
平成３１年１月１８日

表彰団体決定！ 「わが村は美しく－北海道」運動
～第９回コンクールで旭川ブロックから優秀賞１団体、奨励賞３団体が受賞～

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。（別添参照）

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９回コンクールの概要について 別紙１参照

２．旭川ブロック表彰団体活動概要について 別紙２参照

旭川ブロックの表彰式については、随時、各団体を訪問し行う予定です。

【「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」運動の情報は、ホームページに掲載しています。

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/toti_kairyou/ho928l0000004tw9.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 日向 正典（0166-32-3449）

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/

旭川開発建設部公式Twitterアカウント @mlit_hkd_as

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９回コン

クールを開催し、全道６１団体（５９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１３団

体、奨励賞２１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１団体、奨励賞３団体が受賞しました。



平成３１年１月１８日
北 海 道 開 発 局

「わが村は美しく－北海道」運動第９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９回目となります。
今回のコンクールには、全道から６１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１３団体、奨励賞２１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９回コンクールの応募状況等について

(1) 応募件数
全道５９市町村から６１件（団体）の応募

(2) 審査経過
平成３０年 ３月～ ６月 募集
平成３０年 ７月～１１月 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３０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）
※各開発建設部の所管を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）［１３団体 ］

▶ 江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会 加工部会（江別市）
▶ 特定非営利活動法人 サトニクラス（月形町）
▶ 一般社団法人 i・スマイル（今金町）
▶ 北海道真狩高等学校（真狩村）
▶ ふらのカレンジャー娘（富良野市）
▶ ＪＡとまこまい広域 厚真町ハスカップ部会（厚真町）
▶ 北海道中標津農業高等学校 マネージメント研究班（中標津町）
▶ 歯舞地区マリンビジョン協議会（根室市）
▶ 特定非営利活動法人 美しい村・鶴居村観光協会（鶴居村）
▶ 北海道士幌高等学校 乳加工専攻班（士幌町）
▶ 網走川土地改良区（美幌町）
▶ 株式会社 ＳＯＵＬ ＯＢＩＲＡ（小平町）
▶ 豊富温泉コンシェルジュ・デスク（豊富町）
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(2) 奨励賞（各開発建設部長表彰） ［２１団体 ］

◇札幌ブロック［３団体］
・株式会社ふるさとファーム（札幌市)
・江別酒米栽培グループ「すいせい」（江別市）
・千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会（千歳市）

◇函館ブロック［３団体］
・谷観光農場（北斗市）
・七飯の食を考える会（七飯町）
・素敵な過疎づくり株式会社（厚沢部町）

◇小樽ブロック［１団体］
・ワインを楽しむ会（余市町）

◇旭川ブロック［３団体］
・第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊（名寄市）
・中川町商工会（中川町）
・占冠村木質バイオマス生産組合（占冠村）

◇室蘭ブロック［１団体］
・北のなのはな会（安平町）

◇釧路ブロック［１団体］
・一般社団法人 音別ふき蕗団（釧路市）

◇帯広ブロック［３団体］
・北海道帯広農業高等学校 食品科学科 地域資源活用班（帯広市）
・北海道士幌高等学校 環境専攻班（士幌町）
・株式会社 なまら十勝野（芽室町）

◇網走ブロック［２団体］
・北海道東藻琴高等学校 農産加工班（大空町）
・小清水町ルバーブ生産グループ（小清水町）

◇留萌ブロック［２団体］
・るもい農福連携推進協議会（留萌市）
・上築有機米生産組合（羽幌町）

◇稚内ブロック［２団体］
・ワラベンチャー問寒クラブ（幌延町）
・稚内農業協同組合 稚内牛乳（稚内市）

（受賞団体名は順不同です）
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はじまりは？ ここが自慢

おもな活動

【地域の理解と高校生だからこその発想】

連絡先

ふらのカレンジャー娘
【富良野市】
地域の持続的発展と活性化を図る活動

富良野緑峰高等学校 園芸科学科 カレー専攻班の前
身の専攻班では、平成14年度から地元農産物を利用した
お菓子づくりや商品化に始まり、平成15年度以降は旬の
地元野菜や特産品を活かした「カレー」に着目した活動
を行い始めました。その中で、カレーで町おこしを目指
す地元の団体が本校との連携を求め、両者の目的が合致
し、さらなる町おこし活動の強化・
発展を目指すことになり、平成16年９月
に初代ふらのカレンジャー娘が任命され、
活動を始めました。

代 表 者 名 ：松藤 梨花さん／設立：2005年／会員：12名

Ｕ Ｒ Ｌ ：Twitter開設しています。

住 所 ：富良野市西町１番１号北海道富良野緑峰高等学校

電 話 番 号 ：0167-22-2594（富良野緑峰高校：担当杉田）

Ｆ Ａ Ｘ ：0167-22-2594

Ｅ－ｍａｉｌ：shishinjiji@gmail.com

富良野市

「わが村は美しく－北海道」運動第９回コンクール応募団体

富良野地域の農業と観光の持続的発展のために開発さ
れた新・ご当地グルメである「富良野オムカレー」をＰ
Ｒする取り組みを行っています。
市内スーパーでのオムカレー試食会では、旬の富良野

産野菜や学校で栽培された野菜を活かしたオムカレーを
市民の皆様に提供しています。

また、地域の小学生や高齢者など
への食育活動を実施しています。
さらに、地域のイベントへ積極的
に参加しており、北海へそ祭りで
地元ガス燃料協会との連携による
オムカレーの試食提供を実施し、
ワインぶどう祭りではカレン
ジャー娘が独自出店しオムカレー
を提供しています。

日糧製パンと共同開発し
たオムカレー風パン

平成30年現在、14代目ふらのカレンジャー娘が活
動を展開しています。毎年、活動の中心となる代が
交代し、歴代の活動を引き継ぎつつ、その代独自の
新しい活動を行ってきました。
私たちの活動ができるのも、新たな発想で活動を

展開できるのも、地域の方々の理解と協力があって
こそだと思います。
今後も、高校生だからこそできる活動を展開し、

地域のさらなる活性化を目指していきたいと思って
います。

１４代目ふらのカレンジャー娘

富良野オムカレー

１４代目ふらのカレンジャー娘による市内スーパーでのオムカレー試食会
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はじまりは？ ここが自慢

おもな活動

【わがマチ自慢の食文化として認識を実感】

連絡先

第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊
【名寄市】
独自の食文化をＰＲしてまちづくり活動

名寄市で昭和初期から独自の食文
化として受け継がれてきた「煮込ん
で食べるジンギスカン」を地域ブラ
ンドとして位置付け、この食文化を
ＰＲツールとして活用することによ
り「名寄」という地名を広く全国に
アピールするための実働組織を設立
するため、市内の４つのまちづくり
団体が連携し、市民、名寄市立大学
生の協力を仰ぎながら平成24年度か
らＰＲ活動に取り組んでいます。

代 表 者 名 ：定木 孝憲さん／設立：2012年／会員：29名

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://nayoro-kankou.com

住 所 ：名寄市東１条南７丁目１番地10

電 話 番 号 ：01654-9-6711          

Ｆ Ａ Ｘ ：01654-9-6712

Ｅ－ｍａｉｌ：otoiawase@nayoro-kankou.com

名寄市

「わが村は美しく－北海道」運動第９回コンクール応募団体

・独自の食文化を広く子ども達に伝えるため、市内小
学校、高校と連携し、歴史や調理法に係る授業を実施。
・全国各地から来ている名寄市立大学生に対し「第２
の故郷」と感じてもらうために、地域住民と学生との
交流のきっかけづくり、さらには将来の「名寄のＰＲ
大使」として育成するための育成事業。
・「名寄」の知名度向上を図るために、Ｂ－１グラン
プリへ北海道代表団体として出展し全国的なＰＲ活動。
・北海道遺産であるジンギスカンの普及のため、北海
道遺産協議会と連携したＰＲ活動。
・「故郷の食文化」として子ども達に体感してもらう
ために、少年団などの全道・全国大会に出場した団体
に無償で「なよろ煮込みジンギスカン」と機材一式を
貸出し、子供の頃の思い出を植え付けるための少年団
支援事業を実施。

名寄市は「もち米」など日本一と称するブランド
が多数あるものの、昔から食べられてきた食文化に
対して、活動当初は市民にも自慢できるモノとして
は認知されていませんでした。

当艦隊はＰＲとともに文化を伝承することも役割
と考え、小学校等での授業、さらには市民講座など
の周知活動にも取り組んだことから、徐々に多くの
市民に「わがマチ自慢の食文化」として認識されて
きたと実感しています。

また、営利を目的としていないまちづくり団体と
して、現在は補助金を受けないで活動継続が可能と
なっており「なよろ煮込みジンギスカン」のブラン
ド力が向上したことの評価だと思います。

当艦隊の活動をしていた学生が名寄を好きになり、
最終的に名寄で就職し、現在も当艦隊隊員として活
躍しており、地域活性化に貢献していると思います。
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はじまりは？ ここが自慢

おもな活動

【ナカガワの魅力、ソトガワへ発信中！】

連絡先

中川町商工会
【中川町】
ナカガワのナカガワをソトガワへ

平成25年度に道の補助を活用して特産品開発事業を行
い、中川町で作られた「ハスカップ」を使用した「ハス
カップサイダー」を開発した事を機に、デザイナーを交
えながら中川町のブランドである「ナカガワのナカガ
ワ」を発案したことがきっかけでした。

既存の商品や新商品のパッケージを「ナカガワのナカ
ガワ（中川の中側）」デザインで統一したり、どんなお
店でも使えるように買い物袋や包装紙なども作成しまし
た。商品だけでなく、中川町のパンフレットやポスター
などの広告物にもこのデザインが沢山使われています。

代 表 者 名 ：片山 峯輝／設立：1961年／会員：103名

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://nakagawashokokai.web.fc2.com/ 

住 所 ：中川郡中川町字中川400番地

電 話 番 号 ：01656-7-2117          

Ｆ Ａ Ｘ ：01656-7-2177

Ｅ－ｍａｉｌ：midriver@rose.ocn.ne.jp

中川町

「わが村は美しく－北海道」運動第９回コンクール応募団体

様々な「ナカガワのナカガワ」

日大×中川町→

中川町商工会では、平成14年度より特産品開発事業を
進めており、中川町ならではのモノを使用した特産品の
開発や販路開拓・パッケージ支援を、町からの支援もい
ただきながら行っています。

「ナカガワのナカガワ」ブランドが確立した平成28年
度には、「中川町交流情報発信拠点施設運営協議会」が
発足。東京都世田谷区下高井戸商店街に、中川町サテラ

イトスペース「ナカガワ
のナカガワ」をオープン
しました。
現在は、伴走型支援事

業を中心に、サテライト
スペースの運営支援や東
京都世田谷区等との交流
を行っています。サテライトスペース

オープンセレモニー

↑放牧牛と
酪農家

「ナカガワのナカガワ」を通じて、古くから交流の
あった下高井戸商店街振興組合の繋がりを基に、東京
都世田谷区との交流を深める事ができ、さらに新たに
日本大学文理学部との交流が始まりました。

また、特産品は勿論のこと、中川町の放牧牛から採
れた牛乳を使用した「放牧牛ソフトクリーム」や、日
本最北の野菜とされる中川町産のアスパラやカボチャ
などをサテライトスペースにて販売し、中川町の魅力

をお届けしています。
その他、町内の取り組みと
しては３Ｒを利用したモニ
ターツアーの開催や、林業
の町として「KIKORI」ブラ
ンドが立ち上がり、さらに
中川町を盛り上げる一つと
なっています。
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「村木」の「カエデ」の木から樹液を採取し、メー
プルシロップを製造。シロップは、間伐材を利用した
薪を燃料にして、樹液を長時間煮詰めて作られていま
す。

製造が行われるのは、樹液が採取できる春先だけの
期間ですが、この時期、本業が閑散期となる村内林業
従事者の冬季雇用の場となっています。

はじまりは？ ここが自慢

おもな活動

メープルシロップが製造される時期に合わせ、樹液
の採取体験、シロップの製造見学ができるツアーを開
催しています。メープルシロップと地元食材で作った
メープルランチを提供したり、カエデの木を使った木
工体験の時間もあるこのツアー。毎年、村内外から定
員を超える参加応募
がある人気の行事と
なっています。

また、樹液採取で
の学生ボランティア
の受け入れも行って
おり、都市の若者と
生産者との交流も図
られています。

【誰でも、メープルの森が体験できる！】

連絡先

占冠村木質バイオマス生産組合
【占冠村】
カエデを活用し森林資源あふれる占冠村の魅力を発信

平成25年に村内の間伐材、林地未利用材の利用拡大の
ため立ち上げられた団体です。

化石燃料からの脱却、循環型エネルギーへの転換をめ
ざし、地元木材を有効に利用した薪の製造・販売を行っ
ています。

平成27年からは、「村木」として村民に古くから親し
まれてきた「カエデ」から樹液を採取し、間伐材を利用
した薪を燃料にしてメープルシロップの製造を行ってい
ます。

代 表 者 名 ：髙橋 仁士さん／設立：2013年／会員：10名

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://s-woody-bio-products.com 

住 所 ：勇払郡占冠村字シムカプ原野48-６

電 話 番 号 ：0167-56-7282          

Ｆ Ａ Ｘ ：0167-56-7283

Ｅ－ｍａｉｌ：s.m.b-p.co@arrow.ocn.ne.jp

占冠村

「わが村は美しく－北海道」運動第９回コンクール応募団体

樹液を採取する「メープルの森」（青い線は樹液を採取するチューブ）

「メープルの森」体験ツアー

シロップを製造するボイラー（左）と燃料の薪（右）
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●北海道の農林水産業をより豊かにすることをめざし、平成１３年にスタート 

●道内各地で地域資源を活用して地域を活性化しようとする住民主体の活動に対する支援 

【景観】 地域の特色を活かし、生活と生産に根ざした景観形成活動 

【人の交流】 

地域の魅力を高めるコミュニティづくりに結び

つく都市及び地域内外の人たちとの交流活動 

【地域特産物】 

地域で生産される農林水産物及びそれらを

主として利用した加工品の生産販売活動 

北海道田園委員会 

学識者、民間企業、報道機関 

地方自治体、生産者団体、実践者 

● 運動の推進のため、国土交通省北海道局に設置 

● 道内外の有識者で構成 

● 運動の円滑な推進に対する提言 

多くの方の協力と連携により運動を推進 支援・応援 

第８回コンクール大賞受賞団体 

北海道幌加内高等学校【幌加内町】 

「そば」を活用した学びを通して、人づくりと地

域づくりをうまく結びつけた活動に取り組む 

●コンクールの開催 ← 「地域資源」を見つけ、「いいもの」を多くの人に伝えます 

●地域の魅力を高めようとする地域住民の活動をさらに広く伝えて、その活動を支援し波

及させます 
取組 

●地域イベントで活動ＰＲ 

 →地域イベントに参加し 

  団体活動を紹介 

●ＨＰへ掲載 http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html 

 →活動団体の最新情報を広く発信        

   

 

 

●メールマガジンの配信  

 →活動団体への情報提供 

 →活動団体の最新情報を発信 

●ＪＲ北海道の車内誌 

 →「THE ＪＲ Hokkaido」への掲載 

 （ＪＲ北海道の協力） 

・応募（全道から６１団体） 

 

第９回「わが村」運動 コンクール 多くの人に伝えるための取組 

● 参加しよう－中心となるのは、地域に住む人々 

● 広げよう－活動の輪を大きく、自由に 

● 伝えよう－北海道の「いいもの」を、もっと外へ 

「地域の資源」を見つけよう 

地域の個性を競い合い高め合い 

地域住民の努力と行動に光をあて、広く伝えよう 

・ブロック毎に応募団体の現地調査、 

及び審査を実施し表彰団体を選考 
・優秀賞団体、奨励賞団体を決定 

・各ブロックの優秀賞受賞団体の 
中から大賞団体を決定 

「景観」の形成 

「地域特産物」

のブランド化 

活発な 

「人の交流」 

づくり 

魅力ある活力に満ちた北海道 

表 彰 式 

（２年目） 
大 賞 の 選 考 

大 賞 表 彰 式 

（１年目） 
現地調査、優秀賞・奨励賞の選考 

活 動 団 体 

十勝パンを創る会【帯広市】 

「十勝パン」ブランドの確立を目指して、地域

に根差した商品の開発に取り組む 

●facebook(ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ)の取組 https://www.facebook.com/wagamura 

 →活動団体の最新情報を広く発信 

 （NPO わが村は美しく-北海道ﾈｯﾄﾜｰｸとの共同運営） 

●札幌「チカホ」でＰＲ 

 →ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞで放映 

（札幌市の協力） 

Ｈ３０年度 

Ｈ３１年度 

Point 

「チカホ」 いいとこ撮り北海道 

ＪＲ車内誌 

別添 


