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『⾷⽂化あふれる国・⽇本』 プロジェクト
背景・課題

１．「⾷⽂化ストーリー」創出・発信モデル事業
 我が国の特⾊ある⾷⽂化の⽂化財登録とその魅⼒の国内外への発信を推進する
ため、地⽅⾃治体等による⾷⽂化ストーリーの構築・発信等の取組を⽀援。

 実施主体︓地⽅公共団体、協議会、⺠間団体等
 件数・単価︓9箇所×約900万円（予定）
 事業期間︓令和3年度〜

事業内容

○ 我が国には、豊かな⾃然⾵⼟と精神性、歴史に根差した、世界に誇る多様な⾷⽂化が存在。
平成29年に改正された⽂化芸術基本法では、「⾷⽂化」の振興を図ることが明記。また、令和
３年には⽂化財保護法が改正され、⾷⽂化など無形の⽂化財を保護する登録制度を新設。
○ ⼀⽅、地⽅の過疎化や⽣活様式・嗜好の変化等により、⾷⽂化は急激に変容しており、さらに
コロナ禍もあいまって、その継承・振興は喫緊の課題。
○ 特⾊ある⾷⽂化の継承・振興及び⽂化財登録に取り組むモデル事例を形成するとともに、
⾷⽂化に関する調査研究・情報発信を推進し、⾷⽂化の振興、地域の活⼒向上、⼈材育成・
技術継承を図る。

⾷⽂化“消失”の危機
① 地域や家庭での継承が困難 ②伝統的な技の継承も課題

「⾃分が⽣まれ育った地域の郷⼟料理
を知っている」 31.9% (1)

「郷⼟料理の作り⽅を受け継いだこと
がある」 17.1% (1)

「料亭（⽇本料理の技の伝承の場）
の減少」過去30年間で▲93％
(2)

食文化の継承は
喫緊の課題！

2．⾷⽂化機運醸成事業
 博物館等を活⽤した⾷⽂化への学びと体験の機会の提供、⽂化や⾷のイベント等
との連携、オンラインによる情報発信により、国⺠の⾷⽂化への理解を深める。

 実施主体︓⺠間団体等（委託）
 事業期間︓令和3年度〜

普及啓発等 156百万円

調査研究 32百万円

・⾷⽂化の無形の⽂化財登録等に向けた調査
・⾷⽂化研究のプラットフォーム（⾷⽂化センター）の試験調査
・⾷⽂化インバウンド促進のための動向調査
 実施主体︓⺠間団体等（委託）

出典：(1)「国民の食生活における和食文化の実態調査」（R2、農林水産省）
(2)「経済センサス」

出典：(3) 訪日外国人消費動向調査（R1、観光
庁）

3．⾷でつながる⽇本の⽂化認定事業（新規）
 多様な地域の伝統⾷やそれを⽀える⽂化財など、⾷にまつわる伝統⽂化の魅⼒を
推進する取組を認定・⽀援。

 実施主体︓⺠間団体等（委託）
 件数・単価︓4箇所×約1、050万円（予定）
 事業期間︓令和4年度〜令和6年度

令和4年度予算額（案） 188百万円
（前年度予算額 149百万円）
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「⾷⽂化ストーリー」創出・発信モデル事業

食文化の継承・振興に向けた課題
⾃然や歴史の反映された⾷⽂化は我が国の⽂化遺産。

○しかしながら、国・地⽅を通じて⾷⽂化の⽂化財指定は進んでおらず、
その⽂化的価値が不明確。

○⼀⽅、コロナにより⾷⽂化を⽀える地域・⾷産業が打撃。

○ 特⾊ある⾷⽂化の継承・振興に取り組む地⽅公共団体等に対し、調査研究による⽂化的価値
の明確化や⽂化的背景を分かりやすく伝える「⾷⽂化ストーリー」の構築・発信等を⽀援し、モデル事
例を形成。

事業内容

○実施主体
特⾊ある⾷⽂化や伝統的なわざの継承・振興に取り組む地⽅公共団体、

協議会、⺠間団体等
○補助率

定額（上限1、000万円）

○補助対象となる取組
【調査研究 (⽂化的価値の明確化)】

・有識者検討会の開催
・⽂献調査、実地調査
・報告書・記録動画等の作成

※ 国及び⾃治体による⽂化財登録
等に資する調査研究が対象

【保護継承】
・シンポジウム等の開催
・⾷⽂化教育・体験の実施
・継承団体の育成
・⾷⽂化振興に取り組む者の顕彰

【発信等】
・⾷⽂化の⽂化的価値を伝える

⾷⽂化ストーリーの構築・発信等
・⾷関連施設等を活⽤した⾷⽂化

の発信・体験 等

成果

無形の⽂化財の
登録制度の普及

⾷⽂化の継承・
住⺠の誇りの

醸成

⾷⽂化を活かし
た観光等による
地域活性化○主な要件

調査研究の結果を報告書に取りまとめるとともに、⾷⽂化の⽂化的背景
を分かりやすく伝える「⾷⽂化ストーリー」を作成

【事例① にし阿波地域の雑穀食】

[⾷⽂化の特徴]
急傾斜地で⽶作には適さない⾃然条件

の下、そばを⽶に⾒⽴てたそば⽶雑炊な
ど独特の雑穀⾷⽂化が受け継がれてきた。

農作業に関連した祭事や作業唄など、
⼭間部の⼈々が織りなす⽂化の中⼼とな
るのが豊かな雑穀⾷⽂化である。

【事例② 京都の伝統的な食文化】

[⾷⽂化の特徴]
京都の料理⼈等は、平安以来、⽇本料理

の基本的な要素を継承し発展させてきた。
だしや旬の⾷材を使⽤した調理から盛り

付け、配膳やもてなしの空間まで美しく整
えられた料理には、美に対する独特の感性
など⾼い精神性と⽂化性がみられる。

にし阿波の⼭村(農⽔省HPから)
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参考︓令和３年度「⾷⽂化ストーリー」創出・発信モデル事業採択団体⼀覧

助成団体・事業名 概要

６

【京都府】
「京都の料理⼈により継
承されてきた伝統的な⾷
⽂化〜料理技術及び作法
〜」調査等事業

本膳料理、茶の湯に源を有する伝統
的な料理。創意⼯夫により季節感を
表現する調理技術にとどまらず、
器・しつらいや接遇も含めたおもて
なし⽂化。

７

【京都府⽴⼤学】
味噌及び発酵調味料〜飲
⾷⽂化の相互影響評価と
活⽤（愛知・岐⾩・⻑野
を例に）

味噌及び発酵調味料は、和⾷におい
て歴史的・技術的に重要度が⾼く、
地理的な特⾊も多様。⽇本の伝統的
飲⾷⽂化の価値形成に寄与する。

８

【徳島県】
「にし阿波地域の雑穀
⾷」魅⼒発掘・発信事業

急傾斜地で⽔利も悪い⾃然条件を背
景に、そば⽶がゆ、きび・ひえ料理
などの雑穀料理が伝統的に⾷されて
いる。

９

【甑の旅ソムリエ協議
会】
甑の旅ソムリエによる⾷
⽂化プロジェクト

甑島は上・中・下の３島で構成され
ており、その地理的隔たりや歴史的
背景により異なる⾷⽂化が育まれて
きた。
「甑島のすす（ばら寿司）」など

10

【⼀般社団法⼈ ⽇本スロー
フード協会】

沖縄県国頭村宜名真における
「フーヌイユ」⾷⽂化継承
のための調査研究及び保護
継承、発信事業

沖縄県国頭村では、伝統的なフーヌ
イユ（シイラ）漁と加⼯技術が受け
継がれている。フーヌイユは儀礼
⾷・⾏事⾷として固有の⾷⽂化を形
作っている。

○ 初年度の応募件数は４７⾃治体・団体、要望額は３９３百万円。 うち、１０⾃治体・団体を採択。

助成団体・事業名 概要

１

【岩⼿県久慈市】
⽇本⼀の⽩樺美林の⾥に
受け継がれた⽢さと
しょっぱさ〜オンリーワ
ンの粉もん⾷⽂化・「ま
めぶ」〜

醤油味のだしに、クルミや⿊砂糖が
⼊った「まめぶ」という団⼦を⼊れ
た汁物は、南部藩時代から、地域の
慶弔事には⽋くことのできない⾏事
⾷。

２

【⼭形県鶴岡市】
つるおか伝統菓⼦伝承事
業

北前船で伝わった京都の⽂化に由来
するとされる伝統的な菓⼦。
鶴岡雛菓⼦、笹巻、とちもちなど。

３

【栃⽊県】
とちぎの⾷⽂化調査研究
発信事業

※「しもつかれ」に関す
る調査研究

「しもつかれ」は、初午の⽇に作り、
稲荷神社に備える⾏事⾷であり、栃
⽊県のほぼ全域で古くから⾷される
代表的な郷⼟⾷。

４

【⼀般社団法⼈ 能登半島
広域観光協会】

能登における発酵⾷⽂化
の発掘・発信事業

能登では、⽇本三⼤⿂醤の「いし
り」、寿司の原型である「かぶら寿
し」など、独⾃の加⼯技術（発酵⾷
⽂化）が受け継がれている。

５

【福井県⼩浜市】
次代へ継承 都への贈答⾷
⽂化

「御⾷国ストーリー」創
出発信事業

若狭は古代、御⾷国として都の⾷⽂
化を⽀えてきた。素材の味を損なわ
ない絶妙の⼀汐と酢しめの技術は御
⾷国⾷⽂化の到達点として価値があ
る。

※⾷⽂化の概要については、助成団体の申請書から抜粋。 ３



事業内容
○ 募集部⾨（募集期間︓10/18 〜 12/17）

①伝統の100年フード部⾨ 〜江⼾時代から続く郷⼟の料理〜
②近代の100年フード部⾨ 〜明治・⼤正に⽣み出された⾷⽂化〜
③未来の100年フード部⾨ 〜⽬指せ １００年︕〜

○ 募集・審査結果（3/1 公表予定）
応募総数は212件、審査の結果
①伝統 80件、②近代 23件、③未来 28件の計131件を認定
また、特に評価の⾼かった審査員特別賞15件を選定

○ 応募団体
・地⽅⾃治体、⾷関連団体、韓国協会・ＤＭＯ等
（⾃治体以外については、原則、⾃治体からの応援メッセージが必要）

○ 100年フードの発信
[⽂化庁]

・公式ウェブサイトを作成し、各100年フードの概要、団体等を紹介
・ロゴマークの制作・認定団体への配布

[認定団体]
・各団体のwebサイト、ＳＮＳ等で「100年フード宣⾔」を表明
・ロゴマークの活⽤

※⽇本商⼯会議所発⾏ ビジネス情報誌『⽉刊⽯垣』
において『⽇本が誇る「１００年フード」』（仮）
題した連載企画を 2022.4⽉号から開始予定

事業目的

⽂化庁では、伝統的な⾷⽂化（和⾷、郷⼟料理等）を⽂化財
として登録する取組を推進。

⼀⽅で、全国各地には、⽐較的新しいものであることなどを
理由に⽂化財として登録されていない⾷⽂化であっても、世代
を超えて地域で愛されてきた様々な⾷⽂化と、それを⽀える地
域住⺠や⾃治体が存在。

本事業では、それらの地域で受け継がれ愛されている⾷⽂化
を掘り起こし、関係者や⾃治体が100年続く「⾷⽂化」として
継承することを宣⾔する「100年フード宣⾔」運動を展開。

Ｒ３年度は全国から100件を超える100年フードを掘り起こし、
地域の⾷⽂化への気付きと継承の機運を醸成する。

「100年フード宣言」 （⾷⽂化機運醸成事業）

次年度事業の方向性

ロゴマークの
活⽤促進

追加公募・
認定

「100年フード」の
ブランド価値の

向上

未来の100年フード部⾨

伝統の100年フード部⾨

近代の100年フード部⾨

４



事業内容
○ 募集施設（募集期間︓10/18 〜 12/17）

①博物館 ︓地域の⾷⽂化に関する展⽰・体験
③⺠間施設︓⾷⽂化体験プログラム、製造施設の⾒学
②道の駅 ︓地域の郷⼟料理の紹介、飲⾷、販売

○ 募集・審査結果（3/1 公表予定）
応募総数は80件、審査の結果
①博物館 14件、②⺠間施設 46件、③道の駅 10件の計70件を認定

○ ⾷⽂化ミュージアムの発信
“バーチャル” ⾷⽂化ミュージアムの構築

web上にバーチャルミュージアムを構築し、⾷⽂化の学びや体験
の場になっている博物館、道の駅、⺠間の⾷関連施設等の情報を
⼀体的に発信。

オンラインシンポジウムの開催（3/10開催予定）
100年フード及び⾷⽂化ミュージアムの事例紹介、地域の⾷⽂化の

魅⼒発信等をテーマとしたトークセッションを実施

事業目的

我が国には、地域ごとの特⾊ある⾷や、受け継がれてきた⾷の
技・加⼯技術など、多様な⾷⽂化が存在。

それらの⾷⽂化の発信、学びや体験の提供に取り組む
博物館や道の駅、⺠間企業の⾷体験施設 などを
「⾷⽂化ミュージアム」として認定し、⽂化庁において⼀体的に
情報発信。

博物館等での⾷⽂化体験プログラムや、道の駅での飲⾷・販売
など、⾷を楽しめる要素を盛り込み、コロナ後には実際に各施設
に⾜を運んでもらえるよう、⽂化・観光資源として情報発信。

「食文化ミュージアム」 （⾷⽂化機運醸成事業）

博物館

⺠間施設

道の駅

次年度事業の方向性

追加公募
・認定

⾷⽂化ミュージアム
の魅⼒発信

（オープニングのアニメ） （道の駅の検索画面）

５



参考︓⾷⽂化に関する主な⽂化財の実績

〇重要無形⺠俗⽂化財（2件）
・⽯川県 能登の揚浜式製塩の技術（H20）
・徳島県 阿波晩茶の製造技術(R2)

〇登録無形⺠俗⽂化財（２件）
・⾹川県 讃岐の醤油醸造技術（R3）
・⾼知県 ⼟佐節の製造技術（R3）

〇登録無形⽂化財（１件）
・伝統的酒造り（R3）

・重要有形⺠俗⽂化財の実績は13件、登録有形⺠俗⽂化財の実績は５件（酒造⽤具・製塩⽤具等）。
・重要無形⺠俗⽂化財の実績は２件（製塩技術、茶の製造技術）。
・令和３年度は、無形の⽂化財の登録制度が新設され、登録無形⺠俗⽂化財２件（讃岐の醤油醸造、

⼟佐節の製造）登録無形⽂化財１件（伝統的酒造り）。

〇重要有形⺠俗⽂化財（13件）
・岩⼿県 南部杜⽒の酒造⽤具（S57）
・⼭形県 庄内の⽶作り⽤具（H2）
・東京都 ⼤森及び周辺地域の海苔⽣産⽤具（H5）
・⽯川県 能登の揚浜製塩⽤具（S44）
・愛知県 半⽥の酢醸造⽤具（H28）
・兵庫県 ⾚穂の製塩⽤具（S44）
・兵庫県 灘の酒造⽤具（S46）
・⼭⼝県 製塩⽤具（S34）
・徳島県 鳴⾨の製塩⽤具（S42）
・徳島県 阿波の和三盆製造⽤具（S49）
・⾹川県 讃岐及び周辺地域の砂糖製造⽤具と

砂糖しめ⼩屋・釜屋（S58）
・⾹川県 讃岐及び周辺地域の醤油醸造⽤具と

醤油蔵・麹室（S61）
・佐賀県 肥前佐賀の酒造⽤具（S63）

〇登録有形⺠俗⽂化財（５件）
・茨城県 常陸⼤⼦のコンニャク栽培⽤具及び

加⼯⽤具（H26）
・埼⽟県 狭⼭茶の⽣産⽤具（H19）
・⼭梨県 勝沼のぶどう栽培⽤具及び葡萄酒

醸造⽤具（H18）
・京都府 ⻲岡の寒天製造⽤具（H24）
・⿃取県 ⼆⼗世紀梨の栽培⽤具（H27）

（R４.１時点)

〇記録作成等の措置を講ずべき無形
の⺠俗⽂化財（５件）

・岩⼿県 南部の酒造習俗（S55）
・⽯川県 七尾の酒造習俗（S57）
・兵庫県 兵庫県の酒造習俗（S43）
・四国地⽅ 四国⼭地の発酵茶の製造技術

（H30）
・兵庫県 灘の酒樽製作技術（H31）

能登の揚浜式製塩の技術
６



登録無形⽂化財「伝統的酒造り」の登録

〔 名 称 〕

〔 分 類 〕

〔 保 持 団 体 〕

〔適⽤登録基準〕

〔概要〕
• 伝統的酒造りとは、酒⽣産の根幹の過程（原料の⽔分
調整・こうじ造り・もろみ管理）において、伝統的に培われ
てきた判断⽅法と⼿作業を駆使することで、吟醸酒等を作
り出すわざのこと。

• 奈良時代にカビを⽤いた製法の存在が確認でき、室町時
代に我が国独⾃のわざの原型が成⽴し、江⼾時代に洗練
され（寒造り・三段仕込み等）、昭和中期に完成された。

• 酒造りでは巧緻なわざを⽤いることで、味や⾹り等に関する
多様な表現が可能となっている。

水分調整

（令和３年12⽉２⽇告⽰）

もろみ管理こうじ造り

伝統的酒造り

⽣活⽂化

⽇本の伝統的なこうじ菌を
使った酒造り技術の保存会

（⼆）⽣活⽂化に係る
歴史上の意義を有するもの

７


