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ill ダミー

「日本食文化ナビ」を手に取った方々へ

突然ですが、みなさんの地域の活性化の取り組み、
こんなことになっていませんか？

こんなことにならないように、
「日本食文化ナビ」で、
食文化で地域を元気にする
ヒントを見出していきましょう！

TO THE PEOPLE WHO PICKED UP THE "JAPANESE FOOD CULTURE NAVI"

「インパクト重視・
地域食文化ないがしろ」型

NGポイント
□ 地域の食文化と無関係
□ 食材や調達方法へのこだわりがない

・

・

・

A町は、山と海に囲まれた風光明媚な土地で、小さ
な温泉地が有名。
温泉の新たな名物として、商工会の青年メンバー
が中心になり、温泉が噴出するように盛りつけを工
夫したカレーを開発。“カレーの街”として地域活性
化に取り組むことに。
しかし、カレーは元々の名物でもなく、原材料はコ
スト重視のため地域外から調達するなど、カレー自
体へのこだわりはない。

「地元住民は蚊帳の外・
地域に根づかない」型

NGポイント
□ 地元住民が触れる機会がない

・

・

C村は、数年前から鳥獣の被害に悩まされていた
が、捕獲した有害鳥獣の肉を活用し、地元のフラン
ス料理のシェフと連携してジビエ料理のレシピを
開発。
このレシピでのジビエ料理を提供する場が一部の
宿泊施設や高級料理店に限られていて、地元の住
民がジビエ料理を食したり、子どもたちが学校教
育などでジビエについて学ぶ機会がないため、地
元名産と言いながら、地元の多くの人は食べたこと
がない。

「素材は地元産・加工や
販売は外部におまかせ」型

NGポイント
□ 地域内での高付加価値化を
追求できていない

□ 原材料やこだわりポイントの
見える化ができていない

・

・

・

・

B市は、地域活性の一環で、地元のこだわり野菜を
使ったピクルスをつくることに。
地元の農家とJAがプロジェクトチームを結成し、
意見を出し合ったところ、季節ごとに旬の野菜を持
ち寄り、原料とすることに。
しかし、地域内の加工業者でなく、B市となんのゆ
かりもない外部の加工業者に委託。
商品のコンセプトやパッケージデザインも含めて
外部に依存しており、商品開発のストーリーを伝
えていなかったため、季節ごとの野菜を使っている
という商品のアピールポイントをPRできず。

「原料、製品不足・
外部仕入れ」型

NGポイント
□ 地域での６次産業化のはずが、
地元に収益を還元できない
一業者になってしまう

・

・

・

D町は、特産品のオリーブを原料にしたオリーブオ
イルを開発。地元の名産品として売り出すことに。
売り上げも好調となり、逆に地元産オリーブオイル
の供給が滞ることに。そこで、外部から仕入れたオ
リーブオイルも併せて販売。
結果的には、地域の素材を活用するという生産者
の意思が反映されない事業に変化していく。

「外部への素材提供のみ・
食材ファクトリー」型

NGポイント
□ 地域産品の高付加価値ができず、安く
大量に生産する食材工場になってしまう

□ 一次産業、二次産業、三次産業が
連携する6次産業になっていかない

・

・

・

E市は、地域の農業を元気にしようと外部の業者に
素材を販売するプロジェクトを立ち上げる。
大型流通チェーンへアピールするが、そこで求めら
れるのは、地元の特産野菜ではなく、流通チェーン
や加工品の原料となる野菜の安定的な供給だった。
地域生産者が参加するプロジェクトにはならず、地
域産品の販売拡大につながらない。
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ユネスコ無形文化遺産に登録された
文化としての「和食WASHOKU」。

はじめに

INTRODUCTION

「BOOK」の目的。
「BOOK」ですること。

「BOOK」は、地域の実践事例を、知り
たい項目別に検索できることを目指し、コ
ンテンツを拡大しながら、編まれ続けてい
る事例集。
チェックシートで自己診断をしてみて、こ
れから取り組むべきことが見えてきたら、
ぜひ「日本食文化ナビ BOOK」をご覧
下さい。
国内の事例地域の取組から、それを解決
するためのヒントや各地域の活動の背景
などを紹介していますので、気になるとこ
ろから読み進めてみてください。

BOOK

＜NOTEとBOOK＞
食文化ナビには、NOTEとBOOKの 2冊があります。
先ずはNOTEを手にとっていただき、みなさんの地域の現在について、
ワークシートに書き込みながら、各チェック項目別に様々な「気づき」を得ていただきます。
次に、各チェック項目別の実践ヒント集であるBOOKの該当箇所を参考に、
わが町の取り組みのヒントを見つけ出しましょう。BOOKには各地域の事例も掲載しています。
取組の流れや関連性など、全体的な状況を見ていただくことも可能です。

「NOTE」の目的。
「NOTE」ですること。

NOTE

「NOTE」は、地域活性に関わる方々が
自分で書き込み、または、検討テーマとし
て議論し書き込み、関係者間の情報共有
と気づきを目指すものです。
自分のまちの食文化や活性化の種を見つ
け出し、それをどう育てていくか。常識の
リセット、発見と価値付け、進化、地域
内での共有や定着。こうしたことへの
チェックポイントがあります。
「NOTE」は、自己チェックのためにワー
クシートに書き込んで使ってください。
またワークショップや意見交換の場で、
活用するのにも有効なシートです。 http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/

manual/pdf/txt_all.pdf

ill ダミー
外国人が手に寿司

ill ダミー
日本人が手にハンバーガー

　日本の伝統的食文化である「和食」が、ユネ
スコの無形文化遺産に登録されました。「和
食」はいま世界からも注目をあつめる文化とな
り、今回の登録を機にその動きはさらに加速化
が予想されます。
　しかし、一方で、日本の食生活の変化を見る
と、日本人にとっては“岐路”の時代と言えるの
ではないでしょうか。伝統的な食の風景は現
代の日本人にとってあたりまえに存在する文
化ではなくなり、危うい存在となっているのも
ひとつの事実です。
　食文化は、地域活性と伝統文化継承を両立
させる可能性を秘めています。農業、漁業、飲

食業、食品加工、酒づくり、地域活動、祭り、伝
統行事などを大切な文化資産と捉えて、地域
活性に取り組み、その中で日本の伝統的な食
文化が継承されるという事例も数多くあります。
　食を中心に地域活性をする実践には、プロ
ジェクト化できない、取り組んでいてもうまくい
かない、いつのまにか地域産業や文化継承を
ないがしろにしたままプロジェクト化していた
など難しさや落とし穴もあります。
　こうした課題を乗り越え、それぞれの地域の
人々が自分たちの食文化を見直し、生かしな
がら、新しい地域活性の可能性を探る。これが
「日本食文化ナビ」が生まれた理由です。
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ill ダミー
地域活性関係者イラスト

ill ダミー
食文化関係者イラスト

ill ダミー
食育に関わる方イラスト

「日本食文化ナビ」は
こんな人に
使ってほしい！

地域活性の視点と食文化の視点の
共有や有機的な連携を！

地域活性に携わる方々 地域食文化継承発展に関わる方 食育に関わる方

コミュニティのリーダー 教師、保母さん
給食に関わる方

食育プロジェクトの方食文化の継承者の方
地元シェフの方 生産者の方

地元の飲食産業の方生産者の方 加工業者の方 商工会の方 行政の方 観光業者の方

INTRODUCTION

　この「日本食文化ナビ」は、地域の食文化を
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。コミュニティのリーダー、
6次産業化に取り組む農業者の方、商工会の
方、地域の食文化の継承や進行に関わる方、

食育に関わる方、行政の方などで、これから取
り組みを始める方、壁に突き当たっている方利
用していただければと考え作られました。
　地域活性には、どの地域でも通用する単一
の方法はありません。「日本食文化ナビ」は「こ

れをやれば地域活性が叶う！」といったマニュア
ルではなく、“どのような視点が必要か”を示すナ
ビゲーションです。地域活性と食文化の新し
い結合で、地域が長期的に持続可能なかた
ちで元気になることを願っています。
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「日本食文化ナビ NOTE」の使い方

HOW TO USE

活性化のための「６つの視点」を把握しましょう  P9～11

食文化をいかしながら地域を活性化している実際の事例を分析して、大切なポイン
トとして得られたのが「６つの視点」です。６つの視点をさらに詳しく細分化し、26
のチェック項目を設定しました。これから取組をはじめる、またはさらにステップアッ
プするにあたり、どのようなコトが必要かを知ることが大切です。

「６つの視点」による自己診断をしてみましょう。  P12～29

次に、10ページ以降のワークシートに思いつくことをどんどん書き込んでいきましょ
う。「６つの視点」に添って、自らチェックしてみることで、当たり前だと思っていた
ことがそうでないとわかったり、思いがけない気づきや発見があると思います。
そのときの、ちょっとした気づきやつぶやきは、具体的なアクションのための大切な
seed（種）です。忘れないように、キーワードだけでもよいのでワークシートに書
き留めておきましょう。

地域の“現在のすがた”を、あらためて眺めてみましょう  P30

さいごに、視点別の取り組み状況を、23ページのシートに再度書きこみます。自分
たちの地域で、よく取り組んでいる点、今後まだまだ取り組みをすすめられそうな点、
これまでは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。

取組をはじめる前に使ってみる
せっかく地域に良いものがあるのに、その価値に気がついてない、ということはありま
せんか。そこに、地域活性化の宝が埋もれているかもしれません。先ずは、６つの
視点・26のチェックを眺めながら、「食文化」で地域が元気になるために意識すべ
きことに気づき、関係者で共有するところからはじめましょう。

いまの取り組みやプロジェクトを診断する（or見直してみる）
すでに「食」をつかった取り組みをすすめているけれども、今ひとつうまくいかない、
あるいは長続きしないなどの悩みを抱えている地域は少なくありません。さらに前進
するためには何が不足しているのか、どんなことが必要なのか、を発見するのに使っ
てみてはいかがでしょうか。

―いつ使うのがよいですか？

6 PERSPECTIVE AND 26 CHECKPOINT 

「日本食文化ナビ」
6視点と26チェックポイントの意味
先ずは、地域のみなさんが「当たり前」と思っている地域の食文化に、実は宝ものが眠っているのでは？
という可能性を探してみます。つまり、「当たり前」と思っているコトをリセットするところからはじめましょう。
次に、その食文化を今まではとは違った切り口から見てみることで、取組を深めていきます。
それらのステップによって得た価値観をふたたび地域内で共有して、次の気づきにつなげるという
一連のサイクルが大切です。では早速、ご自分の地域の取組について、10ページの[視点0]から
チェックしてみてください。これまで見過ごしていた思いがけない“気づき”に出会えるかもしれません。

「当たり前」をリセットする

地域食文化の特徴や魅力に気づく視点0

外への発信、外からの視点を取り込み、
さらに進化する
国内外のマーケットへ発信し
ブランド力を高める視点4

長期的に
地域に根づくよう

ふたたび地域に落とし込む

地域全体で育み、
次の世代にも伝えるための仕組みづくりをする

視点5

「食」の循環を見渡す
（生産、調達、加工、調理など）視点1

地域食文化を創造的に
デザインする視点2

「食」をキーワードに
価値創造する
～イーティングデザイン

視点3

食文化を新たな視点で発見し、
新たな価値を付け加える
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「当たり前」をリセットする

CHECK1_ 食文化を活用して地域を活性化しようと考えた
 きっかけは何ですか？
CHECK2_ 地域に眠っている魅力探しをして
 どんな食文化を見つけましたか？
CHECK3_ その食文化をどのように活性化に繋げようと思いましたか？
 初期段階の企画やアイディアは？
CHECK4_ 活性化に繋げるためにどのような地元関係者と
 気づきや狙いを共有しましたか？

視点０ 地域食文化の特徴や魅力に気づく

文化の衰退と地場
産食材の流出に危
機感を抱いた“気づ
き”が地域を救った！
その地域とは…？　
⇒BOOK p00参照

産地と飲食店の距離
を一気に縮めた地域
とは…？　またそのノ
ウハウとは…？　
⇒BOOK p00参照

食文化を新たな視点で発見し、
新たな価値を付け加える

CHECK5_ 地域の食材の来歴・由来を知っていますか？
CHECK6_ 地産地消が意識されたり、行われていますか？
CHECK7_ 在来の品種を活用していますか？
CHECK8_ 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・六次産業化）
CHECK9_ 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？

視点1 「食」の循環を見渡す
（生産、調達、加工、調理など）

CHECK10_ 伝統的な地域の食文化に工夫を加え、
 新たな魅力を創造していますか？
CHECK11_ 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？
CHECK12_ 食にかかわる地域の祭や行事などの価値を見出し、
 どのように活性化につなげようとしていますか？

視点2 地域食文化を創造的にデザインする

視点3 「食」をキーワードに価値創造する
～イーティングデザイン

地域の食材を使って
A級グルメを展開し、
若者の食文化離れ
を食い止めた地域と
は…？
⇒BOOK p00参照

CHECK13_ 日本食文化の特長である「おもてなし」を
 どのように取り入れていますか？
CHECK14_ 食の伝統的作法や地元の歴史的風習などを
 どのように生かしていますか？
CHECK15_ 「食器」やその他の伝統的工芸品と「食べ物」を
 どのように連携させていますか？
CHECK16_ 食の「空間」や「しつらい」をどのように工夫し、
 活用していますか？

塗箸産地でもあるこ
の地域では伝統工
芸品を食文化や食
育に取り入れた！　
⇒BOOK p00参照

長期的に地域に根づくようふたたび地域に落とし込む

CHECK21_ 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？
CHECK22_ 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？
CHECK23_ 学校などの教育現場や地元店舗（レストラン・直売所等）
 と連携し、食文化の継承を目的とした仕組みはありますか？
CHECK24_ 食文化の継承に向けて、教える側（食文化提供側）の人を
 育てる仕組みはありますか？
CHECK25_ 食文化の継承に向けて、食する側（食文化需要側）を育てる
 （次世代の舌づくり）仕組みはありますか？
CHECK26_ 「食文化の継承」を人づくりの一環と捉え、
 食育に生かしていますか？

視点5 地域全体で育み、次の世代にも
伝えるための仕組みづくりをする

標準化のためにガイ
ドブックというツール
を使って継承に取り
組む地域とは…？　
⇒BOOK p00参照

外への発信、外からの視点を取り込み、さらに進化する

CHECK17_ 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？
CHECK18_ 観光業界や流通業界等と連携するなど、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？
CHECK19_ 海外に対する情報発信や海外拠点の整備など、地域の食
 文化を海外に広げるための工夫をしていますか？
CHECK20_ 外国人観光客や外国人の評価を受けるための
 工夫をしていますか？

視点4 国内外のマーケットへ発信し
ブランド力を高める

流通業者が消費者
を現地に連れていく
ことにより情報発信
をしている地域とは
…？
⇒BOOK p00参照

6 PERSPECTIVE AND 26 CHECKPOINT 
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食文化を活用して地域を活性化しようと
考えたきっかけは何ですか？

その食文化をどのように活性化に繋げようと
思いましたか？　初期段階の企画やアイディアは？

CHECK1_ CHECK3_

地域食文化の特徴や魅力に気づく
WORKSHEET 01

視点０

これからプロジェクトを始めようとする人は、
地域の食文化の魅力について考えてみましょう。

・気付いた地域の食文化を、地域活性化のためにどのように活用しようと思った
か、企画の初期段階でのアイデアを書き出してみましょう。

地域に眠っている魅力探しをして
どんな食文化を見つけましたか？

CHECK2_

・あなたの地域の食文化やその他の特徴、気に入っている点などを
  好きなだけ挙げてください。

活性化に繋げるためにどのような地元関係者と
気づきや狙いを共有しましたか？

CHECK4_

人のつながりを広げるステークホルダー、
プランニングや発信の仲間になりそうな人を考えてみましょう。

あるもの探しの始まりは
何ですか？ 消えそうな伝
統食？ 地元で人気の個
性的メニュー？

HINT!
何を、どのように始めま
したか（始めようと思い
ますか？）スタートのチャ
ンスを見つめてみましょう。

HINT!

郷土料理、特産品、食材、
加工・保存技術、行事・
文化・伝統、自然・環境・
風景。幅広く“あるもの探
し”を！

HINT!
地域を元気にする取り
組みは、ひとりではでき
ません。一緒に取り組
む仲間は誰でしたか（で
すか）？

HINT!
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季節を意識した地域の行事に注目

>地域行事カレンダー

記入例

「食」の循環を見渡す視点1

　まちの食文化を見直し、地域に眠っている食の資源を見
つけ出そうとする際に、地域の行事に着目するのもひとつの
方法です。まちの各地域のさまざまな行事を洗い出し、カレ
ンダーに書き込んでみましょう。それぞれの行事に関わる
料理や食文化はありませんか。また、この時期にこれを収穫
する、調理するなど地域独特の風習はありませんか。これま
で日本人は、季節の変化とともに暮らしを営んでおり、
二十四節気に合わせて生活や農作業を行ってきました。地
域の行事には、その季節ならではの土地の食材や料理、食
べ方などが登場する可能性も少なくないようです。土地の
人には見慣れたものも、他の地域の人からは珍しく価値あ
るものが隠れているかもしれません。

下の表には地域に昔か
らある素材、いま生産さ
れている素材を書き出し
て行きましょう。

HINT!

「食材」の欄には原材料
を、「来歴・由来」の欄
には、食材が地元産で
あれば「○」、そうでない
ものは「̶」を。地域に
昔からある在来の食材
の場合は「◎」を記入し
ましょう。

HINT!

一番上の欄には、地域
で提供している自慢の
料理や加工食品の名称
を書きましょう。

HINT!

自分の町の祭りや行事、食に関わる季節の習慣を記入してみましょう。

COLUMN1

地域行事

地域の食材の来歴・由来を知っていますか？CHECK5_

地産地消が意識されたり、行われていますか？CHECK6_

在来の品種を活用していますか？CHECK7_

（生産、調達、加工、調理など）

・ 提供している代表的な料理や特産品の材料について、
地域に根付いたものかどうか確認しましょう。 

・ 現時点の状況を踏まえて、これまで以上に地元産や在来の品種を
活用できないか検討してみましょう。

食材 来歴・由来 食材 来歴・由来

素材 来歴・由来 素材 来歴・由来

（料理等の名称） （料理等の名称）

田植え

花火大会

稲刈り

もちつき
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地域食文化を創造的にデザインする視点2

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）

伝統的な地域の食文化に工夫を加え、
新たな魅力を創造していますか？

CHECK8_ CHECK10_

提案している代表的な料理や特産品などを、
どこで加工・調理しているか書き出してみてください。

・地域の固有性にプラスしてどのような一工夫や一手間をかけているかを
  書き出してください。

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？ （食の安全・安心。消費者ニーズへの対応）

CHECK9_

加工の過程を見える化するために、
どのような工夫をしているかを書いてみてください。

意外と「地域外」が多く
ありませんか？　どうして
かを話し合ってみましょう。

HINT!

「伝統は、実は革新の
連続！」。上の世代から
受け継いだものをどうア
レンジすれば、多くの人
に受け入れてもらえるだ
ろう？

HINT!

消費者の信頼や関心を
得られるって大切です。
商品づくりの過程はオー
プンになっていますか？

HINT!

普通の郷土料理を16
種類の小皿に並べるこ
とで、現代風な料理へ
変身させ大ヒット！その
地域とは…？
⇒BOOK p00参照

HINT!地 域の伝 統 的なメ
ニューが提供方法をひ
と工夫しただけでヒッ
ト!? 少しずつたくさん食
べられる小皿料理にし
たアイデア
⇒BOOK p00参照

HINT!

WORKSHEET 02
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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？

CHECK11_

・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どのように活用しているかを書き出してください。

食にかかわる地域の祭や行事などの価値を見出し、
どのように活性化につなげようとしていますか？

CHECK12_

・取組を長く続いていくものにするには、活用する食文化が地域に根ざしていた
本物であることがポイントです。 
・地域の歴史と結び付いた祭や行事はどういったものがあるか、
またそれをどのように食と結び付けてしているかを書き出してください。

茅葺き屋根の小屋、は
さがけをしている水田、 
自然放牧、囲炉裏ので
の食事…、美しい食の
風景はありませんか？

HINT!

行事のたびに食べる「も
ち料理」、お祭りの打ち
上げで振る舞われる伝
統料理など、行事での
食を見つめ直して。

HINT!

WORKSHEET 03

日本食文化の偉大な加工技術
　2013年に「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。その
理由のひとつに、日本食と健康や栄養との関係があります。世界的にもい
ま日本食は健康的でヘルシーであると注目を集めています。
　改めて、自分たちの地域の食文化を栄養や健康という面でも再評価し
てみてはどうでしょう。健康に寄与するにもかかわらず、廃れつつある食文
化がありませんか？　それを継承し、地域活性のツールにする視点はまさ
に食文化と地域活性の意義ある融合です。例えば、発酵や天日干しは、日
本人が旧来から利用してきた伝統的な技術ですが、最新の科学で栄養価
が高まることが再評価されています。
　ただし天日干しは、まさに日に干すことによってビタミンDを生み出しま
すが、現在、機械的に乾燥したものが多く出回るのも現状です。もう一度、
地域の食材や料理、暮らし方などを、健康や栄養という面から正しく見直
すことが、地域の食文化の付加価値づけになるのではないでしょうか。

COLUMN2

発酵と栄養

お金、エネルギー、人を地域内循環させる
　食でまちおこしをしようとするとき、一時のブームで終わらないようにし
なければなりませんが、そのためには“循環”という視点も重要です。
　収益が一部に集約していくのでなく、関わる地域の人々に回っていくお
金の循環。石油やガスなどを地域外から買うのを当たり前とするのでなく、
自給で地域の自立を目指すエネルギーの循環。そして、高齢化や後継者
不足のなかで、地域に新しい働き手や後継者をつくっていく人の循環。
　いま、日本の地域では、雇用が減り、若い世代が地域の外に出ていくと
いうことが慢性化している傾向があります。そうして、各地で伝統的な食
文化や行事の後継者が少なくなり、消滅の危機に陥るケースも見られま
す。新しいプロジェクトでは、コストがネックになることもあります。地域に
ないものを買ってくるという発想ではなく、地域資源を循環させながら、地
域を元気にする。これは、一瞬の盛り上がりでなく、持続可能なかたちを
追求する姿勢にもつながります。

COLUMN3

循環という視点
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日本食文化の特長である「おもてなし」を
どのように取り入れていますか？

食の伝統的作法や地元の歴史的風習などを
どのように生かしていますか？

CHECK13_ CHECK14_

「食」をキーワードに価値創造する ～イーティン  グデザイン視点3

「食器」やその他の伝統的工芸品と「食べ物」を
どのように連携させていますか？

CHECK15_

地域の食文化は、「食
べ物」だけではないはず
です。「食器」や「料理
道具」なども一緒に考え
てみては？

HINT!

地域の人々が昔から客
をもてなすときのことを
思い出してみましょう。
なにか、魅力的なふるま
いが見つかりませんか？

HINT!

祭りや年中行事で神仏
に捧げる食、この日には
これを食べるといった風
習はありませんか？

HINT!

最高のおもてなしをする
ため伝統工芸品や食器
などの細部にまでこだわ
りを持っている地域とは
…？　
⇒BOOK p00参照

HINT!
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食の「空間」や「しつらい」をどのように工夫し、
活用していますか？

CHECK16_

・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どのように活用しているかを書き出してください。

WORKSHEET 04

「都市部でウケる」は果たして成功か？
　地域のメニューや加工食品を開発、販売してい
こうとするとき、「東京でウケるのはなにか」という発
想を持つ人も多いと思います。しかし、ここにはいく
つかの危険性も潜んでいます。まず、地域の食文化
を“ウケる”ものにカスタマイズするときに大切なもの
が失われないかどうか。素材や調理法、食べられ方、

扱われ方などをデザインできないことにより、一時
的なブームで終わったり、地域食文化の価値を逆
に落としてしまうことになりかねません。
　マーケットにウケるという発想から、一度俯瞰し
て、長く安定的に支持されるという発想に立ち返る
ことも大切です。

COLUMN4

マーケットを見つめ直す

少子高齢化とマーケティング視点
　これからの食のマーケティングで、気にとめておか
なければならない社会の変化をあらわすキーワード
のひとつは高齢化であり、単身者の増加です。少子
高齢化が進み、高齢者の割合がどんどん増え、2030
年には〇●にまでその割合は高まります。そして高齢

者のなかには、夫や妻と死別した単身者が急増して
います。それら現在の高齢者は昔に比べるとお金を
もった人でもあり、大きな市場に拡大しています。食
産業の展開や食文化の変化も、こうした視点で長期
的に見ていく必要があるかもしれません。

COLUMN5

2030年問題

6次産業化にもいろいろある!?

　まちおこしのキーワードとして6次産業化があ
ります。生産した農産物の外部供給でなく、加工
（第二次産業）、販売（第三次産業）も内的に行
うことで、雇用や収益が得られ、まち全体が元気
になる考え方です。地域の生産物の良さを引き
出し、付加価値をつけるブランディングにもつな
がります。
　しかし、外部委託が悪いということではありませ

ん。自分たちができないことを外部に委託してコス
トを抑え、デザインを依頼する選択肢もあります。
同時に6次産業が外部主導で行われ、販売、加工
が外部、生産が地域という3×2×１型では、同じ6
次産業という呼ばれ方であっても、地域が素材提
供のみになる危険性があります。「１×２×３」型、
「３×２×１型」、「外部委託型」。いずれも、地域が
主体的に関わる姿勢が肝心になっています。

COLUMN6

6次産業化

食事の空間が魅力的で
あることも大切です。都
会的である必要はなく、
地域らしい伝統や個性
がありませんか？

HINT!

見て楽しむ、食べて楽し
む！景観による食の演出
を楽しんでいる地域とは
…？　
⇒BOOK p00参照

HINT!
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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？

観光業界や流通業界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？

CHECK17_ CHECK18_

国内外のマーケットへ発信しブランド力を高める視点4

・どのような発信の工夫をしているか書き出しましょう。
・どのような評価を受けるための工夫をしているか書き出しましょう。

・地域の食文化を日本全国に広げるために、
どんな工夫をしているか書き出しましょう。

魅力を伝え広げる人、
人やものを動かす人、こ
うしたキーマンや会社と
のつながりはどうつけら
れそう？

HINT!

地域のよさに気づくの
は、意外と地域外の人
だったりするもの。外
の人との交流を考えて
みましょう。

HINT!

海女100人の大移動。
キャラバンが広告塔に
なってPRをしている地
域とは…？　
⇒BOOK p00参照

HINT!
体験型ツアーにより生
産者と消費者を繋いで
いる地 域とは…？　
⇒BOOK p00参照

HINT!



26 27

海外に対する情報発信や海外拠点の整備など、
地域の食文化を海外に広げるための工夫をしていますか？

CHECK19_

・どのような発信の工夫をしているか書き出しましょう。
・地域の食文化を海外に広げるために、どんな工夫をしているか書き出しましょう。

外国人観光客や外国人の評価を受けるための
工夫をしていますか？

CHECK20_

・外国人観光客向け、外国人コミュニティへのアプローチなど
どんな工夫をしているか書き出しましょう。

海外への発信のルート
は広がっています。海外
の目によって地域の食
文化がさらに価値を増
すという視点も持って。

HINT!

外国人も日本の食文
化に高い関心を示して
います。口コミで広がっ
たり、リピーターになる
可能性も。

HINT!

WORKSHEET 05

地域全体で育み、次の世代にも
伝えるための仕組みづくりをする

視点5

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？

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？

CHECK21_

CHECK22_

・どのような方法を使って地域内で食文化の価値を共有していますか？

持続的な取り組みとな
るためにも、地域内で取
り組みを共有する輪を
広げましょう。

HINT!

地域外の人向けの行事
だけでなく、地域や家庭
内での、地元食文化を
楽しむイベントはありま
せんか？

HINT!
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学校などの教育現場や地元店舗（レストラン・直売所等）と連携し
、食文化の継承を目的とした仕組みはありますか？

食文化の継承に向けて、食する側（食文化需要側）を
育てる（次世代の舌づくり）仕組みはありますか？

CHECK23_ CHECK25_

・他産業や異業種などと連携して取り組んでいる食文化の継承に向けた
活動があれば書き出してください。

食文化の継承に向けて、教える側（食文化提供側）の
人を育てる仕組みはありますか？

CHECK24_ 「食文化の継承」を人づくりの一環と捉え、
食育に生かしていますか？

CHECK26_

次世代の若手と連携し
て、食文化について楽し
く体験できる場所づくり
を考えていますか？

HINT!

だしの味や、地元料理
を食べる機会を持つなど、
子どもの舌を育てる場を
つくる視点も大切です。

HINT!

プロジェクトメンバーだ
けでなく、地域の学校
や店舗や生産者や加
工業者と知り合い、共
有する工夫はできてい
ますか？

HINT!

地域の伝統的な食の継
承者から教えてもらう場
をつくるなどのイベントは
ありますか？

HINT!

WORKSHEET 06
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レーダーチャート式“気づき”発見シート
セルフチェック！

MEMO

WORKSHEET 07

地域の弱み・強み
がわかるね！

HINT!

・ワークシートに取り組んでいただいたところで、視点ごとの取組状況を自分なりに３段階で評価し、
五角形の頂点を線でつないでみましょう。
・プロジェクトが進んだところで改めて評価を書き込み、自分たちの事業の進化を確認しましょう。
・よくできているところ、もうひとがんばりというところを改めて再認識し、
次のステップを考えるための参考にしてもらえたらと思います。

《チェックのめやす》
0： まだ気がついていない
1： 気がついている
2： 着手している
3： かなり進めている

視点2視点5

視点4 視点3

視点1

0

1

2

3

「日本食文化ナビ BOOK」の使い方

HOW TO USE

【 第1部  ヒント集 】

【 第２部  地域事例 】

「NOTE」で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。
地域の事例から、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「BOOK」で見つけましょう。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。

チェックできなかった項
目に取り組むためのヒン
トになるように、各項目
ごとに成功のポイントを
ご紹介します。

POINT

同じ視点・同じチェック項
目でも、それに取り組む方
法は一様ではありません。
わがまちの状況に照らし
合わせながら、ヒントを活
用してはどうでしょう。

POINT

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。

POINT

市町村での取組 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。

C： 取組の流れ 

❶ 食文化館来場者数： 145万人（H23） ❷ 校区内地場産学校給食実施校： 14校（全校）（H23） 
❸ 観光交流人口：140万人以上（H15～H23） ※H14以前は100万人未満 

【取組の成果】  

平成12年 「食のまちづくり」スタート 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。

平成13年 市民参加の取組開始 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！ 

平成20年 「小浜市食育推進計画」策定 

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) 】

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 

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) 】

平成15年 食文化館オープン (9月)   
キッズ・キッチン開始 

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) 】

平成16年 食育サポーター設立
有志市民が 食育講師等へ

食のまちづくりの活動拠点！

① 福井県小浜市

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。 

A： 地域の概要

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。最初は、「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。

福井市

小浜市

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 
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ここでは、「食」を活用し
て地域活性化に取り組
む国内の事例を取り上げ、
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。

POINT

最初から順番に読む必
要はありません。先ずは
第2部の地域の事例を
読んでみる、また気になる
内容を索引からピンポイ
ントで探してみるなど、使
い方によって様 な々気づ
きがあることでしょう。使
いやすい方法で利用して
みてください。

POINT



農林水産省大臣官房政策課食ビジョン推進室

TEL: 03-6738-6120 
FAX: 03-3508-4080 
E-mail: shoku_vision@nm.maff.go.jp

【お問い合わせ先】

「日本食文化ナビ」（地域食文化活用マニュアル）は、こちらからダウンロードできます。

JAPANESE FOOD CULTURE NAVI “NOTE”

http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/manual/index.html

表紙の絵柄は、「郷」という字の由来となる
象形文字です。食（ごちそう）を真ん中にして、
人と人が向かい合うかたちとなっています。


