平成２９年 １月２３日

表彰団体決定！ 「わが村は美しく－北海道」運動
～第８回コンクールで旭川開発建設部管内から優秀賞２団体、奨励賞５団体が受賞～
北海道開発局は、「わが村は美しく－北海道」運動（以下「わが村運動」）第８回コン
クールを開催し、全道８６団体（７０市町村）の応募の中から、選考の結果、農山漁村に
おける地域の活性化や個性的で魅力ある地域づくりの優れた活動として、優秀賞１４団
体、奨励賞２６団体を表彰することに決定しました。
旭川開発建設部管内からは、優秀賞２団体、奨励賞５団体、旭川ブロック賞６団体が受
賞しました。
表彰式については、随時、各団体の所在する市町村で行う予定です。
このコンクールは、自然的・社会的・歴史的に特徴のある景観を形成してきた北海道の農山
漁村がより「美しく」あるため、地域の魅力と活力を高めようとする住民主体の活動を見いだ
し、これを広く発信し、波及させていくことによって、農山漁村の振興に寄与することを目指
し、平成１３年から２年に一度、開催しています。
なお、来年度は、今回、表彰された全道の優秀賞の中から大賞を決定します。
１．第８回コンクールの概要について
２．旭川ブロック表彰団体活動概要について

別紙１参照
別紙２参照

【「わが村は美しく－北海道」運動とは】
わが村運動は、地域住民が主体となり、北海道の農山漁村・農林水産業を通じて地域づくりを行う活
動に対して、様々な人たちが「参加しよう」、「広げよう」、「いいもの伝えよう」をキャッチフレー
ズにこうした活動にかかわっていこうとするもので、平成１３年から行っています。
「わが村は美しく－北海道」運動の各種情報は、以下のホームページに掲載しています。
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_nogyo/wagamura/index.html

【問合せ先】

北海道開発局

旭川開発建設部

土地改良情報対策官
付土地改良情報係長
旭川開発建設部ホームページ－報道発表資料
旭川開発建設部公式Twitterアカウント

蒔苗

英孝

電話 0166-32-3449（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

玉田

正樹

電話 0166-32-3484（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

http://www.as.hkd.mlit.go.jp/kisya/top.htm
@mlit_hkd_as

別紙１
平成２９年１月２３日
北 海 道 開 発 局

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクールの表彰団体を決定
～農山漁村地域の活性化に貢献する活動を応援しています～
「わが村は美しく－北海道」運動では、平成１３年から２年に一度コンクール
を開催しており、今年で８回目となります。
今回のコンクールには、全道から８６件（団体）の応募があり、審査の結果、
優れた活動として優秀賞１４団体、奨励賞２６団体を表彰することとしました。
表彰式は、本日以降、随時、表彰団体の応募先である各開発建設部ごとに行う
予定ですので、該当する開発建設部土地改良情報対策官にお問合せください。
１．第８回コンクールの応募状況等について
(1) 応募件数
全道７０市町村から８６件（団体）の応募
(2) 審査経過
平成28年 3月～ 6月
平成28年 7月～11月

募集
全道１０ブロック※での現地調査
（ブロック審査委員会による全応募団体の現地調査）
平成28年11月～12月 ブロック審査委員会での審査
（現地調査の結果から、表彰団体の選考）
※各建設部の所管を１ブロックとしている。

２．表彰団体について
(1) 優秀賞（北海道開発局長表彰）［１４団体 ］
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

北海道幌加内高等学校（幌加内町）
ＷＥＡＶＥ（ウィーブ）（由仁町）
えさし水土里の会（江差町）
寿都地域マリンビジョン協議会（寿都町）
北海道旭川農業高等学校 食品科学科 米粉班（旭川市）
ふらの樹海 やさい工房「しずく」運営委員会（富良野市）
観光物産館農産物販売協議会（伊達市）
ＮＰＯ法人 厚岸ネット（厚岸町）
有限会社 渡辺体験牧場（弟子屈町）
十勝パンを創る会（帯広市）
(株)アグリファッショングループ（帯広市）
株式会社 知床ごんた村（斜里町）
留萌市食農教育推進協議会（留萌市）
うたのぼり・癒やしの森「音夢路」利用促進研究会（枝幸町）

別紙１
(2) 奨励賞（各開発建設部長表彰） ［２６団体 ］
◇札幌ブロック［３団体］
・河川愛護団体 リバーネット２１ながぬま（長沼町)
・「いきいき母さん土曜市」運営委員会（岩見沢市・美唄市）
・ルーキーズカンパニー（恵庭市・北広島市・千歳市）
◇函館ブロック［２団体］
・アグリネットななえ（七飯町）
・赤とんぼの町プロジェクト（北斗市）
◇小樽ブロック［２団体］
・ニセコ町農業青年会（ニセコ町）
・北海道余市紅志高等学校農業クラブ（余市町）
◇旭川ブロック［５団体］
・株式会社 村にあるものを ねっぷえいど（音威子府村）
・北のきらきらキッズプロジェクト（和寒町）
・北海道士別翔雲高等学校（士別市）
・北海道下川商業高等学校（下川町）
・比布商工会青年部（比布町）
◇室蘭ブロック［２団体］
・ＪＡとまこまい広域 厚真町ハスカップ部会（厚真町）
・びらとり農業協同組合青年部（平取町）
◇釧路ブロック［該当無し］
◇帯広ブロック［４団体］
・北海道帯広農業高等学校（農産加工分会ビネガー班）（帯広市）
・十勝品質事業協同組合（帯広市）
・北海道士幌高等学校（環境専攻班）（士幌町）
・農と暮らしの委員会（士幌町）
◇網走ブロック［２団体］
・るべしべ白花豆くらぶ（北見市）
・上ところホタル友の会（北見市）
◇留萌ブロック［３団体］
・ＮＰＯ法人えんべつ地域おこし協力隊（遠別町）
・民安ダム「サクラの森づくり」の会（天塩町）
・天塩町４Ｈクラブ（天塩町）
◇稚内ブロック［３団体］
・とよかんべつ交流大学（浜頓別町）
・豊富温泉コンシェルジュ・デスク（豊富町）
・ワラベンチャー問寒クラブ（幌延町）
（受賞団体名は順不同です）

【参考】
市町村
旭川市
富良野市
比布町

選考結果

「わが村は美しく－北海道」運動 第８回コンクール 旭川ブロック表彰団体活動概要
団体名

優秀賞 北海道旭川農業高等学校 食品科学科 米粉班
優秀賞 ふらの樹海 やさい工房「しずく」運営委員会
奨励賞 比布商工会青年部

別紙２

活動概要（応募資料から抜粋）
米の消費拡大と旭川永山の美しい田園風景を守り続けるため、平成21年から米の消費拡大を目標に米粉の活用法の
研究を開始。菓子製造メーカーやコンビニエンスストア等との共同開発によりロールケーキ等を商品開発。また、米粉の
利用について広く情報発信している。
農産物直売所の営業活動を通じて地域コミュニティの活性化やそのためのサロンづくりを目指している。過疎化が進む
地域において徐々に活動の輪が広がり、地域には無くてはならない場所となっている。秋には地元の中学生が学校農
園で育てたカボチャの販売実習を行ったり、地域のお祭りやイベントを企画・開催し地域活動の中心となっている。
「お米の町・比布町」のイメージづくりやまちおこしを目指して、地域特産物である比布米と卵と千本ネギ（醤油）を「たま
ごかけごはんセット（ぴっぷTKGセット）」として販売。千本ネギ醤油は新たに商品開発したもの。ぴっぷTKGセットの販路
拡大を積極的に進めることで地域の活性化に努めている。

奨励賞 株式会社 村にあるものをねっぷえいど

地域で生産される音威子府村「そば」の加工販売や農業者同士の交流にも力を入れている。村内外の交流と発展を目
指して農業の6次産業化を積極的に取り組んでいる。

奨励賞 北海道士別翔雲高等学校

実践的な職業教育として、地元企業と協働し地域の特産物である甜菜を使用した「天サイダー」の開発や「サフォークラ
ンド士別プロジェクト」の一環として士別青年会議所と地元の菓子店と共同で「うんメェ～♪パイ」の開発を行った。また、
札幌市内で開催される商業教育フェアでは、開発商品の販売やＰＲも行っている。このような取り組みが郷土愛を育み、
職業人としての創造性を高め、地域の活性化にも貢献している。

下川町

奨励賞 北海道下川商業高等学校

知的財産の学習の観点を踏まえた上で、個人の発想と下川町の特色を融合させ、新たな商品を創造する活動を重点的
に行っている。実習学習として、地元産１００％の小麦「ハルユタカ」の使用にこだわったオリジナル「うどん」や地域特産
物のトマトジュースに着目した創作うどん「トマトうどん」の商品開発などを行っている。また、平成元年より札幌市で「販
売実習会」を行い、下川町のPRと販売活動をしている。このような取組を将来につなげていくため、小学生や中学生を
対象とした「うどん教室」を主催している。

和寒町

奨励賞 北のきらきらキッズプロジェクト

小中学生の父兄を中心とし様々な職種で構成された運営メンバーにより、農業施設の見学、田んぼの生き物調査、農
作業や炭焼き体験など総合的体験学習を実施することで地域活性化を目指している。

美深町

旭川
美深町商工会青年部
ﾌﾞﾛｯｸ賞

地域特産物のかぼちゃを活用して「かぼちゃどぶろく美深」「かぼちゃあまざけ美深」を商品開発するなど、美深町のPR
に向け地元農産物を活用した商品開発や販売展開を行っている。

旭川
NPO法人 ふらの樹海の里ネットワーク
ﾌﾞﾛｯｸ賞

農家生活体験の受入れや地域で開催するイベントを中心的に開催し地域活性化活動を行っている。農家生活体験では
参加者する中高生の楽しむ様子に触れあうことで活性化につなげるとともに、安心安全な農作物づくりや、食糧基地と
しての北海道や農村景観の美しさに気づいてもらうための活動を行っている。

旭川市

旭川
クリーマリー農夢
ﾌﾞﾛｯｸ賞

『家畜福祉』（アニマルウェルフェア）に配慮した小規模牧場で付加価値を高めた家畜製品による経営を実践している。
アニマルウェルフェア協会認証第１号。

中川町

旭川
中川町商工会
ﾌﾞﾛｯｸ賞

地域食材である日本最北のハスカップを利用した「ハスカップサイダー」を商品開発するなど、統一ブランド「ナカガワの
ナカガワ」を展開。外観デザインは札幌ADCで審査委員賞を受賞、地域活性化に向けた活動を積極的に行っている。

和寒町

旭川
株式会社 和寒シーズ
ﾌﾞﾛｯｸ賞

国産・和寒町で生産された食用カボチャ種子ストライプペポかぼちゃの商品化を行い、その販売を通じてかぼちゃ作付
面積日本一の町をPRしている。

名寄市

旭川
株式会社名寄振興公社
ﾌﾞﾛｯｸ賞

地域特産物開発を目指し、100％名寄産はくちょうもちを使用した「もっちりいかめし」「もち米甘酒」の開発、販売に取り
組み、名寄市のPRや活性化に努めている。

音威子府村

士別市

富良野市

旭川市

「わが村は美しく－北海道」運動
第８回コンクール応募団体

北海道旭川農業高等学校
【旭川市】
米粉で、米消費拡大・田園風景
を守る
『旭川食べマルシェ』で、米粉ロールケーキの販売

はじまりは？

ここが自慢

お米の消費拡大と旭川永山の美しい田園風景を守 【米粉の良さをもっと伝えたい！】
るため「米どころ旭川農業高等学校に通う自分たち
学校は水田に囲まれた田園地帯です。米粉を使用した商
にできることは何か｣この思いが原点で、米粉に関す 品開発で消費拡大し、地域の田園風景を守っていきたい。
る活動を開始しました。お米は粉にして食べること
食べマルシェやＪＡ旭川直売所で米粉製品などの販売を
が少ない点に着目し、その活用を研究・普及・広く しており、大変評判が良くいつも完売します（１時間で完
情報発信し、お米の新たな需要を喚起して消費拡大 売したことも）。お客様の笑顔が見られたときが楽しいと
につながると考えました 米粉を 過性のブ ムで 感じるとともに、達成感も感じます。
につながると考えました。米粉を一過性のブームで
感じるとともに 達成感も感じます
終わらせず、米粉普及へ模索を続け、美しい田園風
平成28年2月に日本学校農業クラブ北海道連盟の全道実
景を守ることに繋がると信じて研究を続けています。 績発表大会で、最優秀賞を獲得、10月に大阪で開催された
全国大会へ出場し、北海道代表として発表しました。タイ
おもな活動
トルは「米タウン旭川から届けたい！～米粉の魅力発信プ
ロジェクト」です。
私たちの研究は旭川市、地元関連産業など｢産学
全国に米粉の魅力を発信します。
官｣による連携で活動の幅を広げています。
平成22年に地元菓子メーカーと、旭川産米粉を
白黒マーブルケーキ
白黒
ケ
使 た｢米粉パウンドケ キ を商品化しました
使った｢米粉パウンドケーキ｣を商品化しました。
また、翌年は永山の大豆生産者団体「永山ビーン
ズ組合」からの依頼で「黒大豆いわいくろ」の活用
方法の研究にも着手。米粉の｢白い生地｣と黒大豆を
北海道ローソンとの打合せ
米粉パウンドケーキ
製粉した｢黒い生地｣を活かしたマーブル模様のケー
キを開発しました。平成25年には札幌｢食の科学舎｣
連絡先
の依頼により大豆ピューレ
と米粉を使ったロールケー
代 表 者 名 ：畠山 佳幸さん／設立：2009年／会員：16名
キを開発。このケーキは後
を開発。
ケ
は後
住
所 ：旭川市永山町14丁目153番地
に北海道ローソンとの共同
開発により「米粉入りロー
電 話 番 号 ：0166-48-1320
ルーケーキ」を２週間限定
Ｆ Ａ Ｘ ：0166-48-1360
で販売しました。
米粉活用の気運を高め、
Ｅ－ｍａｉｌ： －
道内に広くＰＲをしていま
北海道ローソン販売
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://kyokuno.hokkaido-c.ed.jp
「米粉入りロールケーキ」 す。

富良野市

直売所の様子

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体

ふらの樹海 やさい工房「しずく」運営委員会
【富良野市】
農家・消費者・直売所を繋ぐ場に
はじまりは？

ここが自慢

富良野市東山地区の農家の奥さんが中心になり、規格 【地域のコミュニケションの場所に】
外農産物を「もったいない」の意識で直売所を始めまし
平成28年は36件の農家が参加しましたが、今度は販
た。声かけで徐々に地域に浸透し商品作物が増えていま
売所を広くして参加農家を増やしたいと考えています、
す。
平成29年からプレハブ小屋で販売とサロンを行い、よ
り地域の情報交換の場として活発になることを期待し
ています。
冬に向かって「雪」を題材にしたPRを考えています。
雪だるまや雪遊びコンクールを提案し、この場所に人
が集まる広がりを工夫し
ます。
直売所に設置している
テーブルは、くつろぐ
おもな活動
農家やお客さん 店員
農家やお客さん、店員
平成28年は直売所の営業日を金・土・日の３日間にし との交流場になってい
ます。
てスタートしました。
直売所の協力農家が35件、行政の理解・協力も大きく
地域活性化の弾みと農家の収入増に繋がる活動になりつ
つあります。
この地域の農産物の特徴は、温度差による野菜の糖度
や味覚が良いところ、それに加えて価格が噂を呼び遠方
購
からの購入者も多くなっています。
売れることで販売品種や参加農家の拡大に結びついて
います。

直売所での交流の様子

連絡先
代 表 者 名 ：笠倉 要一さん／設立：2016年／会員：35名
住

所 ：富良野市東山共栄
富良野市東山共栄

東山パ クゴルフ場横
東山パークゴルフ場横

電 話 番 号 ：090-1386-3936（担当：藤澤 康次さん）
Ｆ

Ａ

Ｘ ：0167-27-2424

Ｅ－ｍａｉｌ： Zico2438asahikawa@gmail.com
Ｕ

Ｒ

Ｌ

：－

