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取組の具体例

取組の効果例

○「生産者」と「消費者」の結びつきの強化

・消費者にとっては、「顔が見える関係」で生産状況
なども確かめられ、新鮮な農林水産物を消費できる
・消費者ニーズに対応した生産が展開できる
・自給率の向上につながる
・消費者と生産者の交流が図られ、食育の機会として
重要
・地域の食材を活用して地域の伝統的な食文化の
継承につながる

地産地消とは

直売所での地場産農林水
産物の直接販売

学校給食や社員食堂での
地場産農林水産物の利用

地域の消費者との
交流・体験活動

地場産農林水産物を活
用した加工品の開発

○地域の活性化

・生産者と関連事業者等との連携による地場産農林水産物の
消費の拡大
・小規模な生産者に所得機会を創出

○流通コストの削減等

・流通コストが削減され、生産者の手取りの確保につながる
・輸送距離の短縮による環境への負荷の低減に寄与

地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする取組
食料自給率の向上に加え、直売所や加工の取組などを通じて農林水産業の６次産業化につながるもの
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○ 食料・農業・農村基本計画（令和２年3月31日閣議決定）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
１．食料の安定供給の確保に関する施策
（３）消費者と食・農とのつながりの深化
① 食育や地産地消の推進と国産農産物の消費拡大
消費者や食品関連事業者に積極的に国産農産物を選択してもらえるよう、農林漁業体験、農泊、都市農業、地産地消など
の取組間の連携強化により消費者と農業者・食品関連事業者との交流を進め、消費者が日本の食や農を知り、触れる機会
の拡大を図る。また、食生活の多様化や世代の特性等も踏まえながら食育を推進するとともに、栄養バランスに優れた
「日本型食生活」を、食生活・食習慣の変化に対応しつつ展開する。その際、学校等教育関係者、農業者、食品関連事業
者、ボランティア等の多様な関係者が協働した取組を促進し、食育を効果的に推進する。
国産農産物の消費拡大につなげるため、地域の農産物の安定供給体制を構築することを通じ、学校や病院等施設の給食に
おける地場産食材の活用や地産地消を推進する。

○ 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（六次産業化・地産地消法）（平成22年12月３日法律第67号）

（地産地消関係）
「第３章 地域の農林水産物の利用の促進」の概要
１．基本理念 （第26条～第33条）

①生産者と消費者との結びつきの強化、②地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化、
③消費者の豊かな食生活の実現、④食育との一体的な推進、⑤都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進、
⑥食料自給率の向上への寄与、⑦環境への負荷の低減への寄与、
⑧社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組を促進すること。

２．国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の利用についての促進計画の策定
（第40条、41条）

３．国及び地方公共団体による必要な支援の実施（第42条～第50条）

地産地消関係法令等
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○ 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
関する法律の運用について
（平成23年３月29日総合食料局長、生産局長、農村振興局長、国土交通省都市局長通知）

「第５ 都道府県及び市町村の促進計画関係」の概要

１．都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進に関し、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施するため、

上記基本方針を勘案するとともに、その区域の実情を踏まえ、促進計画を定めるよう努めなければならない。

２．都道府県及び市町村が促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。同時に、

都道府県は、促進計画を定め、若しくはこれを変更した旨の通知を受けたときは、これを地方農政局長等に通知することが望ましい。

３

１．地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項

都道府県及び市町村は、本基本方針や地域の実情を踏まえて、地域の農林水産物の利用についての促進計画を策定するよう、努める。

２．目標に関する事項

①通年営業の直売所について、年間販売額が１億円以上のものの割合を、令和７年度までに50％以上（令和元年度：26％）とすること

を目指す。

②学校給食における地場産物を使用する割合及び国産の食材を使用する割合について、食育推進基本計画に定める目標（現状値（令和

元年度）よりも維持・向上した都道府県の割合（金額ベース）:令和７年度までに90％以上）を達成することを目指す。

③農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数及び訪日外国人旅行者数のうち農山漁村体験等を行った人数の

合計を令和７年度までに1,540万人とすることを目指す。

３．直売所・道の駅・マルシェ等を活用した直売の取組や学校給食・企業等の食堂・外食産業等における地域の農林水産物の利用の促

進、地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保、体験活動等を通じた食育の推進、環境への負荷の低減等について、国

及び地方公共団体が具体的な施策を講ずるよう努めることにより、地域の農林水産物の利用を促進。

４．多様な国民運動と連携し、地域の農林水産物の利用の促進に対する国民の参加を促進。

○ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する
基本方針
（令和３年４月１日農林水産省告示第475号）（地産地消関係抜粋）

「第２章 地域の農林水産物の利用の促進」の概要



○ 第４次食育推進基本計画（令和３年３月策定）

４

第２ 食育の推進の目標に関する事項

（略）

２．食育の推進に当たっての目標

（５）学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす

学校給食に地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、地域の自然、

文化、産業等に関する理解を深めるとともに、生産者の努力や食に関する感謝の念を育む上で重要である。

また、学校給食における地場産物の活用は、地産地消の有効な手段であり、地場産物の消費による食料の

輸送に伴う環境負荷の低減や地域の活性化は、持続可能な食の実現につながる。さらに、地域の関係者の協

力の下、未来を担う子供たちが持続可能な食生活を実践することにもつながる。

このため、子供たちへの教育的な観点から、栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の取組を増や

すことを目標とするとともに、引き続き、生産者や学校給食関係者の努力が適切に反映される形で、学校給

食において地場産物を使用する割合を増やすことを目指す。

具体的には、栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の平均取組回数を、令和元年度の月 9.1 回か

ら、令和７年度までに月 12 回以上とすることを目指す。

また、学校給食において都道府県単位での地場産物を使用する割合について、現場の努力を適切に反映す

るとともに、地域への貢献等の観点から、算出方法を食材数ベースから金額ベースに見直し、その割合を現

状値（令和元年度）から維持・向上した都道府県の割合を 90％以上とすることを目指す。

加えて、都道府県内において、当該都道府県産の農林水産物の供給が不足している場合にあっては、当該

都道府県産に限らず国内産の農林水産物を活用していくことも、我が国の自然や食文化、食料安全保障、自

然の恩恵と農山漁村から都市で働く多くの人に支えられた食の循環等への関心を高めることができ、学校給

食に地場産物を使用する目的に鑑みれば有効である。既に、学校給食における国産食材を使用する割合につ

いては、全国平均で令和元年度は 87％と高い数値となっているが、政策目的の重要性に鑑み、引き続き、

こうした高い数値を維持・向上することを目標とする。

具体的には、国産食材を使用する割合（金額ベース）を現状値（令和元年度）から維持・向上した都道

府県の割合を 90％以上とすることを目指す。



【都道府県及び市町村における促進計画の策定状況】
（令和４年９月末現在）

注： 農林水産省調べ
独立して促進計画が定められている場合のほか、地域振興計画、農業振興ビジョン、
食育推進計画、その他の行政計画の中に、地域の農林水産物の利用の促進に関する事項
が記載されている場合には、「策定している」としてカウント。

地域の農林水産物の利用の促進について

○ 地域の農林水産物の利用を促進するため、都道府県及び市町村においては、
「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」（促進計画）を策定する
よう努めることとされており、令和４年９月末現在、47都道府県、1,569市
町村（約９割）で策定されているところ。

区 分 都道府県 市町村

策定している 47（100.0%） 1,569  （90.1%）

策定していない 0    （0.0%） 172    （9.9%）

合 計 47（100.0%） 1,741（100.0%）

５



○ 地域の農産物を生産者が直接消費者に販売する直売所は、全国で約24,000ヶ所、年間総販売額は約1.1兆円。
○ 運営主体別販売総額をみると、直売所数全体の57.4％を占める農業経営体の販売総額の割合は18.1%に対し、

全体の9.2％である農業協同組合が35.4%。
○ １直売所当たりの販売金額について、農業協同組合の１億７千万円に対し、農業経営体は約1,400万円。
○ 直売所は規模・運営主体を問わず、地場産率が約９割。

資料：農林水産省統計部「６次産業化総合調査」

地産地消の取組の状況 ①直売所の現状について

６
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○ 学校給食法の改正（平成21年4月施行）により、学校給食において地場産農産物の活用に努めることや食育の推進などが規定。

○ また、第４次食育推進基本計画（令和３年3月策定）において、地場産物等の利用割合の目標が設定。

（従来の食材数ベースの目標値では「現場の努力が反映しづらい」との食育評価専門委員会からの意見により、第４次基本計画におい

ては、現状値（令和元年度）から維持・向上した都道府県の割合(金額ベース）：90％以上（令和７年度）に目標値を変更。）

○ 地場産物の利用に当たっては、食材費の上昇分を給食費に転嫁しにくい面があったり、一定の規格等を満たした量を不足なく納入すること

が求められているなど課題も多い。

○ このため、地域ぐるみで、学校給食の現場と生産現場の双方のニーズや課題を調整しながら取り組むことが不可欠。農林水産省では、双方

の現場の「つなぎ役」となる「地産地消コーディネーター」の派遣や育成等の事業を実施。令和３年度までに派遣した51地区（延べ）では、

天候不順を除き、地場産物の利用割合が上昇。

○ なお、令和４年度の文部科学省の予算においても、学校給食における地場産物の利用を促進するため、自治体を対象にコーディネーターの

配置、関係者による協議会の開催等を支援することとしており、文部科学省と連携して学校給食における地場産物の利用を推進。

地産地消の取組の状況 ②学校給食での地場産農林水産物の活用推進

◼ 地産地消コーディネーター

(1)市の課題等
・地場産活用の方針として、小規模農家から市内産の優先購入、全量
買取を進める中で、限られた時間で調理を行う給食センターとしては
規格外品の活用が難しい。

(2) 派遣内容
・この状況に対し、平成29年度に給食センターに食材を納入するNPO
法人へコーディネーターを派遣して、規格外の農産物で加工品を試作
し、実験的に学校給食に提供する取組を実施。お互いの理解が進み、
様々な不安を払拭。学校給食での地場産物使用の機運が更に高まった。

◼ 事例：静岡県袋井市■学校給食における地場産物・国産食材の利用状況（食材数ベース）
24年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度

地場産物 25.1% 26.4% 26.0% 26.0% ー

国産食材 76.8% 76.7% 76.0% 77.1% ー

＜資料＞学校給食栄養報告（文部科学省）
（注１）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度の調査は未実施
（注２）学校給食における使用食材の割合（金額ベース）

令和元年度：地場産物52.7%、国産食材87.0%

令和３年度：地場産物56.0%、国産食材89.0%

＜資料＞学校給食における地場産物・国産食材の使用状況調査（文部科学省）

●地産地消コーディネーターの派遣実績 【地域の食絆強化推進運動事業】
平成28年度：６地区 平成29年度：８地区 平成30年度：７地区
令和元年度：９地区 令和２年度：９地区 令和３年度：12地区

７

子どもたちに地元で取れた野菜を食べ

てもらいたいけれど、どんなものを使って

いるのかわからない

※栄養教諭、生産者組織代表、JA、コンサルタント、企業、行政など

学校給食で地場産を使いたいけれど、

どんなものがあるのか分からない。

学校給食 生産者
地産地消コーディネーター（※）

の役割が重要

お互いの不安をすりあわせ

(3)派遣後の動き
①地場産物の取引金額が9.1倍に！農家の所得向上にも貢献！

350万円（平成24年度）→ 3,192万円（令和３年度）

②地場産物使用割合（主要10品目重量ベース）が4.2倍に！
13.8%（平成24年度）→ 57.5%（令和３年度）

③地場産物（米以外）の通年使用が実現！
14日使用（平成17年度）→ 187日（令和２年度）

※ 年間給食日数：平成17年度190日、令和２年度188日



地域の農林水産物の利用の促進に関する支援

８［お問い合わせ先］農村振興局都市農村交流課（03-6744-2497）

＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．農山漁村発イノベーション推進支援事業

農山漁村発イノベーションの実施に必要な経営戦略策定、販路開拓、ビジネスアイデアの創出、研究・実

証事業等の取組を支援します。

（支援対象の取組) ① ２次・３次産業と連携した加工・直売の取組

② 新商品開発・販路開拓の取組

③ 直売所の売上向上に向けた多様な取組

④ 多様な地域資源を新分野で活用する取組

⑤ 多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組

２．農山漁村発イノベーション中央サポート事業

① 中央サポートセンターにおいて、都道府県サポートセンターと連携し、農山漁村発イノベーションに係る高

度な課題を抱える事業者等に対する中央プランナー等の専門家派遣の取組に加え、高度なデジタル

技術の活用に係る専門的な知識を有する人材（デジタル人材）の派遣等を支援します。

② 農山漁村で新事業を興す起業家と農山漁村のマッチングの取組等を支援します。

③ 施設給食において、地産地消を促進するためのコーディネーターの派遣・育成の取組等を支援します。

３．農山漁村発イノベーション都道府県サポート事業

各都道府県のサポートセンターにおける、農山漁村発イノベーションに取り組む事業者の経営改善等の多

様な課題を抱える事業者等への専門家派遣に加え、デジタル人材の派遣、地域におけるデジタル人材の育

成の取組等を支援します。

＜対策のポイント＞
農山漁村発イノベーションを推進し、農山漁村における所得と雇用機会の確保を図るため、農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を新分野で

活用した商品・サービスの開発やこれらに係る研究開発、デジタル技術の活用に係る専門的な知識を有する人材の派遣・育成等を支援します。

＜事業目標＞
農山漁村発イノベーションに取り組んでいる優良事業体数の増加（100事業体［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

国

定額

定額

定額 民間団体等

都道府県
（３の事業）

1/2等

（２の事業）

農林漁業者、市町村、民間事業者等 （１の事業）

多様な地域資源を新分野で活用農産物を利用した新商品開発

農山漁村発イノベーション推進支援事業

都市部等の起業家

都道府県サポートセンター

農山漁村発イノベーション中央・都道府県サポート事業

中央サポートセンター

事
業
者
へ
の

様
々
な
支
援

問合せ
相談

デジタル
人材育成

プランナー等の派遣
デジタル人材の派遣

支援要
請

マッチング

地産地消コーディネーター

病院、企業、学校等

派遣

※下線部は拡充内容

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）のうち

農山漁村発イノベーション推進事業（農山漁村発イノベーション創出支援型）
【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】



＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．農山漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型）
都道府県や市町村が計画主体となり、農山漁村における定住・交流の促進、農業

者の所得向上や雇用の増大等、農山漁村の活性化のために必要となる農産物加工・
販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。
【事業期間：原則３年間（最大５年間）、交付率：1/2等】

２．農山漁村発イノベーション整備事業（産業支援型）
農林漁業者等が多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資又は出

資を活用して６次産業化に取り組む場合に必要となる、農産物加工・販売施設等の
整備に対して支援します。
なお、非接触・非対面での作業に対応した加工・販売施設等の整備も可能です。

【事業期間：原則１年間、交付率：3/10等】

再生可能エネルギー発電・蓄電・給電設備については、1又は２の施設整備と同時
に設置する場合に加え、既存の活性化・６次化施設に追加して設置する場合も支援
します。

＜対策のポイント＞
農山漁村の自立及び維持発展に向けて、地域資源を活用しつつ、農山漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇用の増大を図るために

必要となる農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。

＜事業目標＞
○ 農山漁村における施設整備による雇用者数の増加（140人［令和７年度まで］）
○ ６次産業化に取り組んでいる優良事業体数の増加（93事業体［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞

集出荷・貯蔵・加工施設

定住促進・交流対策型

産業支援型

※２ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定が必要
※３ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定が必要

○計画主体 都道府県、市町村※１

○事業実施主体 都道府県、市町村、農林漁業者団体等

農産物処理加工施設 農家レストラン

廃校を利用した交流施設

※１ 農山漁村活性化法に基づく活性化計画の作成が必
要

○事業実施主体 農林漁業者団体※２

中小企業者※３

発電設備等の整備

販売・交流施設等

太陽光発電設備

電力供給

EV車等への給電設備

農産物直売所

国 地方公共団体
農林漁業者の
組織する団体等

定額、1/2等 3/10、1/2等

［お問い合わせ先］
（１の事業） 農村振興局地域整備課 （03-3501-0814）
（２の事業） 都市農村交流課（03-6744-2497）

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）のうち

農山漁村発イノベーション整備事業（定住促進・交流対策型及び産業支援型）
【令和５年度予算概算要求額 13,777（9,752）百万円の内数】

９



全国各地の創意工夫のある様々な地産地消や、国産農林水産物・食品の消費拡大及び子供や若者への地場産物に係る教育を推進する団
体、企業、学校及び個人を募集し、優れた取組・活動を表彰し、全国に横展開を図る。

表彰部門（３部門）
○生産部門 ○食品産業部門 ○教育関係部門

地域の農林水産物の利用の促進に関する支援【地産地消等優良活動表彰】

選定の概要
○応募期間：令和３年６月15日～８月11日
○応募者数：93件（３部門合計）
○審 査：審査委員による書類審査及び審査委員会、現地審査を

経て、受賞者を決定
○審査基準：組織・取組の体制、農林水産業の振興への貢献、安定

的な生産・供給、利用促進による消費拡大、理解増進
について評価

部門
（応募件数） 賞 活動主体の名称

生産部門
（22件）

農林水産大臣賞
鯖江市伝統野菜等栽培研究会
（福井県鯖江市）

大臣官房長賞
しろう農園株式会社
（沖縄県宮古島市）

食品産業部門
（43件）

農林水産大臣賞
農業生産法人 有限会社伊豆沼農産
（宮城県登米市）

大臣官房長賞
スターフーズ株式会社
（大分県宇佐市）

全国地産地消推進
協議会会長賞

稲作本店
（栃木県那須郡那須町）

教育関係部門
（28件）

文部科学大臣賞
伊江村立伊江中学校
（沖縄県国頭郡伊江村）

大臣官房長賞
群馬県立勢多農林高等学校
（群馬県前橋市）

地産地消等優良活動表彰 令和３年度地産地消等優良活動表彰の審査結果

「吉川ナスバーガー」

鯖江市伝統野菜等栽培研究会

直売所「くんぺる」
農業生産法人
有限会社伊豆沼農産

地元産小麦使用の冷凍ピザ
スターフーズ株式会社

アロエジュース
しろう農園株式会社

令和３年度表彰事例

10

魚料理教室

伊江村立伊江中学校

児童遊園地でのおむすび販売
群馬県立勢多農林高等学校

「田んぼでカフェ」
稲作本店

各受賞者の取組内容については以下のリンクの事例集及び動画をご覧ください。
（事例集）https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/attach/pdf/index-4.pdf
（動画） https://youtube.com/playlist?list=PL4FimMj2UkwaK3wvzfc56eXpMd6YOYuYD

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gizyutu/tisan_tisyo/attach/pdf/index-4.pdf
https://youtube.com/playlist?list=PL4FimMj2UkwaK3wvzfc56eXpMd6YOYuYD


地域の農林水産物の利用の促進に関する支援
【ディスカバー農山漁村（むら）の宝】

「ディスカバー農山漁村の宝」とは、自立した「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」
の実現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に
取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信することを通じて他地域への横展開を図る取組

む ら

あん・まくどなるど 上智大学大学院教授、慶應義塾大学特任教授

今村 司 （株）読売巨人軍代表取締役社長

織作 峰子 大阪芸術大学教授、写真家

田中 里沙 事業構想大学院大学学長、(株)宣伝会議取締役

永島 敏行 俳優、(有)青空市場 代表取締役

林 良博（座長） 国立科学博物館顧問、東京大学名誉教授

藤井 大介 (株)大田原ツーリズム代表取締役社長

三國 清三 オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ

向笠 千恵子 フードジャーナリスト、食文化研究家

横石 知二 （株）いろどり 代表取締役社長

（五十音順、敬称略）

有識者懇談会委員

■ 有識者懇談会により選定地区を決定
■ 総理大臣官邸で選定証授与式と交流会を開催（R３）

■ 知名度向上等に向けて多様な取組を実施

内閣総理大臣からグランプリ
受賞者への楯贈呈

●有識者懇談会には、有識者のほか、内閣官房長官、農林水産
大臣、地方創生担当大臣、内閣官房副長官が御出席

専用WEBサイト、SNSによる情報発信
（平成31年４月～）

これまでの選定地区が一堂に会したサミットの開催
（令和元年６月 @東京ミッドタウン）

農林水産大臣政務官、内閣府副大
臣と記念撮影

■ 平成26年度の開始以来、286件を選定
●第６回選定（R1年度）から個人部門を選定。第８回選定（R3年

度）から有識者懇談会委員ごとの特別賞を新設するなど、新たな
選定方針により実施。

■ 受賞体系（第９回選定）

内閣総理大臣、内閣官房長官等
と選定者で全体記念撮影

・（ ）は個人の選定件数

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
計

(H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (R1) (R2) (R３) （R４）

選定
23 27 30 31 32 36(５) 32(４) 38(４) 37(4) 286(17)

件数

グランプリ
（GP）・
優秀賞等

－

G   P １ G   P １ G   P １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  １ G   P  ８

特別賞３ 特別賞４ 特別賞５ 特別賞５ 部門賞５ 部門賞５
優秀賞等

15
優秀賞等

15
優秀賞等

57
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01

05

09

07

10

11

18
20

21

22

24

35

30

37

34

08

緑色：「ビジネス・イノベーション部門」

青色：「コミュニティ・地産地消部門」

桃色：「個人部門」

31

17

15

1925

28

27

32

一般社団法人はなやまネットワーク

No.06 宮城県 栗原市

株式会社やまもとファームみらい野

No.08 宮城県 山元町

【復興、６次産業化、輸出】

【６次産業化、関係人口の創出】

東 北

八島 哲郎

No.07 宮城県 丸森町

【地産地消、関係人口の創出、６次産業化】

ユキノチカラプロジェクト協議会

No.05 岩手県 西和賀町

06

29

13

16

02

03

【農村文化体験、移住・定住】

関 東

きょなん株式会社

No.10 千葉県 鋸南町

【雇用、地産地消】

稲倉の棚田保全委員会

No.11 長野県 上田市

【農村文化体験、棚田保全、
農村環境・景観保全】

【輸出、棚田保全、雇用】

No.12 長野県 伊那市

稲作本店

No.09 栃木県 那須町

【６次産業化、地産地消】

12

No.20 京都府 伊根町

有田川町×龍谷大学

No.22 和歌山県 有田川町

【農泊、農村文化体験、地産地消】

【企業との連携、教育機関との連携、若者の活
躍】

近 畿

No.21 兵庫県 三木市

東播用水土地改良区

【農村環境・景観保全、教育機関との連携】

26

23

【棚田保全、デジタル化、農村環境・景観保全】

【ジビエ、森林・林業、
若者の活躍】

No.30 香川県 三木町

No.31 高知県 高知市

No.28 徳島県 上勝町

【６次産業化、農泊】

四 国

No.29 徳島県 海陽町

【水産業、デジタル化】

No.32 高知県 四万十町

【６次産業化、
企業との連携、雇用】

36

14

株式会社神子の里

No.14 石川県 羽咋市

【６次産業化、農村環境・景観保全】

北 陸

NPO法人越後妻有里山協働機構

No.13 新潟県 十日町市

【農村環境・景観保全、
スポーツとの連携、デジタル化】

里山総合会社山立会

No.15 石川県 白山市

【農業、ジビエ】

岡崎市ぬかたブランド協議会

No.17 愛知県 岡崎市

株式会社ココトモファーム

No.18 愛知県 犬山市

【６次産業化、農泊、棚田保全】

【６次産業化、農福連携、地産地消】

東 海

No.16 岐阜県 恵那市

株式会社恵那川上屋

【６次産業化、地産地消】

高木 幹夫

No.19 愛知県 大府市

【地産地消、伝統の継承】

【６次産業化、棚田保全、農村環境・景観保全】

No.25 岡山県 岡山市

【企業との連携、グリーン化】

中 国

No.23 鳥取県 鳥取市

【移住・定住、農村環境・
景観保全、若者の活躍】

No.26 岡山県 久米南町

No.27 広島県 三次市

【農業、６次産業化、雇用】

No.24 島根県 奥出雲町

【農村文化体験、グリーン化、
食育・教育】

No.01 北海道 網走市

【農業・水産業、農泊】

北海道

No.02 北海道 士別市

【６次産業化、若者の活躍】

No.03 北海道 恵庭市

【地産地消、デジタル化】

No.04 北海道 美瑛町

【農泊、農村環境・景観保全】

【農泊、農村文化体験】

No.36 鹿児島県 龍郷町 No.34 熊本県 小国町

【農泊、地産地消、関係人口の創出】 【６次産業化、農福連携、グリーン化】

九州・沖縄

No.35 鹿児島県 南九州市

No.37 沖縄県 今帰仁村

No.33 熊本県 熊本市

【農村環境・景観保全、
教育機関との連携】

04

33

計：37地区

大石 亘太株式会社リブル

かみかつ棚田未来づくり協議会

株式会社山南営農組合

高知商業高等学校

ジビエ商品開発・販売促進部

株式会社四万十ドラマ

NPO法人bankup

瀬戸内かきがらアグリ推進協議会

上籾みろく農場協議会

川西自治連合会

瀬川 知香

一般社団法人E’more秋名

株式会社沖縄UKAMI養蚕

天明環境保全隊

【６次産業化、荒廃農地対策、
農福連携】

オホーツク農山漁村活用体験型

ツーリズム推進協議会

株式会社イナゾーファーム

恵庭かのな協同組合

株式会社Wakka Agri

伊根浦地区農泊推進地区協議会

社会福祉法人小国町社会福祉協議会

一般財団法人丘のまちびえい活性化協会

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第９回選定）選定地区及び選定者位置図
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所在地：北海道 恵庭市

えにわし

概 要

花のまちえにわの切り花

成 果

今朝もぎトウモロコシ

農畜産直売所「かのな」店内

⚫販売状況をリアルタイムで生産者に発信する欠品防止システムを導
入し、顧客の満足度向上や農業者同士の連携を強化。

⚫地場産にこだわる直売所として、農商工連携による商品開発や地域
イベントでの販売・PR、また、保育園への食材提供等の行政と連
携した食育推進活動を実施。

⚫直売所の来客数は、初年度の約９万人（平成19年度）から約35万
人（令和３年度）に増加。令和２年度からは通年営業が可能になり、
年間を通じて地域に地元産の食材を提供。

⚫生産者と消費者の交流に取り組み、地元農畜産物の消費拡大と農家
経営の安定を図り、地域経済の活性化に貢献。

恵庭かのな協同組合

地産地消

ビジネス・
イノベーション部門

えにわ きょうどうくみあい

デジタル化

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：宮城県 丸森町

まるもりまち

概 要

成 果

オクトパス君で人気の法人とファンの交流会開催

⚫約130年続く食品・生活雑貨店の経営を原点とし、ミニ道の駅をコ
ンセプトに「いなか道の駅やしまや」を運営。出張販売を行い地区
内の買い物困窮者を支援。

⚫干し柿（ころ柿）をビターチョコでコーティングした「あなたの
ハートをいちころチョコ」を開発・販売。キャラクター「オクトパ
ス君」との連携によるPR活動等も実施。

⚫直売所の売上が約1,400万円（平成29年度）から約1,900万円（令
和３年度）に増加。来客数は約2.7万人（平成29年度）から約３万
人（令和３年度）に増加。

⚫たけのこ掘り・干柿作り体験の受入など、他地域と連携しながら多
様なチャンネルを活用し地域全体の交流を促進。

八島 哲郎

地産地消

個人部門

やしま てつろう

関係人口の創出

６次産業化

手入れした竹林、２階は干柿の干場

美味しいたけのこをいつでも食卓へ

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：栃木県 那須町

なすまち

概 要

田んぼでキャンプ

成 果

代表者夫婦、稲穂の田んぼで

田んぼでカフェの様子

⚫「田んぼの価値最大化」を目指すとともに、「お米農家」から「お
米専門ブランド」としての定着に向けた活動を実施。

⚫クラウドファンディングを活用し「田んぼでカフェ」の開催や米粉
ワッフル・ポン菓子「イナポン」などの製造・販売を実施。田んぼ
の魅力を発信しながらビジネスとして成長。

⚫米の直販数は３t（平成30年度）から30t（令和３年度）の10倍に増
加するとともに、インターネット販売・卸販売・直販売上は約
2,500万円（平成30年度）から約4,000万円（令和３年度）に増加。

⚫秋の収穫後の田んぼをキャンプに活用するなど、誰でも田んぼにア
クセスできる仕組みをサービスとして展開。

稲作本店

６次産業化

ビジネス・
イノベーション部門

いなさくほんてん

地産地消

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：千葉県 鋸南町

きょなんまち

概 要

ブランドロゴと定番ビール５種

成 果

少量・多種を活かしたコラボ商品開発

クラウドファンディングによる燻製肉のPR・クロスセル

⚫地元農家から仕入れる副原料でクラフトビールを開発。ラベルに仕
入れ先の農家の名前を記して、観光・宿泊・飲食店等に販売。

⚫「地域発クラフトビール×桜燻製ベーコン」でブランド確立・広域
販売。地域内循環や地域の雇用に貢献。

⚫インターネット販売・店頭・広域販売を強化し、クラフトビールの
売上が約400万円（平成29年度）から約2,200万円（令和３年度）
に増加。

⚫コロナ禍でネットワークを得て、連携セット商品のインターネット
販売や民間事業者仲間づくりで農商工を「つなぐ」役割として貢献。

きょなん株式会社

雇用

ビジネス・
イノベーション部門

かぶしきがいしゃ

地産地消

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：岐阜県 恵那市

えなし

概 要

おかしなトマト関連商品

成 果

恵那川上屋の売場

トマト栽培ハウス内観

⚫栗の農閑期栽培の高付加価値トマトと、栗・野菜の残渣を活用した
商品開発で地域・農家が儲かる仕組みを構築。

⚫菓子屋ならではの取組として「お菓子の代わりに食べられる」、
「素材の甘さだけでそのままお菓子として使える」をコンセプトと
して甘さのみを追求したフルティカトマトの栽培を開始。

⚫お菓子の代わりのおやつとしてのトマトの購入者が増え、直売所は
毎日朝から行列の状態となり地域の自慢作りと活性化に貢献。

⚫ 60歳以上の近隣住民を中心に新たな雇用を創出。

株式会社恵那川上屋

６次産業化

ビジネス・
イノベーション部門

かぶしきがいしゃ えな かわかみや

地産地消

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：愛知県 犬山市

いぬやまし

概 要

農福連携で米を生産

成 果

書籍の発刊 桃太郎マルシェ

自家製米粉グルテンフリーバウムクーヘン

⚫米の生産からバウムクーヘンの製造・販売までを自社で一貫して実
施するなど、６次産業化をベースにした農福連携に取り組み、障害
がある人もない人も同じ賃金で雇用して所得向上を実現。

⚫ JA西三河と連携して地元農産物を使ったメニューを提供するほか、
名古屋鉄道と連携して犬山市桃太郎神社で「桃太郎マルシェ」を共
催。

⚫直営店舗とインターネット販売の売上は約3,200万円（令和２年
度）から約2.3億円（令和３年度）に急増。

⚫犬山市シルバー人材センターとのコラボ店舗の運営や、シルバー会
員と障がい者の農業を通じた交流の輪の拡大に貢献。

株式会社ココトモファーム

６次産業化

コミュニティ・
地産地消部門

かぶしきがいしゃ

農福連携

地産地消

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：愛知県 大府市

おおぶし

概 要

保育園児による播種作業

成 果

小学生向けに教本を無償提供

あいち伝統野菜の農業体験

⚫昭和50年代、地元の在来タマネギから播種作業を始めて40年以上、
種苗会社が扱わない「あいちの伝統野菜」を栽培・播種。

⚫「次世代につなぐ採種作業」をテーマに講座・講演・食イベントを
通じて「あいちの伝統野菜」の普及活動を実施。

⚫ 10坪から始めた荒廃農地の借受は約300坪に増加。愛知県認定の伝
統野菜の栽培・採種は21品目35品種に到達。

⚫県内の飲食店をあいちの伝統野菜を「食べられるお店」、「買える
お店」、「学べるお店」に認定する制度を推進。

⚫日本伝統野菜推進協会と連携して小学生向け教本を作成し、地域の
小学校に無償で提供。

高木 幹夫

地産地消

個人部門

たかぎ みきお

伝統の継承

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：京都府 伊根町

いねちょう

概 要

小さなかご網漁「もんどり」体験

成 果

舟屋を改修したモデル宿泊施設

若狭湾に沿って230軒が立ち並ぶ「舟屋」

⚫地域内に230軒が立ち並ぶ舟屋を活用した宿泊施設と食事施設を整
備。宿泊と食事を別施設で提供する「泊食分離」の実現によって宿
泊施設の開業を促進。

⚫町、酒蔵、水産関係者、交通事業者や金融機関等と連携し地域全体
での農泊を推進。個人宅での小さな漁業「もんどり」、漁具づくり、
刺身づくりなどの体験を提供。

⚫地域内の宿泊施設の売上が約8千万円（平成29年度）から約1.2億円
（令和３年度）に増加。

⚫地域内の宿泊施設数は、15軒（平成29年度）から31軒（令和３年
度）に増加し、。延べ宿泊数は約6千人（平成29年度）から約8千
人（令和３年度）に増加。

伊根浦地区農泊推進地区協議会

農泊

ビジネス・
イノベーション部門

いねうらちく のうはくすいしん ちくきょうぎかい

農村文化体験

地産地消

【地産地消関係の受賞事例】
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所在地：鹿児島県 龍郷町

たつごうちょ
う

概 要

インターンシップ生による活動報告会後の交流

成 果

看板メニューの“おっかんの旬替わり定食”

地域語り部による集落歩き体験

⚫過疎が進む地域で宿泊事業に取り組むとともに学生インターンを住
み込みで受け入れて関係人口を創出。

⚫地域語り部による集落歩きや島の家庭料理を提供する「あらば食
堂」の経営などにより、文化を次世代に継承。

⚫地域の主婦が旬の地場産食材で島料理を提供し、若手主婦が調理を
補助することで食と暮らしぶりを伝承。

⚫コロナ禍を逆手に「島民はわざわざ島料理を食べに来ない」という
思い込みを覆し、島の暮らしに向き合う姿勢を一層強化。

⚫食堂利用者は年間５千名を超え、清掃も含めて１２名の雇用を創出。

一般社団法人 E’more秋名

農泊

コミュニティ・
地産地消部門

いっぱんしゃだんほうじん いもーれあきな

地産地消

関係人口の創出

【地産地消関係の受賞事例】
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