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Ⅰ 事業概要 

１．事業目的と概要 
 本事業の事業目的、概要は以下のとおりである。 
１－１ 事業目的 

食の多様化や家庭環境の変化が進む中、平成 28 年 3 月に、食育基本法に基づき策定
された第 3 次食育推進基本計画における「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料
理や作法等を継承し伝えている国民の割合を平成 32 年までに 50％にする」の目標に
ついては、平成 29 年度には 38%となっており、次世代への和食文化の保護・継承が
課題となっている。 

特に、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」の特徴である、全国各地で受け
継がれてきた地域固有の多様な食文化については、伝承者の高齢化という要因もあり、
継承が進んでおらず、全国各地の地域ならではの食文化を地域ぐるみでしっかりと保
護し、継承していくことが大きな課題である。 

このため、本事業においては、地域の食文化の保護・継承の体制を各都道府県に構
築するとともに、この体制を活用して調査、記録の作榮及び普及の取組を実施し、次
世代へ和食文化を継承することを目的とする。 

 
１－２ 事業概要 

本事業では以下の内容を実施した。 
（１）全国検討委員会の開催 

本事業を進めるに当たり、地域の食文化の研究者や地域の食文化に造詣の深い
企業・団体など我が国の地域の食文化に関する有識者で構成される全国検討委員
会を 2 回開催した。第 1 回目は 7 月 8 日、NIPPON GALLERY（東京都千代田区
丸の内）で開催し、地域の食文化（郷土料理）の選定基準調査方法（調査項目、調
査の手法等）、記録方法（記録の手法等）、普及方法について各委員の助言を得つ
つ、以降の本事業の指針を策定した。第 2 回目は 1 月 24 日、トッパン小石川ビル
（東京都文京区水道）で開催し、事業を通じて行った調査結果の確認と今後の利
活用、本政策の今後の計画について議論を行った。 
 

（２）地域検討委員会の開催 
本事業では、地域固有の多様な食文化を地域で保護・継承していく体制を各地

域に構築するため、地方公共団体、大学等研究機関、民間団体、教育関係者、民間
企業、料理人等６人以上で構成される地域検討委員会を計 10 都道府県（①北海
道、②山形県（東北）、③茨城県（関東）、④石川県（北陸）、⑤愛知県（東海）、⑥
京都府（近畿）、⑦島根県（中国）、⑧高知県（四国）、⑨大分県（九州）、⑩鹿児島
県（九州）において立ち上げ、各々2 回検討委員会を開催した。第１回目の会議で
は地域検討委員会ごとに 20～30 品目程度の代表的な郷土料理を選定し、調査・
記録に関するアドバイスを得た。第 2 回目の会議では、本事業の調査結果を確認
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し、当該郷土料理を地域ぐるみで将来にわたって保護し、継承する方策と今後の
方針について議論を実施した。 
 

（３）調査及び記録の作成 
全国検討委員会で決定された調査項目（伝承地域、歴史や由来、関連行事、使

用食材、料理方法等）、調査・記録方法に従って、地域検討委員会ごとに選定され
た各郷土料理について調査及び記録の作成を行った。各郷土料理の記録について
は、品目ごと説明文と二次利用可能な写真を添付した。そのうち、５品目程度に
ついては、継承を促進するような写真や動画等を取り入れたレシピページの作成
を行った。 
 

（４）農林水産省 Web ページへの掲載 
（３）で作成した記録について、農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課和

食室の Web サイト内コンテンツとして本事業の Web ページを開設した。Web 
ページは、郷土料理について次世代への継承を促進する等の観点から、閲覧した
者が活用しやすく、アクセス数の向上に貢献するよう、極力利用しやすいデザイ
ンとした。本事業において作成した動画は、YouTube の農林水産省公式チャンネ
ルとも連携し掲載した。また、スマートフォン等による閲覧にも配慮し、利用者
が使いやすい構成とした。 

 
（５）記録の普及・活用、広報 

   本記録の認知度を上げ普及するための情報発信を行った。情報発信は若者世代、
子育て世代、保育所、学校等に所属する栄養士等、食品製造・流通企業、中食・外
食関係企業等に向けて実施し、それぞれの対象に応じて効果的に行う工夫をした。
広告媒体は、リーフレット等による紙面のほか、Web 広告（バナー広告・雑誌「サ
ンキュ！」Web タイアップ）などデジタルによる配信を実施した。また、農林水
産省、関係団体等が実施するイベントや和食月間等の和食関係イベント、その他
の広報活動において、本記録の発信も含め、郷土料理等地方の食文化をテーマと
した効果的な情報発信の方法ができるよう、制作する WEB サイトには連携バナ
ー枠を設計し、今後の準備とした。さらに、記録の閲覧者が本記録を活用し、地
域や家庭やビジネスにおいて郷土料理の実践を促進するよう、本事業に協賛いた
だいた飲食店において、メニュー展開・情報発信を実施した。また、WEB サイト
の紹介チラシを作成し、委員会開催地域を中心に、小売店や料理教室、また地方
における関係者を通じて配布による周知をおこなった。 

 
（６）事業効果測定 

   本事業における事業効果を把握する手法や指標及びその目標値の提案に基づき、
事業効果の測定・検証を実施した。詳細については後述する。 
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１－３ 第 3 次食育推進基本計画における目標 
本事業でいう第 3 次食育推進基本計画における目標とは、食育基本法に基づき、食
育の推進に関する基本的な方針や目標について定めた、平成 28 年度から平成 32 年
（令和 2 年）度までの 5 年間を期間とする第 3 次食育推進基本計画において推進す
る 5 つの重点課題のうち「食文化の継承に向けた食育の推進」に関する目標値のひ
とつである。具体的には、「地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を
継承し伝えている国民の割合を平成 32 年（令和 2 年）までに 50％にする」を掲げ
ており、達成に寄与するものである。（平成 31 年 3 月度「食育に関する意識調査」
達成実績：71.6％） 
 

１－４ 各都道府県における食文化の保護・継承体制 
本事業では、地域固有の多様な食文化を地域で保護・継承していく地域検討委員

会を、既存の仕組みを活用しつつ、各都道府県に設置した。 
 
２．仕様書 

 本事業の仕様は 2019 年 3 月 13 日公示された仕様書に定める。 
 
 

３．提案書 
 2019 年 4 月 3 日農林水産省へ提案書を提出し、採択された。本事業は仕様書に定める内容
のほか、同提案書内容にも準じて実施した。 

 
４．実施計画 

 本事業の実施計画は、2019 年 5 月 31 日、本事業の契約とともに事業計画書において定め
た。 
 
４－１ 実施項目及びスケジュール 

以下の計画に基づき実施した。 
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４－２ 実施体制 

（１） 実施体制 
以下の実施体制で実施した。 

 

 
 
 

（２） 緊急時対応 
プロジェクトの管理責任者と各事業パートのディレクター、及び担当者の体制、

役割分担を事業計画において策定したうえ、メーリングリスト等緊急連絡網を整
備し、緊急時に備えた。 
 

（３） セキュリティーポリシー 
本事業のセキュリティーポリシーは、ISMS（ISO27001）適合性評価制度の認証

を有する凸版印刷株式会社情報コミュニケーション事業本部が、同規格要求基準
をもとに策定し、運用した。 

 
４－３ 支出計画 

2019 年 5 月 31 日、事業計画書において定めた計画に基づき、事業を実施した。 
 
 

５．変更計画 
 2019 年 10 月 1 日付委託変更契約書によって、計画を変更した。2019 年 10 月の消費増税
対応として、支出計画の消費税額を変更。 
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６．進捗管理 

 
６－１ 目標管理 

本事業では、前述の事業目的、事業効果測定における指標及び目標値、ならびに事
業計画書等において定められた各目標に従い、運営を実施した。 
 

６－２ 進捗報告 
以下の報告会、並びに検討委員会において、担当職員と各課題および進捗等につい

て、共有を実施した。 
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Ⅱ 事業内容 

１．全国検討委員会の開催 
１－１ 委員会及び有識者  

（１）組織図及び構成委員一覧 
検討委員会組織 

 
 
全国検討委員会委員一覧 〈五十音順・敬称略〉 
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（２）全国検討委員会の役割・機能 
全国検討委員会は地域の食文化の研究者や地域の食文化に造詣の深い企業・団体

など我が国の地域の食文化に関する専門知識を有する者で構成し、2 回（第 1 回：
2019 年 7 月 8 日、第 2 回：2020 年 1 月 24 日）開催した。 

全国検討委員会では本事業を進めるにあたり、地域の郷土料理の選定基準、調査
方法（調査項目、調査の手法等）、記録方法（記録の手法等）、普及方法（郷土料理
データベースの活用促進や、選定された郷土料理の普及の検討等）等の検討を行っ
た。 

 
（３）全国検討委員の選定について 

全国検討委員会の委員ついては、凸版印刷株式会社事務局（以下事務局という）
と農林水産省が協議の上選定し、各委員へ就任を依頼した。 

 
（４）関係先連絡スケジュール 

全国検討委員会の開催と準備にあたり、契約開始日より 2019 年 6 月 24 日までに
委員候補を決定し、各委員へ委嘱依頼を実施した。 

 
（５）委員会規約 

2019 年 5 月 31 日、「平成 31 年度地域の食文化の保護・継承事業 全国検討委員会
規約」（別紙参照）を策定し、同規約に則り検討委員会を開催・運営した。 

 
１－２ 第１回全国検討委員会  

（１）開催概要 
日時 2019 年 7 月 8 日（月） 14:00～ 
場所 NIPPON GALLERY 

東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 
議題  １）本事業説明 

２）本事業の「郷土料理」の位置づけ 
３）本事業における「郷土料理」の選定基準の作成   
４）調査結果・データベースの普及方法 
５）調査結果を活用した地域における継承方法 
６）対象とする実施都道府県（案）の選定 

 
（２）事前告知、案内資料 

2019 年 6 月 25 日、開催通知を関係者に送付。 
  

（３）出席者一覧 
別紙議事録参照 
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（４）当日配布資料 
別紙参照 
 

（５）議事録および決定事項要旨 
別紙参照 

 
 

１－３ 第２回全国検討委員会  
（１）開催概要 

日時 2020 年 1 月 24 日（金） 13:00～ 
場所 トッパン小石川ビル 

東京都文京区水道１－３－３ 
議題  １）各地域の調査・記録結果の報告と来年度以降の事業に向けた課題整理 

２）「うちの郷土料理」の普及・広報方法について 
３）「うちの郷土料理」を活用した郷土料理の保護・継承のための方策   

 
（２）事前告知、案内資料 

2020 年 1 月 8 日、開催通知を関係者に送付。 
 

（３）出席者一覧 
別紙議事録参照 
 

（４）当日配布資料 
別紙参照 
 

（５）議事録および決定事項要旨 
別紙参照 
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２．地域検討委員会の開催 
２－１ 委員会及び有識者 

 地域検討委員会は以下の 10 の地方、都道府県において、各々2 回開催した。 
（１）組織図及び構成委員一覧 

地域検討委員会組織 

 
 

 
地域検討委員会委員一覧 〈五十音順・敬称略〉 
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（２）委員会の役割・機能 

地域検討委員会は、地域固有の多様な食文化を地域で保護・継承していく体制を
各地域に構築するため、既存の仕組みも活用しつつ、地方公共団体、大学等研究機
関、教育関係者、民間団体、民間企業、料理人等で構成される地域検討委員会を各
ブロック（➀北海道、②東北、③関東、④北陸、⑤東海、⑥近畿、⑦中国、⑧四国、
⑨九州、⑩沖縄を基本とする）において都道府県単位で一つ設置し、各地ごと２回
開催した。地域検討委員会ごと２０～３０品目程度の当該地域で継承していく郷土
料理を選定し、調査・記録に関するアドバイスを行い、当該郷土料理を地域ぐるみ
で将来にわたって保護し継承する方策を検討した。 
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（３）委員の選定について 

地域検討委員会の委員ついては、農林水産省が各実施都道府県へ委員の選定を依
頼し、候補案が決定後、事務局を通じて各委員へ就任を依頼した。 

地域検討委員の選定にあたっては、以下表を基準とした。 

 
 

（４）関係先連絡スケジュール 
地域検討委員会の開催と準備にあたり、2019 年 7 月～10 月 9 日までに各実施都

道府県において委員候補を決定し、各委員へ委嘱依頼を実施した。 
 

（５）委員会規約 
2019 年 5 月 31 日、「平成 31 年度地域の食文化の保護・継承事業 地域検討委員会

規約」（別紙参照）を策定し、同規約に則り検討委員会を開催・運営した。 
 

２－２ 第１回地域検討委員会 
（１）開催概要 

日時・場所 
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議題  １）本事業説明 

２）本事業の「郷土料理」の位置づけ・選定基準について説明 
３）本事業において調査対象とする「郷土料理」の選定   
４）調査・記録に関する助言 
５）郷土料理データベースの周知方法の検討 
６）郷土料理の展開事例紹介・調査対象とした郷土料理の継承方策の検討 

    ※以上議事進行は各都道府県検討委員会共通とした。 
 
 

（２）事前告知、案内資料、事前アンケート調査票 
2019 年 8 月 26 日～2019 年 10 月 23 日、開催通知を各会議関係者に送付。 
併せて、郷土料理選定に係る事前アンケート調査票を送付。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催場所

1 北海道 2019年10月17日 (木) 15:00 ～ 北海道農政事務所

2 山形 2019年11月12日 (火) 9:30 ～ 山形貸会議室

3 茨城 2019年10月4日 (金) 14:00 ～ 茨城県庁

4 石川 2019年9月20日 (金) 14:30 ～ 石川県庁

5 愛知 2019年10月24日 (木) 14:00 ～ 東海農政局

6 京都 2019年10月16日 (水) 9:30 ～ 近畿農政局

7 島根 2019年9月6日 (金) 15:00 ～ 島根県民会館

8 高知 2019年8月30日 (金) 10:00 ～ 高知県庁

9 大分 2019年10月10日 (木) 15:30 ～ ＪＲおおいたシティ会議室

10 鹿児島 2019年11月5日 (火) 13:00 ～ ホテル自治会館

項番
日時

第１回地域検討委員会　開催概要一覧
委員会
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<事前アンケート調査票> 

 
※記録作成品目選定、動画撮影品目選定に向けた候補提案を依頼した。 

 
（３）出席者一覧 

別紙議事録参照 
 

（４）当日配布資料 
別紙参照 
 

（５）議事録および決定事項要旨 
別紙参照 

 
 

２－３ 第 2 回地域検討委員会 
（１）開催概要 

日時、場所 
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議題  １）第１回地域検討委員会の検討結果の確認 

２）調査・記録結果の確認 
３）当該地域で選定した「郷土料理」を地域ぐるみで保護・継承していく

ための方策 
    ※以上議事進行は各都道府県検討委員会共通とした。 
 

（２）事前告知、案内資料 
2019 年 10 月 1 日～2019 年 12 月 19 日、 
開催通知を関係者に送付。 
 

 
 
 

 
（３）出席者一覧 

別紙議事録参照 
 

（４）当日配布資料 
別紙参照 
 

（５）議事録および決定事項要旨 
別紙参照 

 
 

場所

1 北海道 2019年12月5日 (木) 14:00 ～ 北海道農政事務所

2 山形 2019年12月12日 (木) 15:00 ～ 山形貸会議室

3 茨城 2020年1月16日 (木) 14:00 ～ 茨城県庁

4 石川 2019年12月13日 (金) 13:00 ～ 石川県庁

5 愛知 2020年1月9日 (木) 13:30 ～ 東海農政局

6 京都 2019年12月19日 (木) 9:30 ～ 近畿農政局

7 島根 2019年11月22日 (金) 15:00 ～ 島根県民会館

8 高知 2019年11月28日 (木) 15:00 ～ 高知県庁

9 大分 2019年12月9日 (月) 9:30 ～ 九州農政局大分県拠点

10 鹿児島 2019年12月23日 (月) 15:00 ～ ホテル自治会館

項番
日時

第２回地域検討委員会　開催概要一覧
委員会
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２－４ （参考）郷土料理選定にあたっての参考資料  
（１）各都道府県等既存調査資料 

第１回地域検討委員会の開催までに、各県の調査資料等に基づき郷土料理の候
補リスト（選定検討リスト）を作成し、各地域検討委員会において、本事業 WEB
コンテンツに掲載する料理品目選定の参考として活用した。 
 

（２）文化庁平成 28 年度伝統的生活文化実態調査（要旨資料） 
本事業では、上記に同じく「文化庁平成 28 年度伝統的生活文化実態調査【郷土

食】」についても、本事業の各地域検討委員会の郷土料理選定検討リスト作成の参
考文献とした。 

 
 

３．調査及び記録の作成 
３－１ 調査方法 

（１）調査概要 
本事業では、以下のフローに基づき調査を実施した。調査計画案は第 1 回全国検

討委員会に提示、議事において、調査項目、調査方法等の方針を決定した。その後
基本計画に従い、地域検討委員会ごとに選定された各郷土料理の造詣の深い地域、
団体などに調査を依頼した。なお、調査に際し、文化庁のほか対象都道府県で既に
行われてきた過去の調査結果等も参考にした。 

 
 

（２）調査項目およびフォーマット 
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   ◇調査項目（郷土料理） 
    ・名称 

・伝承地域または産地 
・由来・伝承 
・食習の機会・時季、飲食方法 
・原材料、調理・加工・製造工程 
・産業化・商品化の現状 
・保存体制（伝承者の概要、保存会等について） 
・行政等による支援策（財政的支援／情報提供（発信）等支援） 
・文献・映像等の関連資料 
・レシピ 
 

◇調査フォーマット（サンプル）  

 
 
 

３－２ 各郷土料理の記録①（20～30 品目×10 都道府県） 
 本事業の調査では、各地域検討委員会で選定された品目について記録作成を行った。 
記録については、文献調査、ＷＥＢ調査を行い原稿を作成し、その後各地域検討委員
にメール及びＦＡＸにて確認を依頼し加筆・修正対応を頂き記録を作成した。 
各郷土料理の記録（1200 字以上）と写真（２枚以上）は、本事業の成果物の WEB サ
イトにコンテンツとして掲載した。また、同コンテンツ情報はサイト利用者の二次利
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用を可能とした。 
 

３－３ 各郷土料理の記録②（5品目程度×10 都道府県） 
 上記、記録①のレシピ情報のうち、動画として記録すべきもの（各地域検討委員会
にて決定）については、レシピに従ってさらに調理動画を撮影・制作し、当該料理の
WEB ページにおいて、動画コンテンツとしてもアーカイブした。動画撮影前に地域検
討委員に調理時の注意点についてもヒアリングし撮影をおこなった。また、同動画コ
ンテンツはサイト利用者の二次利用を可能とした。 

 
３－４ 取材実施一覧 

 各調査、および WEB コンテンツ制作におけるインタビュー、記録撮影のため、以下
の取材を実施した。（実施者：凸版印刷株式会社 調査・制作担当） 

 
 

３－５ ＡＲＥＡ ＳＴＯＲＩＥＳ 
各地域ごと郷土料理が生まれた地域の風土や食文化を知ることを目的にしたページ 

を動画と記事を用いて作成した。動画と記事については農林水産省、各道府県に確認を
依頼した。 

 
【記事取材先】 
北海道：光塩学園調理製菓専門学校 

山形県：味どころ ふる山 
茨城県：中川学園調理技術専門学校クッキングクラブ  
石川県：青木クッキングスクール 
愛知県：自由が丘クッキングスタジオ 
京都府：京都府立大学・文学部和食文化学科 

    山ばな 平八茶屋 

京都府生活研究グループ連絡協議会 

島根県：精進料理処 ゆう心 
高知県：高知県農漁村女性グループ研究会 

大分県：大分県食生活改善推進協議会 
鹿児島県：鹿児島女子短期大学 

取材実施一覧
地域 日程 場所 面会者

北海道 2019/12/9～12/10 光塩学園調理製菓専門学校 他 光塩学園調理製菓専門学校　田安透様　他
山形 2019/12/3～12/4 味処ふるやま　他 味処ふるやま　代表取締役　古山裕喜様
茨城 2019/11/8 中川学園調理技術専門学校 中川学園調理技術専門学校　クッキングクラブ代表　中川一恵様
石川 2019/10/29～10/30 青木クッキングスクール 他 青木クッキングスクール　理事長　青木誠治様
愛知 2019/11/21～11/22 自由が丘クッキングスタジオ 他 名古屋文理大学　非常勤講師　鈴木あゆみ様　他
京都 2019/11/26～11/27 京都府生活研究グループ連絡協議会 他 京都府生活研究グループ連絡協議会会長　奥田智代様　他
島根 2019/10/10～10/11 島根県調理師会連合会 島根県調理師会連合会　執行副会長　中本喜代数様　他
高知 2019/10/2～10/3 JA高知所有の農協特産センター「とさのさとキッチンスタジオ」 高知県農漁村女性グループ研究会　会長　隅田るり子様　他
大分 2019/11/12～11/13 大分県食生活改善推進協議会 大分県食生活改善推進協議会　荷宮みち惠様

鹿児島 2019/12/12～12/13 東酒造 キッチンスタジオ 鹿児島女子短期大学　名誉教授　福司山 エツ子様　他
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【動画取材先】 
北海道：やき鳥 たつみ、天狗山展望台、光塩学園調理製菓専門学校 

美唄市、小樽市、札幌市周辺 
山形県：味処ふるやま、楯山公園、白糸の滝 

山城地域、村山地域、沿岸部周辺 
茨城県：中川学園調理技術専門学校、味ごよみ 宮田 

北茨城市、水戸市周辺 
石川県：与吉屋、八兆屋 駅の藏、青木クッキングスクール 

能登半島周辺、与吉屋（すいぜん映像）、金沢市内周辺 
愛知県：自由が丘クッキングスタジオ、香嵐渓、豊川稲荷 

犬山市、豊田市、豊川市、蒲郡周辺 
京都府：ラキャリエール クッキングスクール、山ばな平八茶屋 

京都市周辺 
島根県：精進料理処ゆう心 、宍道湖漁協協同組合 

宍道湖しじみ漁、大原新田など松江市、奥出雲市周辺 
高知県：土佐料理 司、とさのさと キッチンプラス 

香長平野、仁淀川など高知周辺 
大分県：宇佐市安心院総合保健福祉センター、こつこつ庵 

宇佐市、佐伯市、別府市周辺 
鹿児島県：さつま路、桜島、東酒造 

曽於市、桜島、鹿児島市周辺 
 
 

３－６ 成果物一覧 
 ・郷土料理調査記入票 

・料理画像データ 
※農林水産省 WEB サイト「うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～」 

   SEARCH&MENU にコンテンツとして格納。 
 ・レシピ動画 
 ・ＡＲＥＡ ＳＴＯＲＩＥＳ記事・動画 

 
４．農林水産省 WEB ページへの掲載 
４－１ WEB サイト開発提案書 

（１）WEB ページの名称 
うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～ 
 

（２）ロゴマーク 
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（３）要件定義・コンセプト 

本事業で作成した記録について、農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課和
食室の Web サイト内コンテンツとして Web ページを作成した。郷土料理の理解
を高め、次世代への継承を促進する観点から、アクセス数の向上に貢献するデザ
イン、Web ページを目指し制作した。味だけではない郷土料理の様々な魅力を形
成する多様な情報の理解を高めるため、閲覧者の目的に合わせた Web ページ構成
とすべく、検索機能を充実させた。また閲覧した方が当 Web サイトのコンテンツ
を利活用しやすいよう、ダウンロード機能を実装し、コンテンツ情報は二次利用
可能とした。 

 
（４）デザイン・コンテンツ 

TOP ページにおいては画像を活用した表現をおこなうことで、閲覧者の Web
ページ離脱を防ぎ、利用者の郷土料理への興味喚起を促すようにした。「AREA 
STORIES」では郷土料理の背景にある歴史や風土、想い等のストーリーを伝える
ことで、郷土料理の魅力と重要性の理解を促した。また「SEARCH＆MENU」で
は「地域」「季節」「種類」等のカテゴリー検索機能を実装することにより、利用者
の様々な利用シーンにおいてサイトコンテンツを活用しやすくした。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




