光局（第 3 セクター）」を組織し、

これらの観光商品を積極的に PR
しています。 

これにより、東洋大学、京都府

立大学、関西の栄養士専門学校な

どが小浜市へ教育旅行に訪れてい

ます。 
 

大学生用「食育ツーリズム」のパンフレット 
※小浜市ホームページより 
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ヒヒンントト44--22  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 

「中東北ご当地もちサミット 2012in 一関」を 開催し、外向けに情報発信

を行っています。もちサミットは、テレビ番組、新聞・雑誌、広報誌等でも

広く取り上げられました。 

WHY？ 

きっかけは 

もち食文化の浸透にむけた取組は内向きのものが多く、外向けに情報発信

することが今後の課題となっていました。 

しかし、「一関もち食推進会議」がこれまでの団体を統合したかたちで設

立されたことで状況は一変し、官民一体で協力に PR されることになりまし

た。 

HOW？ 

どう行ったか 

もちサミットの際には、PR のためのホームページを制作しました。また、

もちメニューに対する事前投票を行うなどの双方向のやり取りにも努めま

した。 

また、伝統的なもち食文化から新しいもち食文化に至るまでが、テレビの

料理番組などで紹介され、認知度を高めています。 

このほか、高速 IC、空港、道の駅等で実施される観光イベントにおいて

も一関のもち文化についての PR を行っています。 

 
 

ヒヒンントト44--33  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
体験型施設「バッタリー村」を活動拠点に、都市農村交流を実施していま

す。 

WHY？ 

きっかけは 

短角牛を扱った流通業者が、短角牛を美味しいと食べていることを短角牛

の生産者に証明するため、消費者を連れて山形村を訪れたことを契機に、都

市農村交流が始まり、地元側が地域の良さを見直すきっかけとなりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

都市農村交流の活動拠点として「バッタリー村」を整備しました。「バッ

タリー」とは、沢からのわずかな流水を利用して石臼を搗き、雑穀を製殻、

製粉することが出来る、大きな丸太をくり抜いた「獅子落とし」のような形

の道具のことです。 

「与えられた自然を生かし、この地に住むことに誇りをもち、一人一芸何

かを作り、都会のあとを追い求めず、独自の生活文化の中から創造し、集落

の共同と和の精神で生活を高めよう」というバッタリー憲章を掲げ、昭和

60 年に開村しました。 

山形村ならではの伝統技術を「体験プログラム」に変え、子どもからお年

寄りまで多くの団体などを受け入れ、県外からの来客が多いのも特徴。岩手

大学や東京農業大学などとの連携も図っており、ゼミ合宿等も定期的に行わ

れています。 

久慈市が取り組む教育旅行もバッタリー村の活動が原型とされるほか、久

慈市山形町内で取り組んでいる農家民泊も、バッタリー村が行ってきたグリ

ーンツーリズムの精神が模範となっています。 
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国国内内事事例例紹紹介介●●北北海海道道十十勝勝－－東東京京都都  

「「十十勝勝のの食食文文化化をを東東京京のの中中心心地地でで発発信信！！」」  

北海道・十勝地方の地域活性化に向けて動く有志により東京の中心地・丸の内を拠点に

都市の住民に十勝の食文化を発信する事業が展開されています。 

2007 年に開業したレストラン「とかちの…」は、

単に十勝の食材を使用した料理を提供するお店で

はなく、十勝の風土、言葉、その背後にある歴史

などと深く結びついた食材にまつわる「物語」を

都市の住民に伝え、またその反応を地域の生産者

へ還元するために、様々な努力が重ねられていま

す。 

例えば、お店に提供される旬の野菜や、お肉、

チーズ、魚介は、十勝の生産者のこだわり、思い

が加えられた「作品」として扱われ、それを用い

た「十勝のおうち料理」として、お店を訪れる人々

に「シラカバの木を使った内装などのしつらい」、

「十勝出身スタッフを中心としたおもてなし」と

いった演出を加えて、ふるまわれています。 

  
東京都・丸の内の飲食店「とかちの・・・」 

※現地にて撮影 

このようなお店を始めるにあたっては、こうした「作品」の背景にある生産者のこだわ

りと思いを都市住民に伝え、評価してもらうために、それを伝える人材の確保が大きな課

題となりました。このため、飲食業のプロにこだわることなく、十勝地方出身者を中心と

する地域起こしへの思いと事業コンセプトに共感する運営スタッフを集めることに注力し

ています。 

運営スタッフは実際に十勝の生産現場に赴き、生産者との交流を重ねて、顔の見える関

係を作りあげることによって、食材が生み出される背景・物語を共有しています。こうし

た努力が、十勝地方の食文化の価値を都市の住民へ伝えるための大きな柱となっています。 

 
「にっぽんの…」メニュー 

※現地にて撮影 

更に、レストランは、十勝の生産者と都市の住民と

の交流の場としても活用されています。農閑期には十

勝の生産者が直接お店に訪れ、都市の住民と交流する

イベントが設けられています。 

都市の住民にとっては、生産者に十勝の農産物を頂

いた感動を直接伝える機会として、また、生産者にと

っては、都市の住民との交流の中で、自らの地域と食

文化に誇りを再確認する場となり、双方にメリットを

生み出しています。こうした取組を通じて、地方の生

産者と都市の住民の顔の見える、対等な関係づくりに

貢献しています。 

「とかちの・・・」を拠点とした生産地・生産者と

消費地・消費者を結ぶ活動は、現在、日本各地の地域

活性化に向けて動く有志との連携を強め、地域の食文

化を都市、他地域に発信する地域活性化モデルへと発

展しています。2010 年 5 月には日本各地の食文化を

持ち寄り、披露し、共有する場所として、2店舗目と

なる「にっぽんの・・・」をオープンさせています。 
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ヒヒンントト44--44  久久慈慈市市山山形形町町  

WHAT？ 

何をしたか 
「まめぶ汁」で、久慈まめぶ部屋が全国 B-1 グランプリに出展しました。 

WHY？ 

きっかけは 
短角牛を通した都市農村交流により、地域の文化の価値を再発見した住民

は、地域の日常的なものも全国へ発信できる可能性を感じました。 

HOW？ 

どう行ったか 

短角牛に次ぐ、山形町発の食が「まめぶ汁」です。「まめぶ汁」は、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で、この汁に、く

るみと黒砂糖を包んだ小麦団子(まめぶ)が入った郷土料理です。山形町の家

庭料理として定着しており、昭和 60 年頃に「まめぶサミット」を開催、学

校給食でも「まめぶ」が提供されています。 

この「まめぶ汁」を全国 B-1 グランプリに出展するなど、地元にあった資

源を、様々な形で全国へ発信しています。 

 
まめぶ汁 ※久慈市山形総合支所より 
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海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--ススロローーフフーードド協協会会  

「「地地域域のの生生産産者者とと消消費費者者ををつつななぐぐガガイイドドブブッッククのの出出版版」」  

スローフード協会の功績として、地域の食文化を守る担い手と消費者をつなぐ出版活動

は、もっと評価されていいでしょう。「オステリア（地ワインも充実した食堂）ガイド」

や「ワインガイド」、「プレシディオ（在来種や伝統漁法の魚、加工品など）ガイド」な

ど、地域の食文化に根ざしたガイドブックを発行しています。 

「オステリアガイド」では、手頃な値段で、その地域の食材を扱い、地元のワインやビ

ールとともに伝統料理が味わえる各地の食堂を紹介しています。800 以上の店舗を紹介す

るこのガイドは、毎年、更新されています。 

また、「ワインガイド」では、地元の料理に合い、気軽に飲める価格帯のワイン生産者

を紹介。ワイン市場に大きな影響を与え、フランスの品種ばかり植えたがる世界的傾向に

対し、その地域固有のワイン作りと在来葡萄の再興の流れを生み出しています。 

「プレシディオガイド」は、地域で小規模に生産されている在来種や伝統漁法の魚、伝

統的チーズやサラミなどを世に知らしめました。このガイドは約 5年に一度更新されてい

ます。その歴史や希少性、栽培方法、生産者の情報などを詳細に、しかし簡潔に紹介する

とともに、問い合わせ先の担当者の連絡先もあわせて明記してあります。 

これらの具体的な情報発信は、大量生産や大量流通ではともすれば埋もれてしまう地域

の食文化に、新しい価値を与えることに成功したと言えます。 
 

 
オステリアガイド（左）、プレシディオガイド（中）、プレシディオのパンフレット（右） 

※撮影：島村菜津氏 
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ヒヒンントト44--55  西西米米良良村村  

WHAT？ 

何をしたか 
村役場が、年 4 回、九州各県への PR キャラバンを実施しています。 

WHY？ 

きっかけは 

村としては、地域活性化を図るためには、地域全体での取組が必要であり、

誘客のための各種活動が必須と考えています。 

そこで、村全体の活性化を図るため、四季折々の田舎の魅力を届ける取組

の一つとして「カリコボーズの四季祭り」を展開し、四季毎の村内イベント

を取りまとめ、PR キャラバンを実施し、県外への情報発信を積極的に行っ

ています。 

HOW？ 

どう行ったか 

小川地区で開催されている「カリコボーズの山菜まつり」は、四季祭りの

3 月下旬から 5月上旬にかけての「春めぐり」の一つのイベントとして位置

づけられ、県外をまわるＰＲキャラバンでは、「おがわ作小屋村」の施設職

員が同行し、開催される行事の紹介等を行っています。 

 
カリコボーズの山菜まつりのチラシ ※西米良村ホームページより 
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海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--カカンンパパーーニニャャ州州チチェェタターーララ  

「「小小ささなな漁漁村村でで受受けけ継継ががれれるる伝伝統統魚魚醤醤をを世世界界へへ」」  

チェターラという小さな漁村で活気を取り戻した伝統の魚醤、カタクチイワシのコラツ

ォーラは、現代では、この沿岸地域だけで自給的に作られるに過ぎないものでした。しか

し、古代ローマの魚醤ガラムの流れを汲む希少な調味料として、昨今、国内外からも注目

されるようになりました。さらにプレシディオに選ばれたこともあり、地元には生産者が

4 軒に増え、ある程度の量が確保できたことで、今では、アメリカや日本など海外へも輸

出されるようになりました。 

 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--トトススカカーーナナ州州  

「「世世界界ががああここががれれるる農農村村ととななるるたためめにに」」  

1990 年代、トスカーナ州は世界があこがれる豊かな農村というイメージを獲得し、持続

可能な農業・農村の在り方と、農村部における観光産業の可能性を世界に提示しました。 

しかし、ここに至るまでの背景には、劇的な過疎化など深刻な事態を経験し、農業・漁

業離れを何とかしたい、ものづくりなど地域の文化を残したいというイタリア国内の世論

の高まりがありました。 

具体的には、70年代後半、トスカーナ州の丘陵地帯に外国人や都市住民によるワイナリ

ーなどへの投資が相次ぎ、同時にワイン産業における量から質への転換が起こります。ま

た 80 年代に強化された厳しい景観法による農村風景を守るという動き、古城や修道院を利

用したホテルや農家の生き残りをかけた農家民宿の増加によって、農村の宿泊施設が百倍

に成長、それまで発想さえなかった新しい観光、農村ツーリズム（アグリツーリズム）の

基盤が整います。 

同じ頃、古代小麦のスペルト小麦や在来豚のチンタ・セネーゼなど在来種の見直し、地

産地消の食堂の増加などが進み、風景も整っていく中で、ようやく地元は、郷土への誇り

を取り戻したのだと言います。 
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チチェェッックク 1188  

海海外外にに対対ししてて情情報報発発信信ををすするるととととももにに、、評評価価をを受受けけるるたためめのの工工夫夫ををししてていいまますす

かか？？  

活用する食文化について、世界的なシェフや文化人などから評価を得たことがある

か、さらには、得られた評価を次の展開につなげる用意があるかを確認するもので

す。 

国際的な視点を持つ有識者・専門家からの評価は、その世界性を持った目が触

媒となって、自己の価値を何倍にも増幅させていくような道が開かれる可能性があ

ります。 

 

ヒヒンントト44--66  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
国内外でのイベント（提案会や展覧会、Cook it Raw）や県の海外事務所

などを活用した外向けの PR を展開しています。 

WHY？ 

きっかけは 

海外での日本食文化への関心の高まりを受け、石川県の持つ魅力ある食

材、それを用いた郷土料理や食回りに用いられる伝統工芸品の器、そして、

それらを提供するおもてなしの文化といった地域食文化の強みを「石川の食

文化総合力」として世界に発信していくこと、またそれが本物志向の富裕層

に受け入れられるとの考えから取り組んでいくことになりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

石川県では、石川県の食文化を海外富裕層に向けて効果的に発信していく

ために、海外においては、海外事務所を中心として、石川の伝統工芸品展や、

日本酒、加工食品（調味料）を活用した食文化提案会を開催しています。ま

た県内においては、食に関する世界有数のトップシェフを招いてのイベント

（Cook it Raw）の開催などを積極的に展開しています。 

海外の食分野に関連するオピニオンリーダーを中心に、日本食としての石

川県の食文化、歴史のある伝統工芸品、温泉旅館のおもてなしをセットで提

案することにより、富裕層をターゲットとしたインバウンド推進を図ってい

ます。 

 
石川県で開催された Cook It Raw にて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 
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海海外外情情報報●●フフラランンスス  ““味味覚覚のの一一週週間間””  

「「日日本本食食文文化化「「BBEENNTTOO」」のの世世界界展展開開へへ」」  

「味覚の一週間」の取組は現在 20 か国以上で展開されています。この動きには、味覚の

均質化への危機意識と食文化の継承の必要性への共感が世界的に広がりつつあることを示

しています。 

また、イベントの国際展開は、開催国同士の食文化を互いに認め合い、価値を高める動

きに繋がっています。 

近年、本格的に動きはじめた日本における開催にあわせ、フランス「味覚の一週間」で

も、日本の食文化である「BENTO（お弁当）」が高く評価・紹介されています。小さな箱

の中に栄養バランスが考慮され、きれいな盛り付けで演出される「BENTO」は、世界の目

から見た日本食文化の固有の価値を気づかせてくれています。 

 
「味覚の一週間」における BENTO コンクール 

※「味覚の一週間」ホームページより 
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チチェェッックク 1199  

観観光光業業界界やや流流通通業業者者等等とと連連携携すするるななどど、、地地域域のの食食文文化化をを日日本本全全国国にに広広げげるるたためめ

のの工工夫夫ををししてていいまますすかか？？  

地域の食文化、または食文化を活用した取組を、全国に広げるための工夫をして

いるかを確認するものです。 

事例によると、観光業界や流通業者等と連携し、効果的な情報発信を図っている

例がみられます。 

 
 

ヒヒンントト44--77  久久慈慈市市山山形形村村  

WHAT？ 

何をしたか 
流通業者やホテル、全国的イベントなどを通じ、山形町の食を全国に発信

しています。 

WHY？ 

きっかけは 
流通業者との連携による山形村短角牛の成功は、次なる全国展開のきっか

けとなりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

山形町における食産業の柱である“山形村短角牛”は、都市部に顧客を持

つ流通業者による販売が支えています。流通業者は、消費者を生産地に連れ

て行き、生産者の顔や牛の肥育環境など積極的な情報開示により、消費者か

らの信頼を得るに至っています。 

また、このような全国への発信と好評価による食産業の成果は、次なる展

開を生んでいます。 

短角牛のスジ肉等を活用した“短角牛まん”は都市部のホテル等で扱われ

ることで、郷土料理である“まめぶ汁”は全国的イベントである B-1グラン

プリに出展することで、その価値を全国に発信させています。 

 
  

山形町 全国 

山形村 
短角牛 

短角牛まん 

まめぶ汁 

発信流通業者 

発信ホテル等 

発信
全国イベント 

(B-1 グランプリ) 

消費者と生産者の交流 

成功による 

次なる展開 
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チチェェッックク 2200  

海海外外拠拠点点のの整整備備やや外外国国人人料料理理人人のの育育成成ななどど、、食食文文化化をを海海外外にに広広げげるるたためめのの工工夫夫

ををししてていいまますすかか？？  

地域の食文化を活用する取組の延長線には、国際的な展開があります。 

国際的な展開には、海外での活動拠点などの整備など、それを広めるための工夫

が必要となります。ここでは、このような工夫の有無を確認します。 

 
 

ヒヒンントト44--88  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
豊かな山海の幸や九谷焼、加賀野菜、発酵食品、おもてなし文化など、石

川に伝わる食文化を活用し、海外に発信しています。 

WHY？ 

きっかけは 
石川県内の食関連の産業振興を検討する中で、「欧米における和食ブー

ム」、特に「富裕層における日本食文化への理解浸透」に注目しました。 

HOW？ 

どう行ったか 

食材や器など食文化を構成する要素を単体で PR するのではなく、 

  ・日本海に面し、内陸には山地を抱える自然豊かな気候風土 

  ・豊かな山、海の食材 

  ・加賀百万石の武家文化、それらを背景とした伝統工芸 

  ・能登、金沢、加賀のホスピタリティの高い歴史ある温泉旅館 
などを一つのセット「おもてなし」として捉え PR しています。 

県は、PR 活動の拠点として、上海やニューヨークに事務所を開設しまし

た。さらに、知事のトップセールスの下、在外領事館において、米国のオピ

ニオンリーダーを招いた食文化提案会や、伝統工芸展の開催などを展開しま

した。 

また、石川県で開催された世界的な食のイベント「Cook it Raw」は、世

界的に著名なシェフに帯同するアメリカ、イタリア、スイス等のメディアに

より取り上げられ、石川の食文化を支える農林漁業、伝統産業、おもてなし

の質の高さを海外に広く知らしめることに貢献しました。 

こうした世界メディアを通じた海外への情報発信は、日本食の中に位置付

けられる石川の食に対するブランドイメージを高めることにつながるもの

と考えられます。 
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視視点点  

 

55  食食文文化化のの共共有有とと継継承承ののたためめのの仕仕組組みみづづくくりり  
  

 食文化を活用した継続的な取組となるためには、食文化の発信を契機として内向きの（自

己）変革へつなげることがポイントになります。 

ここでは、食文化が地域で文化として定着しているか、人材育成の仕組みがあるかなど、

取組の成果が地元に還元されているかどうかを確認します。 
    

チチェェッックク 2211  

地地域域にに食食文文化化がが根根付付きき、、そそれれがが誇誇りりととななるるよようう、、気気づづいいたた食食文文化化のの価価値値をを地地域域内内

ででどどののよよううにに共共有有ししてていいまますすかか？？  

情報発信や気づきを地域で共有することで、地域固有の食文化が地域に浸透し、

地域の誇りとなり、その担い手となる住民間で継承するようなものとなっているかを

確認するものです。 

地域の食文化を活用した地域の活性化の目的のひとつは、地域の食文化が継承

の担い手となる地域住民に浸透し、住民間・世代間でそれが継承されることです。

よって、単発のヒット商品やイベント開催、食育にとどめず、若い世代が親世代とな

る将来を見据えた取組とすることが重要となります。 
  

ヒヒンントト55--11  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
地域内で食に対する意識が高まり、食文化の継承にボランティアとして参

加する市民が増加しました。 

WHY？ 

きっかけは 

小浜の食のまちづくりを支える市民ボランティアのなかには、「御食国（み

けつくに）」という言葉を知らなかった方も多く、 
  ・子供を通じて食育プログラムを知り、関心を持った方 
  ・食育サポーター募集のチラシに目が留まり、何気なく応募した方 
  ・地区公民館の方に勧められ、地域のためになるならと参加した方 
など、きっかけも様々でした。しかし、多くの方が「地域のために何かでき

るなら…」との思いで、参加の呼びかけに応じました。 

HOW？ 

どう行ったか 

小浜市が「食文化館だより」や地区公民館を通じてボランティアを募集し

ました。特に、過去にキッズ・キッチンに参加したことのある父兄などを中

心に呼びかけを行いました。 

市民ボランティアは、食育等を通じて関わった子供たちや地域住民、農家、

来客者との触れ合い、これらの活動が地元ケーブルテレビ等で取り上げられ

ることなどを経て、次第に実感や自信が築かれてきたそうです。 

また、市民ボランティアが生き生きと活動ができるよう講師の台詞や動作

手順をマニュアルにまとめるなど、市はきめ細やかなサポートに徹したこと

も参加者の増加に大きく貢献しています。 

  
グループマーメイド(左)と、食育サポーター(右)の市民 

※御食国若狭おばま食文化館ホームページより 
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ヒヒンントト55--22  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
外部からの評価を得て、石川の里山・里海の大切さを地元生産者が再認識

するに至っています。 

WHY？ 

きっかけは 
世界的な食のイベントの開催地が、石川県となったことで、それまでには

ない外部からの評価が、地元生産者等にとって良い刺激となりました。 

HOW？ 

どう行ったか 

「Cook It Raw」では、地域で活動する里山保全会の方のナビゲートの下、

参加したシェフ自らが、里山に足を運び山菜を採取するなど地域の自然保護

活動に取り組んでいる方や、生産者との交流も活発に行われました。 

特に、持続可能な伝統狩猟である「坂網猟」による鴨猟は生物多様性の保

全の観点からも高い評価を受け、地元生産者に里山・里海の大切さを再認識

させるきっかけとなっています。 

これらの海外による評価を受け、飲食業、宿泊業、旅行業団体等で構成す

る民間団体と県は、今後、インバウンドが増加することを見込み、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・セミナーの開催など、外国人富裕客の受け入れ態勢の整備を進めていま

す。 

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会議を開催し、業界ぐるみ

の体制づくりに向けて取り組み始めています。 
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チチェェッックク 2222  

食食文文化化をを通通じじてて地地域域やや家家族族のの絆絆をを深深めめるる工工夫夫ははあありりまますすかか？？  

食文化活用の取組が、地域や家族の絆を深める工夫があるかを確認するもので

す。 

取組の成果は、ヒット商品やイベントの盛況だけではありません。取組を通じ、地域

内の住民や、家族が絆を深めることで、その地域に食文化が根付き、持続可能な

取組へと発展していくものと考えます。 

 
 

ヒヒンントト55--33  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 

市内の全小・中学校で、校区内の生産者から優先的に食材を調達する『校

区内型地場産学校給食』を実施し、地域の生産者と学校との交流を深めてい

ます。 

WHY？ 

きっかけは 

「御食国若狭おばま・食の教育推進事業（平成 14年）」の一環として、

各学校の校区内で生産された食材を生産者から直接調達することで、地域に

根ざした学校づくりを目指して実施されました。 

HOW？ 

どう行ったか 

『校区内型地場産学校給食』は、学校給食の食材調達の優先順位を、 
     1.校区内 → 2.市内 → 3.県内 → 4.県外 
としています。 

市の呼び掛けで、校区内に学校給食応援生産者グループを編成し、校区内

の生産者から野菜や米、水産物などの食材を直接学校に納入してもらってい

ます。また、足りない食材は、優先順位に基づき、市内外の業者（青果卸売

など）に依頼し補完する仕組みです。 

当初は、予算制約や数量確保の問題から、校区内での食材調達を困難とす

る意見も出ましたが、取組にあたって第一の目的を『地域の生産者と学校と

の交流』とし、食材の調達は「可能な範囲から始めて、徐々に拡大していく」

といった方針をとりました。 

これにより、予算や数量の制約をクリアし、校区内自給率も徐々に上昇さ

せています。 
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チチェェッックク 2233  

学学校校等等のの教教育育現現場場やや地地元元店店舗舗((レレスストトラランン・・直直売売所所等等))とと連連携携すするるななどど、、食食文文化化のの

継継承承ののたためめのの仕仕組組みみががあありりまますすかか？？  

食文化を活用の重要なテーマのひとつである「次世代への継承」について、その取

組の有無を確認するものです。 

事例においても、食文化活用の取組の目的のひとつに「次世代への継承」を掲げる

ものが多くみられます。 

 
 

ヒヒンントト55--44  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 

平成 19 年から、市内の小学 5～6年生を対象に、もち本膳の授業を開始、

平成 24 年からは、授業の対象を地元の栄養士や、学校給食センター職員な

どを対象とした講習会も開講しています。 

WHY？ 

きっかけは 

もち本膳を中心とするもち食文化を維持・継承するにあたり、食生活が変

化した家庭を対象とするよりも、子供たちへ、子供たちから家庭への伝承を

目指そうと考え、もち本膳の授業を開始しました。 

HOW？ 

どう行ったか 

もち本膳の講習会は、会場こそ学校の教室ですが、それ以外は、伝統にの

っとった本膳が再現されます。もち本膳の進行役となる「おとり持ち」役を

地域の長老が担い、食器や御膳も正式なものを毎回利用しています。 

一関市では、次世代への伝承はもちろん、もち本膳を世代間の交流にも活

用しています。 

ある小学校では、本膳の体験を地域のお年寄りとの交流に活用として、児

童が「おとり持ち」となり、地域のお年寄りにもちを振る舞うといった試み

を実施しました。 

平成 24 は、もち本膳の授業をできる人材を育成するため、地元の栄養士

や学校給食センター職員など、給食に係わる大人たちを対象に、講習会を実

施しています。 

 
もち本膳研修会の様子 ※一関市ホームページより 
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海海外外情情報報●●フフラランンスス  ““味味覚覚のの一一週週間間””  

「「幼幼稚稚園園ににおおけけるる「「味味覚覚のの授授業業」」－－旬旬のの野野菜菜をを用用いいたた授授業業風風景景」」  

フランスの「味覚の一週間」では「味覚の授業」を通じて、子供たちへ味覚を育てるた

めの取組が行われています。 

フランスのとある幼稚園での「味覚の授業」では、野菜（かぼちゃ）を用いたレッスン

が行われています。秋に収穫されるあらゆる種類の旬のかぼちゃが教室に並べられ、子供

たちは様々な種類のかぼちゃがあることを「見て学ぶ」ことが出来ます。また、レッスン

の 後では、これらのかぼちゃを使用した「パンプキンスープ」を実際に味わうことで、

「食べて知る」ことが出来ます。 

こうした「見て学び」、「食べて知る」、体感を伴う「味覚の授業」は、幼少期の子供

たちの感性に直接訴えかけることができ、味覚を教え・鍛えるための工夫を凝らして行わ

れています。 

 
様々な旬の野菜（かぼちゃ）を用いた授業風景 ※細川委員提供写真 

 
 

海海外外情情報報●●フフラランンスス  ““味味覚覚のの一一週週間間””  

「「「「味味覚覚」」をを表表現現しし、、伝伝ええるるここととのの重重要要性性」」  

「味覚の一週間」では「味覚の授業」を通じて、子供たちへ味覚を教えることのみでな

く、それを正しく表現することを高く求めています。 

同じ食材でもとれる時期、品種により味が変化すること、味の組み合わせによる変化を

きちんと表現し、他人に伝えることが、「食」の重要な構成要素である食材の固有の価値、

食べることの喜びを共有することを可能にし、「食べる」こと全体の見直す基礎を形づく

ることが意識されています。 

 
味覚の授業を受ける子供たち ※細川委員提供写真 
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ヒヒンントト55--55  一一関関市市  

WHAT？ 

何をしたか 
旅館、ホテル、結婚式場、道の駅等が、もち料理の提供を開始するに至っ

ています。 

WHY？ 

きっかけは 

もち食に関する公の団体が初めて設立された当初は、もち食が文化として

売り出せるという考えを持つ人は少なく、観光資源としても取り上げられて

いませんでした。 

そうした中、平成 22 年に「一関もち食推進会議」は、地元のもちメニュ

ー提供店舗、農家、商工会、観光協会等のメンバーにより構成され、取組を

スタートさせました。 

HOW？ 

どう行ったか 

推進会議メンバーによる活動を通し、もちサミット出店店舗など、もち食

を提供する外食店も増えました。 

結果、家で食べるものであったもち料理が、外でも食べることができるも

のとなり、サービスエリアや道の駅、直売所、ホテル等でもちを提供する場

所が増えています。 

また、ホテルでは結婚式等において 1～2 品のもち料理を提供したり、冷

凍もちを利用してメニュー提供したりする店も増えている等、もち食が復活

する動きがあります。 

  
市内直売所で販売されているコガネモチ ※一関市ホームページより 
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チチェェッックク 2244  

食食文文化化のの継継承承にに向向けけてて、、教教ええるる側側（（食食文文化化のの提提供供側側））のの人人づづくくりりののたためめのの仕仕組組みみ

ははあありりまますすかか？？  

ここでは食文化を将来に渡って継承させていくための仕組みとして、食文化を提供

する側の人材育成等を行っているかを確認するものです。 

事例によると、地域の食文化は、書物などで残っているものは少なく、人伝え（口

頭）により継承されているケースが多いです。その担い手となる人材の育成は、食

文化継承の重要なテーマとなります。 

 
 

ヒヒンントト55--66  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
食文化を継承する人材育成のための制度づくりをしました。 

WHY？ 

きっかけは 

市は、食に関わる人々の優れた技術や知識を、交流・体験の場などで活用

し、これらの普及、後継者育成の仕組みを構築し、運営を開始しました。 
（御食国若狭おばま「食の達人」・「食の語り部」認定事業） 

HOW？ 

どう行ったか 

小浜市では、料理や加工の技術（腕）も、重要な食文化であるとの考えの

下、郷土料理であるへしこやなれずしづくりの名人などを「食の達人」とし

て認定しています。「食の達人」は、地区公民館などで市民を対象とした講

習を行っています。 

また、食文化の基本は語り継がれてきたものであり、近年は世代間のコミ

ュニケーションが減っていることから、食文化の存続が危機にあるとの認識

のもと、地域の食文化を熟知している市民を「食の語り部」として認定して

います。若年層を対象とする体験学習や講習会に「食の語り部」を招き、そ

の地域の食文化を伝承しています。 

 

ヒヒンントト55--77  石石川川県県  

WHAT？ 

何をしたか 
本物志向の富裕層をおもてなすための接客について研修会、勉強会を開催

しています。 

WHY？ 

きっかけは 

国内旅行の需要縮小とともに石川県の観光産業の縮小が課題となってい

ます。こうした影響は旅館・ホテルの宿泊業に限らず、飲食産業や伝統工芸

産業など多岐にわたる産業に影響を与えています。持続可能な観光をめざ

し、海外の観光客・富裕層を積極的に受け入れる体制づくりが開始されまし

た。 

HOW？ 

どう行ったか 

富裕層を誘客する体制づくりとして、石川県の有志企業と行政の協力の

下、The Real Japan いしかわプロジェクト推進協議会を立ち上げました。 

メンバーには、宿泊関連事業者をはじめ、飲食業や旅行業の事業者、また

行政関係者も参画しています。 

協議会では、海外富裕層の本格的受入には、その受入体制づくりを進めて

いく必要があると考え、石川県のホテル・旅館業関係者に対し、顧客満足度

向上のための研修会・勉強会の開催、国際的なホテルの創業者、3つ星レス

トランのシェフを招いての講演会を実施し、石川県のおもてなしの質的向上

に向けた取組を行っています。 
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海海外外情情報報●●フフラランンスス  ““味味覚覚のの一一週週間間””  

「「「「味味覚覚」」のの継継承承をを担担うう人人材材のの育育成成」」  

20 年以上の開催の歴史のある「味覚の一週間」の取組は、現在では味覚を伝える新たな

伝承者を生み出しています。 

現在、「味覚の授業」の講師として参加する料理人や生産者の中には、小学生のころに

「味覚の授業」を経験しており、その授業内容を工夫し、地元の食材、料理を用いたオリ

ジナリティあふれる取組に進化しています。 

継続的に取り組んできた一つ一つの成果が次世代を担う人材の育成に繋がっています。 

 
 
 

海海外外情情報報●●イイタタリリアア  ““ススロローーフフーードド””--イイタタリリアア各各地地  

「「農農家家にに代代わわっってて地地域域食食文文化化のの魅魅力力をを伝伝ええるる地地域域ののナナビビゲゲーータターーのの存存在在」」  

カンパーニャ州のヴェスヴィオ山麓のトマト、ピエンノロ、アマルフィ海岸のレモン、

スフザート、チェターラの魚醤コラツォーラ、トスカーナ州のクティリアーノの地栗にし

ても、これらの手間のかかるものづくりを支えているのは、その価値を理解する消費者の

存在です。そして、こうした応援団を増やすべく、地域では、地域の食文化を消費者に伝

えるナビゲーターが活躍しています。 

それらは、農業普及員であったり、観光局の若者であったり、役場の農林課の職員だっ

たり、様々ですが、彼らが、忙しい生産者に代わって対応してくれます。生産現場のガイ

ドやそれを味わえる食堂、買える店と連動した適切なガイドは、何より重要です。郷土を

愛する人々のボランティアによるガイドも少なくありませんし、プレシディオに選ばれた

食材を持つ他の町や村との交流によって、地域の食文化の価値を伝える手法を培っている

という側面もあります。その地でしか味わえない味覚に出会える食の観光という新しい流

が町の経済にも貢献する中、そうした地域のナビゲーターの存在はますます重要となって

います。 
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チチェェッックク 2255  

食食文文化化のの継継承承にに向向けけてて、、食食すするる側側（（食食文文化化のの需需要要側側））のの人人づづくくりり（（次次世世代代のの舌舌づづくく

りり））ののたためめのの仕仕組組みみははあありりまますすかか？？  

食文化を継承させていくための仕組みとして、食する側（食文化の需要側）の人材

育成等を行っているかを確認するものです。 

食文化を継承させていくポイントのひとつに、食する側の人づくりとして「次世代の舌

づくり」が重要とする考え方があります。 

 
 

ヒヒンントト55--88  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
市民が食に関する正しい知識を身につけ、安全で、健康面に配慮した食生

活を実践できる力を養う取組を行っています。 

WHY？ 

きっかけは 

食育推進のための計画改定時（平成 23 年度）に、各種の食育プログラム

による成果が認められる一方、「各家庭における食生活のあり方については

課題も多く、市民の健康面への波及効果も明確に表れているとは言い難い」

との評価を行い、今後の課題としました。 

HOW？ 

どう行ったか 

市民のライフスタイルが多様化し、多種多様な加工食品が市販され、輸入

食材等が安価で簡単に手に入るようになるとともに、食生活の多様化も急速

に進んだことから、市民の食生活や食に対する考え方も一様ではなくなって

います。さらに、インターネットの普及等により、常に膨大な食に関する情

報が溢れていることから、食品等の本来の姿が見えにくい状態となっていま

す。 

そこで、市は、市民が食および食育に対する意識を高め、食に関する正し

い知識を身につけ、安全な食べ物を選び、健康面に配慮した食生活を実践で

きる力、いわゆる「フードリテラシー(※1)」や「選食力(※2)」を持ち得る

ことが重要と考え、今年度からガイドブックの作成に着手し、翌年度以降、

講習会等で活用していく予定です。 

これは、食品の栄養、健康に留意した調理方法や食べ方、郷土料理や食文

化、食の安全・安心などに関する内容を盛り込んだものであり、食生活の実

践的な手引になるものとして、子どもから高齢者までの多くの市民に愛用し

てもらえるよう、その周知および利用の促進に努めようとの考えに基づいて

います。 

さらに、翌年度以降は、市民が、先のガイドブックの内容を深く理解し、

日常生活に取り入れるためのきっかけ作りとして、食生活についての検定を

実施する予定です。 
 

 ※1 フードリテラシー／食材の生産・加工・流通・調理・摂食・廃棄、並びに食文

化、歴史、伝統など食に関する知識や情報の中から、必要な情報を引き出し活

用することが出来る力や応用力。 
 

 ※2 選食力／食に対する意識を高め、正しい知識を身につけることで得られる、

健康によい食べ物を選んだり、規則正しい健康的な食生活を送ることが出来る

力。 
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海海外外情情報報●●フフラランンスス  ““味味覚覚のの一一週週間間””  

「「次次世世代代のの舌舌ををつつくくるるたためめににーーああるるフフラランンスス料料理理人人のの取取組組」」  

次世代へ味覚を伝えていくための現場は、学校の教室だけではありません。 

元フランス料理の№1シェフは、「味覚の一週間」の期間中、家庭に伝わる伝統的なパ

ンをつくり、地元の本屋で無料配布するイベントを行っています。 

母から子へ受け継がれてきたフレンチの味を次世代の若者へ受け継ぐためのこうした活

動は、食を提供するプロの目から見て、フランスの伝統の味の継承する味覚への危機感か

ら生まれたものでした。 

「味覚の一週間」はこうした個々の取組に支えられ、次世代の舌をつくるための意識の

醸成、啓発を行っています。 

 
イベントを実施するシェフ（中央） 

※細川委員提供写真 
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チチェェッックク 2266  

「「食食文文化化のの継継承承」」をを人人づづくくりりのの一一環環とと捉捉ええ、、食食育育にに活活かかししてていいまますすかか？？  

地域づくりの重要なキーワードのひとつに「人づくり」が挙げられます。 

ここでは、「食文化の継承」を人づくりの一環と捉え、食育等の各種の取組に活かし

ていかを確認するものです。 

 
 

ヒヒンントト55--99  小小浜浜市市  

WHAT？ 

何をしたか 
「人づくり」の考えを基底とする食育の推進を行っています。 

WHY？ 

きっかけは 
小浜市における「食のまちづくり（平成 12 年度～）」は、「地域づくり

は『人づくり』」の考えを基本にスタートさせています。 

HOW？ 

どう行ったか 

小浜市では、飛鳥・奈良の時代からの「御食国（みけつくに）」の歴史に

着目し、「食」を中心に据えたまちづくりを展開しています。 

平成 13 年度に制定された「小浜市食のまちづくり条例」の基本理念（ 第
三条）では、「人材育成や市民協働、ボランティアへの参加、地域一体とな

った産業振興、市民協働で地域づくりに参加することが、まさに人づくりに

つながる」と定めています。 

食育推進に係わる現行計画においても、「健康」「教育」「産業」「食文

化」といった“食”に係わる各分野の取組を定めていますが、その中心には

上記の「人づくり」を置いています。 

 
※小浜市元気食育推進計画―みんなで育む生涯食育―(平成 23～27 年度)より 
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第第33部部  ココ  ララ  ムム  編編  
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①①  食食文文化化はは、、ふふるるささととのの““風風景景へへのの愛愛””ととととももにに  

株株式式会会社社  大大地地をを守守るる会会  事事業業戦戦略略本本部部  
放放射射能能対対策策特特命命担担当当    戎戎谷谷徹徹也也  

 

南四国の小さな漁師町の三男坊に生まれた私は、高校卒業とともに東京に出て、そのまま

首都圏近郊に居を構えてしまった。親からは「お前に分けられる財産はない。上の学校を出

て自分で身を立てろ」と言われ、田舎に帰っても職はないと思い込んでしまった。いや実際

に、地元の商店をみても漁協をみても、どうも先の見通しは明るいものではなかった。親の

希望は教師になって帰って来ることだったようだが、私の大学生活は完全にその期待を裏切

る方向に進んでしまった。 

高校時代の思い出だけど、夏休みを前に、友人に何気なく漏らした。「夏になると、もう毎

日カツオの刺身で…」。それは辟易するという意味だったのだが、同級生たちの間で「戎谷ん

ちに行くとカツオがたらふく食べられる」という噂が広がり、何人もの町の連中が遊びにや

ってきた。母は大喜びで、「今日は料理をしよう」と張り切って骨付きモモ肉などを買ってき

た。ひとつの公式を覚えた私は、以来よく友達を誘ったのだが、いつも「カツオ食える？」

という条件がついて目論見は外れるのだった。でも、海は自慢できた。 

近所の漁協に勤めていた母には当然のことながら夜勤も早朝出勤もあって、日が暮れると

釣ったばかりのカツオを漁師から仕入れてきては、さっさと捌いて青いスダチを半切りにし

て添え、「これ食べとき」と子どもたちに命令して、また浜に出ていった。カツオのお造り（刺

身）とは、母にとって「料理」ではなかったようだ。しかしお陰で、体は小さいけれど、骨

だけはしっかり作られたように思う。それにいま振り返れば、母からのなけなしの仕送りを

支えてくれたのも、あの海から湧いてきたカツオだったのではないか…。私の体はまさに、

ふるさとの海と魚たちにつくってもらったようなものだ。 
 

10 年ほど前だったか、郷里の小中学校の同窓会があって、懐かしい顔ぶれとハシゴした。

そこで地元の男たちの口から聞こえてくるのは一様に高速道路に対する期待だった。道がで

きることで観光客がやってくると言う。私はこれまた何気に、とても気に障ることを言って

しまった。「その道を使って、残った若者たちも町に出ていくか…」。 

白砂が自慢だった海水浴場は静かに浸食が進み細ってゆく。漁獲量は年々減少の一途を辿

り、イセエビの放流などにも取り組んでいるが、水産資源は戻ってこない。漁民は高齢化が

進み、いつも漁船が建造されて賑わっていた造船所は朽ちたまま放置されている。かつて子

どもらが平気で泳いでいた港にはゴミや油が浮かんでいる。風景は、人の営みを映し出して

いる。暮らしや産業を支える土台である環境は顧みられている様子がない。 

誰がこの漁村に骨休めに来てくれるだろうか。大切なのは立派な道路よりも、都会にない

“何か”だろう。げんに旅人を再び訪れたいと思わせるものは、その土地特有の「食」と「風

景」と「おもてなし」、と言われる。その地に長年住み続けてきた人々には、当たり前の風景

かもしれない。しかし「当たり前にあった豊かさ」は、実は支えたいと思う心や誇りがない

と守れない。多少寂れていようと佇まいに穏やかな美を感じさせる家並みがあり、「当たり前

の食」にある種の誇りを滲ませることによって、旅人はその土地で育まれてきた文化の奥行

きを感じ取り、“何か”を発見し、また来たいと願う。旅の醍醐味は、発見なのだから。 

もちろんここで新規のアイデアを排除するつもりはない。しかし長い長い時間によって培

われてきた文化を端（はな）から無視したものは、ただの新規あるいは新奇であって、風土

に馴染んでゆかないものは、商品ではあっても文化にはならないように思う。もし地域の「食

文化」を隠し味にしたヒット商品を生み出せたなら、それは「進化」あるいは「融合」だと

胸を張ろう。失敗も当然あっていい。 
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食文化史研究家の永山久夫さんが、著書『なぜ和食は世界一なのか』（朝日新書）のなかで

書いている。 
 
 

「日本人はもっと自信を持つべきではないだろうか。「和食」を育てた民族であること、

そして、和食によって世界に先駆けて長寿民族になったということに。」 
 

 
和食の神髄とは、自然の恵みに感謝し、表現しようとする繊細な美意識にあるだろうか。

それは必然的に、土地の気候風土や多種多様な生命とともに作り上げてきた多様性の美（バ

ランスの取れた食材構成）＝生態系が織りなす“風景”、を大切にしたいと思う心を養うもの

であったはずである。「和の食」とは、環境との調和を願うものであり、平和の精神でもある、

とすら私は思う。 

「自信を持つ」とは、ただ星を獲得したりすることではなく、もとより奢ることでもない。

和の精神によって国際貢献を進めよ、という謂だと捉えたい。それは取りも直さず、持続可

能な社会につながっている。 
 

上京して数十年、あの頃食べていた以上に美味いカツオには、今もって出会わない。他の

産地の方には申し訳ないけど、これは私の原風景・原体験とともにある味の記憶なので、許

してもらいたい。もしかして、私をこの検討会に押したのは、あの海のカツオたちだったか

…。海さえ守っていれば必ずやって来てくれた海の幸たちが、大切なことを忘れるなと、私

の口をして語らせているみたいだ。 

旅先で図らずも定住してしまった身だけど、あちこちと旅してきたぶん、いつか喧嘩した

幼馴染の“発見”へのお手伝いもしたい、と願いながら本検討会に参加させていただいた。

少しでも貢献できたなら、幸いなのだけれど－。 

「食」とは、感動（発見）を与えるものでありたいし、なにより「いのちを育む」もので

なければならない。だからこそ「食」は人をつなげる力を持つ。目の前にある「食材」の向

こうにある、見えない大きな“愛”のようなものをつかみ取りたい。これは地域が地域であ

るための“主体”を取り戻す作業にもなるはずだと思う。 
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改めて故郷の風景を思い浮かべれば、私を育ててくれた懐かしい生命が一緒に蘇ってくる。

トコロ天をねだろうとテングサを拾い集めた海岸。岩場にはびっしりと「磯もん」と呼ぶ小

さな巻貝たちが棲んでいて、袋いっぱいになるまで採って帰り、湯がいて食べた。山にはイ

タドリやアケビに椎の実。子どもたちはまるで猿のように海や山に入り、探検し、喉が渇く

と沢の水を飲んだ。どんなに採っても自然は温かく包んでくれていた。宝ものはそこら辺に

転がっていた。ただあまりに当たり前すぎて、その意味を考えることがなかった。各地を巡

り生産者と交流を重ねる今となって、私は私の故郷にあった“当たり前の宝もの”への郷愁

を強くしている。いや、郷愁だけではない。どこを訪ねても、その誇りが私を支えていると

言ってもいい。 

地域食文化の再発見は、「地元学」の泰斗、民俗研究家の結城登美雄氏が提唱する『あるも

の探し』から始めることを提案したい。そのためには U ターンや I ターンは役に立つはずだ

し、地元出身者を応援団として再活用するのも手かもしれない。 

全国各地で「食」への誇りとともに美しい風景が蘇ってくることを切に願う。 
 

 

 
―風景の多くは生き物たちが創ってくれている。それはその土地の「食」も支えている。― 
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②②  たただだのの「「食食」」ははももうういいららなないい！！～～観観光光客客がが「「食食」」にに求求めめてていいるるもものの  

株株式式会会社社 JJTTBB 総総合合研研究究所所    
ココンンササルルテティィンンググ第第一一部部長長  

主主席席研研究究員員    篠篠崎崎  宏宏  
 

株式会社 JTB 総合研究所が 2010年 12月に行った「食と地域活性化に関する調査」では、

旅行先検討時に重要視する上位５つは「旅行費用（77.5％）」「自然・景観（59.6％）」「地元

の料理（53.3％）」「行き先までの距離・所要時間（50.0％）」「温泉（49.7％）」となっており、

旅行先決定後に収集する情報では「現地への行き方・交通手段（72.8％）」「地元の料理（69.2％）」

「現地での交通手段（68.2％）」「宿泊施設（67.9％）」「自然・景観（49.3％）」が上位を占め

ている。 

旅行後の地域の食との関わりでは「その地域の農産物・水産物・特産品（食）を店舗で買

うようになった（35.1％）」「外食の際、その地域に関連するメニューを頼むようになった

（30.1％）」となっており、旅行が地域の食への関心を生むきっかけのひとつとなっているこ

とが伺える。 
 

戦後生まれの団塊世代が 65 歳に達する中で、国民の旅行経験値が高まるとともに旅行先で

の消費行動も大きな変化を遂げてきた。観光客がお土産を買わなくなったと言われる中で、

人間の 3大本能に関係する食はその存在感を増しつつある。観光客は本能的に、地域で人気

のある食の情報を探り、自ら味わい、その感動を口コミで伝えている。そして旅行経験値の

さらなる高まりは観光客の関心を本能的な食から食文化へと導いている。 
 

その一方で、全国各地の観光関連事業者は、地域の食に関して「有名である」「美味しい」

というメニュー情報は発信しても、より深い知識が求められる地域の食文化に関しては、理

解が浅く、観光客にその背景を伝えられずにいる。つまり受地側では、観光客の 重要コン

テンツのひとつである食について、その魅力の一部分しか伝えていないのである。 
 

今秋には日本食文化のユネスコ世界無形遺産登録の可否が決定する。めでたく登録となれ

ば日本の食文化はかつて経験したことがない動きが起こってくるはずである。観光客の抽象

的な食文化への関心が絶対的な関心へと変化し、観光関連事業者は食文化へビジネスチャン

スを見出し、旅行会社は食文化関連の旅行コースや体験プログラム、雑誌社は食文化関連の

出版、カルチャーセンターでは食文化関連の講座と食文化に関するビジネスが飛躍的に拡大

するであろう。既に海外では日本食ブームが起きつつあるが、ユネスコ世界無形遺産登録は、

その流れをさらに加速させるに違いない。現状でも海外では日本食料理人のニーズは極めて

高いが、世界のビジネス界で も必要とされる日本の人材が日本食料理人となってくること

も考えられる。日本では、高校や専門学校で料理の勉強をした生徒の半数程度しか食関連の

仕事に就職できないと聞くが、これからはこれらの人材が大きく世界の羽ばたき、日本の食

文化を正しく世界各国伝え、それらに触れた外国人観光客が日本の食文化に直接触れようと

日本を訪れるはずである。 
 

観光業界はこれらの動きに備え、食文化について知識を深めることが観光産業の発展につ

ながることを理解する必要がありそうだ。 
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③③  日日本本人人ららししささをを育育むむ日日本本食食文文化化  

福福井井県県  小小浜浜市市  食食ののままちちづづくくりり課課  

政政策策専専門門員員((食食育育))    中中田田典典子子  
 

「若い世代に元気がない。弱くなってきたように思う。」 

今から十数年前、私が関西の私立大学に勤務していた際、教職員の勉強会でこのようなテ

ーマを議論した。偏差値は高位でも、なんとなく人間的にもろく元気がない、人とのコミュ

ニケーションがうまくできない、このような若者が増加しているという実感を持ち、それは

何故なのだろうという議論である。「キレる」「引きこもる」という言葉も頻繁に聞こえ始め

た時代でもあった。様々な意見が飛び交う中で、ある人が「食の環境が大きく変わったこと

が、人間の身体だけではなく人間性や生き方、いわゆる心も少しずつ変えていったのではな

いか。便利な食環境は一見豊かに思えるが、人間にとってマイナスでもあるのでは」と発言

した。まだ、世の中に「食育」という言葉がそれほど浸透していない時代であったが、私は

その言葉が忘れられなくなった。 

当時、私自身も子育て真 中で、親がさし出す食べ物を何の疑いもなく食べる幼い子ども

の姿、その一方で、連日のように報道される食の安全安心を脅かす事故や事件のニュースを

聞き、親として大人として「何をどのように食べさせるべきか」について真剣に考えるよう

になっていた。これまで何も疑うことなくあたり前だった「現代の食」というものに、公私

ともに急激に興味や問題意識を持ち始めたのである。 

そんな時、私の生まれ故郷である福井県小浜市が「食のまちづくり」始め、「食のまちづく

り条例」を制定、「食育」をその重要施策と位置付けてまち全体で進めていく、さらにその専

門職員を全国公募しているということを知り、「食によって人はどのようにつくられるのか」

ということに、仕事として思う存分関わってみたいと強い意思を持ち、引き寄せられるよう

に、小浜市の食育専門職にとなった。2003 年 4 月のことである。 
 

初めて企画した食育事業が幼児の料理教室「キッズ・キッチン」である。これは 4歳から

6 歳を対象にした料理教室であるが「料理を
．
教えるのではなく、料理で

．
教える」つまり、料

理を手段とした教育プログラムと位置付けている。小浜市食のまちづくり条例第 19条には

「身
しん

土
ど

不
ふ

二
じ

1に基づき地産地消を奨励すること」とあるが、「キッズ・キッチン」にもその考

え方を全面的に溶け込ませ、日本の伝統的な献立にこだわり、釜戸炊きご飯、丁寧に出汁を

とり旬の地場産野菜や海草を何種類も入れた味噌汁、野菜料理等をつくり、急須で手摘みの

釜炒り茶もいれる。そして、小浜市は塗箸産業が盛んなこともあり、（全国の塗箸シェア 80％）

食事の際の箸使いも丁寧に捉えている。一見シンプルな献立であるが、それらを仕上げてい

くプロセスや背景には、実にたくさんの大切なことが盛り込まれているのである。 
 

「キッズ・キッチン」の一場面を紹介しよう。 

子ども達は、鋭く切れる本物の和包丁の扱いを学び、講師と交わした安全ルールを守りな

がら、食材によって微妙な力加減や切り方を工夫する。 

例えば、柔らかい豆腐は壊れないように手のひらの上でゆっくり切り、熱湯が跳ねないよ

うに丁寧に鍋に入れる。また、捨ててしまいがちな大根の皮や葉、出汁をとった後の煮干し

や昆布は、食べやすいように長さを揃えて細く切り、少しの味付けをして新たな一品を作る。 

                                           
1 身土不二(しんどふじ)とは、人は生まれ育った土地および環境と密接なつながりを持っており、その土地で生

産されたものを食することが も身体によいということ。 
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食べる人の事を思い綺麗に盛り付けた小さな

器の数々を配膳し、お茶に関しても、お湯の温

度を気にしながら、皆が同じ濃さのお茶をいた

だけるように湯呑に少しずつ注いでいく。すべ

てが用意でき全員が席に着いたところで、背筋

を伸ばして手を合わせ「いただきます」。 

そして共に食べる人に気を配りながら、茶碗

にコメ粒が一粒も残らないよういただく。  
子ども達の小さな手で進めるこれら一連の作業は、何とも言えないくらい繊細で優しさに

あふれているのである。そして、このような体験から「丁寧な所作」「もったいない」「人を

気遣う」「調和する」ということを自然に身につけて育っていくのだと実感する。 

また何より、地元で採れた新鮮な旬の食材は、ほのかな甘みや自然の風味を子どもたちの

舌に運んでくれる。日本食の一分野である精進料理では、塩味、甘味、酸味、苦味、旨味の

基本五味の他に「淡味(たんみ)」という味覚を大切にするそうだ。現代の食事は油分や塩分が

多く濃い味付けの傾向があるため、素材そのものの風味や味がマスキングされ、どれもよく

似た味になりがちであるが、大自然から頂く本物かつ繊細な味「淡味」は、体の健康ととも

に情緒の安定にもつながるのではないか、穏やかな表情で「出汁」を味見したり、出来上が

った料理を満足げに味わったりする子ども達の表情からそんなことを思う。 

さらに、「キッズ・キッチン」では魚を捌く機会をあえて多く持つ。鮮魚を捌き、血や内臓

に触れながら「食べると言うことは命を頂くこと。命を頂いて自分達は生きている。」という

ことを実感してほしいのである。余暇はバーチャルの世界で過ごし、自然や命のぬくもりに

触れる機会が希薄になった現代の子ども達に、言葉で伝えるには重くなりそうな「命」や「感

謝」ということを、魚を捌く体験から無理なく渡すことができるように思い、つくづく「食

材は素晴らしい教材」であると感じる。 
 

   
 
このように、日本の伝統的な一汁三菜の献立をつくり上げて食すると言うプロセスには、

人間らしさを育くむ大切なことがたくさん詰まっていて、その一つひとつを獲得した子ども

達は、短い時間の中でも見違えるほど成長するのである。 

しかも、このような伝統的な日本食の献立は、1970 年代に「マクガバンレポート2」で採

りあげられた通り、世界一栄養のバランスが良くて健康的なのである。 

                                           
2 1970 年代アメリカでは心臓病や癌患者が増加し、それに伴い医療費も増大、アメリカ経済はパンクの危機的

状況であった。そこで、それを打開するために「国民栄養問題アメリカ上院特別委員会」が設置され、「食事(栄
養)と健康・慢性疾患の関係」についての世界的規模の調査・研究が 7 年間の歳月と数千万ドルの国費を投入

して行なわれた。5000 ページに及ぶ膨大な報告は、委員長の名前をとって「マクガバンレポート」と呼ばれた。

マクガバンレポートには、世界で唯一の理想的な食事として、米を主食とし、野菜や海藻、小魚などを組み合わ

せた元禄時代の日本食が取り上げられている。 
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少し話が変わるが、私は食育の実践について、動物の食と人間の食、つまり「餌」と「食

事」の違いという視点で捉え、「栽培」「料理」「共
きょう

食
しょく

」という 3つのキーワードで示すこと

がある。つまり、本来人間は他の動物とは異なり、食べ物を「栽培」し「料理」をする生き

物である。そして言葉を持つ人間にとって「食べる」と言う行為は、栄養摂取や生命維持の

手段としてだけでなく、人と繋がりコミュニケーションをとるための大切な手段であるため、

「孤食」ではなく「共食」なのである。 

今の日本はとても便利になり、食べ物も溢れていて「栽培」や「料理」をしなくても簡単

に欲しいものが手に入り空腹が満たされるし、生活スタイルや価値観の変化に伴い、誰とも

何処とも繋がらない食、いわゆる「孤食（個食）」が増加している。その結果、残念ながら「餌」

と大差ない食事をして、そのことに気づくことなく、特別問題意識を持つこともない人が増

加しているのではないだろうか。 
 

子育て世代の母親が「働いていて忙しいので料理をする時間がない」と言うのをよく耳に

するが、本当に料理をする時間さえもないのだろうか。私は田舎生まれなので、田舎の母や

祖母の暮らしを見て育ったが、母や祖母の子育て時代は今以上に時間に追われていたように

記憶している。今ほど便利な電化製品もなく、あらゆる家事に手間がかかり、家族の人数も

多かった。女性であっても男性と同様に家業に関わりながらも、決して「家族の食事」を後

回しにはしなかった。家事や仕事をしながらもその傍らでコトコトと野菜を煮たり、家族団

らんをしながらも豆のさやの筋をとったり、芋の皮をむいて食事の下ごしらえをしていた。

今、「忙しくて料理をする時間がない」のではなくて、「料理をするような気持ちにならない」

「料理をする必要性を感じない」そんな暮らし方をしているのではないかと思う。 

私は、「キッズ・キッチン」などの食育事業に関わる中で、大切な人のために料理を作るこ

とで喜びを感じ、作ってもらうことで愛されていることを実感する子ども達の姿を知ってい

る。食を通じて偉大な自然の力や命の大切さに触れ、目を輝かせる子ども達を知っている。

先祖代々伝わる行事食に込められた様々な物語に触れ、心をときめかせる子ども達を知って

いる。さらに、季節感のある「淡味」の旨さを味わい、人や地域と繋がる食生活によって、

自分の生まれ育つ地域に誇りを持ち、自信を持って育つ子ども達の姿を知っている。だから

こそ、時代にあった合理的な食生活を認め受け入れながらも、やはり「餌」でなく「食事」

を頂くために、手を抜かず省略することのない、日本人らしい丁寧な食生活にこだわってい

きたいのである。 
 

日本には四季があり、美しい山や川、海や

湖がある。そこから生み出される自然の恵み

を感謝して頂き、同じ波長で生きていくとい

うことが、日本人の「まじめさ」「繊細さ」

「豊かな感受性」そして「人を思う優しさや

逞しさ」などを育んできたのではないかと思

っている。日本食や日本食文化を保護、継承

するということは、日本の産業や環境を守る

ことに繋がるだけでなく、本来日本人が尊重

していた、丁寧な生き方や考え方そのものを

継承するということではないだろうか。  

私は、これからも、食育という仕事を通して、日本人らしい日本人を作るために、日本食

や日本食文化を大切に継承していきたいと思っている。 
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④④  食食品品はは語語るる～～スストトーーリリーー性性がが生生みみだだすす商商品品のの価価値値  

有有限限会会社社  アアイイエエヌヌアアーールルココンンササルルテティィンンググ  

古古屋屋由由美美子子  

aa))  スストトーーリリーー性性ととはは  

みなさん、テレビや雑誌などで紹介されていたお店や食品、メニューを見て、行ってみた

くてたまらず、足を運んだ経験はありますか？ 

みなさん、食品売り場を回っていて、値段以外で「へぇ～」と思わず呟きながら、商品を

買ってしまった経験はありますか？ 

胸に手を当てて、来店や購入を決めた理由を心に問うと、その商品やメニューの持つスト

ーリー性が浮かび上がってきます。伝統野菜の復活秘話に感動し、週末にその野菜のお弁当

を車で買いに行った。地元で採れた小松菜とトマトを使用したケーキに驚き、しかも見た目

が可愛くてヘルシーだから、ママ友達への手みやげに買った…など。 

このように、商品のこだわりや由来、背景、作り手や苦労話などの「共感要素」とお客の

「感性」がマッチすると、お客の心が動いて来店や購入につながっていきます。 

一般的に、この共感要素を「ストーリー」、共感性を「ストーリー性」と呼びます。 
 

bb))  スストトーーリリーーをを創創るる  

成熟経済でモノ余りの現在、どうオリジナル色をアピールしていくかが必須となっていま

す。そこで 近、商品開発や販売促進で、このストーリー性が重要視されています。しかし

その必要性を感じながらも、自らの商品のストーリーをなかなか思い浮かばない、思い浮か

んでも取るに足りないと、その時点でつまずく方が多いのも実情です。 

まずは次の 2つの方法で、商品のストーリー性を明らかにしましょう。 

ｱｱ..  既既存存ののスストトーーリリーーをを洗洗いい出出すす  

下表の切り口で商品の共感要素を洗い出します。いくつかの共感要素の中で何が本当に共

感されるかは、第三者に実際に訊くのが も確実です。そして提供者が心から伝えたい要素

と、第三者が実際共感する要素を考慮して、 終的にアピールするストーリーを選択します。 
 

切り口 説明 例 

素材・原材料 どんな素材・原材料

を使っているか？ 
・こだわりの原材料 

・幻の○○ 

・安心・安全 

・地域産 100%・廃棄○○を活用 

製法・作り手 どんな人たちが、ど

んなつくりかたで？ 
・手間ひまかけて／斬新な／昔ながらの作り方 

・賞を受賞／農家のおかみさんたち／ここでしか作ってい

ない 

地域性 どんな地域の特徴

があるのか？ 
・土地の風土・自然・歴史・伝統・文化など 

・街／地域起こし 

誕生秘話 どんな開発物語が

あるのか？ 
・開発／製造の困難性 

・研究や試作を重ねに重ねて 

・苦節○○ ・伝承への想い 

商品の機能性 どんな利用価値／

効果があるのか？ 
・食べること、利用することによる健康訴求 

・利便性、保存性 

・環境に優しい 
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ｲｲ..  既既存存ののスストトーーリリーーをを元元にに、、ささららにに共共感感をを生生むむスストトーーリリーーをを創創るる  

洗い出した商品のストーリーが物足りなく、さらなる共感性を付加したい場合、追加のス

トーリーを創ります。この場合、何でも付加すれば良いのではなく、ビジョンや方針に沿っ

たストーリー創りをします。その例として次の③で、農業法人せいわの里『まめや』の取組

みを紹介しましょう。 

なお、これらのストーリーは、商品のパッケージや POP、ポスターや看板、チラシやニュ

ースレター、パブリシティ（広報）など、幅広く発信していきましょう。商品の価値が受け

入れられて口コミで広がると、取材も増えてさらに多くの人の目や耳に届くようになります。 
 

cc))  スストトーーリリーー創創りりのの事事例例～～農農業業法法人人せせいいわわのの里里  『『ままめめやや』』  

ｱｱ..  農農村村資資源源をを次次世世代代へへつつななぐぐ『『ままめめやや』』  

『まめや』は、三重県中央部の中山間地、多気郡多気町勢和地区（旧勢和村）にある、勢

和産大豆料理中心の農村料理バイキングのレストランです。昔から親しまれてきた勢和地区

の食と自然という豊かな農村資源を、次世代につなげていこうと平成 17 年にオープンしまし

た。『まめや』は、旧勢和村の方々が出資して設立された「農業法人せいわの里」が運営して

おり、豆腐や油揚げ、飛竜頭などの大豆加工品、漬け物などの販売や地元学校給食への納入、

農村体験なども行っています。 

昼間でも虫の音が響くほど静寂な勢和地区。設立前には「こんなところに人は来ない」と

揶揄されたほどです。しかし今では、『まめや』の農村料理バイキングを求めて、平日でも開

店の午前 11 時前からたくさんの人が集まってきます。 

 
米、大豆、野菜のみでつくる料理が約 30 種 

『まめや』の 1 日の平均来店客数

は、平日約 100 人、土日約 170 人、

三重県全域が約 8割、約 2 割が県外

からの来店、平成 21 年度の総売上

は約 8,000 万円（飲食と物販含む）

です。 

勢和地区に人とお金が流入する

ようになりましたが、『まめや』は

単なる繁盛店ではありません。地域

食材を年間約 49t、そのうち勢和産

の大豆を約 24t 買い入れ、人件費等

と合わせると、売上の約 6 割を地域

へ還元しています。 

 

ｲｲ..  勢勢和和産産のの大大豆豆のの「「おおかからら」」ででスストトーーリリーー創創りり  

『まめや』では、化学調味料を使わず、地元食材を手間ひまかけて料理しているので、外

食特有の身体への負担がなく、美味しく頂けます。伝統料理の「とふ焼き（豆腐田楽）」も食

することができます。しかし『まめや』の人気は、このような安心・安全、鮮度、味、手づ

くり、伝統、農村の雰囲気という共感要素にプラスαの工夫があってこそ、なのです。 

特筆すべきは、「おから」。 

『まめや』の主力商品である豆腐には、勢和産大豆という原材料のこだわりと、大豆の旨

みを引き出す昔から引き継がれた製法にこだわりがあります。出来上がる豆腐は、勢和地区

の自然と味が凝縮され、甘みや風味が格別。さらにこれらの共感要素に加えて、おからを有

効活用した次の 2つの工夫をしています。 
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●●おおかかららのの「「違違いい」」でで語語るる  

『まめや』では、おからを無料配布しています。そのおからで、バイキングの大人気料理

「おからサラダ」を作るお客が多く、レシピも教えています。そのお客が口を揃えて、「他の

おからで作ると味が違って美味しくない」と言い、そこで改めてお客自身が『まめや』の大

豆と製法の価値に気づきます。 

提供者があの手この手でいくら伝えても、お客の自らの気づきにかなうものはありません。

言葉では伝えようとすると仕様的になり、心に届きにくい大豆と製法の価値を、おからの質

と味、おからの無料配布、レシピ提供で物語っているのです。 

●●おおかかららのの「「チチカカララ」」でで語語るる  

『まめや』では、「おから堆肥」を製造し、生産農家に無料配布をしています。そしてその

堆肥で作った野菜を「豆が育てる野菜」として、併設する直売所で販売しています。あの豆

腐のおからからできる野菜だから、安心・安全で美味しいに違いない。そんな安心感と期待

感で、それらの野菜に食指が伸びやすいのです。 

堆肥づくりの資金源は、直売所での野菜の

売上の 5％を充てる「農村応援費」。農村を

次世代へつなぐための積立金です。おから堆

肥も、豆が育てる野菜も、農村応援費も、商

品シールやポスター、看板（写真）などで分

かりやすく伝えています。 

このような循環型農業や農村継続活動が、

『まめや』の価値を増幅させ、商品のストー

リー創りにつながり、お客の心を動かし、フ

ァン増のスパイラルへとつながるのです。 

 
『まめや』前の畑にある看板 

ｳｳ..  「「何何ももなないい」」かからら「「いいいいととここややっったたんんややなな～～」」へへ  

『まめや』では、自然という農村資源を、商品やお店のストーリー創りに活かせないかと、

常にリンクさせて見ています。客足が鈍る 7月、8 月にゴマの白い花が咲くのを見つけ、お

から堆肥を使用して店の周りにゴマを植えました。勢和産のゴマは、花でお客を呼び、実る

と安心・安全なゴマ料理でお客を喜ばせます。 

また『まめや』では、子どもたちが採ってきた、フキノトウやツクシを買い取っています。

そして、子どもたちに故郷の良さに気付いてもらうよう、「ツクシが採れるなんて勢和地区は

素晴らしい」というお客の声も子どもたちに聞かせています。 

これまで、勢和地区には「何もない」と嘆かれていました。しかし『まめや』ができてか

ら、来店する他所の人が勢和地区の良さを教えてくれるので、自分たちもその良さを再確認

し、「いいとこやったんやな～」と笑顔になっています。 

このような地元の人たちの強い郷土愛は、来街者が街を歩いても、地元の人と触れ合って

も感じますし、店構えや接客、商品にも漂います。作り手や提供者の方々が、地元に胸を張

ること。 －それが、商品が語るストーリー性の中核なのです。 
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⑤⑤  食食リリテテララシシーーのの崩崩壊壊～～「「若若いいおお母母ささんん世世代代」」のの食食がが危危なないい  

社社団団法法人人  LLuuvvtteellll ii  TTookkyyoo  &&  NNeeww  YYoorrkk  

代代表表理理事事    細細川川モモモモ  
 

地域食文化の伝承を考えたとき〈家庭〉は外せないキーワードです。味噌、納豆、漬物、

高野豆腐、伝統食を支える職人•企業の存続は、家庭の消費なしに成り立ちません。食文化の

伝承とは、まさに母から子に、そして昭和の世代から平成の世代に何を伝え、何を残してい

くかを考えることではないでしょうか。 

食文化を伝承していくにあたり、大きな課題となるのが〈受け継ぐ側〉の現状です。 

社団法人ラブテリ 東京＆NY では、板橋区の小学校５•６年生７４名（男子４２名、女子３

２名）を対象にインスタントカメラを支給し、一週間の食事写真を分析し、食生活の実態調

査を行いました。 

食習慣の質問表である BDHQ（栄養素摂取量や主な食品の摂取量）を用いてアンケート長

実施し、その結果、浮き彫りになった現代家庭の食生活の実態に大きな衝撃を受けました。

一昔前の一般家庭の食卓とは大きく様変わりしたといえます。 
 

食事写真からはいくつかのパターンが見えてきました。 

 
朝ご飯にドーナッツや菓子パン

という家庭も珍しくない 

 
ご飯に卵とソーセージ。野菜や

果物がないパターン 

 
パンとバナナ。成長期に必要な

たんぱく質が不足した食事 

 
焼きそばのみといったメイン一品

の食卓 

 
左と同じくメイン一品で、サラダ

などの副菜がない食卓 

 
冷凍食品などの加工食品がメイ

ンの食卓も目立つ 
 
魚介類、果物、乾物、海藻、キノコ類、発酵食品などの食材の登場頻度が少ない傾向にあ

り、とくに日本の伝統食材である味噌、納豆、漬物といった食材が少ないことが印象的でし

た。味噌や醤油の消費が落ち込み、マヨネーズなどの消費量が大幅に伸びていることは統計

庁の年次調査からも明らかです。(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000009797172） 

便秘を訴える子どもも少なくありません。食物繊維が豊富な海藻に的を絞ってお伝えする

と、子どもの成長にはヨウ素という主に海藻に含まれるミネラルが欠かせません。海のない

国では欠乏しやすいミネラルとして知られています。内陸の地が多い国ではヨウ素は塩など

の食品に添加され、欠乏症の予防策が講じられています。 
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お味噌汁や煮物により海藻が食卓に頻繁に登場することで日本人は世界でも珍しく高い海

藻摂取率を保ってきました。ところが、今回の調査集団において 1日あたりの海藻摂取量の

平均は、男子 10.3±8.2g/日、女子 7.6±7.5g/日であり、女子で有意に低い傾向にありました。 

国民栄養調査結果と比較すると、今回の集団の摂取量は、男子 99.4％、女子 64.8％  

  ※同年代の国民栄養調査海藻摂取量は… 

     男子 10.4±12.2g/日   女子 11.7±17.8g/日 
 
今回の調査集団において 1 日あたりの海藻摂取量が 5ｇ／日未満の割合は、男子 38.1％、

女子 53.1％と女子の海藻摂取量がかなり低い傾向が認められました（調査数が少ないため、

あくまでも参考データとしてご覧ください）。 

こうした結果と統計庁の年次調査を合わせても、やはり日本食が若者の食生活において衰

退の一途を辿っていることがわかります。 

また、昭和の世代に比べて品目が少ないことも特徴のひとつ。焼きそばであれば焼きそば

だけ、パンならソーセージや卵だけといったバランスの欠如が目立ち、共働きの家庭の忙し

さが食卓からありありと伝わってきました。今回の調査集団では、成長期であるのにも関わ

らず、男女ともに 1日 100kcal のマイナスという結果でした。 

これは親の世代に食事の大切さ、バランスの重要性などが十分に理解されていないことを

意味しているだけでなく、子どもの成長に従った適正な食事量・必要カロリーを母親が認識

できていないことがわかりました。 

 

農林中央金庫による〈東京郊外の 20 代独身男

女 400名の食生活調べ〉によると、独身女性の

66.5%がダイエット意識からカロリーを気にする

傾向にあることがわかっています。そうした女性

たちが母親になった後も食卓の食事量やカロリ

ーが大人基準になってしまっている可能性があ

り、実際に子どもたちの体重が年々低下している

事態を危惧しています（左グラフ参照）。 

 

女性の社会進出により、日本の家庭の食卓は大

きく様変わりしたといえます。 

多くの家庭ではかつてないほど加工食品が頻繁に登場し、洋食化が急速に進んでいます。

このような、いわゆる現代風の家庭に育った子どもはその後どう成長し、どのような食生活

を好むのでしょうか？ 

 

同調査によると、20 代独身男性は安さを重視

し、女性は味を重視する傾向にあります。好きな

食事はカレーライス、ラーメンと、一昔前の肉じ

ゃがなどは影を潜めたようです。 

また、こうした食生活の大きな変化に日本女性

のダイエット意識が拍車をかけ、食事全体のボリ

ュームも減っています。10 年間で約 10%もカロ

リー摂取量が低下し、終戦直後の女性よりも摂取

カロリーが低下する深刻な事態に直面していま

す（左グラフ参照）。 



 

90 

 

 

ラブテリ 東京&NYが実施した 18 歳〜25 歳ま

での女性たち約 50 名の 1 ヶ月〜3 ヶ月に及ぶ食

事記録の結果では、一汁三菜の日本食スタイルは

稀であり、パンやパスタといった洋食が定番。ま

た、朝食の欠食率が非常に高く、お菓子が食事が

わりというケースも少なからず見受けられます

（左グラフ参照）。 

 
野菜×野菜パターン、all 加工食品パターン、置き換えダイエット等々、いかに若い女性た

ちが日々ダイエット意識をもって食事を選択しているかがよくわかります。海藻や根菜類の

摂取不足からくる便秘も多くみられ、食事の知識の乏しさを感じます。 
 

    
日本食が海外で人気を集めるようになり、日本のお弁当は「OBENTOU」というそのまま

の名前で NY やパリで大きな注目を集め。紹介されるようになりました。お弁当という小さ

な箱の中に、子どもの成長を考え、多くの食材がバランスよく納められている母親の愛情に

感動したと高く評価されています。 

日本食の も素晴らしいところは、家族の健康を考えた優れたバランスです。もともと日

本料理がこれほどの進化•発展を遂げてきた理由には〈もてなしの精神〉がありました。“食
事を通じて子どもや家族の健康を支える”という意識が希薄になってしまったことこそ大き

な損失だと感じています。 

日本が世界に誇る食材である鰹節も、本枯れ節を削ってお味噌汁をいただいた世代が現役

であるにも関わらず、平成の世代では味噌汁自体を飲まない家庭が増えているという事実を

前に、食文化の伝承は間に合うのだろうかという一抹の不安がよぎります。 

日本の食文化を伝承していこうという動きと、若い一般家庭の食卓の現実との乖離はあま

りに大きく、重たい課題に感じます。こうした現実を前に、日本の地域伝統食を守るために

は〈教育〉が大きな要になると感じています。親になる世代への文化的意味を込めた食育を

幼いときから継続していくこと。どれほど知識を啓発しても、家庭の中で〈おふくろの味〉

〈地域の味〉として定着しなくては伝承されたことにはなりません。 
 

そうした意味では、幼いときから知識に加えて料理という〈技術〉を教える福井県小浜市

の取り組みは先進的で、多くの都道府県に広がって欲しいと願っています。目の前に食材が

あっても調理法がわからなくては食卓には登りません。高野豆腐などの乾物は若い世代にと

ってそうした食材の代表格のようです。 

共働きの家庭が増え、母から子への料理の技術•知識の伝承が益々厳しくなる現代。親子で

学べる機会を積極的に提供していくことが大切だと思います。 
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ちなみに… 

誤ったダイエット意識からとにかく食べないことに努め、偏った食生活をしていた女性た

ちも、弊社の食事指導チームのレッスンを 2週間～3ヶ月ほぼ毎日受け、美しく痩せるため

の知識を学び、このような食生活に変わります。 

高野豆腐や酢、発酵食品など、お姑さんの気分でひとつひとつの食材のメリットや食べ方、

レシピを指導し、適正カロリーの重要性を食事面だけでなく、自律神経や睡眠も織り交ぜて

伝えています。根気よく伝えることで自炊率も上がり、和食が食生活の中心になります。 
 

   

  

  
その結果、便秘や肌荒れ、疲れやすさや寝起きが改善され、身体の変化を実感するように

なって初めて自分が日々の食事で作られていることを実感してくれます。「初めて知りました」

を口にすることが本当に多く、家庭での食文化の伝承が機能していないことを日々実感して

います。この経験を通じて、食事や身体の基礎知識、調理を含め〈教育が大事〉という想い

を強くしています。 
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⑥⑥  食食文文化化チチェェッッククシシーートトをを使使っっててみみるる  

株株式式会会社社  日日本本総総合合研研究究所所  調調査査部部  

主主席席研研究究員員    藻藻谷谷浩浩介介  
 

「食文化を活用した地域活性化のナビゲーション チェックシート」。少々長くてわかりに

くい名前だが、各項目には実際の事例から積み上げた知恵が詰まっている。 

イベント感覚でいわゆる「ご当地グルメ」の開発に手をつけた、というだけの事例であれ

ば、多くの項目が空欄のままになるだろうし、小浜市の食文化教育のように多年練り上げて

きた事例では、ほとんどすべての項目に印が入る。とはいえ印が入った項目にもそれぞれ、

よくできている、もっとできることがある、の強弱がつくだろう。このチェックシートは、

地域の食文化の再発見・再活用を地域活性化につなげるための、自己発見の道しるべである。 

試みに、筆者が 近見聞した事例を幾つかあてはめて、チェックシートの有用性を確かめ

てみよう。 

まずは出来の良くない事例から。某県の某温泉で、旅館組合青年部が取り組んだというカ

レーを用いたご当地の名物づくり。寂れゆく温泉街の再活性化に向けた取組とのことだが、

このプロジェクトの評価はどのようになるだろうか。まずは視点 0のところからつまずいて

しまう。温泉街の近くにある施設にちなんだカレーということらしいのだが、地域の何かの

食文化がベースにあるわけではないし、そもそもせっかく温泉に泊まった機会にカレーを食

べる人は少なかろう。視点 1についても何か地元産の食材を使っているわけではないし、視

点 2 についても自然豊かな山峡の温泉にとって人工的な施設というのはいまどきプラスイメ

ージを付加させる要素ではない。視点 3や 5も欠けている。あったのは視点 4 の中の国内へ

の情報発信だけで、うまく売り込んで全国放送のテレビで取り上げてもらうことができた。

しかし実際の番組づくりの場では、画になるネタの乏しさに制作スタッフが頭を抱えたとい

う。このような事例がテレビで紹介されても、集客効果はごく一過性のものであり、これが

地域活性化にプラスになるとはいえない。 

出来のいい事例はどうか。島根県の邑
おお

南
なん

町では、地元産の、大市場に安定供給するほどの

量はないが多種多様な食材を地域活性化に結び付けるべく、町役場と農協などが共同して（視

点 0 のあるもの探しと認識共有）、町が設けたイタリアンレストランで旬の食材を使った洋食

を提供することとした（視点 1の地産地消＋視点 2の現世代としての工夫）。都会からＩター

ンしてきた若い女性を含むシェフたちが、高齢の地元の農民の教えを受けながら一緒に野菜

を育てて調理している（視点 5の食文化の共有や絆の強化、食文化の提供側の人づくり）。派

手に全国放送などで取り上げられることはないが、近隣大市場である広島において口コミ中

心に知られることで（視点 4）、同じく町が設けたホテルの稼働率も上がっている（視点 5 の

地元店舗との連携）。彼らが今後目指すべきは、ついつい忘れがちな視点 3の強化であり、地

元の行事や風習との連携、地元産の建材や食器などの使用によって、さらに魅力を増すこと

ができるだろう。 

さらにピカピカの事例も紹介したい。北海道十勝地方の経済活性化に取り組む地元の若手

経営者たちが、麦、豆、肉、乳製品など地元産の高品質の食材の多くが素材のまま安価に都

会に出荷されてしまう現状を、改善しようと志した。まずは生産者に自分の作るものの本当

の価値に気付いてもらうために、東京の丸の内に十勝産食材に特化したレストランを出店（以

上視点 0）。十勝産の木材や馬具などを使ってしつらえた店内では（視点 3）、契約農家や工房

から直送された食材を由来を示しつつ組み合わせ（視点 1）、十勝側には生産者のネットワー

ク、東京側には来店を通じて十勝ファンとなった消費者のネットワークを構築した（視点 4
＋視点 5の食文化共有・絆づくり・提供側の人づくり・食する側の舌づくり）。さらにはこの

やり方に共鳴する十勝以外の生産者の食材、特に国産ワインや焼酎とのマッチングを工夫（視
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点 2）。次のステップとしてシンガポールに拠点を設け、さまざまなイベントへの出店を通じ

て獲得した現地の十勝ファンに、直接十勝産の味を届けるという試みを行っている（視点 4
の海外展開）。レストランの店長は 2代目となり、立ち上げに奮闘した十勝出身の初代店長夫

婦は里帰りして、東京で授かった子宝を育てながら別の食文化事業に携わっている（視点 5
の提供側の人づくり）。この事例の場合、チェックシートのほぼすべての項目に該当する何か

を行っているし、あくまでも基盤を「食文化を活かした地域活性化」に置いていてブレとい

うものがない。ないのはテレビで紹介されることくらいだ。 

息長く続ける地域活性化と、テレビに出ることはまったく違う。地元首長や地域の有力者、

興味本位にかかわった当事者などは、えてして一瞬のパブリシティを「成果」であると考え

がちだ。しかし流行の「ゆるキャラ」の中の成功例がごく一部に限られるように、そして

近の「ゆるキャラ」人気 No.1である「くまモン」を生んだ熊本県の観光客が、新幹線開通の

一昨年に比べて昨年は 10%以上も減ってしまったのでもわかるとおり、マスコミやネットの

世界の中での認知度と実際の顧客の動向は異なる。多くの「いいね！」を集める一部人気ブ

ログの記述の、いったい何%が後世にも評価を受けて残るものだろうか。言葉だけのパブリ

シティと、現実の世界での金銭換算できる活性化効果の乖離、これこそ地域振興に携わるす

べての人間がしっかりと心に留めておかねばならない冷徹な現実だ。 

ではどうしたらいいのか？ 簡単だ。このチェックリストを使って、各項目を地道に埋めて

いけばよい。地域の食文化の本質にきちんと向き合うほど、経済活性化効果は高まる。それ

は近年の国際収支を見ても明らかだ。一般に誤解されているが、日本とアジア新興国、たと

えば中国（香港含む）、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドなどとの貿易収支は日本が

黒字だし、米国、ドイツ、英国、スイス、オランダ、スウェーデンなどに対しても、日本は

貿易黒字を計上している。ところが G8の中でも、フランスとイタリアに対してだけは、日

本の方が貿易赤字だ。ブランド服飾工芸品に加え、ワイン、チーズ、オリーブオイル、パス

タ、ミネラルウォーターなど、先方の深い食文化に根ざし、香料やうまみ調味料などの安直

な添加物の使用を排したブランド加工食品が、日本で高く売れているからだ。 

このように食文化は、今や国家間の経済競争の帰趨をも決定する重要な要素となっている。

何より嬉しいのは、日本国内の特定の地域にとっても、フランスやイタリアが日本市場で得

ている地位を得ることが可能ということだ。上記の邑南や十勝の事例も、同じ方向を目指し

て成果を得ている。このような流れを活かして地域活性化の実を挙げられるかどうか、それ

はまさに己の食文化の継承と発展に対する、真剣度にかかっていると言ってもいいだろう。 
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⑦⑦  日日本本のの「「食食」」ののササスステテナナビビリリテティィをを問問いいななおおすす  

京京都都造造形形芸芸術術大大学学  

教教授授    竹竹村村真真一一  
 

“森は海の恋人”という、気仙沼の漁師・畠山重篤氏の有名な表現がある。森の落ち葉が

地中で菌類によって分解され、そこで産生されたフルボ酸などの「腐植物質」に鉄分が包含

されて、川から海にミネラルのギフトとして届けられる。これによって初めて、海のプラン

クトン（食物連鎖の根底をなす微生物や藻類）は初めて生育に不可欠な鉄分を吸収すること

ができる。 

東北・三陸の海が豊かなのは、黒潮と親潮が出会う潮目という以上に、この陸の森からの

恵みによるところが大きい。そして逆に海の恵みをたっぷり摂取して育ったサケは、故郷の

川に戻って死ぬことによって、海にしかない微量元素を森に届けて森林を養う。魚は海と森

をつなぐメッセンジャーであり、地球という生命体を支える血液細胞として働く。 

3.11 東日本大震災で私たちは多くの「死」に直面したが、同時に（いやだからこそ）この

世界を支える「死」と「循環」の原理に、私たちはあらためて敏感になりつつあるように思

う。 
 

日本人はもともとそうした循環の原理を、この世界の根底に見ていたようだ。それはたと

えば日本の食と文化の根幹である水田農耕や、イネ・サクラといった言葉にも表れている。 

サクラの「サ」は山の神。それが春になると山から降りてきて、田の神に転じ、穀神とし

て稲穂に宿る。それが降りてくる様が「サオリ」、その季節が「サツキ」、それを宿した稲の

苗が「サナエ」、それが秋に山に還る（昇る）ことを「サノボリ」と呼んだ。そして、この「サ」

の神が降り来たる途中で、山と里の中間領域でひととき小休止をする座＝クラ（鞍）が「サ

クラ」である。日本人はこの小さな花の色づきに、眼にみえぬ宇宙的な生命力の循環を見て

いたのだ。 

さらに桜をただ眼でみて楽しむだけでなく、その下で舞い踊り、また桜の美しさを歌に詠

んでほめちぎる。そこで飲む「サケ」にも、昨年の稔りに宿った「サ」の神がいる。そうし

て「サ」の神を歓ばせ、田に宿るエネルギーを増幅することで、今年もまた大きな稔り（そ

うしたイノチが宿った根としての“イネ”）を得ることができる。 

「花見」はもともと花のため、サの神を歓ばせる儀式でもあった。 
 

ここで「循環」の原理とともにもう一つ重要なことは、人間もこの生命循環のプロセスに

参加し、それに貢献するポジティブな一要素となっている点だ。 

日本の自然観は、人間を排除した自然観ではない。むしろ人間と自然の恊働作業で作り上

げられる自然という概念——。 

実際、日本の景観は、水田・里山はもちろん、一見所与の自然にみえる森林や河川も、何

百年にもわたって人間が手を加え、時には川の流れまで大きく変えて、自然と恊働して作り

上げて来た景観だ。（たとえば利根川もかつては東京湾に注いでいたが、徳川家康が江戸の都

の治水と水運を考えて銚子方面に付け替えた人工の河だ。） 

田んぼも、コメを作るだけではない。それは天然のダムとして水循環を調節し、豊富な水

の蓄熱・水冷効果によって周辺の気候を調律し、生物多様性のゆりかごとして多くの生命を

育む。 

もともと日本は「水の豊かな国」ではなかった。遠くインド洋や南シナ海から大量の水を

運んでくるアジアモンスーンのおかげで、降る雨こそ多いものの、急峻な地形のためにその
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雨はあっという間に海へと流れ去ってしまう。地上や地下での滞留時間が短く、地中のミネ

ラルを十分吸収する間がないため、ミネラル含有度の低い「軟水」が多くなるという利点は

あるが、とにかく滝のような暴れ川が洪水と渇水を繰り返し、利用できる水は決して多くは

なかった。 

日本人はそんな川の流れを調律し、うまく灌漑して水田に引き込み、降った雨が長い時間

をかけて海まで到達する「スローな水みち」をデザインしてきた。洪水と渇水を防ぎ、豊か

な水環境を創りだすことで、魚や昆虫など他の生物にとっても繁殖しやすい環境となり、生

物多様性が著しく増大した。 

水の豊かな国土も生物多様性も、はじめからあった自然ではなく、人間が自然と恊働して

創りあげてきた高度な「人工自然」なのだ。 

ちなみに人工の「工」という字は、天と地をむすぶ人の営みを表す字形という。人は、天

と地をむすぶ地球の調律者（コーディネーター）ともなりうる、人が手を加えることでもっ

と豊かな自然を創りだすことも出来る——その象徴が田んぼなのだ。 
 
いま地球的・人類的な規模での「食」のサステナビリティ（持続可能性）が危ぶまれてい

る。 

確かに地球人口があと数十年で 90億に達しようとする一方で、森林破壊や表土流出、水不

足や気候変動、海の生態系の揺りかごであるサンゴ礁やマングローブの消失で、「自然資本」

（＝つまり地球の食糧生産の元本）が急速に縮小・劣化しつつある。 

しかし、では物理的に森やサンゴを保護して温暖化を緩和すれば、事は解決するのか？と

いえば、問題はもっと本質的な次元にあるように思う。というのも、こうした危機の根底に

あるのは、上記のような「つながり」と「循環」の感覚の喪失であろうからだ。 

決して懐古的なロマンチシズムで言うのではない。むしろ私たちは人類史上初めて、科学

的な解像度をもって、「森は海の恋人」であり、「サケは森に育まれるとともに、森を育む存

在でもある」ことを理解しはじめた世代でもあるのだ。 

そして人間も決して地球のガンではなく、やり方によっては人間もポジティブな存在とし

て自然の循環に参加することで、地球の富を殖やし、より生物多様性の豊かな自然を生み出

すことに貢献しうるのだということを、次世代にむけて語れる世代であるはずなのだ。 

サクラの語源を国語の教科書で伝えるとともに、そうした伝統的な農耕文化の循環的宇宙

観が必ずしも非科学的な思考ではないことを理科や社会のテーマとして、地球科学や生態学

的な根拠とともに示すこともできる。 

本来、「食育」とはそうした食（材）が育まれ、自分の食卓に届けられるまでの世界の「つ

ながり」に対する包括的な感性を養うものであるはずだ。 

また、「日本食」が世界遺産として認定（無形文化遺産登録）されるとしたら、、その価値

はそれを育む世界像や経験資源の全体に支えられているはずだし、人の営み（「工」）によっ

て支えられてきた水田・里山やサクラの景観全体、その根底にある自然観や自然に対する作

法全体が「世界遺産」として再認識されるべきものではないか？ 
 

＊          ＊          ＊ 
 

サステナビリティということで言えば、私はいま３つの次元で「日本の食のサステナビリ

ティ」が問われていると思う。 
 

まず第一に、日本農業のサステナビリティ――。 

日本農業は質量ともに決して衰退産業ではないし、十分な国際競争力もあるという声もあ
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る。カロリーベースで自給率 4 割とはいえ、現状でも「世界第 5位の農業大国」であり、た

とえ市場開放しても、世界のなかでの日本食や日本食材のプレゼンスは大きく、今後大きな

成長も見込めるはずだ、と。 

確かに新しい経営感覚をもった農業の担い手が育っているのも確かであり、そうした未来

の日本農業を担う方々がしっかり仕事をしていける環境整備、制度の再設計は不可欠だろう

（人口構造の変化に伴う農地などのリソースの集約も含め）。 

しかし、もっと根本的な問題として、輸入飼料と輸入化石燃料にどっぷり依存した２０世

紀の構造を引きずったままでは現状のままでは、農業という産業の真のサステナビリティと

自立は望めないだろう。「遠い」エネルギーや水・食糧に過剰依存してきた２０世紀の社会デ

ザインは、3.11東日本大震災で改めてその脆弱性があらわになった問題でもあり、エネルギ

ーや生産・消費構造の「自立」「分散」「多様化」、いわゆる地産地消と多様な地域間連携が急

務である。 

だが、それはこれまで未使用の地域資源（山林地区であれば木材チップなどバイオマス燃

料、水田地帯なら灌漑用水路での小水力発電など）の再発見のチャンスでもある。２０世紀

の目隠しをはずしてみれば、それぞれの地方なりの「地宝」がいくらでも見えてくる（それ

ほど日本は自然資本・文化資本が豊かな国でもある）。本書「食ナビ」では、その成功例を狭

義の食文化という観点で編集してみたわけだが、これは食と農を根本で支えるエネルギーや

物質循環という広義の領域でも可能だろう。 

そこであらためて「森は海の恋人」といった循環思想の貴重さも見えてくる。バックミン

スター・フラーの言葉どおり、現代経済の 大の問題は「地球の真の富に接続していないこ

と」、つまり人間の経済と自然の経済が分断されているということなのだ。 

また、これは失われつつある「多様性」の発見・再生でもあろうが、これは地球的なスケ

ールで も危急の課題でもある。言うまでもなく農産物の品種・種子・菌（発酵醸造）レベ

ルでの画一化・標準化がますます進行し、さらに遺伝子組換え作物の爆発的広がりで、地球

生態系全体の多様性と循環が危ぶまれる事態に陥っているからだ。 

いうまでもなく多様性は、地球の 大の「安全保障の担保」である。温暖化や気候変動を

抑えること以上に、温暖化や気候変動、洪水や干ばつの状態でもしっかり育つような「変わ

り種」（多様な固有種）が、世界のさまざまな地域で、その暮らしのなかで担保されているこ

とのほうが重要なのだ。 

とはいえ「自立分散」「多様性」は、戦後日本の価値観から排除されてきた たるものでも

ある。日本農業のサステナビリティは、こうした戦後日本の社会構造と価値観のリセットな

くしては決して担保しえない。 
 

さて、しかし「日本の食のサステナビリティ」を考える上でそれ以上に重要な第二のポイ

ントは、生活文化や感性（舌）の次元での問題である。 

世界中にスシやマクロビが浸透し、日本食の「世界遺産化」も検討される一方で、食のフ

ァストフード化にともなう若い世代の食生活の質、食の意識の低下は実は由々しきものがあ

る（細川モモ氏の論考参照）。コメと発酵食品を中心とした「日本食」が健康食のモデルとし

て見直される反面、その経験資源が家庭や地域や学校給食で日本の次世代にしっかり継承さ

れているのかどうか？いささか疑問を呈さざるをえない。 

ある生活調査報告によれば（岩村暢子氏『変わる家族、変わる食卓』など参照）、一汁三菜

の伝統的な日本食を家族で囲むケースは急激に減っており、レトルトパックをそのまま出し

てお皿を使うこともない、家族が揃って食べるという原則すらない・・。当然、食器や箸の

使い方、あるいは噛んで味わうという食物との対話の基本回路（歯は舌以上に重要なセンサ

ーだ）を暮らしのなかで養育される機会もきわめて少ない。 
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また味の濃いソースや人工調味料に慣れた舌では、そもそも食材のうまみを引き出すよう

な日本食本来の料理がおいしく感じられない（ 近は「味覚」でなく「痛覚」に訴える激辛

食品が増えており、食事という行為の本質が変わりつつある）。人工的な濃い味つけの食品に

あうコシヒカリ系が日本のコメの「標準」になってきたのも、こうした趨勢と無関係ではな

いかもしれない。 

日本食が「世界遺産」に登録されても、当の日本人の食生活と感性が日本食の価値を理解

できないものになってしまっては元も子もない。 

いや、健康な心身をつくるための栄養バランス（ハード）とそれを感知・選択する「舌」

（味覚・ソフト）という両面で、まさに「日本人」の土台が根底から切り崩されていくよう

な不安を感じる面もある。 
 

一方、世界的な趨勢でみれば、「アンチ・エイジング」（抗老化）志向に伴い、長寿遺伝子

を活性化するカロリー制限型の食生活が注目され、コメを含めた炭水化物ダイエットが静か

なブームになりつつある。炭水化物の「主食」は、現代の食生活で必ずしも「自明」のもの

ではなくなりつつある。これはコメ文化や日本の伝統的な食習慣のサステナビリティ（持続

可能性）を考える上で、避けては通れない新たな問いといえる。 

また、実際には子供や若年層は糖質がある程度必要なのに、細川論文にあるように過剰な

ダイエット志向で異常な低カロリー・低栄養状態に陥るといった例もみられる。情報のアン

バランスや偏食を嘆いて若い世代を批判するのは簡単だが、これは若い世代に限ったことな

のか？と考えてみれば、意外に根は深いもののようだ。 

というのも現代の食の人工化、ファストフード化、さらには外から入ってきた一過性の流

行情報に流されて伝統的な日本食の文化 OS を見失うといった傾向は、何もこの十年、二十

年に始まったことではないように思うからだ。実際それは、戦後すぐからの「食の洋風化・

自動化・簡便化」という国を挙げての大号令（そこには主婦の生活労働からの開放という目

的もあった）に淵源をもち、現代の家族はこの も洋風化・ファストフード化の価値の洗礼

をうけた世代の孫、ひ孫の世代にあたる。 

こう考えると、戦後日本の「アウトソーシング体質」———食糧を海外に頼り、国内農業を支

える石油などエネルギーもほぼ輸入し、頭や口にモノを入れる際の選択基準（価値観）すら

主にアメリカにアウトソーシングしてきた、この私たちの根本的な「非自立性」のリセット

なくしては、日本の伝統食 OS の再生は決して達成しえないということがわかる。 
 

後に（第三に）、「地球環境」の視点――いわば地球的価値創造としての日本の食と稲作

文化の再評価について簡単に言及しておく。 

先に述べたように、水田はコメを作るだけではない。それは高度な水利機能を備えた微気

候の調節装置でもあり、多様な生命の揺りかごでもあった。水田・里山という高度な人工自

然デザインは、連作障害の少ないサステナブルな農業形態としても再評価されつつある。 

今後、気候変動でますます激烈な自然災害、洪水や渇水の極端化が予想され、水資源や生

物多様性のグローバル・ガバナンス（地球安全保障）が求められるなか、アジアの多様にし

て共通の環境文化としての水田・稲作文化が、宇宙船地球号の真にサステナブルな農業経済

OS として見直されるべき時がきている。 

とはいえ一方で、戦後の農業近代化を経て、現代日本の農業形態がこのような理想論だけ

で語りうる状況ではないのも確かだろう。 

「冬水たんぼ」など環境価値・生物多様性価値の高い田づくりの試みが復活してきている

流れもあるが、大半はエネルギー消費や農薬汚染・窒素循環など、エコロジカル・フットプ

リント（環境負荷）が極めて大きな農業形態に陥っていることも否定できない。この面でも
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戦後日本は、何千年という時間のスケールで培って来たサステナブルな農業経済 OS を、価

値観や物質循環のアウトソーシングによってスポイルしてきた面がある。 

地球の富を搾取し、消費するだけの農業形態から、生物多様性や水などの地球の富を殖や

し、炭素循環や窒素循環の一環として自らを位置づける「生命産業」としての農業へ――そ

うした地球的な環境デザインの視点から、コメを基軸とした日本の食文化と農業景観の再評

価を試み、その方向に必要な人的・経済的リソースが還流しうる仕組みを創ること。それが

日本食の世界遺産化と相まって、非常に大切な作業となるはずだ。 
 

繰り返すが、本来「食育」とはそうした食（材）が育まれ、自分の食卓に届けられるまで

の世界の「つながり」に対する包括的な感性を養うものであるはずだ。 

また「日本食」が世界遺産として認定されるとしたら、その価値はそれを育む世界像や経

験資源の全体に支えられているはずだし、人の営み（「工」）によって支えられてきた水田・

里山やサクラの景観全体、その根底にある自然観や自然に対する作法全体が「世界遺産」と

して再認識されるべきものなのだろう。地球の真の「富」に接続し、それを殖やすような経

済を再設計しない限り、人も国も決して本当に豊かにはなれない。 

地域の「食」の再生は、単なる観光・産業活性化にとどまらず、そうした射程と次世代育

成の時間的な飛距離を備えたものであるべきだと思う。本書が、そうした日本の新たなステ

ージへのささやかな踏み台となることを願ってやまない。 
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第第44部部  参参  考考  資資  料料  
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11  検検討討体体制制  
 

①①  地地域域食食文文化化活活用用ママニニュュアアルル検検討討会会  
 
  ((座座長長))  

  竹村 真一 京都造形芸術大学 教授 
 
  ((委委員員))  

  戎谷 徹也 株式会社 大地を守る会 事業戦略部 

  篠崎  宏 株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員 

  中田 典子 小浜市役所 企画部 食のまちづくり課 課長補佐 

  古屋由美子 有限会社 INR コンサルティング 代表取締役 

  細川 モモ 社団法人 Luvtelli Tokyo&NewYork 代表理事 

  藻谷 浩介 株式会社 日本総合研究所 調査部 主席研究員 

          （五十音順） 
 
  ((オオブブザザーーババーー))  

  内○閣○府 
  経済産業省 

  観○光○庁 
 
 
 

②②  検検討討経経過過  

 開催日 主な議題 

第 1 回検討会 平成 24 年 8 月 9 日  検討会の開催要領及び進め方について 

 マニュアルの構成等について 

 現地調査について 
第 2 回検討会 平成 24 年 11 月 1 日  現地調査の報告について 

 マニュアルの骨子案について 
第 3 回検討会 平成 25 年 1 月 16 日  「事例から考える地域食文化の活用（仮称）」

等について 

 海外事例についてのヒアリング 
第 4 回検討会 平成 25 年 2 月 22 日  「日本食文化ナビ－食文化で地域が元気にな

るために－」について 

 検討会成果の来年度以降の活用について 
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22  現現地地調調査査報報告告書書  
 

①①  福福井井県県小小浜浜市市  

aa))  地地域域のの概概要要  

小浜市は、福井県南部、若狭湾のほぼ中央に位置

する自然環境の豊かなまちである（人口約 3.2万人）。 

古代より、大陸の玄関口として栄え、仏教文明の

伝来ルートであったことから、市内には国宝の明通

寺をはじめた沢山の寺社仏閣があり、“文化財の宝庫”

や“海のある奈良”などとも形容されている。 

また、豊かな食を有する地域であり、古く、飛鳥・奈良の時代より、朝廷に塩や海産物な

どの食材を提供する御食国（みけつくに）であった。現在でも、若狭湾では様々な魚介類が

育まれ、水産業や食品加工業が盛んであるほか、農業分野でも有機栽培や伝統野菜のブラン

ド化等が進められている。 
 

○○農農林林水水産産業業のの基基本本指指標標～～農農林林水水産産省省「「わわががママチチ・・わわががムムララ」」よよりり  
■ 面積 
総土地面積 23,287 ha(5.6%) 
耕地面積 1,460 ha(3.6%) 
 田耕地面積 1,340 ha(3.6%) 
 畑耕地面積 123 ha(3.3%) 
林野面積 19,093 ha(6.1%) 
■ 人 口 
総人口 31,340 人(3.9%) 
農業就業人口 971 人(4.1%) 
漁業就業人口 256 人(12.7%)
 

 
 

■ 世帯等 
総世帯数 11,477 世帯(4.2%) 
農業経営体数 776 経営体(3.9%) 
総農家数 1,310 戸(4.8%) 
 自給的農家数 554 戸(6.7%) 
 販売農家数 756 戸(3.9%) 
  主業農家数 47 戸(4.2%) 
  準主業農家数 192 戸(4.0%) 
  副業的農家数 517 戸(3.9%) 
林業経営体数 85 経営体(3.3%) 
漁業経営体数 157 経営体(12.9%)
 

 
 

■ 地域 
農業集落数 89 集落(4.9%) 
農産物直売所数 2 施設(1.9%) 
漁港数 3 港(6.7%) 
漁船隻数 290 隻(15.9%)
注 1：耕地面積、漁港数については H23
年値、漁業就業 人口、漁業経営体
数、漁船隻数については H20 年値、そ
の他は H22 年値。 

注 2：（ ）内は都道府県内でのシェア。 
 

 
○○農農業業部部門門別別のの産産出出額額・・販販売売農農家家数数  

 
 

小浜市 

福井市 
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○○漁漁業業  
■ 海面漁業の魚種別漁獲量(うち上位 10 種) 

合計  952 t ( 6.7% ) 
1 あじ類  221 t ( 14.0% ) 
2 さわら類  151 t ( 8.3% ) 
3 ぶり類  99 t ( 4.4% ) 
4 ひらめ・かれい類  89 t ( 5.4% ) 
5 貝類  63 t ( 15.5% ) 
6 まぐろ類  32 t ( 38.6% ) 
7 いか類  30 t ( 1.1% ) 
8 たこ類  18 t ( 7.8% ) 
9 いわし類  17 t ( 24.3% ) 
10 たい類  16 t ( 5.3% ) 

注 1：漁獲量は H21 年値。 
注 2：（ ）内は都道府県内でのシェア 

 

 

 

bb))  小小浜浜市市のの食食文文化化  

ｱｱ..  食食文文化化ののルルーーツツ  

御食国とは、古代王朝時代、朝廷

へ食を貢進した国をさす。 

古代より若狭の食が豊かであっ

たのは、暖流と寒流が出会う若狭湾

に面した豊かな自然が基礎となっ

ている。 

古墳時代では、膳臣の祖の墳墓が

築かれ、大和朝廷における食の担当

であり、その出土品は朝鮮半島との

交流の証左ともなっている。 

中世以後も、若狭の自然の幸は、

宮中や貴族・将軍家へ『美物（うま

しもの）』として大量に送られてき

た。 

近世に入ってからは流通経済の

発展により、若狭の海の幸は京の民

衆のあいだでも、より身近なものと

なり、その京への道は、代表的海産

物の鯖にちなんで、いつしか「鯖街

道」という呼称を生むに至る。 

現在も、京の市場では若狭の食は

『若狭もの』として珍重され、葵祭

りの鯖寿司や塩鯖に代表されるよ

うに、年中行事や祭礼に食を通じた

関係が見て取れる。 

 
若狭の食文化の関係図 

小浜市・若狭町歴史文化基本構想 御食国若狭の継承、

そして発展 ―若狭の文化 食にあり―(平成 23 年 3 月)より 
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ｲｲ..  主主なな食食材材・・料料理理  

 くずまんじゅう 

 いさざ 

 カニ 

 ふぐ 

 若狭カレイ 

 でっちようかん 

 かき 

 小鯛の笹漬け 

 へしこ 

 若狭ぐじ 

 浜焼き鯖 
(京都祇園祭りでは、赤飯と一緒

に必ず食卓に上る重要なメニュ

ー) 

 
※小浜市ホームページより 

 鯖のなれずし 
(平成 19 年にスローフード協会

「味の箱舟」に認定) 

 
※小浜市ホームページより 

 

ｳｳ..  箸箸文文化化  

日本食文化の象徴である塗り箸の一大産地でもあり、

地域伝統産業の若狭塗り箸が占める、国産塗り箸の生産

シェアは 9 割を占める。 

市は、食育や地産地消の観点から、全国をリードして

箸文化を大切に後世へ継承していく役割を強く認識し、

「ふるさとしごと塾3」や「箸の研ぎ出し体験」、各種講

習等において、箸の正しい持ち方の普及や、地場産業へ

の理解促進等に努めている。 
 

若狭塗箸 
※小浜市ホームページより 

 

cc))  取取組組のの経経緯緯  

ｱｱ..  市市民民参参加加のの下下地地づづくくりり  

小浜市は食のまちづくりに向けて、市民一人一人がまちづくりに参加できるよう小浜市内

の 12 地区毎（地区の広さはおおよそ学校の校区に重なる規模）に「いきいきまちづくり委員

会」が立ち上がるよう促した。これは、平成 13 年から平成 15 年度にかけて年間 50 万、累

計 150 万円の委員会運営に係る補助金を出し、各地区の特色を活かした「地区振興計画」を

策定させるもので、食のテーマに係る事業について「あるものさがし」をさせるものであっ

た。 

こうして平成 17 年 3月に策定されたのが、「地区振興計画」の集大成としての「小浜市食

のまちづくり基本計画」である。地区から提案されたプロジェクトは、900 に上り、食のま

ちづくり課において、全てのプロジェクトを整理、関係課との調整を経て実施計画としてま

とめた。 

平成 16 年から平成 18 年にかけては、各地区の委員会の組織体制を実践活動に向け再整備

し、地区住民の自らの手で地区振興計画の実践を行う段階を設け、行政はそのサポートを行

う形でかかわっている。 

この仕組みは現在においても引き継がれている。平成 23 年以降、いきいきまちづくり事業

は「夢づくりコミュニティ支援事業」となっているが、住民主体のまちづくりの基本的枠組

みは引き継がれている。 
 

                                           
3 市内小中学校で仕事に関する講義や体験学習であり、講師は、市内企業経営者等。 
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いきいきまちづくり事業が軌道に乗るまでは、年度末に、地区毎に事業へ取り組んだ成果

について市民の前で発表を行い、他の地区との競争、参考となるような取組を紹介する場と

なり、住民活動が活発化している。 

こうした住民活動がベースとなり、公費を抑え、地域力を活用したまちづくりが可能とな

っている。また、市民の意識としても一人一人が地区の計画、運営に積極的に関わっていく

意識が他の自治体より高いと思われる。 

ｲｲ..  ままちちづづくくりり推推進進ププロロジジェェククトトチチーームム  

食のまちづくりに向けて、これまで 24 のプロジェクトチームを立ち上げてきた。職員が各

プロジェクトに入り、市民と職員が一体となって進める形で検討を行ってきた。 

その中の一つ、「御食国・食のまちづくりプロジェクトチーム」では、後述の「御食国若狭

おばま食文化館」の立ち上げにあたり、様々な検討を積み重ねてきた（温浴施設の併設、水

族館の導入の検討等）。食文化館が建設される川崎地区は埋立地域であり、海産物会社等が立

ち並ぶエリアのため市民とは縁遠い場所であったが、その成功に向けて市民とともに検討し

てきたことが重要であった。 

ｳｳ..  食食ののままちちづづくくりりののススタターートト  

小浜市が食のまちづくりを行うに至った 初のきっかけは、当時の市長である村上氏の所

信表明演説に表れている。村上氏は、全国の村づくり、まちづくりを行っている成功事例を

見ていく中で、どのような事例であってももともとその土地にあったもの、地域特有の歴史、

文化、風土から出発していることに着目し、小浜市においては「食」を出発点として、まち

づくりを行っていくという考え方を示した。 

ここで示された「食」の考え方は、狭い意味ではなく、農林水産業の振興、食品産業の振

興、健康福祉への貢献、環境を守る運動、食を通した教育（ここでは食育という表現ではな

い）、文化学習等、産業、文化、教育など幅広い観点から捉えられており、「食」をメッカと

した町づくりの基本的な考え方を示すものであった。当初、「食のまちづくり」に関する共通

理解が得られにくく、そこで、基本条例の策定準備へと動き出した。 

その後、1年の検討が行われ、策定されたものが、全国で初めて食をテーマとした自治基

本条例である「食のまちづくり条例」である。平成 13 年 9月に制定、翌年 4 月に施行され

た。この起草委員会では、委員長に民俗学者の神埼宣武先生を迎え、市民等も含む 10名の特

色あるメンバーで構成されていた。 

平成 14年 4月には小浜市は「食のまちづくり課」を設置し、平成 15年には拠点施設とし

て「御食国若狭おばま食文化館」が誕生した。また、生涯食育に携わる食育専門職を配置し、

食育の取組を検証しつつ推進できる体制を整えている。 

平成 16年には小浜市は、「食育文化都市宣言」を行い、一方政府による食育基本法の制定、

内閣府による食育推進基本計画が策定された動きを受け、これまでの基本条例制定後の食の

まちづくりに関する取組の検証を行う意味も含め、平成 19年度「小浜市食育推進計画」を策

定した。 

さらに、市全体の第 5次総合計画の策定を背景に、平成 24年 3月にこれからの「食のま

ちづくり」の取組について整理、検証し、今後に向けた展望をまとめた「小浜市元気食育推

進計画」が策定された。この策定に至るまでに、外部検証、市民の食に関する意識調査、生

活の実態調査といった検証事業を行っており、主なものが 3 つある。その 1つ目が、平成 21
年 3 月に行われた京都橘大学への外部評価調査（小浜市食のまちづくり外部評価調査報告書）

であり、2つ目に、平成 22年に武庫川女子大学の家森幸男先生に「元気で長生き健康調査」

という形で検証頂いた。そして 後に小浜市により「食育に関する市民意識調査」を行って

いる。 
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2 回にわたる「食育に関する市民意識調査」では、市民から、食育関係者（食育サポータ

ー、食生活改善推進員）を対象に調査を行っており、その結果から、食に対する一般家庭の

意識・実践については、他都府県の調査と比較して、高いことが明らかとなっている。 

これらの調査を通して、課題も見つかっている。教育の環境を整える面では成果が見られ

るが、一次産業への波及効果、一般市民の健康面の向上という点では、あまり具体的な数字

として評価がされていない現状がある。家森幸男先生による調査では、小浜市民は地産地消

という面、季節の野菜を多く食していると評価出来るが、塩分過多、飲酒習慣等の面で課題

があり、健康に結びついていないとの結果が得られている。 

こうした結果を受けて、「小浜市元気食育推進計画」では、食のまちづくりにおける産業面、

健康面でのかかわりを強化していくことを盛り込んでいる。食文化の継承と人間教育に関し

ては、さらに高い目標を掲げる形でとりまとめている。 
 
 

 
食のまちづくりの施策体系 

小浜市元気食育推進計画 ―みんなで育む生涯食育― 平成 23 年度～平成 27 年度 
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食のまちづくりの経緯 ※小浜市提供資料より 
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dd))  取取組組のの内内容容  

ｱｱ..  食食育育活活動動のの基基本本方方針針  

市が実施する食育活動において、 も重視しているのが「フードリテラシー」と「選食力」

である。これは、核家族化、一人暮らしの進展等による個食化・外食率の増加などから、昔

ながらの伝統的な和食を家族団らんで食する光景も姿を消しつつあり、食生活の乱れが進行

していることへの危機感からのものである。 

現代は、食・健康・医療などに関する情報は溢れており、これらのなかから必要な情報を

引き出し活用することができる能力や応用力（フードリテラシー）、正しい知識を身に付け、

健康によい食べ物を選び、規則正しい健康的な食生活を送ることが出来る力（選食力）を身

に付けることが重要との認識の下に、食育活動を展開している。 

ｲｲ..  ああららゆゆるる世世代代・・主主体体へへののアアププロローーチチ((豊豊富富なな取取組組))  

市では、「健康」「教育」「産業」「食文化」「協働」の 5つを取組の柱とし、あらゆる世代・

主体を対象にした様々な取組を展開している。 
 

(健康) 
 乳幼児 児童 妊産婦 保護者 青年 壮年 高齢者 

生活リズム向上のための啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

家庭における望ましい食生活

の実践や地産地消の推進 
 元気食生活実践ガイドの

作成 

 食育検定の実施 

○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

妊産婦や乳幼児に関する栄

養指導及び料理教室の開催 
 プレパパ・プレママ講座 

 スクスク元気っ子教室 な

ど 

●  ●     

高校生・大学生とその保護者

に対する普及啓発および情報

提供 
 弁当作り教室（学生向け） 

   ● ●   

メタボリックシンドロームや生活

習慣病の予防に関する指導 
 健康に食べよう会（栄養指

導） 
→20 種以上の主菜・副菜

に、ごはんも数種類用意

し、参加者はこれらを自由

に選べるようする。 
事前に健康診断を行った

参加者は、自らが選んだ

メニューについて栄養計

算を行い、自分の健康に

合ったメニューとなったら

合格となり、食べられると

いうもの。 

   ○ ○ ● ○ 
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 乳幼児 児童 妊産婦 保護者 青年 壮年 高齢者 

高齢者に対する食育推進 
 高齢者料理教室 

 ふれあい食事サービス 

      ● 

医師や医療機関等と連携した

食育の普及・啓発 
 市内病院・福祉施設等で

の地場食材・郷土料理の

活用 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

(教育) 
 乳幼児 児童 妊産婦 保護者 青年 壮年 高齢者 

幼稚園・保育園における食育

推進 
 キッズ・キッチン、手作りお

やつ 

 分つき米、地元野菜の利

用 

 生ごみ等を利用した土づ

くり 

●   ○    

食の教育推進委員会を中心

とした普及啓発等 
 農業体験 

 ジュニア・キッチン（食文

化館） 

 ●      

健康を意識した学校給食の推

進 

(校区内食材を積極的に活用

するで、子どもが生産現場を

見学するなど、地域の生産者

と子どもたちが交流する機会

が生まれ、相互理解を深める

きっかけとなっている。) 
 分つき米、地元野菜・魚

の利用 

 無添加醤油の使用 

 ●  ○    

産学官連携による食育推進 
 出張キャンパス（小中学校

向け） 

 ●   ○   

「共食の日」の設定 
 ふれあいサロン（各地区

集会所） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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(産業) 
 対象等 

食育ツーリズム 
 「キッズ・キッチン」「ジュニア・キッチン」などの食育事業と農

林水産業体験、食育セミナーなどを核にした教育旅行 

市外向けに展開することで、地元

観光産業を活性化 

市民農園等を活用した消費者の啓発と農業の活性化 
 農業体験に加え、調理体験等を組み込み 

市民向けの体験・参加型プログラ

ム 

一次産業の活性化 
 環境保全型農業の推進 

 間伐の推進と間伐材の漁礁化 

食を通じた地元産業振興への貢

献 

地産地消や 6 次産業化、農商工連携の推進にむけた体制整

備 
 若狭おばまブランド認証制

度、地産地消をすすめる店認

定制度(認証数・認定数を増

やすことが今後の課題) 

 料理や加工の腕も重要な食

文化であるとの考えの下、へ

しこやなれ寿司の職人は「達

人」として認定している。 

 飲食店の多くは割り箸の未使

用が根付いており、多くの店

舗では若狭塗箸が利用され

ている。 

 いきいきまちづくりプロジェク

トのひとつに、昔ながらの塩づくりの復活があり、これを福祉

施設と共同で実践し、商品化に至った（シルクロード）。 

同上 

産学官の連携による食育推進 同上 
 

(食文化) 

 対象等 

「食の達人」「食の語り部」認定制度の活用による伝承料理の

継承 
 食文化の基本は、語り継がれていて残してきたもの。しかし、

近年は世代間のコミュニケーションが減っており、食文化が存

続の危機にあると認識。 

 よって、有志市民が調査員となり、各地域の食文化を聞き取

り、データベース化する活動を今年度から始めている。 

市民（若年層）を対象に体験学

習・講習会を開催 

園給食や学校給食、「キッズ・キッチン」「ジュニア・キッチン」等

の教育現場における郷土料理等の継続した導入 
 調理方法を教えるだけでなく、しつけや周囲との協調性な

ど、調理体験を通じて「生きる力」を教えることで親の理解を

得るとともに、それを見守る親に対する食育も行っている。 

 キッズ・キッチンに参加した親が食育サポーターとしてキッズ・

キッチンの運営に携わることもある。 

献立作成員会（給食）、食育（各

学校）、市（キッズ・キッチン等）が

分担 
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 対象等 

 
 講師は、有志市民が担っている（食育サポーター）。子育て真

っ最中の母親から子育てを終えた団塊世代まで、その層も幅

広い。取組によって、それぞれが教える側、教わる側となり、

食文化の担い手としての役割を発揮している。 

 その際に、講義内容などの一切をマニュアル化することで、

有志市民なら誰でも講師になれるよう、講師によって講義内

容が異なることが無いようにした（市のサポート）。 

各地区のイベントや伝統行事、料理教室における郷土料理の

積極的活用 
地域ごとの食文化・伝統行事の

データベース化も実施 

※メディアの活用が実践する市民の自信・自覚へ 
 小浜市では、地元ケーブルテレビが充実しており、視聴率が 70%に達する。ケーブルテレビで食に関

する取組の紹介、ニュースを活用している。 

 食育サポーター、語り部、達人などの市民の活動は、地元ケーブルテレビなどで積極的に発信してい

る。これらの取材対応は、活動する市民にとって刺激となり、自信や誇りが芽生えるきっかけとなってい

る。 

 

(協働) 
 対象等 

食育活動関連ボランティア団体との協働の推進体制の整備 
 食文化館や各地区公民館を拠点とした各種活動 

 小浜市版地域 SNS（愛称 OBAMA なう！）の活用 

従来の活動に加え、SNS を活用

した活動者間の交流も促進 

食育活動団体および食育事業の地域内外への PR 各種メディアを活用した情報発信 
 

ｳｳ..  活活動動拠拠点点ととししててのの御御食食国国若若狭狭おおばばまま食食文文化化館館  

全国にさきがけ「食のまちづくり条例」を制定した小浜市。

その食のまちづくりの中心になる施設が「御食国若狭おばま

食文化館」である。 

食文化館では、狭い意味での「食」ではなく、食材にこだ

わった農林漁業の振興、食文化を支える食品産業や箸産業の

育成、味にこだわる民宿や観光産業の振興、食料の地域自給、

健康への貢献、食を育む森と水・川・海などの環境保全、食

を作る体験学習を通じた児童教育、広範な分野にわたり「食

のまちづくり」をコンセプトに各種展示、体験教室等のプロ

グラムを展開している。 

 
御食国若狭おばま食文化館 
※小浜市ホームページより 

また、隣接する「濱の四季」は、小浜市直営のレストランである。食文化館での調理体験

教室などのサポートをしている食生活改善推進委員のうち有志 15 名が運営している。 

「食文化とは、古くからのものを守り基本を崩してはいけないが、新しいニーズにも対応
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していかなければ文化ではない」という考えから、新メニューを開発しており、「わかめソフ

トクリーム」や谷田部ねぎと焼き鯖をフランスパンではさんだ「鯖サンド」などが商品化さ

れている。 

 
濱の四季のメニュー(一部) 

メニューには「野菜たっぷりメニュー」「エネルギーひかえめメニュー」の表記がなされている。 

※小浜市ホームページより 

ｴｴ..  「「食食ののままちちづづくくりり」」  にによよるる観観光光産産業業へへのの貢貢献献  

小浜市の観光入込客数は、平成 2年頃は 130 万人前後で推移していたが平成 4年（131 万

人）から減少し、平成 11 年には 76 万人ほどに落ち込んだ。しかし、「食のまちづくり」が始

まった頃から減少に歯止めがかかり、平成 15 年の「若狭路博」で大きく増加し、年間 150
万人ほどで推移している。 

観光消費額（宿泊費、交通費、土産代、入場料）については、市全域で平成 11 年には 64
億円だったのが、平成 19 年には 84 億円となっている。 

前計画（平成 20～22 年度）の外部評価（京都橘大学）によると、「食のまちづくり」政策

の先見性、「キッズ・キッチン」「地場産学校給食」などのユニークな政策などに対し視察者

を含めた観光交流人口の増大や知名度の上昇など、一定の成果があったものの、農業など一

次産業をはじめとした産業面への波及は十分でなく、地域経済の発展にはつながっていない

との報告がなされる。 

市としても、従来の団体で名所旧跡を巡る観光が、近年は京阪神等から自家用車で訪れる

日帰り観光にシフトしており、観光客のニーズを踏まえた新たなコンテンツの提供が必要と

認識していた。また、過去に行った観光客へのアンケートにおいても、満足度が高かったも

のは「食」、特に海産物であり、観光産業の活性化にあたっての“食”への期待は大きいもの

があった。 

よって、市では現行計画（平成 23～27 年度）において、『食育の推進による、農業など一

次産業や観光業など産業面への波及』を重点テーマとして位置づけ、次のような方針を掲げ

ている。 
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○○食食育育ツツーーリリズズムムのの実実施施  

 「キッズ・キッチン」などの食育事業と農林水産業体験、食育セミナーなどを核にした教育旅行 

 日中に行われるキッズ・キッチンに参加する日帰り客が多かったため、前日の畑見学等をオプション化

して 1 泊 2 日のパッケージプランを提案するなど、宿泊客が増加するように工夫 

 体験学習プログラムの円滑な実行に向け、平成２２年に設立された「おばま観光局」（第３セクター）と地

元観光協会とが連携し、市民ボランティアが中心となって、受け入れ態勢の整備や情報発信を実施 

 

 
食育ツーリズムのチラシ 

※小浜市提供資料より 
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○○元元気気なな農農産産物物のの生生産産  

 環境保全型農業・土づくりなどにより、元気な農産物の生産や健康元気グルメの普及など一次産業や

食品関連産業等を推進 

ｵｵ..  そそのの他他、、ままちちののイイメメーージジアアッッププにによよるる企企業業誘誘致致  

小浜市の取組は、企業誘致にもつながっている。 

小浜市に参入を決めた食品産業（野菜工場）は、食品を扱う企業として、小浜の食のまち

づくりのコンセプト・取組に賛同し、この地で生産を行いたいと考えたことを選定の理由と

している。 
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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、岩手県の南端に位置し、南は宮城県、

西は秋田県と接する。東北地方のほぼ中心に位置し、

仙台市と盛岡市の中間にあることから、古くから交

通の要衝として栄えてきた。江戸時代には、岩手県

の他地域は南部藩であったのに対し、県南地域に位

置する一関地方は伊達藩に治められており、藩政時代・大正時代には新田開発等が積極的に

行われ、稲作地帯として栄えてきた。 

現在、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る 

土地利用の状況は、一関市の総面積のうち 56.7 パーセン

トが山林で占められ、次いで田が 11.3 パーセント、畑が

7.0 パーセントとなっており、岩手県内でみれば比較的農地

の割合が高い地域となっている。 

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。特徴的なもちの

食べ方として、「もちの本膳料理」が挙げられる。 

 
日本唯一の「もち本膳料理」 

※岩手県ホームページより 

 

bb))  一一関関市市のの人人口口・・産産業業等等  

ｱｱ..  一一関関市市のの地地域域別別人人口口（（世世帯帯数数、、人人口口））等等  

平成 17 年度に 1市 4町 2村（一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村、川崎

村）、平成 23 年度に 1 町（藤沢町）が合併し、現在の「一関市」となっており、内陸西部に

位置する一関地域（旧一関市）に人口の 47%が集中している。 
 

表 1 一関市の地域別世帯・人口数（平成 22 年度） 

単位：世帯、人、% 
項目 合計 一関 花泉 大東 千厩 東山 室根 川崎 藤沢 

世帯 42,633 21,879 4,281 4,873 3,891 2,195 1,627 1,193 2,694 

人口 127,642 60,015 14,350 15,313 11,960 7,445 5,492 4,003 9,064 

割合 100 47.0 11.2 12.0 9.4 5.8 4.3 3.1 7.1 

※平成 22 年度国勢調査 

 一関市の農業 
 一関市の総面積にしめる耕作面積の割合は 12.2%となっており、うち田耕地面積が 6 割を占めている（表 2）。 

 一関市の農業就業者数は、市人口の 1 割を占める（表 3）。 

 農産物では、米を中心に、大豆、飼料作物等、野菜では、だいこん、トマト、はくさい、きゅうり等、花き類できく、

この他、畜産では豚、肉用牛等の生産が盛んである（図 2）。 

 
  

盛岡市 

一関市 
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表 2 一関市の耕地面積 

単位：ha、% 
項目 面積 割合 

総面積 125,625 100 

総耕作面積 18,560 12.2 

うち田耕地面積 12,288 （66.2） 

うち畑耕地面積 6,190 （33.4） 

※田耕地面積、畑耕地面積の割合は、総耕作面積に占める割合 

※市町村の姿 グラフと統計でみる農林水産業 
 

表 3 一関市の農業就業者数 

単位：人、% 
項目 人口 割合 

総人口 127,642 100 

農業就業人口 14,859 11.6 

 

 
図 2 農産物の生産状況 
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cc))  一一関関市市のの地地域域食食文文化化  

ｱｱ..  ももちち食食文文化化のの概概要要  

岩手県南にあたる一関地方では、水田で

とれる米、畑の大麦、小麦、大豆、ひえ、

あわ等を基本食とし、特に米は、大切に利

用する知恵として、粉にして食することが

多い地域となっている。 

もち料理は、この地方を代表する晴れ食

であり、食べ方の変化・種類も多い。晴れ

食としてのもち料理は、正月、ひなの節句、

八十八夜、端午の節句、冠婚葬祭等、年中

行事、季節の区切り、祝い事など様々な機

会で食されている。 

もちの食べ方は 200 種類以上にも及び、

代表的なものとして、きな粉もち、小豆も

ち、ごまもち、くるみもち、豆腐もち、ず

んだもち、納豆もち、しょうがもち、ふす

べもち、えびなますもち等がある。特に一

関地方で特徴的なもちの食べ方として、も

ちの本膳料理があげられる。 

もちの本膳料理は、もてなし料理とし

て、武家から商家、農家へと伝えられ、現

代においても結婚式、葬式等において「も

ち振舞い」として漆塗りの高膳を用いて提

供される。 

この地域では、このようにもちが生活に

密着している点に特徴がある。 

 
「もちの本膳料理」 

※岩手県「いわて純情通信 WEB」ホームページより 

 
もち各種（写真奥から時計回りに、納豆、なめこ、 

ずんだ、ごま、えび、えごま） 

※現地にて撮影 

ｲｲ..  ももちち本本膳膳ににつついいてて  

もち本膳は、仙台藩伊達家、一関半田村家が儀礼を重んじて、礼作法は小笠原流、料理献

立などは四條流を基本として進められるものとして築いたもの。冠婚葬祭等、あらたまった

席（ハレの席）で出される。地方の武家社会に伝わる礼儀作法から、進行役（「おとり持ち」）

に従って食べ進める。 

もち本膳の「なます（大根おろし）」には、大黒様と戎様が食べ過ぎて食あたりをした際に、

なますを食べたという言い伝えがあることから、本膳の中になますがある。 

ｳｳ..  ももちち本本膳膳以以外外ののももちち食食文文化化ににつついいてて  

もち本膳以外にも、神仏に供えるものから、冠婚葬祭に至るまでもち食があり、「さなぶり

もち」「おかりあげもち」「にわしまいもち」の農作業に関わるものや、婚礼の「むかさり行

列」において、両家がもちをついて嫁を迎える風習がある。 

また、高齢者に悪い知らせをしなければならない時は、あらかじめ「耳ふたぎもち」（「ふ

たぐ」は「ふさぐ」の方言）を食べさせる風習がある。これはもちを食べさせることにより

心を和ませる効果によるものである。 
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ｴｴ..  ももちち食食のの地地域域的的なな範範囲囲・・地地域域的的なな違違いい  

もち食文化の地域的な範囲は北上川中～下流域にかけて広がっており、旧伊達藩に位置す

る。現在の市町村で言えば、岩沼、名取、仙台、金ヶ崎、北上である。特に、一関、栗原、

平泉、江刺、奥州の順にもち食文化が根強く残っている。 

地域によってもち食の提供手法に違いがあり、また、地域によって産物が異なるため、木

の実、沼海老、えごま、大豆、小豆等、変わりもちに絡めるものの食材も異なる。わざわざ

栽培したものではなく、地域で採れたものを絡めている。 

同じ一関市内においても豪族たちのエリアや藩の単位で、また同じ山の麓一帯によっても、

もちの作法・丸め方が異なることが確認されている。雑煮に油揚げを入れるか否か等、細分

化するほど全体像が見えなくなってしまうところがあったため、そういった地域によりもち

食文化が異なることを踏まえた上で、共通項をスタンダード化することを目的としてもち食

の推進を進めている。 

ｵｵ..  道道具具とと食食器器文文化化ににつついいてて  

道具や食器についても地域差があり、菅江真澄氏が一関のもち食文化についてしるした文

献では、100 種類のうすを描いている。さらに、御膳、御椀、御皿も残存している。 

旧浄法寺町（現在の二戸市）が漆の産地で

あったため、漆器の製造は盛んであった。一

関地方の気温では粘土が凍るため陶器の製造

には適さない。地域で陶器は「せともの」と

呼ばれる。 

ｶｶ..  ももちちののササイイズズににつついいてて  

１升のもち米は約 1.5kg、これを蒸かして

つくと 2kg のもちになる。これを 33 個にち

ぎるのが伝統。38 個にちぎる地域もあり、

近では更にちぎることもある。もち本膳は 33
等分のもちが 8 個で 1膳。 

 
1 升から 33 等分されたもち 

※現地にて撮影 

ｷｷ..  今今もも根根付付いいてていいるるももちち食食文文化化ににつついいてて  

正月のもち食のように、神仏にももちを供えるほか、雛祭りにももちを振る舞う。お盆の

16 日にももちを供える。また、冠婚葬祭のいずれでももちが食べられる。葬儀においては初

七日にもちを食べる。また、祝い事として、家が建った時（上棟式）、道路が開通した時、橋

が建った時にももちが播かれる。 

もちの形も重要であり、仏前に供えるもちは丸もちである（切りもちは刃物で切られたも

のであるため）。その他、赤ちゃんにもち一升を担いで歩かせ、元気に育つことを占う習わし

がある。 

ｸｸ..  ももちち食食文文化化がが継継承承ででききななかかっったた理理由由  

もちを食すには、蒸す・つく道具が必要であったが、食の簡便化が進展し、もちを凍らせ

ることの技術が進んだことにより、商品化が進み、もちをつくことが少なくなった。ただし、

近は切りもちを買ってくる家庭が多い中で、一関市の 60%の世帯はもちをつく機械を持っ

ている。 

食の欧米化が進んだ結果と、学校給食費の絞ったことにより、食が貧しくなっている。学

校給食でのもちの提供は冷凍のもちを使用している。学校給食が自校方式であった頃は、近

隣の水田でもち米を栽培、収穫まで通して体験し食すことができていた。ふすべもち等、も

ちの調理方法については、各家の秘伝であるため外に伝わりにくく、また文献にも残ってい

ない。 
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継承のために、市図書館にはもちの関係資料を収集した。今後は博物館にもちの展示を作

ることが目標。 

dd))  ももちち食食文文化化のの伝伝承承をを進進めめるる「「一一関関ももちち食食推推進進会会議議」」ににつついいてて  

ｱｱ..  設設立立のの背背景景    

右枠の通り一関市内には、もち食文化に関

する様々な団体があり、それぞれの活動をお

こなっていた。また、JA にももち食推進の動

きがあった。しかし、これらの動きに連動性

が無かったため、認知度アップに向け、行政

の声掛けと、「いわて東山歴史文化振興会」

が仕掛け人となり、「一関もち食推進会議」

として活動を束ねた。 

本部・事業部・文化部・情報発信部を設け、

それぞれの活動に取り組む。市は主導ではな

く、バックアップをおこなったところが大き

い。 

農林分野に関するものから商業・観光、そ

して教育へとシフトしながら、もちの産業化、

百万食達成、商品開発、被災地へのもち食提

供、「中東北ご当地もちサミット」の開催、

学校給食を通じた一関の食文化への理解増進

と当地域の食文化の継承のための活動などを

行っている。 

「「一一関関市市ももちち食食普普及及推推進進会会議議」」  
 平成 2 年、アイデアもち料理コンテスト「もちり

んぴっく」を開催 

「「一一関関ももちち文文化化研研究究会会」」  

平成 18年より「一関地方もち文化、ブラ

ンド化研究・推進事業」の中で以下を実施。 
 一関地方に伝わる「もち膳」の再現 

 各地のもちにまつわる話の聞き取り調査・地域

のお年寄りとの交流 

 学校給食（小・中学生）や高校生を対象に「も

ち本膳を学ぶ」事業（平成 19 年） 

 一関・お餅道場（もち食の膳立てと食作法）（平

成 20 年） 

一一関関・・平平泉泉ももちち街街道道のの会会  

 平成 20 年、一関・平泉もち MAP の作成 

ｲｲ..  取取組組のの背背景景  

○○世世界界がが注注目目すするる「「日日本本型型食食生生活活」」のの原原型型ががああるる  

日本型食生活は栄養バランスがよく、日本が長寿国であることからも、食生活のモデルと

して世界が注目している。その和食文化を保護し、世界に発信していく必要がある。 

○○日日本本古古来来のの農農耕耕民民族族ととししててのの「「結結のの精精神神」」のの原原型型ががああるる  

豊作や自然への供えとしてもちを備える「供え餅」の文化があるほか、田植えの際に振る

舞う「さなぶりもち」、稲刈りの際に振る舞う「おかりあげもち」、搾油した後に食べる「あ

ぶらしめもち」等、共同作業の後にもちを振る舞う風習があった。一般庶民の中には飢え死

にする人もいた時代。 

あんこ・ずんだ等の地域の自然の物を絡めていただく食べ方は村人たちが愛食した。 

○○現現代代のの食食育育ににつつななががるる多多くくのの事事柄柄ががああるる  

伝統食を通して、食材の旬や地場産の食材について知ることができる。 

もち食は子供たちが喜んで食べる。その中で箸の文化、はらみ箸、杉の箸、柳の箸等を伝

承することができる。学校給食に先割れスプーンが導入されたころは食べることが一生懸命

だったが、本来、日本食は箸で食べるものである。 

○○地地域域経経済済のの観観点点  

原材料１つから作法、盛り付けというのは 1つの視点であって、一番の目的は、この北上

平野にもちの作付けを絶やさないことが目標とされている。紫波町には日本一のもち米団地

があるが、ここで収穫されたものの 9 割は新潟に出荷されている。一関においても生産して

いるもち米の 9 割は新潟に出荷されている。 
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これまでの大手対地域ではなく、小さなお金を地元で回す流通により、半分が地元で消費

し、農家の所得の改善を目指す。特に、一関は大抵の作物を生産することができるが生産量

1 位というものはないので、大手の市場を相手にしない流通が大事なものと考えられている。 

なお、B 級グルメへの参加のお誘いが来ているが、もち食文化を永く遺すためには、短期

的な取組ではなく長い取組が必要という考えから参加していない。 

ｳｳ..  教教育育やや地地域域生生活活へへのの浸浸透透にに向向けけてて  

○○ももちち本本膳膳研研修修会会（（小小学学生生向向けけ））  

もち食に関する様々な取組とその団体が見られ

るが、県の支援を受けた公の組織ができたのが平成

3 年頃は、「今更もちを普及するなんて」「名物料

理にはなり得ない」という印象を持たれていた。し

かし、現在は 30 代 40 代の父兄世代が、一関市の

もち食文化についても知らない状態で、作法につい

ては尚更な状況である。 

もちは日本の各地で食べられるが、もち食を利用

した「もち本膳」が食べられるのは一関市だけの事

例であり、もちを一年中食べるのもまた一関市の特

色である。そのもち食文化を子供たちに伝承してい

く上で、家庭生活というものが変化しているため、

学校給食を通した継承ができればと考えている。 

 
もち本膳研修会のようす 

※一関市ホームページより 

本膳の体験を地域のお年寄りとの交流に還元するため、児童たち自らが「おとり持ち」と

なり、お年寄りにもちを振る舞った。60 年代にとって、もちは懐かしい食となっている。「お

とり持ち」役を地域の長老にお願いし、教室でもち本膳を行っている。食器や御膳も運搬し

ている。 

○○ももちち本本膳膳研研修修会会（（栄栄養養士士等等、、学学校校給給食食関関係係者者向向けけ））  

学校給食でのもち食提供に役立てていただくことを目的に、栄養士等、学校給食関係者を

対象に、「もちサミット」イベントの一環として開催している。 

 

 
もち本膳研修会のようす 

※現地にて撮影 

＜もち本膳の作法＞ 
 
１．礼 

２．口上 
 おとり持ちからの年柄・日柄を込めた挨拶 

３．膾 
 なます／口をサッパリさせるために、最初と合間に食べる 

４．あんこもち 
 たくあんは好きな時に食べてよいが、1 つは膳の湯まで残

す 

５．料理もち 

６．引菜もち（ひきなもち） 
 
７．膳の湯 

 椀を流し、たくあんで拭いそのお湯を飲む 

８．食べ納め 

９．口上 

１０．礼 
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ｴｴ..  「「中中東東北北ごご当当地地ももちちササミミッットト２２００１１２２  iinn  一一関関」」ににつついいてて  

○○開開催催趣趣旨旨・・内内容容  

もち食の伝統の深い中東北地域には、地域の農産物、商工業資源と結びつけた多彩な「ご

当地もち」が存在する。こうしたご当地もちの魅力を多くの人に知ってもらい、同時に餅文

化の聖地であり世界遺産に認定された平泉地域の一部でもある一関市において食による地域

活性化を図るイベントとして実施する。中東北地域の「ご当地もち」を一同に集め、模擬店

で料理を提供する。来場者には１食につき投票券「もちふだ」を１枚配付して、お気に入り

の「ご当地もち」に投票してもらうグランプリ形式とする（大会ホームページより抜粋）。 

出品条件は、日頃から提供、もしくは提供予定のもち料理に限定している。歴史性等は関

係なく、美味しいものに対して投票しグランプリを決める。名誉顧問は市長、もち食推進協

議会のメンバーが実行委員長を務める。総予算は約 200 万円、市と県が支出している。来年

は全国サミット、再来年は世界サミットを目指す。本年の来場者数は同時開催のイベントと

合わせた全体で 52,000 人であった。 

類似のイベントとして「地ビールフェスタ」を開催しており、多くの来場者を得て成功し

ている。食品を提供する模擬店には、地元産の食材、もしくは地元で加工された食材を利用

することを義務付けており、これらの規定により、食と組み合わせたのが成功要因。 

 
もちサミットののぼり 

 
会場全景 

※大会ホームページより 

 
グランプリとなった柴波もっちりハムカツプレミアム 

 
準グランプリ 一関牛辛スープもち 
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ｵｵ..  そそのの他他、、ももちち食食文文化化のの浸浸透透ににつつななががるる取取組組とと課課題題  

○○ももちち食食＝＝健健康康とといいうう PPRR ににつついいてて  

5 月に平泉町で開催される「藤原まつり」において、巨大な餅を抱えて運ぶ力自慢の競技

会「弁慶力餅競技大会」が平泉駅前で開催されており、「もち＝力」という PR になっている。 

○○若若いい年年齢齢層層へへのの浸浸透透にに向向けけてて  

実際に組織として活動する中で、一関のもちは大分浸透したと考えている。特にマスコミ

の影響が大きい。テレビ番組等で取り上げられている。 

ずんだもちの仙台や、姉妹都市である福島県の三春市とは、もち文化を通した交流も行っ

ている。 

一関市の人口 12 万人であるが、1年間に 100万食のもちが消費されることを目標としてい

る。 

○○ももちち食食普普及及へへのの課課題題  

インターチェンジや空港、道の駅等の交通拠点に関連付けたもち食の普及や、市の広報誌

への供えもちに関する解説の掲載により、将来的には、金沢市のもちや、山梨県の信玄もち

のような知名度を目指す。 
 

ｶｶ..  地地場場産産業業へへのの関関わわりりとと波波及及効効果果ににつついいてて  

○○作作付付面面積積等等のの状状況況ににつついいてて  

市内のもち米作付面積は、平成 23年 237ha→平成 24 年 248ha と増加している。 

栽培されている品種は「ひめのもち」（秋田系）と、「こがねもち」（岩手系）。後者の方が

生産量は多い。「ひめ」はあきたこまちを表し、「こがね」は平泉を表している。いずれもブ

ランド化は進んでいない。ただし、もち米の環境保全米の取組は部分的に行われており、景

観、生物多様性、土壌環境保全にも役立っていると考えられる。 
 

ｷｷ..  22 次次・・33 次次産産業業ととのの関関わわりり  

もちは家で食べるものであったのに、外で食べるものに変化し、その結果、サービスエリ

アや道の駅、ホテル等でもちを提供する場所が増えている。ホテルでは結婚式等において 1~2
品のもち料理を出しているところが増え、また、冷凍もちを提供する店も増えている等、も

ち食が復活する動きがある。 

また、観光名所である厳美渓と市街地を結ぶ街道に、30~50 のもちを提供する店舗を作る

ことを目標とし（現在は 1 ケタ）、観光資源としてのもち食が定着させることを目指す。 
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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  

久慈市は、岩手県北東部の沿岸にあり、西側は遠

島山など標高 1,000m 以上の山嶺を有する北上高地

の北端部にあたる。東側は太平洋に面しているが、

総面積623.14km2のうち森林面積が87.3％を占めて

いる。 

気象は、太平洋に面していることもあり、海洋性気候と内陸性気候の両方の気象状態を併

せ持ち、夏季はヤマセ（偏東風）の影響を受けることが多く、平均して比較的冷涼な気候で

ある。また、冬季は北西の季節風が強く、春先にはフェーン現象も見られる。 

日照時間は比較的長く、年間を通して 1,000mm 前後の降水量と県内でも比較的少ないが、

西側の山間部では多雪地域もあり、春先の大雪や晩霜により農作物が被害を受けることもあ

る。旧山形村は、平成 18 年 3月 6 日、久慈市との合併により消滅した。 
 

○○久久慈慈市市山山形形町町のの人人口口・・産産業業等等  

表 旧山形村 旧久慈市 合併前後の人口・産業データ 

 
 

旧山形村の面積は、新久慈市全体の 47.4%と半分近くを占めているものの、人口密度は約 10 倍

の開きがあり、旧山形村の人口は 2,804 人（久慈市の 7.6%）、また、この 10 年で 17%の減少してい

る。産業就業者数を見ると、旧山形村の第 1 次産業就業者割合は 39.2%と も高く、旧久慈市を約

32%上回っている。 

旧山形村 旧久慈市 久慈市
旧山形村の
占める割合

旧山形村 旧久慈市 久慈市(※）
旧山形村の
占める割合

人口 2,804人 34,068人 36,872人 7.6% 3,382人 36,796人 40,178人 8.4%

15歳未満 10.3% 14.4% 14.1% ― 13.5% 17.5% ― ―

15～64歳 52.8% 60.1% 59.5% ― 57.6% 62.8% ― ―

65歳以上 36.9% 25.5% 26.4% ― 29.0% 19.4% ― ―

面積 295.49km2 327.65km2 623.14km2 47.4% 295.49km2 327.62km2 623.11km2 47.4%

産業就業者数 1,313人 14,969人 16,282人 8.1% 1,716人 17,225人 18,941人 9.1%

第１次産業 39.2% 7.2% 9.8% ― 38.1% 8.5% ― ―

第２次産業 22.2% 28.3% 27.8% ― 27.8% 34.6% ― ―

第３次産業 38.5% 64.3% 62.2% ― 34.1% 56.9% ― ―

※　旧山形村と旧久慈市の合計
国勢調査データより作成

項目

平成22年 平成12年

盛岡市 
久慈市 
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図 農産物の生産状況 

 
  



 

124 

bb))  久久慈慈市市山山形形町町のの地地域域食食文文化化  

ｱｱ..  基基本本食食（（主主食食））  

文献「聞き書 岩手の食事」によれば、「きび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県北では雑穀が食の基本」「水田が少なく畑作と焼畑耕作が主であり、

県北の人々の主食は「ひえ」。地域の輪作は「ひえ―小麦―大豆」で行われ、焼畑の耕作を主

としている地域では、あわ、そば、大豆が主食の役割を果たしていた。」とされている。 

ｲｲ..  ままめめぶぶ  

身近かに手に入る各種野菜や焼き豆腐、くるみが用いられており、栄養上からも好ましい

料理である。 近は年中、家庭の行事食として食べられており、久慈市の家庭料理として定

着している。 

昭和 60 年頃に「まめぶサミット」を開催。

誰もが自分の作る「まめぶ」が一番だと思っ

ているため、山形村の共通項は見いだせなか

った。学校給食でも「まめぶ」が提供されて

いる。 

合併して以降、「久慈のまめぶ」と言われ

るが、「山形村のまめぶ」であるという誇り

がある。月１回の料理教室で「まめぶ」の調

理方法を教えている。若いお母さんたちにも

調理方法を継承したいが、集まってくるのは

50~60 代の方々が 15 名ほどであり、旧山形

村の方より、旧久慈市の方々の関心が高い。 

  
まめぶ 

※久慈市山形総合支所より 

ｳｳ..  そそのの他他のの郷郷土土料料理理  

○○ととううふふ田田楽楽  

焼き豆腐ににんにく味噌をつけ、炭火で焼いたもの。 

○○べべごごのの汁汁  

山形村短角牛のスジやスネを煮込んで作った郷土料理。凍み豆腐を乱切りし、地味噌で味

をつけたもの。イベント時に欠かせない。 

 
豆腐田楽 

 

 
べごの汁 

※久慈市山形総合支所より 
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cc))  取取組組のの概概要要  

ｱｱ..  地地域域農農業業ののおおももなな歴歴史史  

昭和 30 年代 地域において酪農が開始される。これ以前より山形村短角牛の繁殖はおこな

われていた。 

昭和 38 年 旧山形村において水稲栽培が開始される。それまでは雑穀（ヒエ・アワ・大豆・

ソバ・麦）。旧久慈村においては炭作りが主な産業。 

昭和 40 年代半ば 減反政策開始。添削奨励作物としてデントコーンの作付けが開始され、山形

村短角牛の繁殖経営から、肥育までを含めた経営が増加する。 

昭和 55 年 安全な食を求める流通業者への山形村短角牛の流通開始により、流通先が

安定化。 

昭和 56~57 年頃 地域内においても山形村短角牛が食べられ始める。 

昭和 58 年 小笠原村長就任。平庭高原・日本短角牛・炭のアピールに着手。同年、山形

村短角牛の消費者会員との交流開始。村民が自分たちの暮らしや価値観を

見直すきっかけとなり、スローガンとして「交流からの村づくり」を掲げる。 

平成 6 年 山形村短角牛の需要に追い付くため、山形村短角牛の加工品の製造、販売

までを行う組織、(有)総合農舎山形村を発足。（山形村短角牛の生産は、肉

牛の取引量の伸びが鈍化したことから加工製造からのスタート）のちに、村か

ら大阪のデパートへ売り子となって販売を行うなど、産地から都市への交流

も。 

平成 17 年 国産飼料（100％）のみ給餌の短角牛の飼養を開始。100％は、山形村短角

牛のみ。 

平成 19 年 3 月 山形村短角牛で商標登録の認定を受ける。 
 

ｲｲ..  山山形形村村短短角角牛牛のの生生産産ににつついいてて  

○○久久慈慈市市山山形形町町ににおおけけるる「「山山形形村村短短角角牛牛」」のの生生産産概概況況  

全国の日本短角種の繁殖牛の 60.3%（2,663頭）が岩手県で飼養されており、同じく全国

の日本短角種の肥育牛は、41.2%（1,310 頭）が岩手県で飼養されている。岩手県内では、久

慈市の飼養頭数が約 450頭で 1 位、次いで盛岡市、岩泉町と続く。経年変化では、平成 3 年

の飼養頭数（繁殖牛：1,044頭、肥育牛：742 頭）をピークに減少し、ここ数年は一定（平

成 23 年、繁殖牛：412 頭、肥育牛：274 頭）。繁殖牛の段階で長崎や茨城等へ流出している。 

30 年続く産直契約により、肥育牛の 7割を出荷している。また、「久慈市山形べこツアー」

や「やまがた村短角牛応援団現地交流会」を通し都市との交流を図るほか、オーナー制度「や

まがた村短角牛応援団」の取組も行われている。平成 17年より、飼料を完全国産化。 

○○日日本本短短角角種種のの概概要要  

旧南部藩時代、沿岸と内陸を結ぶ”塩の道”の物資輸送に使われ、岩手を代表する民謡「南

部牛追い唄」にも歌われた「南部牛」に、明治 4年、ショートホーン種とデイリー・ショー

トホーン種を交配して品質改良を重ねた末に誕生したのが「日本短角種」。黒毛和種の毛色が

真っ黒なのに対し、日本短角種は濃赤褐色、和牛としては大型で、肉質は繊維が粗く、脂肪

交雑も黒毛和種に比べて劣る。 

日本短角種の 大の特徴は、粗飼料の利用性に富み、かつ北日本の気候・風土に適合して

いる。また、放牧適性が高く、急勾配の斜面でも飼養が可能であり、粗放な放牧でも野草を

採食する能力が優れている。夏期間は放牧し、冬期間はサイレージや乾草の給餌に手間がか

からないという利点がある。 
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放牧された日本短角種 

※いわて牛普及推進協議会ホームページより  
 

○○飼飼養養環環境境――エエリリーートト牧牧場場ににつついいててーー  

正式名称は「久慈市短角牛基幹牧場」。市の施設

として設立、JA 新いわてが指定管理者となり、現在

105.5ha の土地で 120 頭が飼養されている。 

農家から牛を預かり、夏山冬里方式によりこれを

肥育管理。厳密には５月のはじめから 10 月の終わり

にかけて放牧される。場内は自然交配・自然分娩で

行われ、種雄牛の育成も牧場の目的の 1つであり、

この牧場で生まれた雄牛のうち適正のあるものを岩

手県の畜産試験場で飼養し、山形町内の肉用牛繁殖

農家に戻すという取組も行われている。 
 

エリート牧場の様子 ※現地にて撮影 

○○山山形形村村短短角角牛牛のの生生産産流流通通のの変変化化にによよるる活活性性化化ににつついいてて  

昭和 55 年頃、短角牛の従来型の生産・流通を続けていては先行きが暗く、黒毛和牛と比較

すると短角牛の評価は低すぎで、短角牛の飼養から黒毛和牛の飼養へ切り替える畜産農家も

居た。農家の中にも「流通は経済連に任せておけばいい」という消極的な意見もあったが、

経済連以外への流通、販売を開始した。当時、後継者は減る一方であったが、安定的な流通

ができたことで経済的に支えられた。 

短角牛は赤身の肉は高齢者に好まれるヘルシーなものであったが、脂肪が黄色であり、肉

質も固いなどイメージが悪かったが、販売と交流を通しイメージが変化。平成 17 年 10 月よ

り、国産飼料だけの給餌での飼養を開始し、国産の飼料だけで育てるという特異な飼養につ

いても評価された。 

BSE や O-157 の発生により、消費者の食品の安全性に対する意識が高まったことがターニ

ングポイントの 1つとなり、短角牛の価値が高まる契機となったが、平成 23 年から原発の

風評被害で飼料が国産であることが逆風となっている。 

○○短短角角牛牛をを活活かかししたたメメニニュューー作作りりににつついいてて  

短角牛マン母ちゃんの会は、スジ肉やスネ肉の活用方法として、肉まんの生産を検討、道

場六三郎にも相談した。女性や子供でもヘルシーに食べられることを目的に野菜を追加し、

それでも 250 円を超えないように調整した。藤田観光(株)からの注文を受けたほか、久慈の

観光物産市や祭りで取り上げられ、肉まん製造を続けている。6名体制で 3年が経過してい

る。 

ただし、あまり価値を下げて、「短角牛＝B 級（ここでは、品格を下げるという意味で使用）」

というイメージにはしたくないが、逆に手頃に買えないのも問題がある。※本来の B 級は、

「手頃で安価な」という意味合いが強い。 

南
部
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唄
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○○課課題題とと対対策策  

 繁殖センターの整備 
JA 新いわて肥育部会が整備・運営。JA が事務局 

 地域内購買価格を設定 
（900 円/kg）し、評価購買の安定的な実施へ 

 オーナー制度（短角牛応援団）の導入 
1 頭あたり 6 名（一口）で、子牛の名づけや交流会への参加の権利 

 粗飼料多給飼養 
慣行飼養の飼料費 293,471 円に対し、253,387 円に低減（13%） 
飼料価格の高騰に耐えることができるほか、消費者の持つイメージが、黒毛和牛＝栄養をたくさん与

え霜降り(サシが多い)の牛であるのに対し、短角牛＝赤みが多い肉(サシが少ない)で健康に育った

牛として、ブランドイメージを明確化している。 
飼料のうちデントコーン・乾草・わらは地元産で休耕田活用につながっている他、デントコーンは転作

奨励作物とされている。 

 福島第二原発の放射能に関する風評被害 
放牧して育てていることがマイナスイメージとなっているため原発事故当初から、ゼオライトの給餌等

を試みているが、コストがかさむのは否めない。 

 消費拡大の必要性 
地元で食べられる場所が少ない。また、販路も新たに開拓する必要がある。 

 素牛の確保に向けた第 2 繁殖センターの整備 

ｳｳ..  都都市市農農村村交交流流のの取取組組  

○○都都市市農農村村交交流流開開始始のの背背景景  

山形村短角牛を美味しいと食べていることを山形村短角牛の生産者に証明するため、山形

村短角牛のバイヤーが消費者を連れて山形村を訪問したことを契機に都市農村交流を開始。

都市の人たちをもてなすにあたり、何を食べてもらうか等の対応を考えていた。反省会を聞

いたところ、漬物や手作りの料理など、あまり手のかからない地元のものが受け入れられて

いることがわかり、自分の地域の文化を見直すきっかけとなった。 

○○都都市市農農村村交交流流のの受受けけ入入れれ先先ににつついいてて――ババッッタタリリーー村村のの取取組組  

「バッタリー」とは、沢からのわずかな流水を利用して石臼を搗き、雑穀を製殻、製粉す

ることが出来る、大きな丸太をくり抜いた「獅子落とし」のような形の道具のこと。昭和 56
年、山形村短角牛の出荷先が固定化したことにより、昭和 58年、その消費者との都市農村交

流を開始する。 

「ほどもち」（クルミと黒砂糖を包んだ手のひらサイズの小麦団子囲炉裏の中心の灰の中に

埋めて加熱して食べる郷土料理）等の地域食でもてなした結果、地域文化を見直すきっかけ

となり、「与えられた自然を生かし、この地に住むことに誇りをもち、一人一芸何かを作り、

都会のあとを追い求めず、独自の生活文化の中から創造し、集落の共同と和の精神で生活用

を高めよう」というバッタリー憲章を掲げ、昭和 60年にバッタリー村を開村する。 

岩手大学や東京農業大学の学生をはじめとして、県内外から多くの人たちが来村（来村者

数不明）。ヤギやミニブタ、チャボ等の家畜を飼養し触れ合いの場を提供している。 

リピーターは多く、旧山形村内、そして久慈市内へと交流の輪を広げ、意見交換などを通

し、地域内に大きな刺激を与えている。中には料理研究家などもおり、山形村短角牛の調理

法などを提案。レシピ集も自費出版されている。 

久慈市が取り組む教育旅行もバッタリー村の活動が原型とされるほか、山形町内で取組ん

でいる農村民泊も、バッタリー村のグリーンツーリズムの精神が模範となっている。 
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バッタリー村の様子 

※久慈市ホームページより 

 
バッタリー村における都市農村交流の様子 

※岩手県ホームページより 

ｴｴ..  地地域域食食材材加加工工のの取取組組  

○○総総合合農農舎舎山山形形村村ににつついいてて  

平成 6 年 2月 1日設立。出資額 4,000 万円。旧

山形村 50%、旧陸中農業協同組合 37.5%、流通業

者 1社 12.5%の 3 者による第 3セクター。 

短角牛をはじめとして、地域で採れる安全な食

材を中心にして、冷凍食品等の 150 アイテムを生

産している。雇用は 32 名（職員 5名、パート従

業員 27 名）、全員地元から雇用している。 

山形村短角牛を月に 4頭（生体 800kg から枝肉

500kg）仕入れ、湯煎で食べられるハンバーグの

ほか、コロッケやグラタン等の冷凍食品、カレー

等のレトルト食品を製造している。 

 
総合農舎山形村 

※現地にて撮影 

現在、農舎では、繁殖牛を数頭使用しており、平成 24 年に 6次化の取組として農水省の

認定を受けている（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林

水産物の利用促進に関する法律に基づいた総合化事業計画）。現在の売上高は 2億円弱。 

ｵｵ..  そそのの他他――地地域域農農業業のの特特色色とと変変化化――  

○○ききののこことと林林業業ににつついいてて  

本しめじが採れなくなった。見つけられる人も減ったし、きのこそのものも減ったように

思われる。行者にんにくも減った。きのこが採れるようになるためには、山の手入れが重要

である。 

きのこが減った原因として、以前は広葉樹林地であった場所が造林地になったことが一因

として挙げられる。山の手入れをする人が減少し、芝刈が行われなくなったことも原因であ

る。 

林業は盛んだが、これから先は 50~60 年先を見据えた林業ではなく、100 年先を見据えた

付加価値の高い林業にシフトしていく必要がある。そうすることで、チップになるのではな

く、用材としての価値がある林業を経営することができる。 

○○ははせせががけけににつついいてて  

地域内の水田では、「はせがけ」（もみの天日乾燥）を多くみられるも、乾燥コンバインの

普及により、はさがけ乾燥をおこなう生産者は減少している。乾燥前のコメの水分率により

乾燥温度や時間を細かく調整できる乾燥機の登場や、子供を含む若い働き手の減少がその理

由として挙げられる。 
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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  

ｱｱ..  地地勢勢・・歴歴史史  

村面積の 96%を山林が占めている西米良村は、木材、木

炭生産などの林業の村として発展してきたが、燃料革命・高

度経済成長以降、林業の衰退とともに、急速に過疎・高齢化

が進展し、平成 6年に行われた長期人口予測で平成 22 年には

村人口が 748 人となるとの結果が出たことから、過疎化対策

に取り組む機運が高まることとなった。特に、小川地区での過

疎化・高齢化は深刻であり、平成 17 年当時、人口 100 人弱、

高齢化率で 71%に達しており、集落存亡の危機が高まってい

た。 

小川地区の集落としての歴史は古く、江戸時代中期から明治

維新に至るまでの約 200 年間、旧米良領主（菊池氏）が居住

したことで、西米良村の中心地となっていた。また、領主が居

住した城址（小川城址公園）、宝永元年に再建された約 500 年

の歴史を有する鎮守神社が残されている。 
 

ｲｲ..  西西米米良良村村のの人人口口  

○○西西米米良良村村のの世世帯帯数数・・人人口口等等のの推推移移  
 高齢化率は、平成 12 年度以降、4.9 ポイント高まり、平成 17 年度では 40.8%に達しているが、平成

22 年では 41.5%とその上昇率は緩やかとなっている。 
表 1 西米良村の世帯数・人口・高齢化率の推移  単位：世帯、人 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

世帯数 657 661 611 573 

人口 1,543 1,480 1,307 1,241 

うち 65 歳以上人口 493 532 533 515 

高齢化率（%） 32.0 35.9 40.8 41.5 

（国勢調査（平成 22 年 10 月 1 日現在）） 

○○小小川川地地区区のの年年齢齢構構成成・・高高齢齢化化率率  
 小川地区における 65 歳以上人口は、地区人口 95 人中、64 人となっており高齢化率では、67.4%、

村全体の高齢化率 41.6%と比較し、25.8 ポイント高いものとなっている。 

表 2 小川地区の年齢構成別人口    単位：人 
年齢構成別人口 0~14 歳 15~64 歳 65~74 歳 75 歳以上 

小川地区 2 29 24 40 

村全体 141 596 201 324 

（住民基本台帳人口：平成 24 年 3 月 1 日現在） 

※平成 24 年度西米良村勢要覧より 

bb))  西西米米良良村村のの食食文文化化  

ｱｱ..  米米良良山山地地のの伝伝統統的的なな農農業業形形態態  

山間地にある西米良村では、米の生産は丘陵を切り開いた「棚田」により行われるが、村民全体の

米を確保することが困難であり、これを補う雑穀生産として「コバ」と呼ばれる焼き畑による農業が営ま

れてきた。 

小川地区 

西米良村 

宮崎市 



 

130 

焼き畑により開かれた畑では、落ち葉や灰を養分とし、「ひえ」、「あわ」、「そば」、「きび」、「とうきび」、

「大豆」、「小豆」、「米良大根」などを生産し、山間の生活を支えた。また、この地域で栽培される「米

良大根」の切り干しは味がよく、近隣地域との米と交換されてきた。 

耕作から 3~5 年経過し、地力がなくなると、次の土地を探して焼き畑が行われるが、放置された畑

には野生の茶（米良茶）が生育し、「釜煎り茶」がつくられた。 

また、米良山地の農家では、食糧を生産するに適した土地を選び、本家とは離れた場所に「作小屋」

を建て、そこで水田、畑作等の農作業を行う。「作小屋」は馬屋や倉庫、納屋、脱穀等の設備があり、

田植え、稲刈り等の農繁期には泊まりこみで作業を行えるよう一定の居住機能を持つものとなってい

た。 

「作小屋」はこのほか、狩猟期の作業場として活用され、冬期の「こんにゃく」、「大豆」、「小豆」、「み

つまた」、「しいたけ」、「柿」、「梅」、「栗」等の加工が行われる場所でもあった。 

ｲｲ..  伝伝統統的的なな基基本本食食とと食食べべ方方  

同地域での食の基本は、米に雑穀（「とうきび」、「ひえ」、「麦」）を混ぜた三穀飯に、「あわ」、「小豆」、

「からいも」、「里芋」、「そば」などが加わる。おかずは、主に、「大根」、「たけのこ」、「豆腐」、「里芋」と

いったものに、「わらび」、「ぜんまい」等の山菜が食されてきた。 

ｳｳ..  西西米米良良村村のの主主なな食食・・料料理理・・特特産産品品等等  
 

 
「にぼし」 

 

 
「米良大根」 

 

 
「イセイモ」 

 

 
「柚子」 

 

 
「米良茶」 

※西米良村ホームページより 

ｴｴ..  西西米米良良村村のの農農業業  
 平成 7 年から平成 17 年まで農家数、経営耕地面積ともに減少。平成 17 年以降減少に歯止めがかか

り、農家数、経営耕地面積ともに増加に転じている。 

 

表 3 西米良村農家数、経営耕地面積の推移 

単位：戸、人、a 

区分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

農家数（農家人

口） 
191（631） 102（376） 87（283） 99（301） 

経営耕地面積 7,079 6,419 4,279 5,066 

※平成 22 年度（2010 年世界農林業センサス）より 
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cc))  取取組組のの経経緯緯  

ｱｱ..  西西米米良良村村ににおおけけるる地地域域づづくくりり  

○○長長期期総総合合計計画画（（第第 33 次次長長期期総総合合計計画画  後後期期計計画画~~第第 55 次次長長期期総総合合計計画画））のの策策定定  

平成 6 年、急速な人口減少を示す人口予測結果が示されたことから、西米良村では地域振

興が急務の課題となった。そこで村では、豊かな自然資源と、旧米良領主菊池氏の薫陶を活

かした村づくり（「平成の桃源郷」）に着手した。平成 7年「第 3次西米良村長期総合計画後

期計画」では、具体的な施策として「ワーキングホリデー制度」※1や「8 つの庄建設プロジ

ェクト」といった施策を戦略的に展開し、 終的には、村全体が活力のある「平成の桃源郷」

を目指すものとした。 

平成 12 年の「第 4 次長期総合計画（平成 13 年~平成 22 年）」では「西米良型ワーキング

ホリデー制度」を一つの柱としながら、「8 つの庄建設プロジェクト」を再構築し、「菊池氏

の薫陶・生涯現役元気村「カリコボーズの休暇村・米良の庄」」を基本コンセプトに村づくり

に取り組んできた。この方針は、「第 5 次長期総合計画（平成 23 年～平成 32 年）」※2 でも

引き継がれている。 

小川地区における「平成の桃源郷・小川作小屋村づくり」事業は、「第 4 次長期総合計画」

における「8 つの庄建設プロジェクト」のうち、「語り部の庄」の整備計画として位置づけら

れ、作小屋文化を活用した「集落の共同作業場」や「都市住民等の体験工房」機能をもった

「双方の交流の場」、「地域経営拠点」として整備することを基本コンセプトとして着手され

た。 
 

※1「西米良型ワーキングホリデー制度」による都市農村交流施策 
 西米良村では、都市と山村間での交流人口の促進をすすめ、村に活力を導入するための施策として

「西米良型ワーキングホリデー制度」を取り入れている。この制度は、その利用者が農繁期の農家に

滞在し、農作業を手伝い、いくらかの報酬を得るとともに、残りの日数を村に滞在して、村民との交流、

自然探索等が行えるもので、体験型グリーンツーリズムとは異なり、農作業の手伝いに対し、いくらか

の報酬が支払われる点に特徴がある。 

 同制度は、平成9年の試行期間から平成15年までに、年間40人~50人までの受入を行ってきたが、

受入農家（花き農家）の減少等を背景に平成 20 年から平成 22 年には年間 10 人を下回っている。 

  表 4 ワーキングホリデー利用者数の推移  単位：人、日 
区分 平成 9 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

ワーキングホリデー利用者数 29 46 31 7 

うちリピーター - 10 2 0 

延滞在日数 153 227 157 21 

※平成 24 年度西米良村勢要覧「総務企画課」資料より 
 

※2 西米良村の長期総合計画概要（第5 次西米良村長期総合計画（計画期間：平成 23～32 年度） 

 
第 5 次西米良村長期総合計画 ※平成 24 年度西米良村勢要覧より 
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ｲｲ..  小小川川作作小小屋屋村村準準備備委委員員会会のの立立ちち上上げげとと経経緯緯  

○○過過疎疎化化とと高高齢齢化化問問題題とと村村かかららのの地地域域づづくくりりのの提提案案  

小川地区は、過疎化、高齢化の問題を抱えており、平成 17 年度において高齢化率で 71%
に達していた。こうした現状を危惧し、西米良村から、小川地区へ「平成の桃源郷・小川作

小屋村づくり」（以下、作小屋村づくり）事業提案があった。 

村では作小屋村づくり事業について、集落の活性化に向けた処々の課題を踏まえ、小川集

落をモデルとした西米良特有の「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を目指す総合的な地域活性化施策として、平成 14 年度から平成 16 年

度にかけて、民間コンサルティングとの共同により段階的に準備・調査等を実施してきた。

小川地区がこうした提案を村から受けた背景には、平成 12 年度からこの地域で「カリコボー

ズの山菜まつり」というイベントを毎年住民自らの手で開催してきたという実績とこうした

イベントを通じて、醸成された小川地区住民のまとまりを評価したものがあった。 
 

ポイント：イベント運営を契機とした住民のまとまり 

○○地地区区イイベベンントト「「カカリリココボボーーズズのの山山菜菜ままつつりり」」のの開開催催  

平成 12 年より始まった「カリコボーズの山菜まつ

り」（以下、山菜まつり）は、毎年 5 月 3日に開催

され、平成 24 年に第 13 回をむかえた。このイベン

トは、小川地区で採れる山菜を地区住民が持ち寄り、

その場で調理実演し、来訪者にふるまわれる他、小

川地区に伝わる「小川米良神楽」が披露され、現在

では 1 日に 1,000 人から 1,500 人を集める小川地区

の一大イベントとなっている。 

役場の提案からはじまった山菜まつりは、当初、

役場の職員だけで、準備、運営が行われ、用意する

山菜に関しても採れたものだけを提供する形で行わ

れていたが、2年目、3 年目を迎えるうちに、徐々に

地区住民自らが、準備、運営を手掛けるようになり、

現在では、地区住民を主体としたイベントとして運

営されている。 

山菜まつりに提供される食材は、その開催時期に

あわせ、地区住民が協同で栽培、調達を行っており、

こうした定期的なイベント開催を通して培われた食

材調達の知恵と地区住民の協力体制が、おがわ作小

屋村の運営を支える基盤となっている。 

 
平成 24 年度「カリコボーズの山菜まつり」 

※西米良村ホームページより 

○○22 年年間間のの準準備備委委員員会会ににおおけけるる会会合合・・視視察察・・研研修修・・協協議議  

平成 18 年、村では小川地区住民に対し作小屋村づくり構想について住民説明を行い、それ

を受けて平成 19 年 3月、小川地区住民代表及び西米良村役場小川地区担当班を中心に事業

準備組織である「小川作小屋村設立準備委員会」（以下、準備委員会）を発足させた。 

準備委員会は、全体会の下に、分野別に検討を進める 3つの専門部会を設け、それぞれの

部会において、組織形態、イベント・体験プログラムの内容（総務企画専門部会）、施設で提

供する農産加工品、農家レストランの運営、農作物の生産体制（商品生産加工専門部会）、施

設・集落全体の景観づくりのための基本方針（景観・施設専門部会）等について検討を行う

こととなった。 

こうした準備委員会は、平成 19 年から平成 21 年 3 月まで、累計 96 回開催され、会合、

視察、研修、協議等を積み重ねてきた。 
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主な協議・研修・視察内容 
 平成 20 年度（計 40回）：景観づくりに関する研修、温泉施設の視察、豆腐づくりの研修、施設設計の

検討等 

 平成 21 年度（計 56 回）：体験・イベント等の検討、メニューの検討、景観ガイドラインの作成、施設整

備準備等 

 

ポイント：準備委員会の継続的開催を支えた体制 

○○西西米米良良村村ににおおけけるる地地区区担担当当班班  

西米良村では役場職員による地区住民の活

動をサポートする体制が整えられている。 

村では、人口が少ないという現状、また「一

般的な行政よりも地域における日ごろの生活

が重要である」という、村長の基本的な考え

方をうけ、役場の職員も地域の仕事をするこ

とが求められている。 

このことから、役場職員は所属する課に関

係なく、各地区 8名から 9名程度で編成され

る「地区担当班」に割り振られ、各地区に住

民サポートとして派遣されている。 

 

西米良村「地区担当班」 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この「地区担当班」は各集落の行事、催しもの、ワークショップ等へ参加しており、作小

屋村づくりにおいても準備委員会の立ち上げから、準備委員会における研修・視察、おがわ

作小屋村オープン後のスタッフとして関わっている。 

この体制は、地区住民にとっても、住民の要望が役場に届きやすいという利点があった。 

○○リリーーダダーーのの存存在在（（西西米米良良村村長長、、地地区区住住民民代代表表（（公公民民館館長長））））  

小川作小屋村づくり構想には、村長の施策・呼びかけが前提にあったが、その考えに小川

地区の住民が反応した。その牽引役を務めたのが地区の公民館長であった。普通の区では、

公民館長は 1期で 2 年とした場合でも長くて 3期（6年）程度を勤めるが、小川地区では高

齢化を背景に 13 年にわたり、現在まで（平成 24年度）現公民館長が勤めている。このリー

ダーの存在は大きく、作小屋村づくり事業の準備から立ち上げまで地区住民を牽引してきて

いる。 
 

○○準準備備委委員員会会ににおおけけるる視視察察・・研研修修内内容容  

準備委員会における主な視察・研修先は、一年目において「平成の桃源郷」というコンセ

プトにふさわしい景観づくりに参考となる取組先を選び視察を行っている。西米良村小川地

区は山間地に所在していることから、地域的に似通っている景観づくりで成功を納めている

事例として、近隣地域の専門的な宿泊施設（鹿児島県、熊本県等）、福島の桃源郷といわれる

花見山（福島県）の取組を視察し、景観づくりの研修等を行った。 

作小屋村の施設整備面において参考とした視察・研修先では、茅葺古民家を中心とした施

設整備を念頭においた県内の茅葺施設の調査をはじめ、都市間交流がある岩手県遠野市の茅

葺作業の研修を行っている。また、施設に使用する茅刈りもボランティア活動により確保す

る活動もあわせて行った。 

また商品開発の面では、「地元でとれる食材を料理（商品）として提供する」ことを基本と

し、当初から予定していた「小川豆腐」の復活に向けた豆腐づくりの研修のほか、地場産品

を料理として提供している各地の物産館、農家レストランへの視察・研修なども行っている。 

西米良村 
地区担当班 

各集落約 8~9 名 
（計約 70 名） 

越野尾地区 

横野地区 

村所地区 

竹原地区 

板谷地区 

小川地区 

・地区住民各種活動のサポート 

・イベント（山菜まつり等）サポート 

・施設準備活動サポート 

・施設運営（作小屋村等）サポート 
上米良地区 

八重地区 
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花見山整備 

※現地にて撮影 

 
古民家の茅葺施設 

※現地にて撮影 

 
地域食材を活用した商品開発 

※現地にて撮影 
 
ポイント：住民主体による基本コンセプトにあわせた視察・研修 

山間地という地理的条件で景観整備を行うことにより成功を納めている事例や地域の食材を料理・商

品として提供している事例を中心に、県内近隣から県外事例も含めて積極的に視察を行っている。役

場のサポートを受けつつ住民自ら景観・施設整備、提供メニューの検討を行うことにより、地域の中で

出来ること、出来ないことを確認しながら、着実に実行し、取組を持続させることにつなげた。 

dd))  取取組組のの概概要要  

ｱｱ..  作作小小屋屋村村のの基基本本方方針針  

雇用の場の確保と若者の定住化を 終目標とし、以下の基本方針を掲げている。 
 地域経営の拠点となるべく、地域の特性・資源を活用した商品等を開発・提供することとし、地域経済

の活性化とともに地域の新たな雇用の場の創出を図り、早期の自立自走の施設運営を目指す。 

 地域住民と協働し、身の丈にあった取組、イベント等を展開しながら、小川地区の魅力、資源を発信で

きる事業に取り組む。 

 地域住民参加型のイベント等の展開や、将来を見通した景観づくり、景観保全に取り組み、既存施設

の稼働率向上や交流人口の拡大を図る。 

ｲｲ..  小小川川作作小小屋屋村村運運営営協協議議会会  

○○運運営営組組織織のの形形態態  

平成 21 年 3月、作小屋村の運営組織として、「小川作小屋村運営協議会」を発足し、「お

がわ作小屋村」の指定管理者として 4 月から小川城址公園及び新施設の管理・運営を開始し

た。 

運営組織の形態については、当初、株式会社化も念頭においた検討がなされたが、来客見

込みの面で不安も多く、協議会形式での立ち上げとなった。協議会は現在 29 人で構成されて

おり、組織としては公民館の外部組織として位置づけられ、任意団体となっている。現在、

公民館長、他役員 4 名がついており、その構成は各団体員（婦人会、青年会等）、役場職員を

1 名つけている。役場職員は、おがわ作小屋の運営に伴う経営管理を専門的な面からサポー

トする役割を担っている。 

ｳｳ..  施施設設概概要要  

「おがわ作小屋村」は平成 21 年 10 月、小川城址公園（既存施設）に開館した。施設内で

は、古民家を用いた御食事処と宿泊、農村文化の体験施設等が一体となって運営されている。 

主な施設として「作小屋（本家）」、「作小屋（休憩所）」、「小川民俗資料館」、「民話館」、「民

話の宿」が併設されている。「作小屋（本家）」では、田舎料理である「おがわ四季御膳」を

はじめ近接する加工所（事務所兼加工所）で作られた特産品の販売を行っている。「作小屋（休

憩所）」は、多目的施設として整備されており、散策に訪れた来客者の休憩所、工芸品の加工

場、体験・交流施設として活用されている。また、「民話の宿」は 5 人用コテージが 12 棟用

意されており、隣接する「民話館」で宿泊者への食事提供、地域内イベントや研修に活用で

きる施設となっている。 
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また、「小川民俗資料館」は小川地区の民家に残された古くからの農業を伝える農機具や菊

池一族の民俗資料等が展示され、小川地区の歴史・文化を伝える施設となっている。 

○○「「作作小小屋屋（（本本家家））」」（（新新設設：：平平成成 2211 年年））  

地元で採れた食材を活用した小川の味を楽しむ御食事処（代表

料理：「おがわ四季御膳」）、特産品販売（山菜加工品、オリジ

ナルアイス等）を行う施設。  
「作小屋（本家）」 

○○「「作作小小屋屋（（休休憩憩所所））」」（（新新設設：：平平成成 2211 年年））  

工芸品の加工場や来場者の休憩場所、体験・交流などに活用さ

れる多目的施設。 
 

「作小屋（休憩所）」 

○○「「小小川川民民俗俗資資料料館館」」（（既既設設：：平平成成 22 年年））  

平成 2 年に整備された施設であり、小川地区に残る農機具等の

民俗資料のほか、菊池一族関係資料を所蔵・展示。 
 

「小川民俗資料館」 

○○「「民民話話のの宿宿」」（（既既設設：：平平成成 88～～1100 年年））  

平成 8 年から平成 10 年に整備。5 人用のコテージが 12 棟連な

る。  
「民話の宿」 

※現地にて撮影 
 

ｴｴ..  取取組組のの成成果果  

○○オオーーププンン後後のの反反響響  

平成 21 年 4月にプレオープンを迎えた「おがわ作小屋村」は、平成 21 年 10 月に全ての

施設の完成をまってグランドオープンを迎えた。オープン初日には、地元メディアによる紹

介もあり、多くの来客を記録することとなった。当該年の 10 月から 12 月までに来客数は 1
万人を超え、オープン初年度には結果として、約 2万人の来客数を記録した。そして、2年

目には 2 万 2 千人、3 年目、2万 3千人と訪問者数（レジ客数ベース）を伸ばしている。 

  表 5 「おがわ作小屋村」（旧小川城址公園）の来客者数の推移  単

位：人 
年度 平成 7 平成 9 平成 11 平成 13 平成 15 平成 17 平成 19 平成 21 平成 23 

来客数 2,279 4,411 7,331 7,530 6,084 5,685 5,089 19,046 23,000 

注 1）平成 19 年度までの来客数は、旧小川城址公園施設利用者数 

注 2）平成 23 年度の来客数は、小川作小屋村運営協議会への聞き取りによる。 

※平成 24 年度西米良村勢要覧、小川作小屋村運営協議会へのヒアリングにより作成 
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○○売売上上高高  

平成 23年度「おがわ作小屋村」は村からの施設管理委託費を除き、およそ 2,100万円の売

り上げを記録している。そのうち、既設の宿泊施設、民俗資料館の入館料収入をのぞけば、

御食事処での料理提供による売り上げが、収益の約 6 割弱を占めるものとなっている。 

その背景には、「作小屋（本家）」で提供されている四季の地域食材を活用した「おがわ四

季御膳」のヒットがあった。月ごとにメニューを替える「おがわ四季御膳」は、山菜など地

元産の食材をフルに活用し、厨房と農家との連携で、旬の素材を活かしたメニューを実現さ

せており、リピーターも定着し、御食事処の看板メニューとなっている。 

○○県県内内外外かかららのの観観光光客客  

訪れる観光客は、九州内からが多く、福岡、佐賀、長崎といった九州北部からも訪れてい

る。季節毎に代わる自然風景・景観、四季の山菜の味覚を求め、春と秋の行楽シーズンに訪

れるものが多い。 

○○UU タターーンン・・II タターーンン者者のの雇雇用用  

おがわ作小屋村の取組が地区内に U ターン者、I ターン者の雇用を生み出している。作小

屋村がオープンしてから実質 10 人の U ターン、1人の Iターンがあり、現在、U ターン者 1
名、Iターン者 1 名、計 2名の若年を雇用した。 
 

ｵｵ..  取取組組のの内内容容・・ポポイインントト  

○○「「おおががわわ四四季季御御膳膳」」のの開開発発  ～～メメニニュューーのの試試行行錯錯誤誤  

御食事処の看板メニューである「おがわ四季御膳」は、山菜など地域の食材を活用した 16
種の地元料理で構成される。御食事処で提供されるメニューは、準備委員会において検討さ

れ、小川豆腐の提供を基本とし、豆腐づくりから出る「おから」を有効活用した創作料理、

地元食材（山菜）を用いたメニュー開発にあたっていた。準備委員会では、当初、山菜定食

や山菜そばなど、いわゆる田舎料理を基本とした定食メニューの提供を予定していた。しか

し、オープン 2週間前に、観光コンサルタントより、東京都檜原村の宿を参考にした「16 種

の小皿料理」が提案される。 

既に御食事処のメニューは決定済みであったが、当時の事務局長がこの「16 種の小皿料理」

の採用を決断する。小皿の準備も間に合わず、オープン当初は 5 食限定でスタートした「お

がわ四季御膳」であったが、顧客からの反響は大きく、1 日に 100食以上を販売することも

ある看板メニューとなった。 

○○演演出出面面のの利利点点  

こうした経緯から生まれた「16 種の小皿料理」は、演出面においても華やかであり、盛り

付けの手間が省ける等の利点もあった。山菜等のおかずを小皿により少量ずつ出すことによ

り、食べている人が飽きないこと（食べ残しが少ない）、毎月 6～7 品のメニューが変わるた

め、リピーターが期待できること、地産地消を進めていくにあたって、確保が困難な地元食

材を有効に活用するための提供手法として大きな利点があった。 

また、来客者の 8 割が「16種の小皿料理」の写真をとり、ブログ等を通じた情報発信をし

ており、これらが集客につながっている。 

○○地地元元食食材材・・郷郷土土料料理理提提供供へへののここだだわわりり  

提供される料理は、豆腐・おから料理を除いて、すべて地元で食される郷土料理であり、

地元住民からは「郷土の料理を出して売れるだろうか」、「日常食べるような物を売っても良

いのだろうか」という不安の声があったが、「地元でとれる食材を料理（商品）として提供す

る」ことを基本とし、そのままの形で提供することを決断した。また「ご飯」は全て小川地

区で収穫された「天日干し」されたお米を使用しており、現在では小川地区で採れたお米の

約半分近くをおがわ作小屋村で取引している。 
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○○外外部部評評価価のの活活用用  

提供する料理は、宮崎市内の有名な郷土料理店のプロへのチェック依頼、県内の地域づく

りネットワーク協議会の席で試食してもらうなど外部の人の力を借り、料理の味と提供手法

に関する意見を活用している。 

 
「おがわ四季御膳」 

※現地にて撮影 

 
施設内で栽培する「イセイモ」、「米良大根」 

※現地にて撮影 

 
「天日干し」されたお米 

※現地にて撮影 
 

「おがわ四季御膳」お品書き例 
（平成 24 年 10 月） 

 おがわ豆腐とおからの活用 
 おがわ豆腐 

 白和え 

 おからサラダ等 

 

 山菜等の活用 
 ワラビの酢漬け 

 椎茸と芋茎の煮付け 

 椎茸南蛮等 

 

 伝統野菜・特産品の活用 
 筍とイセイモの煮しめ 

 ゆずみそ等 

 

ポイント：季節毎のメニュー開発と地区住民による食材確保のネットワーク 

「おがわ四季御膳」の季節毎のメニュー開発は厨房のチーフスタッフにより行われている

が、季節に応じて地域の生産者から採れたものの情報が集まり、その情報が有効に活用され

ている。また、運営から 4 年目を迎える現在では新しいメニューが出された際に、大体どれ

くらいの食材が必要かを生産者が把握しているという関係が構築されている。また、一方で、

おがわ作小屋村から地域の生産者に対し、季節メニューに使用する食材を多めに生産を依頼

するといった関係もあり、メニュー開発、食材確保の面で運営協議会と地域生産者の双方向

的な協力関係が形成されている。 

こうしたネットワークの形成には、平成 12 年よりはじまった地区イベントである「カリコ

ボーズの山菜まつり」の開催により培われた地区住民による山菜調達に関する協力体制があ

った。 
 

○○売売店店部部門門--地地元元食食材材をを活活かかししたたオオリリジジナナルルアアイイススのの開開発発・・販販売売  

姉妹都市との交流を通じて知り合った菊池市のアイス事業者の協力を得て、おがわ作小屋

村で植栽された木から採れる実を活用したアイス開発に取り組んでいる。地域の食材をアイ

スとして活用することを考えた背景には、アイスは、ほとんどの材料と相性が良く、生産量

を小ロットに限れば、地区内からの原料の確保の見通しが立つこと、また、景観整備として

植えているものから出来る果実を有効に活用できるとのメリットがあるとの考えがあった。 

これまで、地域の特産物である柚子や米良茶、山ぶどう、ほおずき、プラム等を活用し、

10 種類のアイス開発を行っている。また、西米良村の特産物と姉妹都市、友好都市として交

流のある菊池市、遠野市の特産物を活用したアイスなど、地域間交流を 大限に活かした商

品開発も行っている。 
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○○景景観観整整備備--花花見見山山、、史史跡跡のの立立てて札札整整備備をを通通じじたた「「おおももててななしし」」  

地域内では環境整備の一環として、地区住民の手により年 2回の掃除、草刈りなどを慣例

的に行ってきており、地区内の花の手入れなども定期的に行っている。地区内の菊池氏にゆ

かりのある史跡等は、立て札を建てるなど、案内板整備も住民自らの手により行っている。

これらの従来の活動に加えて、小川地区に通じる村内の街道には村から提供を受けた桜の苗

を住民自らの手で植樹し、その管理を行うなど景観整備活動は作小屋村施設のみではなく、

地区内全体を対象に行われている。 

また、平成 22 年度からは、小川地区のシンボルとして花見山整備構想をたて、実行にうつ

している。この計画では、施設前の小山に梅、桃、桜、もみじ等の植樹し、来訪者が四季折々

の景観を楽しめるような地域づくりを目指すものとなっている。平成 24 年 3月 11 日には第

3 回目となる花見山植樹祭が開催された。 

○○地地域域のの交交流流拠拠点点ととししててのの活活用用  

おがわ作小屋村は、地域の交流拠点としての機能も果たしている。地区住民の家族が帰省

時の食事会の場として、地域内で法事があった際には、法事の料理提供、村内のお祭り時の

料理提供、その他、地区内のイベント開催場所として活用され、村内の行事の際には施設を

提供するなど、観光施設でありながら、地域活動を結節する拠点としての役割を果たしてい

る。 

○○誘誘客客へへのの取取組組  

西米良村では、小川地区を含む村内各地区のイベント情報をとりまとめ、年 4回の PR キ

ャラバンを組み、熊本、鹿児島、宮崎といった近隣県、場合により福岡といった遠方の県に

おいても PR 活動を行っている。キャラバン隊には、おがわ作小屋村の取組を PR するため

に施設職員が同行し、各種メディアを通じて、小川地区のイベント、作小屋村の紹介を積極

的に行うなど、誘客に向けた取組を継続的に行っている。 
 

ee))  今今後後のの展展開開  

地区の 終目標である、雇用の場の確保、若者の定住化に向けた取組の一貫として、地区

内の古民家の活用も検討している。自立自走を取組姿勢の基本とし、役場に頼らず作小屋の

収益による空き家整備、ギャラリーとしての活用、住居として整備することを今後の一つの

目標としている。 
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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、東は富山県及び岐阜県に、

南は福井県に接し、北は能登半島となって日本海に突

出している。 

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、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る。 

bb))  食食文文化化  

ｱｱ..  能能登登とと加加賀賀（（金金沢沢--白白山山麓麓））  

南北にのびる石川県は、大きく二つの地域に区分される。県北部に位置する能登地方は、

三方を海に囲まれており、一方、県南部の加賀地方は、南東部に両白山地を抱え、日本海側

に向けて平野（加賀平野）が広がる地勢条件を有している。この二地域の風土の違いは社会・

歴史的条件も含めそれぞれの食文化を形成している。 

ｲｲ..  能能登登地地方方  

能登地方の食文化は、内陸部と沿岸部においてそれぞれ異なる。能登内陸部においては、

冬の積雪が多く、季節風は厳しい。半島西側では、麦、小豆が栽培されており、麦飯が日常

食で、秋には里芋飯や大根飯が食されてきた。山の畑で栽培される小麦はうどんや、そうめ

んに加工されている。一方、能登沿岸部では、海の幸を中心とした古い食文化の歴史があり、

食卓に上る近海魚、貝、海藻の種類は豊富である。丘陵地域から採れる山菜と、発酵食品の

いしり（魚醤）等が食卓を彩ってきた。内浦では定置網漁業により「ぶり」、「たら」などが

採れ、湾内では「かき」と「のり」の養殖等も行われている。 

ｳｳ..  加加賀賀地地方方（（金金沢沢--白白山山麓麓））  

○○金金沢沢市市内内  

石川県の中心地である金沢では、江戸時代から代表的城下町であり、「加賀百万石」の四季

おりおりの行事とともに豊かな食文化残されている。商人の町、職人の町、軍人の町として

発展してきた歴史的背景から、華やかさ、食材の種類の面で他地域とは異なる金沢独特の食

文化を形づくってきた。年間を通して、魚が絶えず入手可能であり、「ぶり大根」、「ごり料理」、

「かぶらずし」、「巻きぶり」、「いなだ」、「治部煮」などが金沢の郷土料理として残されてい

る。また浄土真宗が盛んであることから、信仰の町としても知られ、行事食として精進料理

も継承されている。 

○○白白山山麓麓--加加賀賀平平野野  

白山を背にした山岳地帯と加賀平野の中間に位置する丘陵地帯は白山麓と呼ばれ、焼畑農

業が盛んであった。山の幸が豊富で、さまざまな加工がされて保存食となる。浄土真宗の信

仰が厚い地域であり、日常食は雑穀が基本食であったが、11 月の報恩講の食事は、朱塗りの

高御膳で豪華なものとなった。「報恩講料理」は、現在では、正月、盆、祭りなどの「もてな

し料理」として継承されている。沿岸部の加賀平野は、米単作地帯であり、恵まれた水と整

理された水田により米を基本食とし、晴れの日には「もち」が食されてきた。代表的な郷土

料理として、「からしなの鼻はじき」、「おくもじ」、「にしんずし」等がある。 
  

金沢市 

石川県 
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ｴｴ..  主主なな食食材材・・料料理理（（金金沢沢））  

 ぶり大根 

 ごり料理 

 鯛の唐蒸し 

 巻きぶり 

 いなだ 

 おしずし 

 てんばおくもじ 

 にしんずし 

 からしなの鼻はじき 

 
「かぶらずし」 

※石川新情報書府 
ホームページより 

 
「治部煮」 

※石川新情報書府 
ホームページより 

ｵｵ..  器器とと石石川川のの食食（（漆漆塗塗、、九九谷谷焼焼等等））  

○○食食文文化化とと伝伝統統工工芸芸  

石川県の食に欠かせない食器は主として「焼きもの」と「木器」が使用され、特に主とし

て「焼きもの」は日常生活に、「木器」は仏事や慶事に使用されてきた。こうした食器は、家

庭用と客用、仏事と慶事など使用する対象によって区別されている。こうした食と器の歴史

をさかのぼると、一つは、輪島塗や山中漆器のように庶民の生活道具として、生活から自然

発生的に生じたものと、もう一つは、九谷焼のように、江戸時代に大名道具として加賀藩の

文化振興施策の中で発生したものに分けられる。 

特に藩制時代にとられた文治政策は、九谷焼、大樋焼、漆器等の伝統工芸品を生み出し、

現在でも受け継がれている。代表的な晴れの食器として、九谷焼や、輪島塗・金沢漆器があ

り、特に漆塗りの食器は、「朱塗り」を仏事に、「黒塗り」を慶事に使用されている。 
 

○○食食とと器器のの深深いいつつななががりり  

石川の代表的な郷土料理の一つである治部煮（じぶ

に）には専用の盛り付けるための器（治部椀）がつく

られていることに象徴されるように、石川県における

食文化は器とは切り離せない関係にある。 
 

治部煮と治部椀 

※金沢市ホームページより 
 

cc))  取取組組のの経経緯緯  

ｱｱ..  食食品品産産業業のの現現状状  

○○石石川川県県のの食食品品産産業業  

石川県の食品産業は、中小企業を中心とした企業に支えられており、その取り扱う食品の

多くは歴史ある加賀百万石の文化を背景とする味噌、醤油等の発酵食品産業、清酒、またお

茶の文化を背景とした菓子類等が多く扱われているなど、他地域には見られない特徴的な品

目を扱い企業が多い。 

県内の工業全体で見ても、機械産業に次ぐ製造品出荷額を有しており、農業・水産業とい

った一次産業、流通業、小売業をはじめとする食品機械産業、食品を包装する印刷業等の食

品に関連する産業といった地域の他産業との関わりも大きく、地域経済を支える基幹的な産

業として位置づけられることが出来る。 
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更に、食品産業は観光・海外誘客、器としての伝統工芸品、料亭といった外食産業といっ

たさまざまな分野へ経済的波及効果をもった産業でもあり、食品産業の振興は、石川県にお

いて重要な課題となってきた。 
 

○○平平成成 1111 年年かからら平平成成 1177 年年ままででのの食食品品製製造造業業者者事事業業者者数数、、製製造造業業付付加加価価値値額額のの推推移移  

 全国の推移に比較し、平成 16 年以降、事業者数は若干の増加、付加価値額も平成 15 年以降増加

の傾向 

 
石川県の食料品製造業事業者数の推移（左）食料品製造業付加価値額（右）の推移 

※石川県「石川食品産業戦略」より 

ｲｲ..  平平成成 2200 年年「「石石川川県県食食品品産産業業戦戦略略」」のの策策定定  

石川県は、平成 20 年 3月「石川県食品産業戦略-「食品王国いしかわ」の世界ブランド化

に向けて」を策定した。これは石川県として初めて、食品産業を産業サイドから考察し、本

県の食品産業における現状と課題、方向性、行政としての施策を盛り込んだ戦略を作成した

もので、石川県の食品業界団体との連携の下、行政と業界が食品産業を取り巻く環境、課題

と今後の方針を共有し、一体となって食品産業を盛りたてていくことが示された。 

○○石石川川県県のの食食品品産産業業のの強強みみととししててのの地地域域食食文文化化のの継継承承とと活活用用  

食品産業を取り巻く現状として、人口減少による日本国内のマーケットの縮小に対し、ア

ジア各国（BRICs4）での経済成長により市場が急速に拡大していくことが見込まれること、

食の安全・安心に対する国民意識の高まりや世界レベルでの原材料調達競争の激化等、市場

環境が変化しているとの認識を示している。また、国民の食生活の変化、嗜好の多様化して

いることも踏まえ、地域の伝統的な食文化が大きな岐路に立たされていることから、石川県

の食品産業の強みを活かしていく意味で、積極的に地域の食文化の継承し、地域の魅力向上

につなげ、食品産業の存立基盤を強化していくことの重要性を指摘した。 

また、加賀百万石の文化は、料亭の食文化を生み出し、それを支える器、調度品、九谷焼、

輪島塗、山中漆器、金沢漆器等の伝統工芸といった食品関連産業の集積をもたらしているこ

とから、互いのニーズを吸い上げながら独自の文化、技術を築きあげていくことができると

いう恵まれた環境にあることを示している。 
 

                                           
4 経済発展が著しいブラジル、ロシア、インド、中国の頭文字をあわせた四カ国の総称。現在この四カ国に南ア

フリカ共和国が加わり、「BRICS」となっている。 
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○○石石川川県県のの食食品品産産業業がが目目指指すす方方向向性性  

こうした市場環境の変化、地域の食文化、

食品関連産業の集積の強みを活かして、付加

価値・ブランド力を高めることが目指すべき

方向性として示されている。商品開発面では、

地場の素材を活用（希少性）による差別化、

機能性（健康、無添加、無香料）の追求し、

販路開拓面では、歴史と伝統に裏付けられた

食文化を外部に積極的に発信していくことに

よって、他県には類のない「石川の食」とい

うブランド価値を確立していくこと、またそ

れを首都圏等の大消費地や、欧米・中国等に

情報発信をしていくことを目指すものとし

た。 
 

 
石川県が目指す食品産業の姿 

※石川県「石川県食品産業戦略」より 

○○欧欧米米・・中中国国ににおおけけるる富富裕裕層層ををタターーゲゲッットトととししたた国国際際展展開開戦戦略略  

「石川の食」の世界展開に向けて、欧米・中国の富裕層に着目した背景には、経済成長が

目覚ましいBRICs諸国において、富裕層向けの高級品市場が急速に拡大していること、また、

特に中国においては、市民生活レベルの向上により食における健康・安全志向の高まりを受

け、日本食の持つ安全・安心のイメージを売り込める販路開拓機会が高まっていること、欧

米においては、和食ブームを背景に日本食に対する健康イメージの定着していることから、

より一層市場を拡大していく好機として捉えている。 
 

ｳｳ..  平平成成 2222 年年「「石石川川県県産産業業革革新新戦戦略略 22001100」」のの策策定定  

○○石石川川のの食食文文化化のの世世界界発発信信ととブブラランンドド化化  

「石川県産業革新戦略 2010」では、平成 20 年の「石川県食品産業戦略」以降、食の安全・

安心に関する消費者意識の更なる高まりを背景に地産地消などの県産食材の活用に向けた農

林水産業者、食品事業者双方の取組が進展したとの認識の下、引き続き、県内のみならず、

首都圏等の大消費地、さらに富裕層を中心とした海外市場への販路拡大が課題であるとし、

引き続き、「国内での販路拡大、海外への市場拡大」、「石川の「食」ブランド化を推進するた

めの情報発信の強化」、「地産地消、地場素材の活用の際の情報交換の場、人材の確保」、「消

費者ニーズの変化への対応」が求められているとしている。 

特に販路開拓については、市場のニーズを的確に捉えた「魅力ある商品」の投入、海外富

裕層の「本物の日本食」を求めるニーズに応えるため、輪島塗などの器としての伝統工芸品、

加賀野菜、能登の海産物等の食材、加賀料理の洗練された文化をトータルし、「石川の食文化」

として国内外に発信していくことで石川の食のブランド向上、販路拡大につなげていくこと

を目指すものとした。 
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dd))  取取組組のの概概要要  

ｱｱ..  業業界界団団体体ににおおけけるる国国際際展展開開にに向向けけたた取取組組  

○○（（社社））石石川川県県食食品品協協会会  

石川県内の食品産業（食品加工、流通、中食）に関連する企業を会員とする（社）石川県

食品協会（以下、協会）では、石川県の食品産業を振興するため、会員企業の要望をとりま

とめ、県、国の支援を受ける受け皿となり、食品産業振興のための各種事業を行っている。 

協会では、石川県の食の強みは、金沢の武家文化や、北前船を通じて関西、北陸、北海道

を結ぶ貿易を行ってきた歴史を通じて育まれた発酵食品等の食文化を全面に出していくこと

にあると捉え、この考えは協会活動の基本方針である「石川食品憲章」にも示しており、石

川の風土から生み出される食材、食文化と技術、安全健康な商品づくり等を掲げて活動を行

ってきている。平成 13 年には「食品王国いしかわ」の商標登録を行い、石川県の食ブランド

を高めるための取組を積極的に展開してきている。 
 

  
「石川食品憲章」 

※（社）石川県食品協会ホームページより 

「食品王国いしかわ」商標登録証 

※（社）石川県食品協会ホームページより 
 

協会の会員企業はかつて、300 社程登録されていたが、現在の会員企業は、中小企業を中

心に 263 社、うち上場企業は 1社のみであり、業界としては厳しい状況にある。そうした中、

平成 20 年の「石川県食品産業戦略」が制定され、国外への販路開拓の方針にのっとった形で、

中国、欧米市場における見本市、展示会の出展支援を積極的に展開し、海外における市場開

拓機会を設け、県内食品産業を支援する取組を行ってきた。 
 
○○国国外外へへのの販販路路開開拓拓のの支支援援  

協会では、単独事業の一つとして、市場開拓推進事業に取り組んでおり、国内外で開催さ

れる見本市や展示会への会員企業の参加を集約し、市場開拓を支援、また企業の市場開拓に

関する相談に対応する等の活動を行っている。 
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国外への販路展開を行っている会員企業の一つには、国際的な展示会での国産有機米、大

豆を使用した「味噌」の出展を契機として海外進出を果たした企業もある。現在では、フラ

ンス、アメリカ、中国と積極的な取引を行っており、こうした取組の成果の一つとして評価

できる。同様の国外販路に向けた取組として日本貿易振興機構（JETRO）による中国上海に

おける食品展示会において、石川県の食品（水産物、日本酒、醤油等）を展示する機会を設

け、販路開拓に向けた取組を継続的に行ってきている。こうした販路開拓機会の拡大は、県

と JETRO、石川県の海外事務所等との連携により積極的に取り組んでいる。 

また、対外的な販路開拓に向けては、石川の風土、歴史、伝統に育まれた食文化をトータ

ルした情報発信を行ってきている。例えば、中国向けのパンフレットでは、単に食品を紹介

するのではなく、石川県の風土、伝統工芸等を前面に出した形で広く PR し、石川の食品の

魅力を引き立てることを意識したものとなっている。 
 

中国向け「石川の食」の紹介 

    
※（社）石川県食品協会提供資料より 

 
○○国国外外展展開開にに向向けけたた会会員員企企業業のの抱抱ええるる課課題題  

中小企業を中心とする石川県の食品産業では、海外での食品規制をクリアするための資本、

人的資源が足りず、海外販路開拓面で少なからずハードルとなっている。例えば、対米販路

展開においては、輸出食品にかかるアメリカ食品医薬品局 FDA(Food and Drug 
Administration)によるハサップ（HACCP）5の義務や、ISO22000（食品安全マネジメントシ

ステム）をクリアしている必要がある。こうしたことから、国際見本市・展示会に出展し、

実際に販路拡大につなげていける企業は限られているのが現状としてある。 

○○国国外外展展開開にに向向けけたた展展望望  

協会では、安全で安心、添加物を用いない食品を提供することを基本方針としているよう

に、日本食を海外に展開する上で特に守るべきものとの考えを持っている。このことから会

員企業では、添加物を用いないようゼラチンの代わりに寒天に用いる等の工夫を行っている。

一方で、食品はやはり生モノであるため、販路を広げていくためには、生産の効率化と流通、

添加物の問題をどうクリアするかは大きな課題となっている。 

アメリカにおいては、日本の伝統食は安全・安心な食品として、「オーガニック」の自然志

向の思想と融和した形で受け入れられており、そうした食品を扱う現地スーパーでは日本の

食品が並んでいることが多い。日本食（石川の食文化）を海外展開していくためには、こう

した安全・安心のイメージを前面に出していくことが有効であると考えている。 
  

                                           
5 食品を製造する際の危害要因分析を行い、それを高率よく管理し、安全を確保する管理手法。アメリカへ輸

出する食品に関しては、HACCP をクリアし、厚生労働省の認定を受ける必要がある。 
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ｲｲ..  石石川川県県商商工工労労働働部部産産業業政政策策課課ににおおけけるる国国際際展展開開にに向向けけたた取取組組  
 
○○石石川川県県海海外外事事務務所所ににおおけけるる石石川川県県のの PPRR 活活動動  

石川県では、現在、海外事務所として、ニューヨークおよび上海に事務所を設置している。

当初、平成 13 年にサンフランシスコに開設された米国の事務所は、シリコンバレーの IT 産

業集積の取組を背景に、そこでの県内企業の展開を見据えた石川県のサポートデスクを構え

ていたが、平成 16 年、石川県の PR を世界の中心で発信していくということで、ニューヨー

クに事務所を移転する形で開設した。 

石川県ニューヨーク事務所では、現地での事業展開を考える企業に対し、県庁との連携の

もとにイベント開催や、進出企業からの相談への対応、海外展開を検討している県内企業へ

現地状況について情報提供を行う等の取組を行ってきている。 

その中において、石川県が特に力を入れている事業の一つとして、ニューヨークという世

界の中心地に現地事務所を設置している利点を活かした石川県の食文化を世界に発信してい

く事業を行ってきている。これは、石川の食、伝統工芸、おもてなしの心といった観光面に

おいて、石川県の有する優位性を広く外部に発信していくといった、インバウンド、アウト

バウンド両方を念頭においた施策展開となっている。 
 
○○海海外外富富裕裕層層ををタターーゲゲッットトととししたた PPRR  

特に、誘客（観光面）においては、一般的な観光に関しては石川県の観光交流局が担当し

ており、産業政策課国際展開グループでは、特に海外の富裕層にターゲットを絞り、施策を

打ち出しているという点で大きな特徴がある。 

海外事務所で具体に取り組んだ食文化発信事業として、平成 20 年には外務省の協力の下、

ニューヨーク総領事公邸で「加賀料理提案会」を開催し、平成 22 年には知事のトップセール

スの下、石川の伝統工芸展覧会「いしかわのかたち：ISHIKAWA Style」の開催など、他県に

はみられない海外向けの活動を展開している。 

これらの提案会、展覧会においては、ニューヨークの食分野において影響力を持つトップ

オピニオンリーダーに対し、食・酒・伝統工芸の総合力としての石川の食文化を提案する形

をとり、「本物」志向の富裕層に対し、石川の食品や日本酒、伝統工芸品の米国での販路開拓

や米国富裕層の誘客につなげていくことを目的とした取組を行っている。 
 
○○ニニュューーヨヨーーククににおおけけるる伝伝統統工工芸芸展展覧覧会会のの開開催催  

平成 22年 10 月に石川県と在ニューヨーク

日本国総領事館との共催で、石川の伝統工芸

展覧会「いしかわのかたち：ISHIKAWA Style」
が開かれた。「食」をテーマに石川県を代表

する輪島塗、九谷焼、加賀友禅等を用いたテ

ーブルコーディネートの展示が提案された。

石川県産の食品や酒、伝統工芸品を総合的に

提案する試みの一つであり、石川の食文化の

ブランド力を高め、米国での販路開拓につな

げること、米国の富裕層の誘客を推進するこ

とを目的としている。 

 
「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 

 
○○食食品品、、伝伝統統工工芸芸品品のの販販路路開開拓拓にに向向けけたた取取組組  

ニューヨークに所在する日系商社との連携により、石川県産品（食品、日本酒、魚醤、伝

統工芸品等）を売り出しており、県内企業と海外企業のマッチングを支援している。九谷焼

を用いたワイングラス、山中漆器を用いたお弁当箱を売り出している。伝統工芸品は非常に

高価であることから、販売機会が限られているという点で課題もある。 
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一方、食品に関しては、生鮮食品の取扱いは困難だが、日本酒、魚醤（いしり）、加工食品

等を中心に PR を行っている。今後品目を拡大していくことが目標となっている。 

工芸技術の現代的活用による商品開発と販路開拓 
 石川県の伝統工芸技術を活かし、現代的な生活スタイルにあ

わせた新商品を開発する動きもある。伝統工芸作品の販路開

拓に向けたこうした動きは、国内市場を含め、販売機会が減少

していく現状の中で、海外市場のニーズに対応した商品開発

の必要を生み出している。一方、こうした市場の評価は、若い

伝統工芸作家にも変化を与えつつある。 

 ターゲットとなる市場（米国、中国）のニーズを石川の工芸で具

体化の視点で商品開発を行う動きは石川の伝統工芸のあり方

の新しい可能性を示している。 

 
九谷焼を用いたワイングラス 

※金沢市ホームページより 

ｳｳ..  石石川川県県ににおおけけるる世世界界的的なな食食イイベベンントトのの開開催催  

こうした国際展開の取組の一つとして位置づけられる事業として、インバウンドを狙った

平成 23 年度における世界的な食イベントである「Cook It Raw」の開催がある。 

「Cook It Raw」とは平成 21 年のコペンハーゲンでの気候変動枠組条約（COP15）の際に、

当地の著名なシェフが代表となり、食の立場から温暖化防止、環境保全に対してアクション

を起こすべきいう考えの下、結成された思いを同じくする料理人グループの取組である。 

○○石石川川県県ににおおけけるる開開催催のの経経緯緯  

これまで、「Cook it Raw」はヨーロッパで 3回開催されており、4回目は、違う文化圏で

開催することが検討され、メンバーの一人である日本人シェフがホスト役となり、第 4回目

の「Cook it Raw」を日本で開催することとなった。 

日本における開催地の選定は、ホストに一任され、場所の選定にあたって、「Cook it Raw」
の基本コンセプト・精神に基づき、山と海があり、また海にも、内海と外海がある地域が候

補地となった。そこに加えて、食材を盛り付けるための器をはじめとした数多くの伝統工芸

文化が藩政期より脈々と受け継がれてきた土地柄、温泉旅館に代表される「おもてなし」の

文化といった魅力に着目し、石川県が推薦されることとなった。 

○○「「CCooookk  iitt  RRaaww」」開開催催のの意意義義  

「Cook it Raw」の事務局が初めて石川県に訪れたのは平成 23 年 3月であった。その後、

震災が起こりその影響が危惧される中、「Cook it Raw」の立場として、震災後の日本で、世

界のトップシェフが里山に自ら入り、食材を調達し、地産地消で料理を行う様子が世界のメ

ディアに取り上げられることが、日本食の安全を PR することに貢献出来るとの考えから、

日本開催を決定した。この「Cook it Raw」の日本開催は、石川県の食文化の PR だけでなく、

日本の食文化の安全・安心を発信する意味で重要な意義が付加されていた。 

○○地地元元工工芸芸作作家家・・生生産産者者ととのの交交流流  

石川県のイベントでは、15 の蔵元の日本酒、15 の工芸作家を各料理人とマッチングを行

い開催された。料理に使う器に関しては、料理人と工芸作家とのコミュニケーションを通じ

て作られた作品を用いている。15 銘柄の日本酒は、既存の銘柄（吟醸酒、純米酒）をシェフ

達がテイスティングして選ぶ形をとり、 終日の晩餐会のメニューを考える大きな要素とな

った。 

また、食材の調達には、シェフ自らが実際に漁港や里山に出向き、漁港では漁師による活

け締めを見学、里山では、山の保存会の代表が山菜採りのナビゲートを行った。そこで地域

生産者との交流が生まれている。 
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○○イイベベンントト開開催催とと各各種種メメデディィアアにによよるる情情報報発発信信とと反反響響  

開催の様子は、アメリカ、イタリア、スイス等のメディアに取り上げられ、情報発信され

た。またイベントに使用された器に関しては金沢市主催での展示会や、東京での展示会・見

本市を行い、開催の周知が行われた。その後、シンポジウムを開催し、取組の紹介を行って

いる。 

「Cook it Raw」に日本酒を提供した酒造メーカーには、使用された銘柄について問合せも

あり、イベントに参加した日本人シェフと地域生産者との交流を通じて、東京のレストラン

と能登の山菜、水産物の取引がはじまるといった地域生産者に貢献する動きも見られる。ま

たこうしたイベントを通じて、外部からの評価を得られる機会は、石川の里山、里海の大切

さを地元生産者が再認識するきっかけを与えた。 
 

 
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 

 
石川県で開催された Cook It Raw 

終日・晩餐会の様子 

※石川県提供資料より 

ｴｴ..  民民間間団団体体をを中中心心ととししたた富富裕裕層層誘誘客客にに向向けけたた体体制制づづくくりり  

海外において石川の食の魅力が評価されることにより、今後、インバウンドが増加するこ

とを見込み、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、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

の開催など、外国人富裕客の受け入れ態勢の整備を行っている。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

た会議を開催し、業界ぐるみの体制づくりに向けて取り組みはじめている。 
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33  海海外外取取組組事事例例のの文文献献調調査査結結果果報報告告書書  
 

①①  フフラランンスス  ((味味覚覚のの一一週週間間))  

aa))  目目的的  

フランスにおける「味覚の一週間（La Semaine du Goût）」は、以下の 5つを目的として、

1990 年より開催されている国民的イベントである。 

ｱｱ..  消消費費者者特特にに若若者者へへのの食食のの教教育育とと実実習習  

食品関係の仕事に従事している料理人や専門家が、「味覚の授業」を通じて、消費者特に若

者に対して味の教育をすること。また、「味覚のテーブル」を実施するためのレストランを選

抜し、子供向けの特別メニューの提供を通じて、食の指導を行うこと 

ｲｲ..  消消費費者者へへのの味味やや風風味味のの提提供供  

できる限り多くの消費者に、いろいろな形態で、味や風味を提供すること。評判の高いレ

ストランが割引価格で食事を提供し、病院や学校の食堂においても、味や風味の意識を高め

るように努めること 

ｳｳ..  質質のの高高いい食食品品のの生生産産  

食材の選択から調理、一皿の料理が出来上がるまでの各段階において、質の高いものとな

るよう働きかけること 

ｴｴ..  食食品品のの起起源源、、品品質質ななどどのの情情報報のの提提供供  

一般消費者に対して、食品そのものや、食品の生産方法、食品の起源に関して、明白で教

育効果のある情報を提供すること。これには市場（marche：マルシェ）での料理人による出

張指導や、消費者による生産地の訪問なども含まれる。 

ｵｵ..  ババラランンススののととれれたた食食事事のの促促進進  

バランスのとれた食事となるように、食に関する活動への参加を奨励すること。さまざま

な食品の摂取が食べる楽しさと健康につながるものであることを理解するとともに、食事の

バランスを保つためのノウハウを共有する。 

bb))  実実施施主主体体  

ｱｱ..  国国家家教教育育省省（（MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee））  

1991 年より、味覚の教育を推進する立場から協賛者として参画。 

ｲｲ..  農農業業・・食食料料・・漁漁業業・・農農村村省省  ((MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll’’AAggrrooaalliimmeennttaaiirree  eett  ddee  llaa  FFoorrêêtt))  

2003 年より同イベントの趣旨に賛同し「味覚の一週間」へ協賛者として参画。食品の多様

性と品質、それを支える地域の農業生産について、同イベントを通じて国民に情報提供する

ことを目的とする。 

ｳｳ..  砂砂糖糖協協会会（（LLaa  CCoolllleeccttiivviittéé  dduu  SSuuccrree））  

1990 年の同イベントの開催初年度より、協賛、イベントの立ち上げに大きく貢献。 

ｴｴ..  食食肉肉情情報報セセンンタターー（（CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  VViiaannddeess））  

2002 年より、同イベントを協賛。 

ｵｵ..  そそのの他他、、協協賛賛企企業業・・自自治治体体  

毎年、広く食に関わる企業が同イベントに協賛している。以下、参考として 2012 年にお

ける「味覚の一週間」の協賛者を挙げる。 
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 オードセーヌ地方議会（Conseil Général des Hauts-de-Seine） 
 オードセーヌ県内の約 200 の大学において、食に携わる料理人、生産者を招き、若者に味覚に触れ

る機会を設けるための支援を行っている。 

 フランス料理店主協会（L'Association Francaise des Maitres Restaurateurs） 

 全国家畜食肉業者連盟（INTERBEV） 
 2012 年には、食肉産業に携わる職人が、学校に赴き味覚の授業を行う教育活動の支援を行った。 

 カルフール・マーケット（Carrefour market） 
 大手スーパーマーケットチェーンであり、2004 年より 9 年連続で同イベントへ協賛する。フランスの地

域の農業の推進、消費者へ高品質な製品を提供することを目的とする。 

 ブルサン（Boursin） 
 チーズブランド 

 ラベリ社（Labeyrie） 
 伝統的なフォアグラ生産を行う企業であり、カルフール・マーケットともに、イベントに参画した。 

 リービッヒ（Liebig） 

 ネスレ・マギー（Nestlé / Maggi） 
 ネスレグループの調味料ブランド 

 ネスレ・ウォーターズ（Nestlé Waters） 
 ネスレグループのミネラルウォーターブランド 

 プーラン（Poulain） 
 チョコレートブランド 

 ma spatule.com 
 キッチン用品、食品関連のネット通信販売会社 

 ネスプレッソ（Nespresso） 
 コーヒーメーカー。食後に知覚体験を与える機会の提供との考えから同イベントへ参画。 

 resa-france.com 
 国内旅行予約サイト。2012 年の取組では、味覚の一週間で特別メニューを提供する宿を紹介した。 

cc))  取取組組のの内内容容・・経経緯緯等等  

ｱｱ..  取取組組のの内内容容  

○○「「味味覚覚のの授授業業」」（（LLeeccoonn  ddee  GGoouutt））（（11999900 年年～～））  

この取り組みは、食に情熱を持つ職人（料理人、肉屋、チーズ製造者、パン屋、農家など）

が、子供たちに、甘味、酸味、苦味、塩味などの味覚や食品の味を覚え込ませるものである。

また、職人たちが、子供たちに食べ物のおいしさを伝え、料理の仕方など、知識や料理の工

夫についてのアイデアなどへの関心を高める機会を与えるものでもある。 

職人たちは、実際に小学校に出向き授業を行う。授業を行うに当たり、このレッスンの指

導者となる職人には、指導用の教材、（子供用の）コック帽、グルメの免状（修了証）、料理

する上でのさまざまなアイデアなど授業を行うための道具が提供される。 

また、ウェブサイトでも指導のための方法やヒントを提供している。 

○○「「味味覚覚ののテテーーブブルル」」（（GGoouutt  aa  llaa  CCaarrttee））  

料理専門家などの推薦によって選ばれたレストランが、学生や子供たちに普段飲食するこ

とができないような料理を割引価格で提供し、味の再発見をしてもらうものである。このレ

ストランの中には、フランスの有名ガイドブックで 高評価を受けているところが多数含ま

れている。 
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この取り組みに参加するレストランの数も、2002 年に 357 軒、2003 年は 394軒、2004
年は 400軒以上と年々増加している。 

○○「「味味覚覚ののアアトトリリエエ」」（（AAtteelliieerrss  dduu  GGooûûtt））  

フランス全土で行われる食のイベント活動で、商業イベント、味覚のラリー、シンポジウ

ムなど、600以上のイベントがあり、市役所、市民団体、商工会議所、学校、全国食品産業

協会（ANIA）加盟企業などが中心となって企画する。 

○○「「味味覚覚のの才才人人」」（（22000055 年年~~））  

2005 年のパリにて第一回が開催され、フランスの伝統と文化に貢献する 8名を「味覚の才

人」として賞を授与「農業生産者」、「畜産農家」、「職人（料理人、菓子職人、パン職人、チ

ーズ生産者など）」、「『味覚の一週間』参加シェフ」、「教育者」、「農業・畜産技術指導者」の

6 つのカテゴリーからそれぞれ選出される。 

ｲｲ..  取取組組のの背背景景  

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、加工調味食品の開発、食

品小売業の大規模化が一段と進展し、消費者の食選択や、購買行動は大きく変容した。多彩

な調理食品と外食チェーンの展開は、「味覚の均質化」は伝統的な味覚の衰退をもたらすとの

認識が広がった。 

伝統的な味覚の衰退への危機に対し、学術的・教育的な側面から子供たちへの味覚教育の

必要性を提唱した人物として醸造学者のジャック・ピュイゼ氏がいた。ピュイゼ氏は「味覚

の均質化」がもたらす食環境の変化は、子供たちの味覚形成に大きく影響を与えると考え、

1974 年、小学生を対象とした「味覚を目覚めさせる授業（ピュイゼ・メソッド）」を開発し、

80 年代を通じてフランス国内の小学校での味覚教育カリキュラムの普及に向け動き出した。 

また味覚への危機に対し、食に携わる料理人、ジャーナリスト、文化人、政府組織も独自

の動きを展開した。1989年に料理人・調理機能組合を主体として、食に関する研究者・ジャ

ーナリストなど文化人、教育者、文化・コミュニケーション省（Ministère de la Culture et de 
la Communication）、国民教育省（Ministere de la Fonction Publique et de la Reforme de l'Etat）、
観光省（Direction générale du tourisme）が参画して、官民一体のフランス国立食文化評議会

（Le Conseil National Des Arts Culinaires：CNAC）が設立された。 

CNAC は味覚（gout）、料理法（gastronomie）、美食（gourmanndise）を基調に四つの事

業を展開した6。具体的には①EU 支援による「料理・味覚のヨーロッパ計画」の策定・推進

と料理資産の選定・認証、②フランスの伝統的地方料理を「継承料理資産」として登録し、

文部大臣指定 100 選に選定、観光計画化、③成長期の子どもの味覚基礎教育のための「味覚・

調理啓発計画」の策定と全国推進活動、④10月第 3 週を「味覚の週間7」（以下、「味覚の一

週間」）とし、子どもを対象に味覚・調理教室の実施、料理コンクール（地域・全国）、味覚・

食事の討論集会の開催等を行ってきた。 

ｳｳ..  実実績績  

「味覚の一週間」の開催は、料理評論家であるジャン・リュック・プティルトゥノー

（Jean-Luc Petitrenaud）氏とフランス砂糖協同組合により提唱され、1990 年 10月に「味覚

の一日（La Journee du Gout）」として開催された。この年のメインのイベントはシェフ 300
人による小学四~五年生（CM1~CM2）を対象に「味覚の授業」が行われた。 

翌年 1991年には、国家教育省の協賛を得て、パリ、クレテイユ、ヴェルサイユの 3つの

アカデミーにて「味覚の一週間」の取組（「味覚の授業」）が行われた。 

                                           
6 大村省吾（2005） 
7 1990 年の第一回目にあたる「味覚の一週間」は、10 月 15 日に「味覚の一日」として開催された。 
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1992 年の開催からは、「味覚の一日」から現在の「味覚の一週間」と名称が変更され、こ

の年には、1,200 人の料理人が、3万人の生徒を対象に「味覚の授業」を行った。また、500
店以上のレストランが学生のために「味覚のテーブル」を提供した。この時、フランスでの

味覚週間の知名度 59％となっていた。 

1993 年、23の都市で「味覚の一週間」が開催、4 万 5千人の生徒がこのイベントに参加

した。 

1997 年の開催では、3千人の料理人、9万人の子供たちが「味覚週間」に参加した。また、

この年に味覚週間のウェブサイトが作成。 

2002 年には、5千カ所以上で味覚の授業が行われた。この年から、フランス砂糖協同組合

に加え、食肉情報センター（CIV： Centre d’Information des Viandes）、農業コンクール

（Concours General Agricole）、農業食品産業全国協会（ANIA：Association Nationale des 
Industries Agro-alimentaires）、料理番組などが協賛となった。 

2003 年には農業漁業省が正式に協賛に加わった。 

2005 年には、計 6,200件の「味覚の授業」、700件の「味覚のアトリエ」、500件の「味覚

のテーブル」が開催され、この年にフランスの食に携わり、貢献した人物を表彰する「味覚

の才人」の第一回大会が開催された。 

2006 年には、6,000 件の「味覚の授業」が行われ、フランス国内のほぼすべての学校で「味

覚の授業」が開催されている。 

2010 年、シェフのボランティア 2,000 人による「味覚の授業」が 5 千件、400 の自治体、

25 の企業参加による「味覚のアトリエ」が 1,200 件、全国のレストランによる「味覚のテー

ブル」が 500 件開催され、日本版「味覚の一週間」の事務局が設立し、国際イベントとして

の地位を強化する年となった。 

2011 年、「味覚の一週間」の国内認知度が 90%へ。マレーシアにおいて「味覚の一週間」

が開催、スイス、ベルギー、日本、ルーマニア、ラオス、オーストラリアを含む全世界 20
か国以上に広がる取組となった。 
 

年 歴史・開催実績 

1974 1974 年、ジャック・ピュイゼ氏による「味覚を目覚めさせる授業」の開発 

1989 フランス国立食文化評議会（CNAC）の開設 

1990 
ジャン・リュック・プティルノー氏、砂糖協会の呼びかけにより「味覚の一日」が開催。 

シェフ 300 人の協力により、小学生を対象に「味覚の授業」が行われる。 

1992 
「味覚の一日」から「味覚の一週間」と名称変更。10 月第 3 週を開催期間と決定。 

「味覚の授業」：シェフ 1,200 人の協力により約 3 万人の小学生を対象に行われる。 

「味覚のテーブル」：全国 500 のレストランにおいて開催。 

1997 
全国 23 の都市において、「味覚の一週間」が開催される。 

「味覚の授業」：4 万 5 千人の学生が参加した。 

2002 
「味覚の授業」：5,000 件以上の開催 

協賛者として、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、料理専門

番組等が加わる。 

2003 農業漁業省が協賛に加わる。 

2005 

「味覚の授業」：6,200 件 

「味覚のアトリエ」：700 件 

「味覚のテーブル」：500 件 

第一回目の「味覚の才人」が開催。 
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年 歴史・開催実績 

2006 「味覚の授業」：約 6,000 件以上。フランス国内のほぼすべての小学校で開催。 

2010 

「味覚の授業」：5,000 件：シェフ 2,000 人の参加 

「味覚のアトリエ」：1,200 件：400 の自治体、25 の企業が参加 

「味覚のテーブル」：500 件 

日本版「味覚の一週間」の事務局が設立 

2011 「味覚の一週間」のフランス国民への認知度が 90%へ 

dd))  食食文文化化のの伝伝承承とと「「味味覚覚のの一一週週間間」」のの取取組組ににつついいてて  

 国民一人ひとりが自国の食文化の固有性を認識し、自ら発信するための基礎力を身につけるた

め、「味覚」に着目した取組を実施。 

 食に関わる多様な関係者（料理人、生産者等）が講師となり、食べ物のルーツや生産現場の思い

などを伝えることにより、「食」のプロセス全体の可視化にも貢献。 

 味覚や食文化について考える機会を 20 年以上にわたり国民に提供することにより、「味覚の授

業」の受講者が「味覚」を伝える人材へと成長。 

 フランス発の「味覚」をキーワードとした食育活動を世界 20 ヶ国で展開することにより、フランスの

食文化の価値向上に貢献。 

ee))  日日本本ににおおけけるる「「味味覚覚教教育育」」のの取取組組  

日本では、平成 23年より 10月の第 4週目を開催期間とする日本版「味覚の一週間」を開

催している。事務局は、PR 会社が事務局となり、フランス本国の事務局と連携しながら、イ

ベントを運営している。 

ｱｱ..  「「味味覚覚のの授授業業」」  

日本国内のフランス料理人、和食料理人等の団体、スポンサー企業に関わりのある管理栄

養士、学校関係者への呼びかけにより、初年度（平成 23年）から 47人の料理人のボランテ

ィア参加（研修会ベースで 100人）を達成し 28校、58 クラス、1800 人以上の学生へ「味覚

の授業」を開催した。 

平成 24年には、165 人の料理人・パティシエ・料理研究家のボランティア参加の下、全国

21 都道府県、72校（172クラス）、5,000人以上の学生を対象に同イベントを行っている。 

ｲｲ..  「「味味覚覚ののアアトトリリエエ」」  

スポンサー企業により、「調理」を取り入れた活動も行われ、「調理体験」は子ども達の大

きな関心を寄せた。具体的な取組として、オフィシャルテキストの日本版を作成。シェフを

招待し、子供向けの料理教室を開催している。平成 24 年には、25か所で味覚の教育を行っ

た。また、シェフを栄養系大学に招き、味覚の授業を行う「シェフ・イン・キャンパス」も

行っている。 

ｳｳ..  「「味味覚覚ののテテーーブブルル」」  

平成 23年で全国 8 都府県、27店舗、平成 24 年で、全国 16都府県、49 店舗のお店で、味

の基本となる 4 つの味覚と「うまみ」が味わえるレシピの提供等を行っている。 
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ff))  参参考考文文献献・・資資料料  

ｱｱ..  国国内内文文献献・・資資料料  

 細川モモ、小川真理子（2010）「南フランス味覚の旅-味覚の伝承に立ちあがった国、フランス」

『Luvkitchen ラブキッチン-The Recipe Book 1-』、北星社 

 篠原久枝（2011）「教材研究 フランスの味覚教育の現状」『日本調理科学会誌』44 巻 3 号、日本

調理科学会 

 戸川律子（2009）「若手研究者現地調査レポート(第 14 回)フランスの小学校教育における食育-
味覚教育と栄養教育の取り組み」『BERD』15 号、ベネッセコーポレーション Benesse 教育研究

開発センター 

 内閣府（2008）『諸外国における食育実践プログラムに関する調査』 

 中谷延二（2007）「食育に関する一考察-フランスにおける「食育」に関する取り組みの一場面」

『放送大学研究年報』25 号、放送大学 

 内閣府（2007）『諸外国における食育推進政策に関する調査報告書』 

 大村省吾（2005）「第Ⅳ部 食教育の実践事例 2 海外における食教育の動向 1 味覚調理重点

の食教育－フランス」大村省吾・川端晶子編『食教育論－豊かな食を育てる』昭和堂 

 山崎良人、関将弘（2004）「特別レポート フランスの「味覚週間」とイギリスの「食の 2 週間」-欧州

の食育活動の一例」農畜産業振興機構調査情報部調査情報第一課編『畜産の情報 海外編』

182 号、農畜産業振興機構調査情報部 

 農林環境課・文教科学技術課・社会労働課（2004）「欧米の食育事情」『調査と情報』450 号、国

立国会図書館 

ｲｲ..  海海外外文文献献・・資資料料  

 Laetitia Estève, Christophe Le Nédic & Catherine Strehler Perrin. (2006). ‘“La 
Semaine du Goût”, The Beginning for a Sustainable Tourism?’, in Dominik Siegrist, 
Christophe Clivaz, Marcel Hunziker & Sophia Iten, Proceedings of the Fifth 
International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in 
Recreational and Protected Areas(Exploring the Nature of Management), Switzerland, 
pp.444-445 

 Karen Le Billon(2012). French Kids Eat Everything: How Our Family Moved to France, 
Cured Picky Eating, Banned Snacking, and Discovered 10 Simple Rules for Raising 
Happy, Healthy Eaters, William Morrow. 

ｳｳ..  WWeebbssiittee：：公公式式ササイイトト、、ニニュューーススペペーーパパーーややブブロロググ等等のの記記事事  

 「味覚の一週間公式サイト」‘Le gout’ http://www.legout.com/ 

 フランス大使館（ワシントン）-「味覚の一週間」紹介 
「French Food in the US」-The Week of Taste: "Taste in Every Sense"（英語） 

 マレーシア「スターオンライン」記事 2012 年 10 月 3 日 
ｔhe Star online-Week of Taste of cooking workshops and tastings-, 3oct2012 
 http://thestar.com.my/lifestyle/story.asp?file=/2012/10/13/lifeliving/12147875 

 フランス農業省 HP「食育の取組-専門家の全国ネットワーク化」 
-Education au goût : réseau national dédié 
 http://alimentation.gouv.fr/reseau-education-gout 
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②②  イイタタリリアア  ((ススロローーフフーードド))  

aa))  目目的的  

農業や食品産業、地域の食に対して、スローフード協会は、相互に関連する以下の 3 つの

基本原則をスローガンとして掲げ、活動を展開している。 
 「おいしい（good）」： 新鮮でかつ地域の文化の一部をなし、感性を満足させる季節性・個性豊かな食

事を大切にする 

 「きれい（clean）」：食品生産と消費活動が環境及び生物への影響へ悪い影響を及ぼさないこと 

 「ただしい（fair）」：消費者及び小生産者が適正な価格で取引できること 

bb))  実実施施主主体体  

イタリア・ピエモンテ州ブラ市の NPO スローフード協会国際本部及び世界 132か国に所

在する支部（コンヴィヴィウム） 

cc))  取取組組のの内内容容・・背背景景・・実実績績等等  

以下の 3つを目的とした出版、食育、イベント、プロジェクトを展開する。 
 消えていきつつある郷土料理や質のよい食品、ワインを守ること 

 質のよい素材を提供してくれる小生産者を守っていくこと 

 子供たちを含めた消費者全体に味の教育をすすめていくこと 

ｱｱ..  ススロローーフフーードド出出版版局局にによよるる代代表表的的なな出出版版活活動動  

 ガイドブック「オステリア（Osterie & Locande D'Italia）」の出版 
 地域密着型のオステリア（Osterie：レストラン）を紹介するガイドブック。隔年更新。地域の食材を活用

し、手頃な価格帯で郷土料理を提供するオステリアを掲載。 

 ガイドブック「スローワイン（Slow Wine）」の出版 
 各地域で作られているイタリアンワインのガイドブック。イタリア各地に所在するワイナリーにワイン評

論家が直接赴き、優秀なワインを総括的に評価。 

 在来種ガイドブック「イタリアのプレシディオ（L' Italia Dei Presidi）」の出版 
 イタリア国内において希少な在来種を生産する生産者、地域、栽培方法等を紹介。取材に対応する

窓口に関する情報等を掲載。 

 季刊誌「スロー（Slow: The Magazine of the Slow Food Movement）」の出版 
 スローフード協会の活動を報告する季刊誌の発行。 

 その他 
 食とワインに関するガイドブック、観光ガイド、料理本、エッセイ、マニュアル本等、100 以上の出版物

を発行。 

ｲｲ..  食食育育活活動動  

 「味の週間（Settimana del Gusto）」の開催（1993 年より毎年開催） 
 毎年、夏の一週間を「味の週間」とし、イタリア国内のレストランの協力の下、25歳以下の若者に対し、

低価格で本格的なイタリア料理を提供。 

 また、小学校、中学校に呼びかけ、食の教師として、料理人、農家、菓子職人を送り込み、スローフー

ド協会が制作する教材を用いて、料理や試食等の食育授業を実施。 

 味覚教育計画「マスター・オブ・フード（Master of Food）」の開始（2001 年より） 
 大人向けの食育活動として、座学だけでなく生産や販売の現場への訪問、シミュレーション、試飲、

ゲーム、キッチンでの感覚演習などを活用した専門家のトレーナーによる食に関する教育プログラム

を実施。食べ物の歴史や地理的状況を学ぶために、生産•流通の技術やプロセスについての調査や、

生物多様性、食の環境、社会や経済の状況、購入や毎日の消費について学習する機会を提供。 



 

155 

 食科学大学（Università degli Studi di Scienze Gastronomiche）の設立（2004 年開校） 
 スローフード協会の考案により、ピエモンテ州、エミリア・ロマーニャ州の協力・賛同を得て、2004 年に

設立した世界で唯一の食科学の専門大学。大学では食をテーマとし、学際的なアプローチを試みた

各種科目を開設、食に関して学術的な専門性を有するプロを育成することを目的とする。 

ｳｳ..  ススロローーフフーードド協協会会にに認認めめらられれたた食食材材やや生生産産者者をを参参集集すするる国国際際的的ななイイベベンントト・・企企画画のの開開催催  

 食の祭典「サローネ・デル・グスト（Salone del Gusto）」の開催（1996 年より隔年開催） 
 スローフードに認定された食材を消費者にプロモーションを行う世界規模の食の見本市。 

 国際会議「テッラ・マードレ（Terra Madre）」の開催（2004 年より隔年開催） 
 世界中の食のコミュニティのネットワーク化を図るための国際会議。 

 水産資源の保護を目的とした「スロー・フィッシュ（Slow Fish）」の開催（2004年より開催、2007年

以降、隔年開催） 
 生物多様性の保全に貢献する伝統的な、持続可能な漁業を支援するための食の祭典。 

 伝統的なチーズを対象とした「チーズ~ミルクの形」を開催（1997 年より隔年開催） 
 スローフード協会本部であるブラ市において開催。世界各地のチーズを展示し、生乳生産者の抱え

る課題等について考える機会を提供。 

ｴｴ..  そそのの他他、、在在来来種種生生産産、、小小規規模模生生産産者者をを支支援援すするるたためめののププロロジジェェククトト  

 味の箱舟（Ark of Taste）（1996 年より開始） 
以下の 4つの基準を満たす生産物を「味の箱舟」として認定し、地域における食の多様性

を守る活動を行う。 
 地域の自然や人々の生活と深く結びついている 

 小さな作り手による限られた生産である 

 絶滅の危機に瀕している 

 遺伝子組み換えが、生産段階において一切関与していない。 

 プレシディオ（Presidio）（1999 年より開始） 
 プレシディオは、小規模生産者を直接支援するための食品認定制度であり、伝統的な食品を生産す

る生産者の市場開拓、生産の維持存続を支援する。プレシディオで認定される食材は、厳格な生産

基準が設定されており、これらの取組を消費者に適切に PR することを通じて、小規模生産者の活動

が経済的に成り立つ公正な価格で取引されることを促すことが期待されている。 

dd))  取取組組のの背背景景  

ｱｱ..  中中山山間間地地域域のの農農村村のの危危機機  

イタリアは、全土の 80%が中山間地域であり、そこで営まれる農業は、家族経営の小規模

零細農家によるものが多く、特に南部ではその特徴が顕著である。こうした特徴を持つイタ

リアの農業は、1950年代から 70 年代にかけて、欧州全体に見られた農村経済の衰退と農村

社会の変化の波に晒され、当該期において、農業・農村の疲弊が大きな社会問題となりつつ

あった。 

こうした農村の維持存続の危機を受けて、イタリアでは、農村振興の手段として農村ツー

リズム（アグリツーリズム）の動きが本格化していくこととなる。1985 年に成立したアグリ

ツーリズム法では、農業者による観光・宿泊業への展開を支援するため、遊休農地や農舎等

を活用した事業展開を認め、農業の再生と地域経済の活性化を支援することとした。 

このように、80年代後半以降、イタリアの農業を支える中山間地域の農業振興のための農

村ツーリズムの展開の条件が整いつつある中、農村固有の伝統や文化の保護、振興する各地

域レベルでの農村見直しの機運が高まっていった。 
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ｲｲ..  イイタタリリアア北北部部ににおおけけるる食食文文化化保保護護活活動動  

1980 年、イタリア・ピアモンテ州のブラ市において、カルロ・ペトリーニ氏をはじめとす

るワイン愛好家によって「バローロ愛好協会」が創設された。この会は当初、ワインの販売

促進、当地の観光振興を目的として活動するものとして誕生したが、次第にワインや地域の

食材・食文化に関わる広範囲な文化活動、販売活動、技術支援活動としてその内容を深化さ

せていった。 

80 年代におけるバローロ愛好協会の活動は、70年代の産業中心主義的な社会構造から、

農業こそ、伝統と生産の未来があることを人々に示し、この活動により培われた国内ネット

ワークは、その後のスローフード運動を展開する上で重要な基盤となった。 

ｳｳ..  ススロローーフフーードド協協会会のの発発足足  

1980 年代の半ば、ローマを代表する観光地であるスペイン広場にファーストフード店がで

きたことをきっかけに、これまでのイタリアの食のスタイルの危機を象徴する出来事してと

らえられ、国民的な議論を巻き起こすこととなった。こうした中、1986 年、バローロ愛好協

会のメンバーを中心とする食に関心を持つグループが、イタリア余暇・文化協会の一部に美

食の会（アルチ・ゴーラ（Arcigola））を立ち上げ、「地域には地域の食や料理があり、それを

大切にしよう」という活動指針の下、各種啓蒙運動を展開することとなる。この動きが、現

在のスローフード運動の礎となった。 

1989 年には、同フランス・パリにおいて「スローフード宣言」を採択したことをきっかけ

に、アルチ・ゴーラは「アルチ・ゴーラ・スローフード協会」という名称に変更され、のち

にスローフード協会を通称名としてスローフード運動を担う母体となり、世界的な運動とし

て急速に拡がることとなった。当初、その規模において 7000 人の会員から始まったスロー

フード運動は、2012年現在、ドイツ、スイス、米国、フランス、日本および英国の各国をは

じめ 130か国以上に展開し、10 万人規模の会員を持つ組織に成長している。 

ee))  実実績績  

1989 年、スローフード国際協会の正式な立ち上げを経て、翌年、1990 年、ヴェネツィア

において第一回「スローフード国際大会」を開催。同年、スローフード出版局を発足させる。

スローフード出版局では、イタリア各地の小さな村や町のあるオステリアを紹介する毎年更

新のガイドブックとして「オステリア」を発行した。 

1993 年、味覚教育の取組の一環として、「味の週間」を開催。毎年、夏の一週間を「味の

週間」とし、イタリア国内のレストランの協力の下、25 歳以下の若者に対し、低価格で本格

的なイタリア料理を体験できる機会を提供している。 

1996 年、トリノにおいて食の見本市として第一回「サローネ・デル・グスト」を開催。以

降、偶数年の 10 月に定期的に開催されるイベントとして定着する。「サローネ・デル・グス

ト」では伝統的で、質の高い食品を扱う生産者や、それを求める消費者をつなぐイベントで

あり、2012 年の第 9 回大会では、世界 100か国以上の参加、20万人以上の来場者が集うス

ローフード協会が主催する一大イベントとなっている。また、第一回の「サローネ・デル・

グスト」において「味の箱舟」計画の開始が発表された。「味の箱舟」では、世界中の絶滅の

危機にある優良な食品を記録し、忘れられた味覚の再発見、カタログとして後世に残すこと

がその目的となっている。創設から 2012年現在、全世界で 1,000 品目以上の動物、果物、

野菜の品種、加工食品が認定されている。 

1999 年、「味の箱舟」に認定された品目の中でも、特に緊急な支援を必要とするものを選

定し、適切な支援を行うためのプロジェクトとして「プレシディオ」計画が開始された。「プ

レシディオ」では、こうした食品を生産する小規模生産者への支援として、生産技術の確立

のため評価基準を設定し、販売方法や企画・助言を行い、安定した消費に結びつけるための

事業を行っている。2012年現在、全世界 50カ国で 400以上のプロジェクトが行われている。 
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2001 年、大人向けの食育事業として「マスター・オブ・フード」を開始。座学だけでなく

生産や販売の現場への訪問、シミュレーション、試飲、ゲーム、キッチンでの感覚演習など

を活用した専門家のトレーナーによる教育プログラムが展開されている。また、食べ物の歴

史や地理的状況を学ぶために、生産•流通の技術やプロセスについての調査や、生物多様性、

食の環境、社会や経済の状況、購入や毎日の消費について学習するための 23のコースが用意

されている。 

2003 年、トスカーナ州をパートナーとして、「生物多様性のためのスローフード基金」が

創設。持続可能な農業に従事する小規模な食品生産者の活動を支援するためのスローフード

協会が展開する「味の箱舟」、「プレシディオ」等の取組に活用されることとなった。 

2004 年、スローフード協会の考案により、ピエモンテ州、エミリア・ロマーニャ州の協力・

賛同を得て、世界で唯一の食科学の専門大学が設立される。大学では食をテーマとし、学際

的なアプローチをするため各種科目を開設、食に関して学術的な専門性を有するプロを育成

することを目的としている。毎年 65人の学生が入学し、3年間の学位取得コースを受講、大

学院修士コースにおいても 50人の生徒を受け入れ、開校から 2012 年まで、約 60 か国、1000
人以上の生徒を送り出している。 

同年、世界生産者会議として第一回「テッラ・マードレ」を開催。以降、隔年で開催され、

食のコミュニティをネットワーク化するための取組として定着している。スローフードの哲

学に賛同する小規模で持続性のある伝統的な生産活動を担う生産者や流通業者を招き、国際

交流やネットワーク形成に寄与する場として設けられている。現在では、大学機関、研究機

関の研究者等、食に幅広く関連する関係者が集い、生物多様性、地域の発展等を中心とした

テーマを元にワークショップ、討論会等が行われており、2012 年の第 5 回大会では同期間中、

会議やミーティング等で 49 ものイベントが開催されている。また、同年より、水産資源の保

護を目的とした海産物の祭典として「スロー・フィッシュ」が開催されている。イタリアの

港湾都市であるジェノバを開催地とし、シーフードマーケットが設けられるほか、子供たち

への教育活動、ワークショップが催され、生物多様性の保全に貢献する伝統的な漁法を用い

た、持続可能な漁業を支援するための方策を検討する機会となっている。 

2006 年以降において、上記のスローフード協会国際本部を中心に企画されているイベント、

プロジェクトを中心に、世界各国の支部においても、「テッラ・マードレ・デー」の開催や、

フランス・モンペリエにおいて世界中から集められたワイン、プレシディオに認定された製

品を集めた見本市の開催等が盛んに展開されている。 

スローフード協会会員数は、2006年の第二回「テッラ・マードレ」の開催以降、発展途上

国の会員数が急速に伸びており、アフリカ、南米をいった会員数の増加率は、2006 年で 94%、

2007 年では 73%を記録し、2008年、現在、これらの国々を含めたスローフード協会会員数

は、72,241 名を記録している。 

以下、スローフード運動の展開を年表で示す。 
 

年 活動 備考（会員数） 

1986 
62 人の創立メンバーによって、スローフード協

会の前身である「アルチ・ゴーラ」創立。 
イタリア余暇・文化協会（アルチ）の一部

組織として発足 

1989 
15 カ国からの代表者によるマニフェスト調印に

よって、スローフード国際運動の創立。 
発足時のスローフード協会 

（総会員数：7,000 人） 

1990 

スローフード出版局発足：「オステリア

（Osterie d'Italia）」を出版 

第 1 回「スローフード国際大会」開催 

（以降、4 年に一度開催） 

「オステリア」：イタリア各地域に所在する

オステリア（レストラン）を紹介するガイド

ブック 
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年 活動 備考（会員数） 

1993 「味の一週間」の開始 
「味の一週間」：料理店の協力の下、若

者へ低価格で本格的なイタリア料理を提

供 

1996 

法人格を取得し、国際オフィスがオープン。 

雑誌『スロー（Slow)）』の第一号出版 

第 1 回「サローネ・デル・グスト」開催（以降、隔

年開催） 

「味の箱船（Ark of Taste）」計画開始 

「サローネ・デル・グスト」：世界規模の食

の見本市。優良な食品を扱う生産者を

参集 

「味の箱舟」：絶滅の危機にある優良食

品を記録し・カタログ化 

1997 第 1 回「チーズ」を開催 
「チーズ」：チーズを対象とした食の祭

典、世界各地のチーズを展示し、伝統的

なチーズ生産者を支援 

1999 「プレシディオ」計画の開始 
「プレシディオ」：絶滅の危機に瀕している

食品を生産する小規模生産者を支援す

るプロジェクト 

2000 
第 1 回「生物の多様性を守るためのスローフー

ド賞（スローフード・アワード）」開催 
「スローフード・アワード」：「味の箱舟」に

貢献する良質な食品生産者を表彰 

2001 味覚教育計画「マスター・オブ・フード」発表 
「マスター・オブ・フード」：大人向けの食

育教育ブログラム 

2003 
トスカーナ州の援助により「生物の多様性のた

めのスローフード基金（The Slow Food 
Foundation for Biodiversity）」創設 

「生物多様性のためのスローフード基

金」：「プレシディオ」、「味の箱船」、「スロ

ー・フィッシュ」等のプロジェクトへの活用 

2004 

第 1 回「スロー・フィッシュ」開催 

第 1 回「テッラ・マードレ」開催 

食科学大学（Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche）の創立 

「スロー・フィッシュ」：持続可能な漁業を

守るためのイベント 

「テッラ・マードレ」：優良な食品を守る生

産者・食品関係者を集めた国際会議 

「食科学大学」：食をテーマとした学術的

教育研究機関の設置 

（総会員数：5 万 6 千人） 

2005 
第 2回「スロー・フィッシュ」開催（以降、隔年開

催） 
（総会員数：6 万人） 

2006 

第 2 回「テッラ・マードレ」開催 

第 6 回「サローネ・デル・グスト」開催 

スローフード・フランス協会においてワイン生産

者 600 人を集めた会合を開催 

（総会員数：6 万 4 千人） 

2008 

チッタスロー教会との協力により「アース・マー

ケット（I Mercati della Terra）」の開催 

第 3 回「テッラ・マードレ」開催 

第 7 回「サローネ・デル・グスト」開催 

「アース・マーケット」：スローフードの理念

に準ずるガイドラインに基づいて設けられ

たファーマーズマーケット 

（総会員数：7 万 2 千人） 

2012 
第 9 回「サローネ・デル・グスト」開催 

第 5 回「テッラ・マードレ」開催 

第 9 回「サローネ・デル・グスト」 

参加国：109 か国 

来場者数：22 万人 
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ff))  イイタタリリアア各各地地域域ににおおけけるる取取組組（（島島村村菜菜津津氏氏ヒヒアアリリンンググよよりり））  

  ｱ.カンパーニャ州アマルフィ 

カンパーニャ州のアマルフィ（人口 5,000 人、2012 年時点）は、沿岸部であると同時に中

山間地でもあり、急斜面に作られた段々畑では、スフザートという在来種を含む 4～6種類の

レモンを栽培している。このレモンは地域の料理人やホテルでも優先的に使用され、また伝

統的な果実酒リモンチェッロの生産は、若い世代にも人気を得ており、イタリアの 6 次産業

化の成功事例として取り上げられている。 

このように、生産者と観光、飲食店、加工産業などの地場産業が食文化を介して一体とな

り、生産・加工・消費までの食のプロセス全体を地域内に組み入れることで、地域の農業だ

けでなく、食品加工業、飲食業、観光業等に至る地域産業全体の活性化に繋がっている。 

また、アマルフィを含む、カンパーニャ州のアマルフィ海岸は、断崖絶壁の入り組んだ沿

岸と緑織りなす段々畑に囲まれた美しい自然景観を有する観光地として有名であり、ここに

点在するアマルフィをはじめ、ポジターノ、サレルノ、ミノーリ、パライアーノといった小

さな町々では、限られた土地を有効に活用するために、斜面の段々畑でレモン等のかんきつ

類が栽培されている。その悪条件下でも生産者が営農し続けられるのは、シェフや観光業者

が地元の産物を優先活用しているためであり、これらの生産者と実需者の連携が、地域の農

業の保護、土壌流出の防止、そして風光明媚な景観の維持につながり、観光地としての競争

力を高めている。 

  ｲ.カンパーニャ州チェターラ 

かつて、イタリアのマグロ基地の一つとして栄えたカンパーニャ州のチェターラ（人口

2,345 人 2012 年時点）は、マグロの漁獲量の減少とともに、地域の疲弊が顕著となっていた。

一方、マグロ漁業とともに湾内でとれるカタクチイワシ漁も 90 年代を通じて減少している状

況にあった。 

一方、当地には幻の古代ローマの魚醤ガルムの流れを汲むとも言われる、少なくとも 800
年の歴史を持つイワシを原料とした魚醤（コラツォーラ）の伝統魚醤があった。こうした中、

チェターラ市は、その技術を復活させ、地域づくりの核とする取組に着手、これをスローフ

ード協会のプレシディオに推薦し、見事に選ばれたことで、一軒だけ残っていた生産者も 4
軒に増加している。 

同時にカタクチイワシの塩漬け、マグロのオイル漬け、マグロのカラスミなどの生産にも

力を入れており、年に一度のマグロ祭りでは、そうした水産加工品のプロモーションも行っ

ている。こうした取組により、チェターラ市はアマルフィの海岸の中で、質の高い魚介レス

トランのある村としても知られる観光地ともなっている。 

チェターラという小さな漁村で活気を取り戻した伝統の魚醤、カタクチイワシのコラツォ

ーラは、現代では、この沿岸地域だけで自給的に作られるに過ぎないものであったが、古代

ローマの魚醤ガラムの流れを汲む希少な調味料として、昨今、国内外からも注目されている。

さらにプレシディオに選ばれたこともあり、地元生産者が 4軒に増え、ある程度の量が確保

できたことにより、今では、アメリカや日本といった海外へ向けても輸出が行われている。 

  ｳ.トスカーナ州クティリアーノ 

トスカーナ州の山村クティリアーノ（人口 1,699 人、2012 年時点）では、4、5 種類の栗

の栽培を行っている。当地において、栗は、中世にはパンの木とも呼ばれ、山村を飢餓から

救ってきたという背景を有する栗の食文化を見直そうと、晩秋には栗祭りが開かれている。 

かつて地域にいくつもあった栗粉のための粉ひき小屋は、大手の製粉工場の進出により失

われてきたが、この村では、今も地元のボランティアの手によって昔ながらの石臼の粉ひき

小屋が存続させている。 
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また当地には、プレシディオに選ばれた在来羊の生乳チーズ、ペコリーノ・トスカーナの

生産者が 20 軒ほど残っており、羊の放牧やチーズ作りを見学できる 9軒の農家民宿がある。 

クリスマスや春の復活祭の頃にも、スローな食の祭典を企画、避暑に人々が訪れる夏以外

のシーズンオフにも人を集める仕かけを工夫し、年間を通じ、観光客を多く呼び込んでいる。 

  ｴ.カンパーニャ州ヴェスヴィオ山麓の村  々

ヴェスヴィオ火山のふもとの渇いた土地では、「ピエンノロ」という長い間、品種や栽培方

法を変えることなく現代に受け継がれた、希少な品種の在来のプチトマトが栽培されている。

この品種は、収穫した時には、青い実や黄色い実も混ざっているものを、手作業で束にして、

風通しのよい軒先に吊るして熟成させてから市場に出荷を行っている。この作業を行うこと

により、トマトは真っ赤に色づき、糖度は高まり、品の良い酸味が残り、そのことが市場で

高く評価され、質の高い商品生産へ繋がっている。一般に売られる改良品種のトマトに比べ

て、旬は短く、手間もかかるものの、当初 60 軒の農家でしか栽培されていなかったものが現

在では、100 軒近くに増え、地元の飲食業界にも活用されるようになり、地域の経済を支え

る食として定着してきている。 

  ｵ.トスカーナ州 

1990 年代、トスカーナ州は世界があこがれる豊かな農村というイメージを獲得し、持続可

能な農業・農村の在り方と、農村部における観光産業の可能性を世界に提示している。 

ここに至るまでの背景には、劇的な過疎化など深刻な事態を経験し、農業・漁業離れを何

とかしたい、ものづくりなど地域の文化を残したいというイタリア国内の世論の高まりがあ

った。 

70 年代後半、トスカーナ州の丘陵地帯に外国人や都市住民によるワイナリーなどへの投資

が相次ぎ、同時にワイン産業における量から質への転換が起こり、また 80 年代に強化された

厳しい景観法による農村風景を守るという動き、古城や修道院を利用したホテルや農家の生

き残りをかけた農家民宿の増加によって、農村の宿泊施設が 100 倍に成長、新しい観光、農

村ツーリズム（アグリツーリズム）の基盤が整った。 

同じ頃、古代小麦のスペルト小麦や在来豚のチンタ・セネーゼなど在来種の見直し、地産

地消の食堂の増加などが進み、風景も整っていく中で、現在の姿を獲得している。 

  ｶ.イタリア各地での食の祭典の開催 

スローフード本部がトリノで二年に一度、主催している食の祭典「サローネ・デル・グス

ト」は、試食や地域の観光情報、買い物など、消費者が、ものづくりをしている人々と直接

コンタクトをとる場を提供している。 

しかし、それ以上に地域の食文化の見直しに成果をあげている取組として、各地の小さな

町でシーズンごとに開催されている食の祭典がある。中でも町内の公園、広場、貴族の庭園、

学校、役場の入口などで、伝統の食材や郷土料理が味わえるスポットを設け、地域を歩いて

めぐりながらそこでしか味わえないものに出会う祭りの形式は、各地に拡がり、生産者と消

費者の顔の見える関係づくりに役立っている。 

  ｷ.地域ナビゲーターの存在 

カンパーニャ州のヴェスヴィオ山麓のトマト、ピエンノロ、アマルフィ海岸のレモン、ス

フザート、チェターラの魚醤コラツォーラ、トスカーナ州のクティリアーノの地栗にしても、

これらの手間のかかるものづくりを支えているのは、その価値を理解する消費者の存在であ

り、そして、こうした理解ある消費者を増やすべく、地域では、地域の食文化を消費者に伝

えるナビゲーターが活躍している。その担い手は、農業普及員や、観光局、役場の農林課の

職員などであり、忙しい生産者に代わり、地域の案内役として活動を行っている。 
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生産現場のガイドとそれを提供する地域のお店と連動した適切なガイドが生産者と消費者

をつなげ、また、プレシディオに選ばれた食材を持つ他の町や村との交流によって、地域の

食文化の価値を伝える手法を培っているという側面もある。その地でしか味わえない味覚に

出会える食の観光という新しい流れが町の経済にも貢献する中、そうした地域のナビゲータ

ーの存在はますます重要となっている。  
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