
地産地消推進の取組の事例（令和３年３⽉） ⽬次
 １．農産物直売所の取組
番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考 ⾴

1 北海道⼠幌町 道の駅ピア21しほろ
⼠幌町の魅⼒を凝縮︕地域と住⺠に愛される空間づくりで販売UP
に繋がった直売所

売 上 ⾼︓1.5億円
雇⽤者数︓25名
出荷農家︓28名

1ｰ1

2 秋⽥県横⼿市 まめでらが〜道の駅⼗⽂字〜 地域との共⽣による地域活性化が、販売にも好影響となった取組
売 上 ⾼︓4.9億円
雇⽤者数︓35名
出荷農家数︓226名

1ｰ2

3 群⾺県川場村
川場⽥園プラザ ファーマーズマー
ケット

地域を越え多くの観光客が訪れる農業と観光のテーマパーク
売 上 ⾼︓5.5億円
雇⽤者数︓10名
出荷農家400名

1ｰ3

4 富⼭県富⼭市
JAあおば農産物直売所「あおばの⾥
ほほえみ館」他

⽣産者がJA管内の複数の直売所を選択して出荷できる取組
売 上 ⾼︓1.7億円
雇⽤者数︓11名
出荷者数︓561名

1ｰ４

5 富⼭県富⼭市 ふれあい⻘空市 やまだの案⼭⼦ 地域のやる気が商品の充実につながった取組
売 上 ⾼︓0.4億円
雇⽤者数︓3名
出荷者数︓140名

1ｰ５

6 富⼭県南砺市 旬菜市場 ふくの⾥ 20年にわたって維持している取組
売 上 ⾼︓0.9億円
雇⽤者数︓5名
出荷者数︓78名

1ｰ６

7 ⽯川県⽻咋市 神⼦原農産物等直売所「神⼦の⾥」 地域との共⽣による地域活性化の取組
売 上 ⾼︓0.9億円
雇⽤者数︓11名
出荷者数︓30名

平成20年度地産地消優良活動表彰
全国地産地消推進協議会会⻑賞受賞

1ｰ７

8 三重県いなべ市
いなべ農産物直売所 ふれあいの駅う
りぼう

農業体験の提供を通じて新たな⽣産⼒を⽣み出す農産物直売所
売 上 ⾼︓2.4億円
雇⽤者数︓26名
出荷者数︓180名

平成27年度地産地消優良活動表彰
全国地産地消推進協議会会⻑賞受賞

1ｰ８

9 ⼤阪府能勢町 （有）能勢物産センター 地域との共⽣による地域活性化が、販売にも好影響となった取組
売 上 ⾼︓4.4億円
雇⽤者数︓40名
出荷者数︓300名

1ｰ９

10 ⼭⼝県岩国市 FAM'Sキッチンいわくに 地域との共⽣による地域活性化が、販売にも好影響︕︕
売 上 ⾼︓3.4億円
雇⽤者数︓27名
出荷者数︓396名

1ｰ10

11 徳島県⼩松島市
JA東とくしま みはらしの丘 あいさ
い広場

⾷と農、そして地域をトータルサポートして着実に発展している取組
売 上 ⾼︓16.7億円
雇⽤者数︓70名
出荷者数︓645名

1ｰ11

12 愛媛県今治市 JAおちいまばり さいさいきて屋
地産地消の推進、地域農業の振興、農業の担い⼿の育成、消費者理解の推進と
安全・安⼼な⾷料の安定供給を⽬指した取組

売 上 ⾼︓26億円
雇⽤者数︓175名
出荷者数︓1294名

1ｰ12

13 宮崎県⽇南市
酒⾕むらおこし株式会社（道の駅酒
⾕）

さかたにの宝︕地域で⽀える活性化拠点「道の駅 酒⾕」
売 上 ⾼︓1.6億円
雇⽤者数︓22名
出荷者数︓444名

1ｰ13

14 沖縄県名護市
「道の駅」許⽥ やんばる物産セン
ター

⽣産者と消費者との”架け橋”となり、地域振興を図る取組
売 上 ⾼︓9.2億円
雇⽤者数︓48名
⽣産者数︓100名

1ｰ14

○令和２年度

番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考

1 東京都国⽴市 株式会社エマリコくにたち
まちなか農業（都市農業）を次代につなぎ、都市市⺠の楽しい⾷卓をサポート
する東京農業活性化ベンチャー

売 上 ⾼︓2.5億円
出荷者数︓100名

⾷料産業局⻑賞受賞

2 福岡県筑前町
株式会社筑前町ファーマーズマーケッ
トみなみの⾥

ピンチをチャンスに︕いま、いなかが新しい 売 上 ⾼︓7.7億円
出荷者数︓438名

農林⽔産⼤⾂賞受賞

○令和元年度

番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考

1 和歌⼭県 紀の⾥農業協同組合
直売拠点として 1,500 名を超える⽣産者をまとめ、
地域をまるごと「紀の⾥」にブランディング

売 上 ⾼︓27.8億円
出荷者数︓1,558名

⾷料産業局⻑賞受賞

令和2年度・令和元年度地産地消等優良活動表彰の受賞事例。
下記URLに取組事例を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/index.html



２．学校給⾷の取組
番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考 ⾴

1 北海道⾜寄町 ⾜寄町学校給⾷センター
⼦どもたちに給⾷で感動を与えたい︕⽣産者の想いを込めた
ふるさと給⾷

752⾷/⽇
地場産率（⾷材数）
︓64％（北海道産）
︓27％（⾜寄町産）

2-1

2 ⼭形県⾼畠町 和⽥地区⾃給野菜組合 安全・安⼼な野菜を⼦供たちに届け続ける取組
870⾷/⽇
地場産率（重量）
︓57%（⾼畠町産）

平成26年度地産地消優良活動表彰
⾷料産業局⻑賞受賞

2-2

3 福島県新地町 新地町教育委員会 「安全な地元産⾷材を使⽤した学校給⾷での⾷育」による「地産地消」の取組
750⾷/⽇
地場産率（⾷材数）
︓72%

2-3

4 東京都⼩平市 JA東京むさし⼩平⽀店 ⾏政・学校・栄養⼠と⼀体となって進める地場産学校給⾷の取組
14,000⾷/⽇
地場産率（⾦額）
︓32%

平成28年度地産地消優良活動表彰
⾷料産業局⻑賞受賞

2-4

5 富⼭県⽴⼭町 ⽴⼭町学校給⾷センター ⽣産者、商業協同組合等と連携しながら給⾷を楽しむ取組
2,065⾷/⽇
地場産率(重量)
︓50.2%

令和元年度地産地消等優良活動表彰
農林⽔産⼤⾂賞受賞

2-5

6 ⽯川県南加賀地区 南加賀地区地産地消推進協議会 市場と⾏政、ＪAが連携し、地域内で⾷材を供給する体制を構築した取組
加賀市の場合
5,150⾷/⽇
市内産率(⾷材数)
︓12％

2-7

7 岐⾩県瑞穂市 瑞穂市給⾷センター 給⾷センターと県、市、ＪＡが連携した地産地消
6,950⾷/⽇
地場産率(⾷材数）︓
34％

2-8

8
    し  そう  し

兵庫県宍粟市
宍粟市⽴学校給⾷センター

宍粟市の宝である⼦ども達には、まさしく「宍粟」を⾷べて、⼼⾝ともに⼤き
く・元気な⼦に育ってほしいと願いを込めた⼿づくりの給⾷を提供

3,340⾷/⽇
地場産率︓73％(重量)

平成25年度地産地消優良活動表彰
農林⽔産⼤⾂賞受賞

2-9

9 島根県飯南町
⾚来農林産物出荷協議会、⻘空市ぶな
の⾥、飯南町学校給⾷共同調理場

産直市から学校給⾷への出荷体制を構築し地場産率を向上させた取組
420⾷/⽇
地場産率（⾷材数）
︓65％

2-10

10 ⾼知県中⼟佐町 中⼟佐町⽴学校給⾷センター
地元⾷材を使⽤した学校給⾷による、地産地消の推進・⾷品ロス削減・⾷育活
動等への取組

450⾷/⽇
地場産率（⾷材数）
︓39％

平成29年度地産地消給⾷等メニューコン
テスト
⽂部科学⼤⾂賞受賞

2-11

11 ⻑崎県平⼾市 平⼾市⽴北部学校給⾷共同調理場 平⼾の農産物を活⽤したふるさと給⾷の取組
860⾷/⽇
地場産率(重量⽐)
︓80％

2-12

12 沖縄県南⼤東村 南⼤東村地産地消促進協議会 地産地消の島づくりで、学校給⾷の県産⾷材利⽤率が向上した取組
150⾷/⽇
地場産率（重量）
︓50%

2-13

○令和２年度

番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考

1 富⼭県滑川市 岩⽥章⽒
滑川市内学校給⾷の地場産野菜使⽤率65％（重量ベース）を⽬指し、⽣産者
と調理場のパイプ役として細やかな調整で⽀援

地場産率（重量）
︓62.9%

令和2年度地産地消等優良活動表彰
全国地産地消推進協議会会⻑賞受賞

令和2年度地産地消等優良活動表彰の受賞事例。
下記URLに取組事例を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/index.html



３．病院・⾼齢者施設での給⾷の取組
番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考 ⾴

1 北海道旭川市 ⽇本⾚⼗字社旭川⾚⼗字病院 ⾷べる喜びを伝えたい︕旬の⾷材で彩りのある病院⾷を︕ 1,200⾷／⽇ 3-1

2 富⼭県富⼭市 特別養護⽼⼈ホームささづ苑 地域で安定した⽣活を送るための取組
360⾷/⽇(120×３⾷）
地場産率（⾷材数）
︓42%

3-2

3 滋賀県彦根市 彦根市⽴病院 病院と委託業者、⽣産者とのスクラムでメニューに地産地消の思いを届ける 750⾷/⽇
地場産率(重量）︓28％

平成27年度地産地消給⾷等メニューコン
テスト
農林⽔産⼤⾂賞受賞

3-3

4 岡⼭県笠岡市 医療法⼈緑⼗字会 笠岡中央病院 ⼈と地域を元気にする病院・介護施設における地産地消活動
120⾷/⽇
（参考︓地産地消御膳)
地場産率（⾷材数）
︓85〜100％

3-4

5 沖縄県浦添市 株式会社⽇本ユニテック 地元に根差して地域貢献及び売上増に繋がった事例
約40,000⾷／⽇
地場産率（⾷材数）
︓30％

3-5

6 沖縄県名護市 運天産婦⼈科・運天⾷堂
地場産⾷材を使った産婦⼈科⾃慢の給⾷を併設する⾷堂で
提供している取組

60⾷／⽇
野菜における地場産率
（品⽬数）︓70％以上

3-6

４．CSA※の取組
番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 主要指標 備考 ⾴

1 宮城県⼤崎市 ＮＰＯ法⼈鳴⼦の⽶プロジェクト 作る⼈と⾷べる⼈が⽀えあって皆んなで地域の農を守るCSAの取組

取扱⾼︓1,725万円（⽶
穀のみ）
出荷者︓15名（⽶）、7
名（野菜）
参加者︓37名(個⼈31)

4-１

2 愛知県豊⽥市 （⼀社）押井営農組合
⽶を売らない⽶農家「⾃給家族」で農地と集落を守る
 ＜ＣＳＡプロジェクト＞

栽培契約料︓270万円
契約︓50家族
構成員︓役員7⼈、組合
員27⼈、従業員7⼈

4-２

3 兵庫県神⼾市 株式会社ナチュラリズム
⽣産者・消費者共に顔が⾒える安⼼とCSAの可能性
   〜互いに⽀えあう新しい農業のかたち〜

会員数︓35名
農家⼾数︓６⼾

4-３

※「CSA」（community supported agriculture)は、農家と消費者が連携し、前払いによる農産物の契約を通じて相互に⽀え合う仕組み。



５．その他特徴的な地産地消の取組
番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 備考 ⾴

1 北海道三笠市 北海道三笠⾼等学校調理部 地域に⼈を呼ぶ︕地場産⾷材にこだわった⾼校⽣レストラン 「まごころきっちん」 4-１

2
東京都板橋区
埼⽟県狭⼭市

東京家政⼤学 産学官連携による地場産農産物を活⽤したレシピ開発 4-2

3 福井県池⽥町 おもちの⺟屋 もち⽂化の継承が地域の活性化につながった取組 4-3

4 福井県南越前町 企業組合そまの恋姫サラダ会 ⼥性の起業により地域の農業活性化につながった取組 4-4

5 岐⾩県中津川市 くりくりの⾥中津川農産物直売所 地場産物の⽣産から商品の販売までを⼿がけ、障害者の⾃⽴を⽀援する⾥ 4-5

6 岡⼭県岡⼭市 株式会社天満屋ストア 量販店が⽣産者と協⼒して地場野菜の取扱いを拡⼤した取組 4-6

7 岡⼭県真庭市 落合野菜果物出荷組合 「地産地消コーナー」の品質等にこだわった新鮮な野菜等が⾃慢 4-7

8 岡⼭県岡⼭市 有限会社漂流岡⼭ 地域の農産物を地域で流通させるコンパクト型地域商社の取組 4-8

9 広島県世羅町 協同組合甲⼭いきいき村 インショップ展開で⽬指せ年商10億円︕ 4-9

10 ⾹川県さぬき市 かなたまキッチン 地域との共⽣による地域活性化が、販売にも好影響となった取組 4-10

11 ⾹川県東かがわ市 五名活性化協議会 地域住⺠と移住者が⼀体となった地産地消の取組 4-11

12 熊本県宇城市
熊本宇城農業協同組合 サンサンうきっ⼦宇城菜
館

農作物の素晴らしさを知っていただくために 4-12

13 沖縄県⽯垣市 ⽩保⽇曜市運営組合／NPO法⼈夏花 ⽩保の暮らし・伝統⽂化を守る活動から「⽩保⽇曜市」へ 4-13

○令和２年度

番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 備考
1 岩⼿県宮古市 重茂漁業協同組合 「天恵戒驕（てんけいかいきょう）」の精神のもと守り抜いた「⾷」と「環境」 全国地産地消推進協議会会⻑賞受賞
2 ⽯川県⽩⼭市 ⽯川県⽴翠星⾼等学校⾷品科学研究会 農業⾼校⽣がおこす農業⾰命︕〜地域農業の未来に夢を〜 ⽂部科学⼤⾂賞受賞
3 愛知県⻄尾市 三河淡⽔⿂株式会社 川上から川下まで。愛知三河⼀⾊産うなぎのことならすべて三河淡⽔グループ ⾷料産業局⻑賞受賞
4 兵庫県加古川市 農事組合法⼈ ⼋幡営農組合 ⽇本初の「純国産パスタ」で、農地を守り、雇⽤を守り、地域を守る 農林⽔産⼤⾂賞受賞
5 広島県庄原市 株式会社敷信村農吉 地域に根差した保育と農 〜⼀⼈ひとりの豊かな可能性を耕す〜 ⾷料産業局⻑賞受賞

○令和元年度

番号 市町村名 事業主体名 取組のポイント 備考
1 宮城県仙台市 株式会社東北協同事業開発 「古今東北」の販路拡⼤を通じ、地域経済発展に寄与。海外も視野に ⾷料産業局⻑賞受賞
2 福島県喜多⽅市 株式会社おくや 「100 年後のために、今種を蒔く。 」 地元商⼯、福祉施設と新産業創出へ 農林⽔産⼤⾂賞受賞
3 栃⽊県⾜利市 株式会社⻑⾕川農場 循環型農業で「⾜利マール⽜」が誕⽣、地元に愛される⽜⾁を⽬指す︕ ⾷料産業局⻑賞受賞
4 東京都新宿区 新宿区⽴落合第六⼩学校 農業体験を通じ“⽣業”の意味を知る「落合⾥⼭プロジェクト」で⼈材育成を ⾷料産業局⻑賞受賞
5 富⼭県朝⽇町 朝⽇町農村⼥性グループ連絡協議会 地場産⾷材を⼀層美味しく、朝⽇の「⾷」は、私たちにおまかせ︕ ⾷料産業局⻑賞受賞
6 ⽯川県⽳⽔町 チーム能登喰いしん坊 屋台で能登⾷材の魅⼒を全⼒発信︕未利⽤や規格外⾷材も商品化へ 全国地産地消推進協議会会⻑賞受賞
7 愛知県蒲郡市 株式会社⾦トビ志賀 ご当地グルメで消費拡⼤。⾷を通じて地域の魅⼒を市内外へ発信。 ⾷料産業局⻑賞受賞
8 岐⾩県瑞穂市 村上 直江 地元の⾃然や⾷材に対する愛着を、学校給⾷を通して⼦供へ伝える ⾷料産業局⻑賞受賞
9 兵庫県三⽊市 企業組合 彩雲 笑顔で輝く⼥性の働く場を創出する「⾷・農・地域」を紡ぐ未来型『⼥性起業』 農林⽔産⼤⾂賞受賞
10 ⿃取県 ⿃取いなば農業協同組合 「不⽑の地」を逆⼿に取った 「⿃取砂丘らっきょう」で産地を活性化 農林⽔産⼤⾂賞受賞

令和2年度・令和元年度地産地消等優良活動表彰の受賞事例。
下記URLに取組事例を掲載していますので、ぜひご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/index.html


