平成２９年６月２９日

記者説明会資料のホームページ掲載について
この度、北海道開発局では、北海道開発記者クラブ及び北海道建設記者会所属の記者の
方への説明会を開催しました。
当日の配付資料をホームページに掲載しましたので、お知らせします。

【掲載先】
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/release/splaat000000m1td-att/splaat000000ujs4.pdf

【問合せ先】

別紙のとおり

北海道開発局記者説明会
話題・問合せ先一覧

北海道開発局代表電話

資料1

０１１－７０９－２３１１

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６の発表！
【問合せ先】道路計画課 課長補佐 松本【内線５３５５】
道路計画課 道路調査専門官 上村【内線５８４５】

資料2

「わが村は美しく－北海道」運動 大賞審査開始
【問合せ先】農業振興課 課長補佐 伊藤【内線５６８３】
農業振興課 農村振興第２係長 池上【内線５６８５】

平成２９年６月２９日
【記者説明会資料１】

完⾛者が選ぶ北海道「道の駅」
ランキング２０１６の発表！

北海道開発局ホームページへはこちらから。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２９年６月２９日
北海道開発局 広報室

北海道開発記者クラブ加入各社
北海道建設記者会加入各社 殿

電話
内線

011－709－2311
5227・ 5228

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング2016の発表！
～普段何気なく利用する「道の駅」の隠れたエピソードなどもご紹介～
「道の駅」スタンプラリー2016の完走者から応募いただいたアンケート回答を集計し、完走者が選
ぶ北海道「道の駅」ランキング2016を項目別にとりまとめましたので、下記のとおりお知らせします。
「道の駅」完走者が選ぶランキングの発表は、今年で３回目。ランキング順位の変動や注目ポイント
もあわせてご紹介します。
愛犬を連れてドライブされる方々がゆっくり休憩できるようリードフックを用意したスタッフ。平成
28 年 8 月の大雨災害時には、通行止めや迂回路の情報を丁寧に説明、外国人旅行客のために外国語表記
の通行止め情報を提供したスタッフ。お客様に景色のすばらしさを気づいていただくために、関係機関
と協議を重ね、電柱・電線を山側に移動させた「道の駅」。こうした「道の駅」で働くスタッフの弛ま
ぬ日々の努力や「道の駅」だからこそ出来るホスピタリティなど、普段何気なくご利用いただいている
「道の駅」の隠れたエピソードも『気になる「道の駅」
』としてご紹介します。
記
◯各項目のランキング第１位

※各項目のベスト１０は別紙参照

１．景色がきれいだと感じた「道の駅」は、３年連続「ぐるっとパノラマ美幌峠」
２．地域や観光の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」は、３年連続「うとろ・シリエトク」
３．道路や天気の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」は、２年連続「うとろ・シリエトク」
４．ゆっくり休憩ができたと感じた「道の駅」は、第２位から上昇「厚岸グルメパーク」
５．トイレがきれいだと感じた「道の駅」は、第２位から上昇「フォースレスト２７６大滝」
◯気になる「道の駅」
５項目ごとに、圏外からランクインするなど、工夫・改善が奏功していると考えられる「道の駅」
をクローズアップし、担当者に伺った内容をご紹介します。
（別紙参照）

【問合せ先】 国土交通省

北海道開発局

電話（代表）011-709-2311

建設部 道路計画課 課長補佐

松本 一城（内線 5355）

建設部 道路計画課 道路調査専門官 上村 達也（内線 5845）
北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/

別紙
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北海道「道の駅」スタンプラリー２０１６応募概要

※北海道地区「道の駅」連絡会の資料を基に作成

▼スタンプラリー各賞の応募者の割合
応募者のうち約５割が

完走賞に応募！
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▼スタンプラリー完走賞の道内・道外割合
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▼北海道の｢道の駅｣利用者数と登録駅数の推移
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完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６
１．景色がきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

▼ぐるっとパノラマ美幌峠の景色

順位

「道の駅」名
びほろとうげ

1

ぐるっとパノラマ美幌峠
（2002.8 登録）
あっけし

2

厚岸グルメパーク
（1994.4 登録）
かみのくに

3

上ノ国もんじゅ

（2009 リニューアル）
むろらん

4

みたら室蘭

（1998.4 登録）
きたまえぶね

まつまえ

5

北前船 松前

6

スワン４４ねむろ

（2009.3 登録）
（2013 デッキ設置）
ぼうようなかやま

7

望羊中山

（1993.4 登録）

前回順位
1位
433票
2位
86票
3位
54票
6位
46票
4位
51票
4位
51票
7位
38票

（上･中/展望台から眺める屈斜路湖、下/屈斜路湖を覆う雲海）

投票数（有効回答数=1,548件）

）

648
108
91
73
64
55
51

にしんばんや

8

おびら鰊番屋

圏外

34

9

おだいとう

圏外

29

9位
34票

27

（2015.4 リニューアル）
（2011.3 登録）
しれとこ

10 知床・らうす
（2009 施設増築）

▼ぐるっとパノラマ美幌峠を選んだ
完走者から寄せられた声
・ここの景色は格別です
・圧巻の景色。感動しました
・雲海が素敵でした
・ 360度の大展望

景色がきれいだと自然

※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

と笑顔になれます。

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります

▲(株)美幌峠物産館 平田支配人

▼ 気になる「道の駅」
「おびら鰊番屋」が前回11位
から8位に上昇！
「オススメの景色」と心掛けを
「道の駅」管理者の角谷さんに
聞いてみました！
▲松浦武四郎像からの眺望

松浦武四郎像の場所か

目の前が海なので波と戯れる親子づれも

ら望む日本海がオススメ

多いんです。

の景色です。

・ 電柱、電線を山側に回したことによって、今まで気づいていなかった
景色のすばらしさに、みなさんが気づき始めました。
・条件が良ければ天売島・焼尻島、利尻島まで望むことができます。
・観光客の皆さんや地元の方々と積極的にｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取り、「道の
駅」でゆっくりと 過ごしていただけるように心掛けています。
・ 地域の人間関係、産業、くらし、文化が「道の駅」という空間で一体
となることも「景色」であり、私たちはさらにすばらしい「景色」を
作っていくための責任があると思っています。
てうりとう

やぎしりとう

Before

▲「道の駅」管理者 角谷さん

After

りしりとう

▲景観を遮る電柱・電線

▲電柱・電線が無くｽｯｷﾘとした景観
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完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６

２．地域や観光の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 TOP10
▼うとろ・シリエトクの観光案内

順位
1

「道の駅」名
うとろ・シリエトク
（2007.3 登録）

前回順位

投票数（有効回答数=1,292件）

1位
133票

（上/観光案内所、下/入口付近にあるパンフレット）

329

さと

2

みそぎの郷 きこない

圏外

85

3

ニセコビュープラザ

5位
43票
5位
43票
4位
53票
3位
54票

84

65

圏外

59

2位
54票
7位
40票

49

圏外

36

（2015.11 登録）
（2002 増床）
ましゅうおんせん

4

摩周温泉

5

あさひかわ

（2011.7 リニューアル）
（2013 内装改修）
りゅうひょうかいどうあばしり

6

流氷街道網走
（2008.12 登録）

75
74

しれとこ

7

知床・らうす

（2009 施設増築）
じょうほうかん

8

そうべつ情報館ｉ（アイ）

9

わっかない

（2007.11 リニューアル）
（2012.3 登録）
れきし

48

もり

10 だて歴史の杜
（2012.4 リニューアル）

※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

▼うとろ・シリエトクを選んだ完走者から寄せられた声
・観光案内は一番充実していた
・近場の情報が充実していた
・完璧です
・いつも綺麗で分かりやすく、キャンプ場も丁寧に
教えてくれた
・また知床に行きたいと思った

知床をゆっくり観光しても
らえるように情報は常に最
新をご提供しております。

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります

▲知床斜里町観光協会 林管理課長

▲観光客の方が知りたい情報の充実

▼ 気になる「道の駅」
新幹線の開業に向けて平成28年1月中旬に
オープンした「みそぎの 郷きこない」
「情報提供」の心掛けや工夫を観光コンシェルジュ
の浅見さんに聞いてみました！
▲常駐している観光コンシェルジュ
おしま

▲豊富な種類のパンフレット

ひやま

・観光コンシェルジュが常駐し、旅行者に渡島・檜山地域の観光情報を提供しております。
・当駅は、北海道新幹線の木古内駅前に位置しており、本州からも多くの旅行者が訪れて
おります。提供する観光情報は、年齢層・家族構成・趣味趣向を聞き、当日の天候や
滞在時間なども考慮し旅行者に楽しんでいただけるものとなるように心掛けております。
・パンフレットは、各関係機関から独自に収集し豊富な種類を取り揃えております。青森の
観光パンフレットも用意しており、道内のお客様には人気があります。
・そのほかにも、今は旅に出る前にＨＰでその地域を検索する時代なので、リアルタイムな
情報をＨＰにて発信しております。
・今後もさらなる旬な情報を旅行者に提供していきたいと考えております。

木古内の道の駅が北海道の玄
関口として、楽しい旅となるよう
な情報発信が出来るよう心掛け
ています。
▲観光コンシェルジュの浅見さん

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６
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３．道路や天気の情報提供が充実していたと感じた「道の駅」 TOP10
順位
1

「道の駅」名
うとろ・シリエトク
（2007.3 登録）
じゅかい

2

ひだか

樹海ロード日高
（1996.8 登録）

おんせん

3

おんねゆ温泉
（1995.8 登録）
ぼうようなかやま

4

望羊中山

（1993.4 登録）
じょうほうかん

5

そうべつ情報館ｉ（アイ）
（2007.11 リニューアル）
しれとこ

6

知床・らうす

（2009 施設増築）
ましゅうおんせん

7

摩周温泉

8

わっかない

9

しゃり

（2011.7 リニューアル）

（2012.3 登録）
（2007.3 登録）

▼うとろ・シリエトクの道路や天気情報提供

前回順位

投票数（有効回答数=1,159件）

1位
101票
2位
93票
3位
65票
4位
64票
5位
53票
6位
36票
7位
31票
9位
20票

34

圏外

19

圏外

12

（上/モニター、中/通行止情報掲示、下/:掲示板）

277
244
90
77
71
64
42

ちとせ

10 サーモンパーク千歳
（2015.8 リニューアル）

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります

※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

観光客の方の立場で
考えて最新の情報を
掲示しております。

▼うとろ・シリエトクを選んだ完走者から寄せられた声
・ 周辺の道路情報が充実していた
・ 大きな地図や細かい情報があった
・ 入り口にたくさん情報有り
・ 観光に必要な情報がしっかり書かれていた
・ リアルタイムな天気が分かりやすい

▲知床斜里町観光協会 林管理課長

▲知床半島全体の観光プランを立てやすい様、
ウトロ・羅臼の両町の天気予報を掲示

▼ 気になる「道の駅」
２年連続TOP3にランクイン！
情報提供部門の常勝「樹海ロード日高」
「情報提供」についての注意点を「道の駅」
管理者の高橋主事に聞いてみました！

道路情報の問い合わせに対しては、
丁寧な対応を心掛けております。
▲日高町日高総合支所 地域経済課 高橋主事

▲峠の状況を確認できるCCTV映像

にっしょうとうげ

・災害発生前までは、日勝峠の映像を２４時間提供しておりました。お客様には、画像により事
前に峠の状況が確認できるので、峠を越える時の事前情報として役立っていたようです。
・平成２８年８月の大雨災害の際に、一般の方から交通状況について問い合わせがあり、通
行止めの状況や迂回路について丁寧に回答させていただきました。また、日勝峠通行止め
について、外国語も併記したポスターを作成しインバウンド観光客への周知も行っています。
今後も、お客様にお役に立てる情報提供を心掛けたいと考えております。
▲外国語表記を併用した道路交通情報

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６
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４．ゆっくり休憩ができたと感じた「道の駅」 TOP10
順位

「道の駅」名

前回順位

あっけし

1

厚岸グルメパーク

2

くろまつない

（1994.4 登録）

（2011 リニューアル）
ましゅうおんせん

3

摩周温泉

（2011.7 リニューアル）
おんせん

4

おんねゆ温泉

5

パパスランドさっつる

（2011 水族館併設）
（2013.4 リニューアル）
ちとせ

6

サーモンパーク千歳

7

うとろ・シリエトク

8

スワン４４ねむろ

（2015.8 リニューアル）

（2007.3 登録）

（2013 デッキ設置）

得票数（有効回答数=1,511件）

2位
80票
3位
70票
1位
92票
6位
42票
5位
47票
4位
63票
8位
31票
7位
37票

43

圏外

41

圏外

35

▼厚岸グルメパークの屋外休憩スペース
（上/職員手作りのウッドテーブル、下/海を見渡せるテラス席）

167
135
119
62
61
52
52

かんけつせんこうえん

9

しかべ間歇泉公園
（2015.11 登録）

はな

10 花ロードえにわ
（2005.8 登録）

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります

※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

▼厚岸グルメパークを選んだ完走者から寄せられた声
・ ロビー休憩所がリラックス出来る
・ 買い物も食事も景色も充実している
・ ベンチから厚岸湾が見え、ゆったりできた
・ 閉館時間に余裕あり
・ 広くて色んな施設充実。何回も行きたい所でした

くつろげるよう、屋外休憩ス
ペースを拡充しました。
▲「道の駅」総務部長

▲ドッグランなど施設が充実しています

▼ 気になる「道の駅」
前回３位だった「くろまつない」が２位
に返り咲き！安定して高い評価を受
けています！
「ゆっくり休憩」いただく工夫を「道の
駅」スタッフの方に聞いてみました！
▲芝生スペースにリードフックを完備

黒松内のオリジナル商品を
増やし楽しい駅にしていき
ます。

▲焼きたてのパンやピザは店内のフリースペースで
風景を眺めながら食べることができます。

・芝を多くしゆったりとお食事やお買い物ができるようにし、心安らぐ空間作りを心掛け
ています。
・犬を連れていらっしゃるお客様もお買い物しやすいよう、正面の芝生スペースにリード
フックを用意しまして、好評を得ています。
・黒松内町の姉妹都市である愛媛県西予市の道の駅とのコラボし、交流物産コーナー
を設け、普段ではなかなか入手しにくい商品を提供しています。
・草刈りやゴミ拾い、雪かきなどをまめにすることで、よりお客様が安全安心にご来館で
きるよう清潔な施設を目指しています。
くろまつない

えひめ

せいよ

▲「道の駅」スタッフ

6
北海道開発局
国土交通省

完走者が選ぶ北海道「道の駅」ランキング２０１６
５．トイレがきれいだと感じた「道の駅」 TOP10

▼フォーレスト２７６大滝のトイレ

順位

「道の駅」名
おおたき

1

フォーレスト２７６大滝
（1996.4 登録）

ちとせ

2

サーモンパーク千歳
（2015.8 リニューアル）

前回順位

得票数（有効回答数=1,561件）

2位
174票
1位
208票

（上/パウダーコーナー（女性用）、下/トイレ入口）

291
240

さと

3

みそぎの郷 きこない
（2015.11 登録）

みなみ

じょうもん

153

圏外

8

摩周温泉

（2011.7 リニューアル）

3位
119票
6位
53票
5位
114票
3位
119票
7位
51票

9

パパスランドさっつる

圏外

42

8位
41票

40

4

縄文ロマン 南かやべ

5

わっかない

（2011.8 登録）
（2012.3 登録）
にしんばんや

6

おびら鰊番屋

7

あかいがわ

（2015.4 リニューアル）
（2015.4 登録）
ましゅうおんせん

（2013.4 リニューアル）

はな

10 花ロードえにわ
（2005.8 登録）

※「道の駅」登録年月は、施設オープン時期と異なる場合があります

142
74
67
49
44

※リニューアルは近年行われた全面的なリニューアル時期を記載

▼フォーレスト２７６大滝を選んだ完走者から寄せられた声
・ ホテルのトイレのようであり、広々として、清掃が行き届いていた
・ 大理石が素晴らしく、ピカピカであった
・ 広くて化粧スペースもあり、いつ行っても綺麗で清潔感がある
・ トイレのクオリティーがずば抜けています
・ ホールが広く、絵画の展示もある。グランドピアノも豪華

トイレを清潔に保つことが私ども
の使命と考えております。
▲ 「道の駅」管理者 井上さん

▲清掃作業

▼ 気になる「道の駅」
壁が大理石みたいで綺麗だとお言葉を頂いた
「パパスランドさっつる」が圏外からTOP10入り！
トイレをきれいに保っているコツを「道の駅」
総支配人に聞いてみました！
▲トイレ入口

・当施設の清掃は朝の７時と決めていますが、利用者の多くなるお昼頃には床が汚れ
がちになりますので、『汚れたら清掃する』を常に意識しております。
・清掃道具も綺麗な状態で使用しています。モップは毎回洗い乾燥させて使用していま
すので常に純白です。
・室内の温度は床暖房で調整しておりますので、年中快適な温度でご利用できます。
・高級ホテルのような綺麗なトイレだと言われたこともあり、スタッフ一同励みとなってお
ります。これからもお客様に快適にご利用いただくため、癒やしの空間をご提供して
参ります。

▲トイレ内観

洗剤の種類もこだわって
使用しています。
▲清掃作業

▲純白のモップ

平成２９年６月２９日
【記者説明会資料２】

「わが村は美しく－北海道」運動
大賞審査開始

北海道開発局ホームページへはこちらから。

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成２９年 ６月２９日
北海道開発記者クラブ加入各社
北海道建設記者会加入各社

北海道開発局
殿

広報室

電話

011-709-2311

内線

5227・5228

「わが村は美しく－北海道」運動 大賞審査開始
～第８回コンクール大賞審査委員会 第１回委員会を開催～
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」という。）第
８回コンクールで、優秀賞を受賞した１４団体の中から大賞候補団体の選考を行う大賞審
査委員会の第１回委員会を開催します。

第８回コンクールには、全道７０市町村から８６団体の応募があり、優秀賞１４団体、奨励
賞２６団体を決定し表彰しました。
コンクール２年目となる本年度は、優秀賞１４団体の中から大賞の表彰を行うこととし、大
賞候補団体の選考を行う大賞審査委員会の第１回委員会を下記のとおり開催します。（詳細は
別紙を参照ください。）
記
１日

時

平成２９年７月４日（火）

１０：００～１６：３０

２場

所

北海道開発局研修センター

１階会議室

（札幌市東区北６条東１２丁目）
３その他

審査選考過程のため、傍聴、撮影は冒頭挨拶までとさせていただきます。
なお、表彰団体は９月下旬頃ホームページ等で公表する予定です。

【「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。

http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm.html

【問合せ先】

国土交通省

北海道開発局

電話（代表）011-709-2311

農業水産部

農業振興課

課長補佐

農業水産部

農業振興課

農村振興第２係長

北海道開発局ホームページ

伊藤

克人（内線5683）
池上

大地（内線5685）

http://www.hkd.mlit.go.jp/

別紙
平成２９年６月２９日
北 海 道 開 発 局

「わが村は美しく－北海道」運動 第８回コンクール大賞審査委員会
第１回委員会の開催について
７月４日（火）に「わが村は美しく－北海道」運動 第８回コンクール大賞
審査委員会第１回委員会を開催します。
１

コンクールの開催について
北海道開発局では、道内各地の住民主体の地域活性化活動を支援し、農山漁村
地域の発展に寄与することを目的に、平成１３年から「 わが村は美しく－北海道」
運動を推進しており、この運動の一環としてコンクールを開催しています。
コンクールには、これまで全道１６６の市町村から１，１１１団体の応募があ
り、延べ２１５団体を表彰しています。

２

大賞審査委員会第１回委員会の開催について
第８回コンクールには、全道から８６団体の応募があり、本年３月までに優秀
賞１４団体及び奨励賞２６団体を表彰したところです。
コンクール２年目となる本年度は、優秀賞受賞１４団体の中から大賞の表彰を
行うこととし、大賞候補団体の選考を行う大賞審査委員会の第１回委員会を下記
のとおり開催します。
記
○日 時
平成２９年７月４日（火） １０：００～１６：３０
（※審査選考過程のため、傍聴、撮影は冒頭挨拶までとさせていただきます）

○場

所

○議事次第

北海道開発局研修センター １階会議室
（札幌市東区北６条東１２丁目）
・開会
・農業水産部長挨拶
・審査委員紹介
・審査委員長選出、挨拶
・審査議事（優秀賞受賞団体の活動概要説明ほか）

○大賞審査スケジュール
大賞審査委員会 第１回委員会

（H29.7.4）審査委員長選出
優秀賞受賞団体の説明

大賞審査委員会 第２回委員会
（H29.7～8月頃）大賞候補団体の選考
（※第２回で決定しない場合、第３回委員会を開催）
大賞表彰団体の発表

（H29.9月下旬頃）

表

（H29.10月31日（予定））

彰

式

「わが村は美しく－北海道」運動 第８回コンクール大賞審査委員会
委

員

名

簿

（五十音順

有山

忠男

株式会社ライヴ環境計画

敬称略）

代表取締役社長

ＮＰＯ法人ガーデンアイランド北海道

事務局長
所長

飯澤

理一郎

一般社団法人 北海道地域農業研究所

加藤

聡

北海道土地改良事業団体連合会

中井

和子

中井景観デザイン研究室

専務理事

代表

ＮＰＯ法人「わが村は美しく－北海道」ネットワーク

理事長

中島

則裕

生活協同組合コープさっぽろ

専務理事

原田

亜紀

株式会社ＪＴＢ北海道 営業５課（地域振興・交流拡大担当）

第８回コンクール優秀賞受賞団体一覧表
ブロック

団体名

市町村

活動概要

備考

幌加内町

町特産の「そば」を、栽培、加工、販売まで行っている。全学年がそば打ちを極め、上段位の合格者を出す日本唯一の高校である。学校でのアンテナショップ
や新そばまつりに参加し、地域住民との交流も盛んに行っている。

第3回

WEAVE（ウィーブ）

由仁町

２０代、３０代の若い農業女性の団体であり、仲間作りとして、交流会を開催。また、農業の勉強として、野菜栽培技術の学習や食品加工技術の習得のほか、
地域の活性化のため、地域イベントの「ハロウィンカーニバル」の主催などを行っている。

新規

函館

えさし水土里の会

江差町

地場の米や野菜を用いたお菓子や漬物など地域に根付いた特産品づくりを行い、地域の伝承文化を守るとともに、それらを販売することで次世代へ伝承す
る活動を行っている。さらに、新たな特産品の開発を行い、地域の新たな魅力作りを進めている。また、町内の観光スポットで地域の野菜を観光客などに販
売し、地域の農業を多くの人に知ってもらっている。

新規

小樽

寿都地域マリンビジョン協議会

寿都町

道外の修学旅行生や一般ツアー客を対象に地引き網体験等を組み入れた漁業体験を継続的に実施。平成２７年５月には台湾から５日間で延べ約２，４００
人が漁業体験に訪れた。平成２７年には「浜直市場」での直売も開始した。
また、水産加工残渣と間伐材チップを混合固化した施肥の製造等による磯焼け対策の取組や海岸クリーン大作戦等の活動にも取り組んでいる。

第7回
（奨励）

北海道旭川農業高等学校 食品科学科 米粉班

旭川市

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。

北海道幌加内高等学校
札幌

旭川
ふらの樹海 やさい工房「しずく」運営委員会

新規

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
富良野市 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。

新規

観光物産館農産物販売協議会

伊達市

道の駅伊達歴史の杜「伊達市観光物産館」内の農産物産直コーナーにおいて、市内で生産された農産物（野菜・穀物・果物・花）を販売している。農産物を通
じた地域の活性化を目指し、農産物直売所が農産物生産者と消費者の交流の場として定着し、観光拠点の一翼を担い、地域シンボルの中核となっている。
伊達野菜の知名度アップと地域振興に大きく貢献している。

新規

ＮＰＯ法人 厚岸ネット

厚岸町

食と文化と歴史の町あっけしをテーマに特産物の牡蠣をはじめ、町の全ての産業や観光資源などを広く全国にＰＲし人の交流を図るため、牡蠣や町の水産
業、文化、歴史を問うご当地検定の「牡蠣博士認定試験」を実施するとともに、平成28年度から「酪農博士認定試験」も行っている。

新規

弟子屈町

放牧主体の酪農業の傍ら平成７年から「こころ」をキーワードに酪農「体験牧場」を経営。その体験者数は修学旅行客等年間約３万人に及んでいる。また、並
行して自家生産牛乳の加工販売、ＪＡや地元業者と連携した商品開発・製造を行っており、地域農業や観光の活性化に寄与している。

新規

十勝パンを創る会

帯広市

平成２４年に十勝産小麦の価値を最大限に高めた十勝パンを創造するため管内のパン工房などにより設立。生産者、消費者とも連携し、十勝産小麦１００％
の十勝パンブランド確立を目指し、十勝パン候補を毎年、開発・販売し、平成２９年に成果の発表を予定している。平成３２年（２０２０年東京オリンピック）には
首都圏で十勝パンを販売し、内外にアピールすることを目指している。

新規

（株）アグリファッショングループ

帯広市

平成２７年に農業生産法人として設立。法人の活動主体である「十勝ガールズ農場」（女性農業者３名）を平成２８年からスタートし、営農とともに、グリーン
ツーリズムマップの作成、とかち帯広空港マルシェの運営、地域団体と連携した農村景観の保全などを行っている。

新規

網走

株式会社 知床ごんた村

斜里町

斜里町の農業の良さを知ってもらうため、宿泊型農業体験施設を作り、農作物収穫体験やそれを使ったピザ作り体験を観光客向けに行ったり、地元の小学
生を対象に農業体験学習（食育授業）を行うなどしている。

新規

留萌

留萌市食農教育推進協議会

留萌市

留萌市内の小学生を対象とした田植え体験、稲刈り体験、農村絵画コンテスト等の食農教育活動を通じて、留萌市における農村地域の活性化と、子供たち
に対する体験学習を推進している。

第7回
（奨励）

稚内

うたのぼり・癒しの森「音夢路」利用促進研究会

枝幸町

会の発足以来４０回のウォーキングの集いを開催し、延べ１，０００人以上の参加を頂いている。ウォーキングは単なるレクリェーションではなく、森林を育て
る・活用する・利用するなかでの、利用する一環で行っている。

第6回
第7回
（奨励）

室蘭

釧路
有限会社 渡辺体験牧場

帯広

※ 備考は、応募歴（新規、継続（応募回）、応募回下段の（

）は受賞歴を記載している。

幌加内町

北海道幌加内高等学校

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

北海道幌加内高等学校
【幌加内町】
高校生が「幌加内のそば」で地域活性化活動
はじまりは？
ここが自慢
幌加内高等学校は、昭和29年に農業後継者育成と地域
幌加内高等学校は
昭和29年に農業後継者育成と地域 【「そば」を学ぶことで即戦力となる人材に】
の教育を充実させるため創立されました 平成６年に
の教育を充実させるため創立されました。平成６年に、
「そば」そのものの学びだけでなく、そば粉を使っ
幌加内町の特産物である「そば」を使った家庭科の調理
たパウンドケーキの開発や、そば打ちの授業で出てし
実習を行ったことをきっかけに そばを打つこと 食べ
実習を行ったことをきっかけに、そばを打つこと、食べ
まう廃棄する生そばを飼料に混ぜて飼育した「そば豚｣
てもらうことに関心が高まりました
てもらうことに関心が高まりました。
の研究など、幅広く学んでいます。幌高商店会販売会
そば打ち授業を続けていく中で生徒の技術も向上し
そば打ち授業を続けていく中で生徒の技術も向上し、
やイベントでの販売は、直接消費者の方に接客するた
平成10年には「素人そば打ち段位認定会」で初段位の認
定を受ける生徒も出るまでになり そうしたなか 文部 め、その経験はそのまま社会経験となります。
定を受ける生徒も出るまでになり、そうしたなか、文部
省(当時)が学習指導要領を改訂したことに伴い 平成14
省(当時)が学習指導要領を改訂したことに伴い、平成14
年度から正式に「そば」を必修科目としています。
年度から正式に「そば」を必修科目としています

おもな活動
全国で幌加内高等学校だけが唯一必修科目にしている
全国で幌加内高等学校だけが唯
必修科目にしている
「そば」の授業では、全学年が週２時間、座学のほか、
そば」の授業では、全学年が週２時間、座学のほか、
そば打ち専用教室「そば道場」で、そば打ちの技術を磨
そば打ち専用教室
そば道場」で、そば打ちの技術を磨
いています。生徒は「素人そば打ち段位」の取得を目指
し 「全国高校生そば打ち選手権」では３回の優勝を獲
し、「全国高校生そば打ち選手権」では３回の優勝を獲
得する強豪校となっています 身につけた技術は「幌加
得する強豪校となっています。身につけた技術は「幌加
内町新そば祭り」等のイベ
ントで地域の皆様に披露し
ントで地域の皆様に披露し、
生徒が打ったおいしいそば
を提供しています また
を提供しています。また、
そばを使った新しい商品の
開発にも取り組み 当校で
開発にも取り組み、当校で
開催している幌高商店会販
売会や(株）ヤフージャパ
売会や(株）ヤフ
ジャパ
ンと提携したネットショッ
プでの販売も行っています
プでの販売も行っています。
幌加内町新そば祭りの様子

そば豚の冷しゃぶ（左）とそば菓子ギフトセ ト(右）
そば豚の冷しゃぶ（左）とそば菓子ギフトセット(右）

連絡先
代 表 者 名 ：廣瀨 之彦さん／設立：1954年／会員：63名
／
／会
住

所 ：幌加内町字平和

電 話 番 号 ：0165-35-2405（担当：保格 秀規さん）
Ｆ Ａ Ｘ ：0165
：0165-35-3477
35 3477

Ｅ－ｍａｉｌ：horo3@mb.infosnow.ne.jp
Ｕ

Ｒ

Ｌ

：https://www.infosnow.ne.jp/horokanai/
htt
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i f
j /h
k
i/

由仁町

ハロウィンカーニバルの集合写真

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

WEAVE（ウィーブ）
【由仁町】
若手女性農業者が楽しく学んで仲間づくり
はじまりは？
ここが自慢
由仁町の若手女性農業者の交流と学習の場として平成 【会員全員が無理なく参加できる雰囲気作り】
25年に設立 地域には農業についてほとんど知識がない
25年に設立。地域には農業についてほとんど知識がない
会員は20歳から40歳までのため 小さい子供がいる
会員は20歳から40歳までのため、小さい子供がいる
状態で農家に嫁いだり 町外から農家に嫁いできて知り 人が多いグループです。そのため、定例会には必ず子
状態で農家に嫁いだり、町外から農家に嫁いできて知り
人が多いグループです そのため 定例会には必ず子
合いがいない農家のお嫁さんが多いのに 学んだり交流 供を連れてくることとしています。子供がいることで
合いがいない農家のお嫁さんが多いのに、学んだり交流
供を連れてくることとしています 子供がいることで
する場がありませんでした そこで ４Hクラブなどに
する場がありませんでした。そこで、４Hクラブなどに
会話がうまれたり 家を出てきやすい状況になってい
会話がうまれたり、家を出てきやすい状況になってい
所属する夫を持つ女性農業者が中心となり発足したのが ます。また、各種イベント等のプロジェクトリーダー
ます また 各種イベント等のプロジェクトリーダー
WEAVEです
WEAVEです。
を複数人おき みんなが無理なく参加できるよう工夫
を複数人おき、みんなが無理なく参加できるよう工夫
「WEAVE」は「編む」「織る」などの意味で 「女性ら
「WEAVE」は「編む」「織る」などの意味で、「女性ら
しています
しています。
しく丁寧に活動していきたい」との願いが込められてい
ます。
ます

おもな活動
仲間づくりとして、メンバーの農場を訪れ、家族や経
仲間
くりと
、メ
農場を訪れ、家族や経
営内容を紹介し合う「お宅訪問」や「近隣の若手女性農
営内容を紹介し合う
お宅訪問」や 近隣 若手女性農
業者との交流会」、「町内の異業種女性グループとの交
業者と
交流会」、 町内 異業種女性グ
プと 交
流会」を開催しています。また、農業の勉強のほか「味
流会」を開催しています。また、農業
勉強 ほか 味
噌・豆腐・ソーセージなどの加工技術の習得」や「野菜
噌
豆腐 ソ セ ジなどの加工技術の習得」や 野菜
栽培技術の習得」、 希
栽培技術の習得」、「希
少野菜のイベント販売や
少野菜のイ
ント販売や
野菜業者への販売」、
野菜業者
の販売」、
「実習農場の運営」を行
実習農場の運営」を行
い、さらに地域の活性化
に貢献するため「地域イ
ベントハロウィンカーニ
ントハロウィンカ ニ
バル」の主催などを行っ
ています
ています。
お宅訪問の様子

由仁マルシ の様子（左）と栽培している希少野菜（右）
由仁マルシェの様子（左）と栽培している希少野菜（右）

連絡先
代 表 者 名 ：羽賀由香里さん／設立：2013年／会員：15名
賀
／
／会
住

所 ：栗山町中里67 空知農業改良普及センター空
知南東部支所

電 話 番 号 ：0123-72-2358（担当：平門 隆良さん）
Ｆ Ａ Ｘ ：0123-72-7276
Ｅ－ｍａｉｌ：hirakado.takayoshi@pref.Hokkaido.lg.jp
Ｅ
ｍａｉｌ：hirakado.takayoshi@pref.Hokkaido.lg.jp
Ｕ Ｒ Ｌ ：－

江差町

「冬江差 美味百彩 なべまつり」での活動の様子と
販売している加工品（右 上から「かたこもち」、「大豆かりんとう」、「漬物」）
上から「かたこもち」 「大豆かりんとう」 「漬物」）

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

えさし水土里の会
【江差町】
地域の食の伝統を守り、女性の力で農村の活性化
地域の食の伝統を守り
女性の力で農村の活性化
はじまりは？
ここが自慢
江差町は、鎌倉時代より和人が住み始め、江戸時代に
江差町は
鎌倉時代より和人が住み始め 江戸時代に 【女性の力で地域を活性化】
は北前船により交易で栄えてきました 今も 伝統芸能
は北前船により交易で栄えてきました。今も、伝統芸能
活動を始
活動を始めて5年余りですが、江差町のふるさと納税
年余
すが
差
さ 納税
や生活文化など有形・無形の遺産が数多く伝承・保存さ
や生活文化など有形
無形の遺産が数多く伝承 保存さ
の返礼品の準備、東日本大震災で被災した福島県の子
準備 東 本大震災 被災
福島
れています
れています。
供たちの受け入れ、漁業者と協力して行った子供たち
者 協
えさし水土里の会は 平成23年から地域で廃校になっ
えさし水土里の会は、平成23年から地域で廃校になっ
との海苔巻き作りなど、加工品の生産と販売を行うだ
た小学校跡を有効活用し 農産物を加工する企画に参加
た小学校跡を有効活用し、農産物を加工する企画に参加
けでなく活動の場を少しづつ広げています。
していた農家の女性会員11名を男性会員3名がサポ ト
していた農家の女性会員11名を男性会員3名がサポート
する形で活動を始めました。
する形で活動を始めました

おもな活動
江差町で生産される農産物を使い、地域で伝統的に作
江差町で生産される農産物を使い
地域で伝統的に作
られている米菓子「かたこもち」や漬物 味噌を作り
られている米菓子「かたこもち」や漬物、味噌を作り、
道の駅やイベント会場などで販売しています また 伝
道の駅やイベント会場などで販売しています。また、伝
統的な加工品だけでなく 新たな加工品である「大豆か
統的な加工品だけでなく、新たな加工品である「大豆か
りんとう」の開発を行い 函館空港でも販売されていま
りんとう」の開発を行い、函館空港でも販売されていま
す
す。
また 町内の子供たちやその親を対象にした「かたこ
また、町内の子供たちやその親を対象にした「かたこ
もち」 くり体験を行い 地域の伝承文化を理解し守る
もち」つくり体験を行い、地域の伝承文化を理解し守る
活動を行 ています
活動を行っています。

福島県
福島県の子供たちの農業体験（左）と
供
農業体験（ ）
漁業者と協力した海苔巻き作り（右）の様子

連絡先
代 表 者 名 ：長尾 和子さん／設立：2011年／会員：14名
住

所 ：檜山郡江差町水堀町133 江差土地改良区内

電 話 番 号 ： －
Ｆ Ａ Ｘ ： －

「かたこもち」つくり体験の様子（左）と
古くから使われてきた「かたこもち」の型（右）

Ｅ
ｍａｉｌ： －
Ｅ－ｍａｉｌ：
Ｕ Ｒ Ｌ ： －

寿都町
漁船乗船体験

外国人ツアー客（台湾）による地引き網体験
国
客 台
引 網体

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

寿都地域マリンビジョン協議会
【寿都町】
目指せ！『寿都 後志ツ リズム交流文化圏』の形成
目指せ！『寿都・後志ツーリズム交流文化圏』の形成
はじまりは？

ここが自慢

寿都地域は、日本海に面する水産業を核とした地域で、
寿都地域は
日本海に面する水産業を核とした地域で 【漁場環境の回復への継続的な取組】
山・川・里・海がコンパクトにまとまった自然豊かな環
山
川 里 海がコンパクトにまとまった自然豊かな環
海藻が生 茂
海藻が生い茂った「海の森」は、海の生物環境に最
「海 森
海 生物環境 最
境ですが 若者の流出と過疎高齢化の進行 水産資源の
境ですが、若者の流出と過疎高齢化の進行、水産資源の
も重要であり、藻場の保全・再生、磯焼け対策として
重
藻
全
生 磯焼
策
減少 漁獲量の低迷 就業者の減少などの課題を抱えて
減少、漁獲量の低迷、就業者の減少などの課題を抱えて
地域で発生する水産加工残渣に木材チップを混合し、
合
いました
いました。
ペレット化した施肥を継続（H23～）して投入していま
本協議会は 自然と共生した生活・文化といった漁村
本協議会は、自然と共生した生活
文化といった漁村
す。その結果、海域はウニやあわびが生息し藻場が再
地域固有の資源を活かし 「水産業他既存産業との連
地域固有の資源を活かし、「水産業他既存産業との連
生してきています。
携」 「新たな交流関連産業創出」など経済波及ととも
携」、「新たな交流関連産業創出」など経済波及ととも
に 地域の“元気”を創出することを目的に
に、地域の
元気 を創出することを目的に、平成１８
平成１８
年３月に設立されました。
年３月に設立されました

おもな活動
本協議会 は、漁業や海 体験交流事業に加 、優れ
本協議会では、漁業や海の体験交流事業に加え、優れ
た自然環境である寿都湾の漁場環境の維持・保全対策を
た自然環境である寿都湾
漁場環境 維持 保全対策を
進めています。
進めて
ます。
具体的には、①修学旅行生・一般客
具体的には、①修学旅行生
般客
（外国人ツアー含む）を対象とした漁
（外国人ツア
含む）を対象とした漁
船乗船体験や地引き網体験、② すっ
船乗船体験や地引き網体験、②「すっ
つ浜直市場」の開設と加工体験の充実
（H27年、修学旅行生等1300人）による すっつ浜直市場の
観光型漁村の形成、③修学旅行生の民 開設(H27)
泊による地元の活性化、④藻場の保全
・再生や磯焼け対策としての「海の森
再生や磯焼け対策としての「海の森
づくり」 ⑤地域景観づくりのため
づくり」、⑤地域景観づくりのため、
国道沿いの植栽活動等を実施し 「寿
国道沿いの植栽活動等を実施し、「寿
都・後志ツーリズム交流文化圏」の形
都
後志ツ リズム交流文化圏」の形 国道沿いのマリ－
国道沿
リ
成（H18 3策定）を目指しています
成（H18.3策定）を目指しています。
ゴ ルド植栽
ゴ－ルド植栽

磯焼け現象（海の砂漠化）

磯焼け対策後、再生し
磯焼け対策後
再生し
た海（藻場）の状況

連絡先
代 表 者 名 ：木村 親志さん／設立：2006年／会員：14名
親
／
／会
住

所 ：寿都郡寿都町字大磯町20番地先（寿都漁協）

電 話 番 号 ：0136-62-2602
0136 62 2602
(担当：寿都町産業振興課 瀧山課長)
Ｆ Ａ Ｘ ：0136-62-3431
Ｅ－ｍａｉｌ：－
Ｅ
ｍａｉｌ：
Ｕ Ｒ Ｌ ：－

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
食品科学科 米粉班
【旭川市】
米粉で 米消費拡大・田園風景
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
『旭川食べ ルシ 』で 米粉
ルケ 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
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
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。
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
る活動を開始しました。お米は粉にして食
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
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
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
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
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 米粉を一過性のブームで
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
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
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
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
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
全国大会へ出場し、北海道代表として発表しました。タイ
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。
ロジェクト」です
全国に米粉の魅力を発信します
全国に米粉の魅力を発信します。
私たちの研究は旭川市、地元関連産業など｢産学

おもな活動

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
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
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｣
の依頼により大豆ピューレ
と米粉を使ったロールケー
キを開発。このケーキは後
に北海道ローソンとの共同
開発により「米粉入りロー
ルーケーキ」を２週間限定
間
で販売しました。
販
。
米粉活用の気運を高め、
米粉活用
運 高 、
道内に広くＰＲをしていま
道内
く
す。
北海道ローソン販売
「米粉入りロ ルケ キ」
「米粉入りロールケーキ」

白黒マーブルケーキ

北海道ローソンとの打合せ
北海道
打合

米粉パウンドケーキ
米粉
ウ
ケ

連絡先
代 表 者 名 ：畠山 佳幸さん／設立：2009年／会員：16名
住

所 ：旭川市永山町14丁目153番地

電 話 番 号 ：0166
：0166-48-1320
48 1320
Ｆ Ａ Ｘ ：0166-48-1360
Ｅ－ｍａｉｌ：
Ｅ
ｍａｉｌ： －
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://kyokuno.hokkaido-c.ed.jp

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
わ
美
海 」 動第 回
募 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
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 年
平成28年は36件の農家が参加しましたが、今度は販
件 農家が参加
が 今度
た 声かけで徐々に地域に浸透し商品作物が増えていま
た。声かけで徐々に地域に浸透し商品作物が増えていま
広
参加農家 増や
考え
す
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
す。
平成29年からプレハブ小屋で販売とサロンを行い、よ
ブ
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
農家やお客さん、店員
との交流場になってい
ます。
平成 年は直売所 営業日を金 土 日
日間に
平成28年は直売所の営業日を金・土・日の３日間にし
て タ トしました。
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
直売所
協力農家が 件、行政 理解 協力も大きく
直売所での交流の様子
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
地域活性化
弾みと農家 収入増に繋がる活動になり
つあります。
あります。
連絡先
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
代 表 者 名 ：笠倉
倉 要一さん／設立：2016年／会員：35名
／
／会
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
住
所 ：富良野市東山共栄 東山パ
東山パークゴルフ場横
クゴルフ場横
います。

おもな活動

電 話 番 号 ：090-1386-3936（担当：藤澤 康次さん）
Ｆ Ａ Ｘ ：0167
：0167-27-2424
27 2424
Ｅ－ｍａｉｌ：Zico2438asahikawa@gmail.com
Ｕ Ｒ Ｌ ：－

伊達市
賑わいを見せる農産物販売の様子

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

観光物産館農産物販売協議会
【伊達市】
地域特性を活かした農業活性化活動
はじまりは？
ここが自慢
伊達市観光物産館がリニュ アル（平成２４年４月） 【地元へのこだわり】
伊達市観光物産館がリニューアル（平成２４年４月）
される前までは 敷地内に小さな道の駅がありましたが
される前までは、敷地内に小さな道の駅がありましたが、
協議会
協議会では、冬も人気の直売所にしようと伊達の温
冬
気 直売所
う 伊達
人目につきにくいなどの課題がありました また 販売
人目につきにくいなどの課題がありました。また、販売
暖な気候 生
暖な気候を生かし、冬野菜の拡大に力を入れ、冬期間
冬 菜 拡大
冬
を拡大したい新規就農者らが中心となり 平成２１年か
を拡大したい新規就農者らが中心となり、平成２１年か
のハウス有効利用の観点から会員の半数ほどが冬野菜
有
観
会
菜
ら朝採りの野菜等を軽トラックの荷台で「だて軽トラ日
を栽培しており、農閑期の収入源となっています。ま
曜朝市」を開催していました
曜朝市」を開催していました。
た、伊達市農業協同組合が、伊達市の支援のもとに、
観光物産館の建設を契機に平成２３年１０月「だて軽
平成２５年度から野菜産地としてのブランド力強化に
トラ日曜朝市」を発展的に解消し 直売所に出荷する農
トラ日曜朝市」を発展的に解消し、直売所に出荷する農
向け、冬野菜の生産支援に
家で観光物産館農産物販売協議会を設置しました
家で観光物産館農産物販売協議会を設置しました。
取り組んでいることと相ま
って、同市からの冬野菜の
出荷先は札幌圏や旭川市な
ど都市部を中心に増えてお
本協議会は、伊達市の農業活性化に寄与することを目 り、伊達野菜の知名度アッ
的に観光物産館内の農産物直売コーナーで農産物の販売 プに繋がっています。冬野
を行っています。販売する農産物は、新鮮な冬野菜や他 菜が伊達市の地域振興に寄
で見られない新しい野菜を栽培する農家が増えるなかで、 与しています。
キャベツ、トマト、ブロッコリー、大根、カブ、キュウ
農産物販売スペ スの様子
農産物販売スペースの様子
リ、ルッコラなど約１５０種類の野菜を始め、低タンパ
クにこだわった米、道内有数の早出しジャガイモ、果物
連絡先
、花まで多彩な農産
物を揃えています。
代 表 者 名 ：阿部 宏昭さん／設立：2011年／会員：84名
／
／会
また、毎年秋に農産
物生産者と消費者と
住
所 ：伊達市松ヶ枝町３４
：伊達市松ヶ枝町３４－１
１
の交流の場として軽
電 話 番 号 ：0142-25-5567 （問合せ 山崎 博司さん）
トラ朝市を開催し、
農業者と消費者との
Ｆ Ａ Ｘ ：0142
：0142-25-5587
25 5587
交流の場としてもサ
Ｅ－ｍａｉｌ： －
ポートを行っていま
行
す。

おもな活動

軽トラ朝市 様子
軽トラ朝市の様子

Ｕ Ｒ Ｌ ： －

厚岸町

牡蠣博士認定試験の様子

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

ＮＰＯ法人 厚岸ネット
【厚岸町】
ご当地検定を利用して地域の魅力を発信
はじまりは？
ここが自慢
「食と文化と歴史の町厚岸」をテ マに牡蠣をはじめ 【海のミルク牡蠣と牛乳でＷミルク】
「食と文化と歴史の町厚岸」をテーマに牡蠣をはじめ
とした 厚岸町の産業や観光資源 産物を広く全国にＰ
とした、厚岸町の産業や観光資源、産物を広く全国にＰ
認定試験の開催前後には、町内の水産、酪農、史跡
定試験 開催前後
内 水産 酪農 史跡
Ｒし 厚岸町の経済発展に貢献することを目的に 漁業
Ｒし、厚岸町の経済発展に貢献することを目的に、漁業、
等 施
等の施設を巡るスタディーツアーや懇親会を行い、町
デ
や懇親会 行
酪農 商工業等 地域の様々な業種の人が集まり 平成
酪農、商工業等、地域の様々な業種の人が集まり、平成
のＰＲと交流を深めています。
２４年に設立されました
２４年に設立されました。
厚岸町の「Ｗミルク」のすばらしさや地域の人との
「ただ物が売れれば良い」 「観光客が来町すれば良
「ただ物が売れれば良い」、「観光客が来町すれば良
ふれあいを体験して、認定試験に合格後も町に訪れる
い」では いずれ飽きられてしまうとの思いから 厚岸
い」では、いずれ飽きられてしまうとの思いから、厚岸
方が道内外問わず増えています。
町の食や文化 歴史を知ってもらい 何度でも訪れたく
町の食や文化、歴史を知ってもらい、何度でも訪れたく
なるようになってもらえば地域活性化に繋がるという視
点で 活動に取り組んでいます
点で、活動に取り組んでいます。

おもな活動
特産物である牡蠣や町の水産業、文化や歴史の知識を
特産物
ある牡蠣や町 水産業、文化や歴史 知識を
問う、 当地検定 牡蠣博 認定試験」を団体 前身で
問う、ご当地検定「牡蠣博士認定試験」を団体の前身で
ある実行委員会時の平成２２年から主催しており、現在
ある実行委員会時
平成
年から主催しており、現在
まで約４００名 牡蠣博 を認定しています。
まで約４００名の牡蠣博士を認定しています。
また、平成２８年からは町のもう一つ産業である酪農
また、平成２８年からは町のもう
産業である酪農
に関するご当地検定「酪
に関するご当地検定
酪
農博士認定試験」を主催
し、本検定については若
年層を取り込むため、試
験問題のアプリケーショ
験問題のアプリケ
ショ
ンも作成しています。

殻剥き実習(左)と懇親会(右)の様子

連絡先
代 表 者 名 ：竹田 敏夫さん／設立：2012年／会員：62名
住

所 ：厚岸郡厚岸町太田３の通り３４－１１

電 話 番 号 ：0153
：0153-52-7830
52 7830
Ｆ Ａ Ｘ ：0153-52-7611
Ｅ－ｍａｉｌ：
Ｅ
ｍａｉｌ： －

牡蠣博士認定試験問題集

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.npo-akkeshi.net/

弟子屈町

摩周大草原での放牧風景

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

有限会社 渡辺体験牧場
【弟子屈町】
摩周山麓の酪農体験で思い出作り
はじまりは？
ここが自慢
「牛さんも健康、家族も元気、お客さんも笑顔、そし
「牛さんも健康
家族も元気 お客さんも笑顔 そし 【放牧でのびのび健康に育った乳牛】
て 地域も生き活き 」をモットーに
て、地域も生き活き。」をモット
に、平成７年から体
平成７年から体
放牧地
放牧地に化学肥料や農薬は使用しておらず、甘みの
学 料や農薬 使用
らず 甘
験牧場の活動をとおして 牛乳･酪農の啓蒙や普及を推
験牧場の活動をとおして、牛乳
酪農の啓蒙や普及を推
ある牧草を作ることによって、牛は牧草をたくさん食
牧草 作
牛 牧草
さ 食
し進めています
し進めています。
べて健康になり、甘味のあるおいしい牛乳を出してく
味
乳牛を通じた生き物との触れ合いをはじめ それらを
乳牛を通じた生き物との触れ合いをはじめ、それらを
れます。この生乳を用いて自家生産した「牛のおっぱ
世話し 牛乳の原料である「生乳」を生産することを仕
世話し、牛乳の原料である「生乳」を生産することを仕
いミルク」は、地域との連携により弟子屈町の特産品
事とする酪農家の生き方や思い 人と乳牛が共存して暮
事とする酪農家の生き方や思い、人と乳牛が共存して暮
として販売されているほか、牛乳は生チョコ、ジャム、
らす牧場など それらを通じて「食や仕事 命の大切
らす牧場など、それらを通じて「食や仕事、命の大切
お菓子など様々な商品に加工販売されています。
さ」を利用者に伝えています。
さ」を利用者に伝えています

おもな活動
動
来場者とのコミュニケーションの中から得たヒントを
来場者とのコミ
ニケ シ ンの中から得たヒントを
元に作られた体験メニ
元に作られた体験メニューは、乳搾り体験、乳製品作り
は 乳搾り体験 乳製品作り
体験 牧草地の散策 芝刈り機体験や牧場クイズなどと
体験、牧草地の散策、芝刈り機体験や牧場クイズなどと
多岐にわたり 年間約３万人の利用者が訪れ 延べ４６
多岐にわたり、年間約３万人の利用者が訪れ、延べ４６
万人に及びます また海外の利用者も増えています
万人に及びます。また海外の利用者も増えています。

自家生産の生乳を用いた商品

連絡先
代 表 者 名 ：渡辺 隆幸さん／設立：1997年／会員：6名
住

所 ：川上郡弟子屈町原野６４６－４

電 話 番 号 ：015
：015-482-5184
482 5184
Ｆ Ａ Ｘ ：015-482-1360
Ｅ－ｍａｉｌ：wataiken@dream
Ｅ
ｍａｉｌ：wataiken@dream.ocn.ne.jp
ocn ne jp

トラクターで草原を周遊(左)旅行者との記念撮影(右)

Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.wataiken.co.jp/

帯広市

技術講習会の様子

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

十勝パンを創る会
【帯広市】
十勝産小麦の付加価値向上を目指して
はじまりは？
ここが自慢
十勝産小麦の価値を最大限に高めた十勝オリジナルの 【２０２０年東京オリンピックに『十勝パン』を！】
【２０２０年東京オリンピ クに『十勝パン』を！】
「十勝パン」を完成させるため 十勝のパン職人のレベ
「十勝パン」を完成させるため、十勝のパン職人のレ
ルアップを目的として設立しました 十勝パンの完成が
ルアップを目的として設立しました。十勝パンの完成が、
十勝パンは 十勝産素材を使用し 統一した製法
十勝パンは、十勝産素材を使用し、統
した製法
十勝の小麦の持続的生産の支援になればと考えています 基準により製造しています。
十勝の小麦の持続的生産の支援になればと考えています。
基準により製造しています
十勝パンの候補商品が５つとなったことから
十勝パンの候補商品が５つとなったことから、
２０１７年には 一般消費者の皆さんの意見も取り
２０１７年には、
般消費者の皆さんの意見も取り
入れて十勝を象徴する「十勝パン」を選定すること
としています。
としています
会員相互の勉強会や東京から講師を招いて開催する技
２０２０年の東京オリ
術講習会を通じて その年の十勝パン候補商品の概略設
術講習会を通じて、その年の十勝パン候補商品の概略設
ンピックには、世界中の
世界中
計を行います
計を行います。
お客様に十勝パンを食べ
お客様
十勝
食
また イベント参加を通じて生産者・消費者との交流
また、イベント参加を通じて生産者・消費者との交流
ていただけるように、十
ただけるように、十
を深め 若手パン職人を対象とした技術講習会により後 て
を深め、若手パン職人を対象とした技術講習会により後
勝のパン職人のレベル向
勝の
ン職人のレ ル向
継者を育成するなどの活動を行っています
継者を育成するなどの活動を行っています。
上や啓蒙活動の場を広げ
会員は個人のパン職人ですが 小麦農家 製粉会社
会員は個人のパン職人ですが、小麦農家、製粉会社、
ていきます
ていきます。
乳業メ カ
乳業メーカー、流通問屋などが賛助会員として参加し、
流通問屋などが賛助会員として参加し
地域全体で｢十勝パン｣を創ることを目指しています
地域全体で｢十勝パン｣を創ることを目指しています。

おもな活動

十勝パンを創る会のロゴマ ク
十勝パンを創る会のロゴマーク

連絡先
代 表 者 名 ：中島
島 将良さん／設立：2012年／会員：28名
／
／会
住

所 ：帯広市西１１条南４１
：帯広市西１１条南４１－３－５
３ ５

電 話 番 号 ：0155-48-6000 (事務局）
Ｆ Ａ Ｘ ：0155
：0155-48-6046（帯広コア専門学校内）
48 6046（帯広コア専門学校内）

「とかちマルシェ」での
1000人ピザ教室の様子

十勝の若手パン職人の
グループ「初種会」
グル
プ「初種会」

Ｅ－ｍａｉｌ： －
Ｕ Ｒ Ｌ ： －

帯広市

とかち帯広空港マルシェ

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

（株）アグリファッショングループ
【帯広市】
十勝の農業スタイルに新たな提案を行う
はじまりは？
ここが自慢
十勝農業の更なる発展 向け、ヨ
十勝農業の更なる発展へ向け
ヨーロッパ型の観光融
ロッパ型の観光融 【女性農業者の地位向上へ向けて】
合農業の実践と 女性の新規就農及び農場経営を支援す
合農業の実践と、女性の新規就農及び農場経営を支援す
平成
平成２８年から「十勝ガールズ農場」が本格始動し
年 ら「 勝ガ
ズ農場 が本格始動
るため とかち帯広空港を内包する帯広市大正町以平地
るため、とかち帯広空港を内包する帯広市大正町以平地
ました。十勝ガールズ農場では、女性３人で農場の運
勝
ズ農
女
農
区を拠点とし 平成２７年に農業生産法人として設立し
区を拠点とし、平成２７年に農業生産法人として設立し
営や農
営や農産物の販売、出荷契約の締結を行い、「借農
契
結
農
ました 平成２８年から市内の農地を借りて「十勝ガー
ました。平成２８年から市内の農地を借りて「十勝ガ
地・借農機・契約栽培」によるファームシェアリング
ルズ農場」を開設しました
ルズ農場」を開設しました。
農法を実践し、新規就農女性のモデルとなる経営スタ
イルの確立を目指しています。
地元百貨店での「とか
ち農業女子マルシェ」の
農業
開催をきっかけに、野菜
開催
、野菜
地元農家の協力により 農業・景観ガイドなどのグ
地元農家の協力により、農業・景観ガイドなどのグ
売り場に農産物販売コー
売
場 農産物販売
リーンツーリズム活動を行うとともに 観光の基盤とな
リーンツーリズム活動を行うとともに、観光の基盤とな
ナーを開設、東京での物
を開設、東京
物
る農村景観の整備のため 地元商工会や地域資源保全隊
る農村景観の整備のため、地元商工会や地域資源保全隊
産展に参加するなど、積
と連携して 農業用排水路や道路の環境保全活動に努め
と連携して、農業用排水路や道路の環境保全活動に努め
極的に活動範囲を広げて
ています
ています。
います。
ます。
また 地元関係機関等と連携し とかち帯広空港マル
また、地元関係機関等と連携し、とかち帯広空港マル
シ や幸福駅マルシ などにおいて農産物の販売を行
シェや幸福駅マルシェなどにおいて農産物の販売を行っ
とかち農業女子マルシェ
農業女
ています
ています。
農業と観光 加工 アパレル分野等の連携により 農
農業と観光、加工、アパレル分野等の連携により、農
業のブランド化と新たなビジネス創出を実現すべく活動
連絡先
範囲を広げています。
範囲を広げています

おもな活動

代 表 者 名 ：橋爪 恒雄さん／設立：2015年／会員：100名
／
／会
住

所 ：帯広市大正本町本通３丁目６番地

電 話 番 号 ：0155-67-0370
Ｆ Ａ Ｘ ：0155
：0155-67-0370
67 0370
Ｅ－ｍａｉｌ：agrifashiong@gmail.com

以平地区の農村景観

空港滑走路の隣に現れた
カラフルな牧草ロール

Ｕ Ｒ Ｌ ：www.agri-fashion.com
i f hi

斜里町

ごんた村ビニールハウス内のミニトマト

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

株式会社 知床ごんた村
【斜里町】
北海道が認可した初の宿泊型体験農園
はじまりは？
ここが自慢
「ごんた村」は斜里にある自動車学校から始まりまし
た 教官3人は 定年退職を迎え第二の人生を考えたと
た。教官3人は、定年退職を迎え第二の人生を考えたと
き 斜里町の素晴らしい野菜づくりをもっと一般に体験
き、斜里町の素晴らしい野菜づくりをもっと
般に体験
してほしい と現在の地に菜園をつくることを決意
してほしい、と現在の地に菜園をつくることを決意。
斜里町は世界遺産・知床のすぐ隣
斜里町は世界遺産
知床のすぐ隣。観光客はぐんと増
観光客はぐんと増
えましたが 斜里の素晴らしい自然を素通りする方もま
えましたが、斜里の素晴らしい自然を素通りする方もま
だ多いです 斜里町をもっと深く知ってもらうにはぜひ
だ多いです。斜里町をもっと深く知ってもらうにはぜひ
泊まっていただきたい と宿泊施設の設営にかかりまし
泊まっていただきたい、と宿泊施設の設営にかかりまし
た オーナーの思いは行政に届き
た。オ
ナ の思いは行政に届き、北海道からの支援を
北海道からの支援を
得て2010年「宿泊型体験施設 ごんた村」のオ
ごんた村」のオープンの
プンの
運びになったのです。
運びになったのです

【収穫した野菜で石窯手作りピザ体験】
ごんた村で収穫された採れたて新鮮野菜を、捏ねた
ご
村 収穫さ
採
新鮮 菜を 捏ね
ピザ生地にトッピングしてピザ作りに挑戦できます。
ザ生
グ
ザ作
挑戦
す
オリジナルの石釜を使い、高温で一気に焼き上げる
げ
ので、外はカリカリ・中はモチモチのピザに仕上がり
ます。アツアツを食べることができます。
使用する薪の薪割り体験もできます。

おもな活動
観光客向け 農作業体験や宿泊 提供、町内にある
観光客向けの農作業体験や宿泊の提供、町内にあるレ
ストランの経営、農産物の加工販売を日々行っているほ
トラ
経営、農産物 加 販売を日 行 て るほ
か、町内で行われる
か、町内で行われるハロウィンパーティやビアガーデン
ウィ
ティや アガ デ
などのイベントにも積極的に協力しています。地元小中
など
イ
トにも積極的に協力しています。地元小中
学生への食育活動も行っており、ごんた村の食材を教材
学生
の食育活動も行っており、ごんた村の食材を教材
にして、栽培方法や、野菜の品種、ピザ作り等多くのこ
とを学んでいます。

石窯（左）で焼いたピザを食べる子ども達（右）
食
右

連絡先
代 表 者 名 ：竹田 栄治さん／設立：2009年／会員：4名
住

所 ：斜里郡斜里町字以久科南85-4

電 話 番 号 ：0152
：0152-23-6818
23 6818
Ｆ Ａ Ｘ ：0152-23-6818
Ｅ ｍａｉｌ：
Ｅ－ｍａｉｌ：－
Ｕ Ｒ Ｌ ：http://siretokogontamura.com/

構内宿泊施設（左）と村長のごんた（右）

留萌市

田植え体験の様子

「わが村は美しく－北海道」運動第８回コンクール応募団体
わ
美
海 」 動第 回
募 体

留萌市食農教育推進協議会
【留萌市】
留萌米の魅力を地域内外に発信
はじまりは？

ここが自慢

稲作が主力の留萌市の農業。農家は米価低迷や高齢化、【地産地消に向けた取組】
稲作が主力の留萌市の農業。農家は米価低迷や高齢化
後継者不足など農村社会を取り巻く環境の変化に遅れを
留萌
留萌のお米は全道でもトップクラスの品質で、過去
米 全道
プ
品質
過去
取り 持続的な発展に暗雲が漂っていました
取り、持続的な発展に暗雲が漂っていました。
に全国米食味分析コンクールで金賞を受賞しており、
全 米食味分析
金賞 受賞
一方
方、子供たちは、昔であれば当たり前に遊んでいた
子供たちは 昔であれば当たり前に遊んでいた
留萌管内を中心に徐々に知れ渡りつつあります。
管
場所や遊び方が制限され 実体験の機会が減少し 農村
場所や遊び方が制限され、実体験の機会が減少し、農村
現在、留萌市全ての小学校で、総合学習の一環とし
在
地区の子供でさえ手植えや手刈りを経験したことがない
て水稲の勉強、農業体験を実施し、またオリジナルの
状況でした
状況でした。
食育米を販売することにより、留萌の農業とお米の更
そこで 私たちは留萌市における「農村地域の活性
そこで、私たちは留萌市における「農村地域の活性
なる知名度の向上と消費拡大に努めています。
化」と「子供たちに対する体験学習の推進」を目的に食
担い手不足は深刻ですが、
農教育活動を進め いずれは 留萌市の農産品・農業を
農教育活動を進め、いずれは、留萌市の農産品・農業を
だからこそ地元に理解しても
市民が食べ支える環境を作りたいと考えています
市民が食べ支える環境を作りたいと考えています。
らい、市民が食べ支える農業
を展開し、農村地域の活性化
に貢献できる活動をしていき
たいです。
留萌市内 小学 年 を対象と た田植 、稲刈り
留萌市内の小学５年生を対象とした田植え、稲刈りの
体験学習をはじめ、参加小学生全員で体験した絵を描い
体験学習をはじめ、参加小学生全員で体験した絵を描
オリジナルの食育米
食育米
てもらい一般の人たちに見てもらう農村絵画コンテスト
てもら
般 人たちに見てもらう農村絵画
テ ト
の実施、さらに、その中で優秀な絵画５枚と子供たち全
実施、さらに、そ 中で優秀な絵画５枚と子供たち全
員の写真を載せたオリジナルの食育米３００袋を販売し
連絡先
ています。
体験学習には、これまで
代 表 者 名 ：佐藤
藤 剛信さん／設立：2010年／会員：36名
信
／
／会
１，０００人を超える子供
住
所 ：留萌市大字留萌村字幌糠1954
留萌市 字留萌村字幌糠
たちが参加し、中には農家
JA南るもい幌糠支所
を継ぎたいという子供たち
もいます。これからも 留
もいます。これからも、留
電 話 番 号 ：0164
：0164-46-1211
46 1211
萌米の魅力を地域内外に伝
Ｆ Ａ Ｘ ：0164-46-1213
えていってほしいと願って
います
います。
Ｅ－ｍａｉｌ：－
Ｅ
ｍａｉｌ：

おもな活動

稲刈り体験の様子

Ｕ Ｒ Ｌ ：－

枝幸町

「わが村は美しく－北海道」運動
第８回コンクール応募団体

オ

ム

ロ

うたのぼり・癒しの森「音夢路」
うたのぼり
癒しの森「音夢路」
利用促進研究会
【枝幸町】
森の癒し効果に着目した地元で
の森林セラピ
の森林セラピー
ウ
ウォーキングの集い（中央がミズナラの巨木）
キングの集い（中央がミズナラの巨木）

はじまりは？

ここが自慢

将来、少子高齢化、過疎化等、地域の衰退が危惧 【ウォーキングによる交流と健康増進】
【ウォ キングによる交流と健康増進】
されることから、この地に住むみんなが元気で明る
ウォーキングの集いは 年５回程度 ９ｋｍのコースを
ウォーキングの集いは、年５回程度、９ｋｍのコースを
く過ごすことができ、そして町外から多くの方々に ３時間半かけて歩くもので、森の持つ癒し効果で心身とも
３時間半かけて歩くもので 森の持つ癒し効果で心身とも
訪れてもらうために 森林ウォーキングへの参加を
訪れてもらうために、森林ウォ
キング の参加を にリフレッシュが図られ、活動開始以来延べ千人以上が参
にリフレッシュが図られ 活動開始以来延べ千人以上が参
促し 健康増進と地域コミュニティの醸成 都市農 加しました。
促し、健康増進と地域コミュニティの醸成、都市農
加しました
村交流など 森林の魅力（森林セラピー：健康
村交流など、森林の魅力（森林セラピ
：健康、自
自
コースには 森の象徴である樹齢３６０年のミズナラの
コースには、森の象徴である樹齢３６０年のミズナラの
然との融合）の情報発信や地域の活性化に繋がる活 巨木など多様な樹種のほか、この地域での最高峰の函岳
巨木など多様な樹種のほか この地域での最高峰の函岳
動として平成２０年に研究会を立ち上げました
動として平成２０年に研究会を立ち上げました。
（美深町・標高１ １２９ｍ）や歌登市街を一望できる展
（美深町・標高１，１２９ｍ）や歌登市街を一望できる展
望ポイントが設けられ 四季折々の景色を楽しむことがで
望ポイントが設けられ、四季折々の景色を楽しむことがで
きます。
きます
また 休憩用イ
また、休憩用イ
スやトイレの設置
会員自ら環境整備を行い 森の癒し効果に着目し
会員自ら環境整備を行い、森の癒し効果に着目し
など利用しやすい
た森林セラピーを目的に「ウォーキングの集い」を
環境を会員自ら造
設立当初から開催し 憩いの場 癒しの場として活
設立当初から開催し、憩いの場・癒しの場として活
り上げており イ
り上げており、イ
用することで 地域住民の健康づくりに結び付ける
用することで、地域住民の健康づくりに結び付ける
ベントに関わらず
とともに 自然観察など環境学習活動も行 ていま
とともに、自然観察など環境学習活動も行っていま
常時 般開放され
常時一般開放され
す
す。
ています
ています。
また 本団体発足以来 間伐材を活用したオブ
また、本団体発足以来、間伐材を活用したオブ
ウォーキング参加者で記念撮影
ジ
ジェ、キノコ栽培や利用者に配慮した環境整備など、
キノコ栽培や利用者に配慮した環境整備など
手作りの工夫により活動が進化し 年々 札幌など
手作りの工夫により活動が進化し、年々、札幌など
他地域の参加者や
連絡先
子供の参加も増え
子供の参加も増え、
世代 地域を超え
世代・地域を超え
代 表 者 名 ：駒形 定雄さん／設立：2008年／会員：181名
た交流の輪が広が
り 地域 ミ
り、地域コミュニ
住
所 ：枝幸郡枝幸町歌登東町１０６
テ づくりや都市
ティづくりや都市
電 話 番 号 ：0163
：0163-68-2026
68 2026
住民と 交流人
住民との交流人口
増加など地域 活
増加など地域の活
Ｆ Ａ Ｘ ：0163-68-2871
性化に繋が
性化に繋がってい
Ｅ－ｍａｉｌ：toshiyuki
Ｅ
ｍａｉｌ：toshiyuki.tanaka@tanaka
tanaka@tanaka-gr
gr.co.jp
co jp
ます
ます。
キノコのホダ木制作
キノ
のホダ木制作

おもな活動

Ｕ Ｒ Ｌ ：－

