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第１章地域おこしの必要性 

１ 世の中の現状 

2008年のリーマンショックの影響により 100年に 1度と言われる世界的な不況に陥って

いる。日本もその影響を大きく受け、国内の製造業を中心とした不景気な状態が続いてお

り、派遣労働者をはじめとする労働者の解雇や自動車関連産業の不振が国内各地で問題と

なっている。 

福島県内においても例外ではなくその煽りを受け、半導体関連産業や自動車関連産業の

工場などの基幹産業が衰退しており、県内の８月の有効求人倍率は 0.33倍で過去最低、全

国の有効求人倍率を 0.09ポイント下回っている状況にある。さらに中心市街地の空洞化や

老舗百貨店等の閉店など、不景気により加速がかかっている。また少子化や若者の都市部

への流出により人口も減少している。まさに世の中に元気がなくなっている。 

 

２ 地域資源の活用による地域おこし 

元気のない世の中を元気にしていくためには、大きな都市部からではなく小さな地域か

ら発信できないか。今、地方自治体は財政がひっ迫している。新たな施策に投資できる予

算はない。そこで地域資源を活用した地域おこしが有効ではないか。それぞれの地域には

既存の資源やうまく活用できていない眠った資源が多くある。それらを掘り起こし、再活

用し地域おこしができる。こういう世の中だからこそ、地域の資源を活かした魅力ある地

域おこしにより元気をとり戻すことが必要である。 

 

第２章 二本松市選定の理由 

１ 観光立国「福島県」 

福島県は全国的にも有数の自然や文化・歴史を中心とした観光資源が多くあり、温泉、

レジャー施設やスポーツ施設等も充実している。また、会津地方、中通り地方、浜通り地

方にそれぞれに土地特有の観光資源が多くある。まさに福島県は観光立国といえる。 

 

- 会津地方-【鶴ケ城】    -中通り地方-【あぶくま】   -浜通り地方-【ﾏﾘﾝﾀﾜｰ】 

（画像は福島県ＨＰより転載） 

２ 二本松市と会津若松市との比較から二本松市を選定 

会津若松市は県内を代表する観光地である。鶴ケ城、飯盛山をはじめとする歴史的観光

資源や猪苗代湖や磐梯山の雄大な自然も多くあり、さらに会津の奥座敷・東山温泉や芦ノ
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牧温泉など歴史のある温泉宿泊施設がある。そのなかでも会津秋まつりは、多くの人々で

賑わう毎年恒例の伝統行事である。また、会津には伝統的な食文化も受け継がれている。

こづゆ、鯉の旨煮、ニシンの山椒漬けなどがあり、近年では栄養価の高い郷土食として関

心が集められている。 

一方、二本松市も歴史と伝統の丹羽十万石の城下町で県内有数の観光地である。霞ケ城

をはじめとする歴史的観光資源や磐梯朝日国立公園の南端に位置する安達太良山、岳温泉

が古くからあり、日本三大提灯祭に位置付けられた二本松ちょうちん祭りが毎年勇壮に行

われている。また、古き良き食文化も伝承されており、ざくざく煮、七穀米などの伝統食

が受け継がれている。 

このように県内を代表する観光地の会津若松市と二本松市は観光資源においては共通点

が多くある。【表 1】しかしながら、二本松市は会津若松市ほどの「知名度」がなく、「観光

客入込み数」においても平成 7年度の 276万人をピークに減少している。【表 2、3】 

また、二本松市は平成 17年に旧二本松市、旧安達町、旧岩代町、旧東和町と市町村合併

しており、会津若松市も平成 16 年に旧会津若松市と旧北会津村、平成 17 年に旧河東町と

市町村合併している。 

以上のような共通する資源や要因がある中で、会津若松市ほどの知名度や観光客入込み

客数がない点に着目し、今回の地域おこしの舞台として「二本松市」を選定した。 

 

【表 1】似ている二本松市と会津若松市 

 二本松市 会津若松市 

象徴 霞ケ城 鶴ケ城 

歴史・文化 二本松少年隊 白虎隊 

祭り 二本松ちょうちん祭り 会津まつり（会津藩公行列） 

食文化 ざくざく煮 こづゆ 

自然 安達太良山 猪苗代湖・磐梯山の雄大な景勝 

温泉・宿泊施設 岳温泉 東山温泉・芦ノ牧温泉 

 

【表 2】福島県といえば浮かぶことランキング    （引用：2008/9/7 goo ランキングより） 

1 位 磐梯山 2 位 猪苗代湖 3 位 白虎隊・飯盛山 4 位 喜多方ラーメン 5 位 会津若

松市（鶴ケ城） 

東北地方の最も南に位置し、北海道、岩手県に次いで全国第３位の面積をもつ福島県。喜多方ラーメン

や猪苗代湖など全国的に有名な名産、名所を抑えて１位となったのは磐梯山でした。 
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【表 3】観光客入込み客数の推移                 （単位：万人） 

 

（データは二本松市統計、会津若松市観光課統計より引用） 

３ 二本松市の現状 

二本松市は福島県中通りの北部に位置し、県都福島市と中核都市郡山市の中間に位置し

ており、安達太良山系から阿武隈山地まで広域にわたる市域で、自然と観光資源が多い地

域である。 

先に述べたとおり、古くからの歴史と文化のまちであり多く観光資源に恵まれている。

一方、農業は稲作が基幹作物であり、安達太良山麓は県内でも有数の酪農地帯である。工

業においては、古くから家具や酒造などの地場産業を中心に栄え、工業団地の中心に製造

業の工場が立地している。商業においても、二本松市の中心部や安達駅周辺の中心市街地

を中心に商店が並ぶ。 

 人口に目を向けると、国勢調査ベースで平成 7年 67,269人、平成 12年 66,077人、平成

17年 63,178人、平成 21年 9月 1日現在の

住民基本台帳人口で 62,147人と減少傾向に

ある。 

交通アクセスは、主要道路として国道 4

号線や東北自動車道が市内を縦貫しており、

二本松ＩＣがある。公共交通機関はＪＲ東北

本線の 3つの駅があるなど、アクセスに非常

にめぐまれた立地条件となっている。 

しかしながら、これだけの立地条件にもか

かわらず、市内の各観光施設の観光客入込み

数は減少傾向で推移している。 

 

 （画像は二本松市ＨＰより転載） 
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４ 高速道路休日割引の影響 

平成 21年 3月から開始された「経済対策」の

一環として導入された新たなETC時間帯割引も

あり高速道路の利用は増加の傾向にある。ネク

スコ東日本東北支社によると、平成 21年度のゴ

ールデンウィーク期間中の東北 6 県の高速道路

の主な区間の日平均断面交通量は約2～4割程度

増加した。特に、5月 2日から 6日までの日平均

交通量は、昨年の 5月 3日から 6日までの平均

と比較して約 3～5割程度増加している。 

また、インターチェンジの利用台数（出口料金所などを通過した台数）は、1日当たり平

均約 30万台と昨年の同時期に比べて、約 7.6％の増加（昨年は、1日当たり平均約 28万台）

となっている。また東北各県の利用状況においても、福島県は 1 日 71,682 台と宮城県の

81,975台に次ぐ東北 2位の利用台数となっている。【表 4】 

 

 【表 4】東北各県の高速道路利用状況（単位：台／日） 

県 名 利用台数 県 名 利用台数 

青森県 ２６，７１６ 岩手県 ４７，０７０ 

秋田県 ３１，２８２ 宮城県 ８１，９７５ 

山形県 ４３，４７２ 福島県 ７１，６８２ 

（NEXCO東日本東北支社プレスリリースより引用）  

 

しかしながら、この期間中に前年度よりも利用台数（出口料金所などを通過した台数）

が大きく減少したインターチェンジの中に二本松市 ICが含まれており、前年比で 20.5％減

と東北自動車道ではワースト 1 位である。一方、同時期の会津若松市の磐越自動車道会津

若松 ICは、前年比 25.3％増と利用台数が増えている。高速道路利用台数のデータに視点を

おいて比較しても、福島県を代表する観光地でありながら、これだけの違いが生じている。 

 つまり、二本松の立地条件からすれば市内へのアクセスは非常に良いが、目的地ではな

く通過点となってしまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

二本松市『ちょうちん祭り』        会津若松市『会津まつり』 

（画像はネクスコ東日本ＨＰより転載） 

  

（画像は二本松市ＨＰ、会津若松市ＨＰより転載） 
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第３章 食と地域おこし ～なぜ、いま食なのか？～ 

 第 2 章で二本松市の課題が「通過点」となっていると述べたが、ゴールデンウィークに

盛況が見られた事例として、香川県の「讃岐うどん」に注目した。asahi.comの記事によれ

ば、香川県内のうどん店には県外ナンバーの車が駐車場にならび、店の前には長蛇の列が

できることもある。本州四国連絡橋の交通量は料金値下げ前の 2 倍に増え、県観光協会に

うどん店に関する問い合わせが急増し、多い日には従来の 10倍にも達する盛況ぶりである。

（通行料金上限千円への割引） 

このように、香川県の「讃岐うどん」という食のブランドによる知名度は大きな誘客効

果を示している。県内でも、「喜多方ラーメン」「白河ラーメン」などの全国的に有名なブ

ランド食があり、その誘客効果については周知のことである。 

食べることは、生物の本能であり、そのために消費するエネルギーは非常に大きく、美

味しい物を食べるために、遠くから足を運び、満足すればまた足を運ぶ。 

一方、地域内に目を向けてみると、子供の健全な成育のために食育が重要な要素として

考えられており、学校給食において郷土食が取り込まれるなど、伝統的な食がその風土・

気候にマッチした合理的な食事であることが見直されている。 

 ブランド食による地域内外からの誘客効果と、地域内の食を見直すことによる地域コミ

ュニティの活性化により、食が二本松市における起爆剤として有効であると考えられる。 

 

 

第４章 先進地の取組み事例 

１ 先進地事例の調査 

 地域おこしの政策提言にあたり、食に関連する先行政策事例について情報収集を実施し

た。 

 

栃木県茂木町 基幹産業である葉たばこ、林業が衰退とともに、町が衰退。 

ゆずの木オーナー制度を皮切りに体験型農業を展開している。 

 家畜糞尿リサイクル法の制定を見越し、家庭からの生ゴミ、里山の落ち

葉等を利用して堆肥を生産し、里山の保全を図るなど環境保全型農業の推

進を実施している。 

著名施設：茂木サーキット 

 

宮城県加美町 薬莱山ふもとの薬莱施設群に併設された農産品直売所。 

  農家レストラン。 

  交流人口 112万人。 

 

宮城県鳴子町 観光・農業・地域が一体的なツーリズムを推進している。 

H16.6.1内閣府より「鳴子温泉郷ツーリズム特区」として認定。 
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 規制緩和項目を活用して滞在型市民農園（湯治クラインガルテン）を展

開。 

  交流人口 217万人。 

  著名施設：鳴子温泉 

 

岩手県雫石町 観光型農場。 

著名施設：小岩井農場 

 

上記の事例において、宮城県加美町は人口の約 40倍の交流人口を誇っていること、他の

事例自治体に比して、その認知度が研修員において低いこと、そして、二本松市と同様に

市町村合併を経ている点を加味し、その取り組み内容について現地調査を実施することと

した。 

 

２ 宮城県加美町
か み ま ち

の現状・分析 

（１）宮城県加美町の概要 

 宮城県加美町（以下「加美町」）は、宮城県北西部で

山形県に隣接している。宮城県の中心である仙台市から

車で 60分、東北自動車道古川 I.Cから約 20分の距離に

ある人口 28,330人（平成 17年国勢調査）、森林面積が

73.3％を占める中山間地域である。平成 15年 4月 1日

に 3町（中新田町・小野田町・宮崎町）が合併して誕生

した。 

 農業を基幹産業として発展してきたが、町内総生産額

に占める農業の割合は年々減少する傾向にあり、平成 18

年度は、第 1次産業 5.5％、第 2次産業 38.9％、第 3次

産業 55.6％となっている。 

 加美町は、その自然的・地理的条件を活かした交流の町づくりが行われており、加美富

士と称される町西部にそびえる薬莱山
やくらいざん

周辺を中心に多様な交流施設群が整備され、都市部

の人々にやすらぎと憩いの時間を提供している。これらは、グリーン・ツーリズム推進協

議会を設立し、地域全体の交流資源を活用した農業・農村体験を受け入れ、イベント開催

によって農家及び地域に潤いと活力を生む施策を展開しており、平成 20年に子ども農山漁

村交流プロジェクト事業の受け入れ体制整備モデル地区に指定された。加美町の入り込み

数は 112万人であり、うち、やくらい交流施設群で 60万人を占めている。 

やくらい交流施設群 

・ やくらい薬師の湯 

・ やくらいウォーターパーク 

・ やくらいガーデン 
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・ やくらいファミリースキー場 

・ やくらいパークゴルフ場 

・ やくらい林泉館（宿泊施設） 

・ やくらい土産
ど さ ん

センター・山の幸センター など 

 

（２）加美町の町づくりの取り組み 

 事前調査から、加美町の取り組みについて加美町役場農林課のご協力により聞き取り調

査を実施した。 

ａ）やくらい土産
ど さ ん

センター 

 温泉宿泊施設に併設された農産物直売所で、「農事

組合法人さんちゃん会」が加美町から指定管理者と

して委託され運営している。 

 さんちゃん会は、平成 6年に直売施設が整備され

た際に、その利用組織として結成され、会の名称は、

かあちゃん、ばあちゃん、じいちゃんが構成である

「さんちゃん」と太陽のＳＵＮをいっぱい浴びた新

鮮野菜を販売する、太陽のように燦々と光り輝くよ

うに、という願いを込め命名したという。平成 20年度に農林水産省の「立ち上がる農産漁

村」の事例として、女性たちが切り開いた新たな経営参画が評価され選定されている。現

在 210名の会員がおり、平成 20年度は売り上げ約 2億 5千万円、利用者数は約 15万 4千

人にのぼっている。平成 14年 10月 1日に農事組合法人化し、「法人化してから会員の目の

色が変わった。自分たちで直売所の運営をやっていくんだ！という気合になった。」という

加藤理事長の言葉が印象的であり、住民の意識高揚が感じ取れると供に、農家の現金収入

として成立していることが確認できた。 

 直売所の販売管理は、ＰＯＳシステム1を導入しており、だれの販売品が売れているのか、

どの商品が人気なのか、さらにその在庫管理についても迅速な把握がなされており、組合

員同士の競争意識を高めるとともに、販売する商品の品質向上の一助となっている。 

 やくらい交流施設群という集客力の大きな施設に併設されているという利点を活かし、

組合員それぞれが、販売する農産物の安全安心と品質向上に高い意識を持つとともに、従

来の農業にやりがいを見出して活力ある地域の形成が図

られていると考えられる。また、この運営努力により、指

定管理者としての町からの委託料に頼ることなく、現在で

は施設使用料（150万円：平成 20年度）を町に納付する

など、地域の自立した姿が先進事例として参考となった。 

                                                   
1 緻密な在庫・受発注管理ができるようになるほか、複数の店舗の販売動向を比較したり、天候と売り上げを重ね合わせて傾

向をつかむなど、他のデータと連携した分析・活用が容易になるというメリットがある。このため、特にフランチャイズチェー

ンなどでマーケティング材料を収集するシステム 
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ｂ）農家レストラン「ふみえはらはん」 

食の地域おこしを図る上で、食材の提供とあわせて郷土食を提供している事例として農

家レストランを調査した。 

 経営者である渋谷文枝さんは、宮城県観光カリスマ第 1 号に認定されるとともに、農家

レストランを運営し、盛況を博している。自宅の築 180 年の古民家を利用し、その日にと

れた新鮮な食材や地元の食材を提供するため、完全予約制をとっている。メニューは郷土

食に加え、新メニューの開発にも意欲的であり、他の農家レストランとともに勉強会を開

催し、情報交換や意見を交わし、互いに切磋琢磨している。料理の勉強においては、料理

講師の派遣など県の補助とバックアップが重要であるとのこと。 

 農家レストランのきっかけは、近所の 3 人の先輩方と始まった。この小さなコミュニテ

ィを姉妹に例え、何でもできる長女、どんなお米でも上

手く炊く次女、お花の飾り付けをする三女、自分は末娘

と話す渋谷さんから、都市部では見られない地方部の昔

からの「ご近所つきあい」が活動の原動力になっている

ことが伺える。 

 また、渋谷さんは農家民泊を以前から実施し、近所の

方々と分担して都市部からの民泊希望者を受け入れて

いた。都市部の人々と交流する経験（ノウハウ）、その

メリットを知っていることから、旧小野田町地区で民泊

を受け入れるという、より規模の大きな施策へと拡大した際に、柔軟に受け入れる態勢の

下地を形成していた。 

 こちらの先進事例を訪問して、域外からの訪問者に対する「おもてなし」について、見

栄を張らず、無理をしない自然な姿で実行することが継続の原動力であり、また、地域の

魅力が素直に現れていると感じた。 
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第５章 めしあがれ二本松市～食の政策～ 

  

 

 

 

 

 

１１１１    もぉ～っと４大牛肉味わいフェスティバルもぉ～っと４大牛肉味わいフェスティバルもぉ～っと４大牛肉味わいフェスティバルもぉ～っと４大牛肉味わいフェスティバル    

 二本松市内での畜産（牛肉）といえば 

・ あだたら酵母牛（二本松地域） 

・ あだち牛（安達地域） 

・ 岩代牛（岩代地域） 

・ 東和牛（東和地区） 

   

 現在、ＪＡふくしまを主体として「福島牛」としての統一ブランド化を図っており、普

段、市内飼育の４大牛を意識して味わえる機会は少ない。岩代・東和地区については各地

域のイベント、あだたら酵母牛は岳温泉での消費が主流となっている。品評会での評価も

高く、味も良い「二本松の牛肉」を多くの人に味わってもらい、「食」の二本松をアピール

することを目標とする。また、生産者が消費者の生の声を聞くことにより、モチベーショ

ンをあげ、さらに良質な肉牛の飼育へと循環することを図る。 

（１）コンセプトと内容 

  普段は一度に味わえない二本松市内飼育の４大牛肉を味わう夢のコラボレーション 

  年１回のイベント。 

  会場：道の駅あだち 

選定の理由：・国道４号線沿いであり、アクセス条件が良い 

        ・様々なイベントの会場として使用された実績があり対応が可能 

        ・トイレや、水道などの整備が整っている 

         ・直売所、お土産コーナー、アイスクリーム販売店、和紙伝承館な         

どが隣地しており、波及効果が高い 

実施時期：ＧＷ期間（１０：００～１４：００） 

  実施時期の理由：・生肉を扱い、屋外で開催から気候の落ち着いた季節が良い。 

           ・まとまった休暇中であることから、県内を始め首都圏・隣県から

の集客が見込め、市民にとっての「ＧＷ中に何かに参加したい、ど

こかに行きたい」というニーズにも応えられる。 

 

イベントの内容： 

ａ）焼肉ソムリエ大会（４大牛利き肉大会） 

１．４大牛肉味わいフェスティバル  →比較できる食 

２．農産物周遊直売所  →顔の見える食 

３．伝統野菜を味わう機会の提供  →守る食 

４．地産地消レストラン  →旬な食 

４種類もの、等級も高い 

おいしい牛肉がある！！ 



 - 12 - 

    ・４種類の牛肉を味わい、どの牛なのかを当てる。 

・塩の部、たれの部 の２つのコースを設け、それぞれ準備された１切れ（計４

切れ）を食し、用紙に記入し投票する。 

開催時間：フェスティバル開始から１２：００まで 

参加者： 先着２００名まで 

参加費： 無料 

結果発表：投票結果を採点し、１３：００に正解者を発表 

     正解者には４大牛肉・地元産野菜詰め合わせを贈呈 

 

ｂ）二本松≪牛≫人気ランキング 

    ・肉の売り上げに応じた人気ランキングを行い、毎年「王様牛」を決める。 

    ・ＰＯＳシステムを活用し、当日、牛肉フェスティバル会場で食された牛肉の量

を集計しランキングを決める 

・各牛のブースを作成 

・同じ値段、同じ量の販売による競技とする 

・お土産用販売は含まないものとする 

結果発表：イベント終了間近  王様牛には記念の楯を贈呈 

 

ｃ）二本松の野菜を「くって店（みせ）」 

    ・二本松のおいしい野菜をＰＲする → 直売所ＰＲにもなる 

    ・焼野菜を専用ブース「くって店」で無料配布する 

    ・地元旬野菜の提供を依頼 → 形の不揃いな物などを提供してもらう。 

 

◆行政の役割◆ 

  ・４大牛肉フェスティバル実行委員会の立ち上げ 

    ・牛肉生産者 ・野菜生産者 ・焼肉のたれ生産の加工組合 

    ・観光振興公社 ・牛肉が好きで興味のある一般市民 

  ・共催 宣伝（市内、県内外に向けて）、テントの貸し出し等、人的支援 

  ・実行委員会の学習の場を提供（イベント先進地視察への視察など）→人材育成 

 

 

 

２２２２    農産物周遊直売所（クラスター型）農産物周遊直売所（クラスター型）農産物周遊直売所（クラスター型）農産物周遊直売所（クラスター型）        

 二本松市内には、合併前の旧市町ごとにすでに直売所がある。現在、全国の直売所の数

は約１万４千施設あまりとなり、コンビニ最大手セブン－イレブンの店舗数 1万 3千店(平

成 21 年 8 月末)よりも多い状況となっている。現在はブームに乗り勢いがあるが、今後の

動向は不透明なところも大きい。 
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市内に４つある直売所は、ＪＡ・振興公社・指定管理者・ＮＰＯ法人など経営主体が異

なるが、それぞれの特徴を今後も生かす形をとり、ライバル店として切磋琢磨しながらも、

情報を共有できるところはネットワークを作り、他市町村にある直売所との差別化をする

ことで、今後さらに増える可能性の高い農産物直売所の中での生き残りを図る。 

 また、各直売所の特長を活かし、市内に点在することから、観光客や市民を周遊させる

ことにより、市内の観光資源との波及効果を生むことを目標とする。 

 

（１）市内４つの直売所 

  ・こらんしょ市            二本松地域 ＪＡみちのく安達 

  ・駅菜都
え き さい と

（道の駅あだち内）      安達地域  安達町振興公社 

  ・いわしろ農産物直売所「さくらの郷」 岩代地域  さくらの郷管理組合 

  ・あぶくま館（道の駅ふくしま東和内） 東和地域  ＮＰＯ法人ゆうきの里東和 

ふるさとづくり協議会 

 

市内直売所の位置関係（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各直売所は、土日祝祭日を中心に観光客や市民が足を運んでいる。 

 

二本松・安達地域の直売所は、国道４号線沿いに位置し、岩代・東和地域の直売所は国

道３４９号沿いに位置している。それぞれ交通量は多く、立地条件は良い。ただし電車・

バス等の公共交通機関での訪問は困難であり、主に観光バス、自家用車での訪問がメイン

となっている。 

 

 

 

駅菜都駅菜都駅菜都駅菜都
えきさいと

    

こらんしょ市こらんしょ市こらんしょ市こらんしょ市    

あぶくま館あぶくま館あぶくま館あぶくま館    

さくらの郷さくらの郷さくらの郷さくらの郷    
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各直売所（店内）の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【二本松地域「こらんしょ市」】          【安達地域「駅菜都」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【東和地域「あぶくま館」】           【岩代地域「さくらの郷」】 

 

ａ）システムの一元化 

各直売所で使用するシステムをＰＯＳシステムに一元化し、４つの直売所からの情報を

共有できるネットワークを構築する。 

・共有する情報  売上額・来客数（月ごと） 販売品目（日ごと） 

＊売上額、来客数を共有することにより、ライバル店として切磋琢磨する 

＊販売品目の情報を来客者に対し発信することにより、「どこで何が買えるのか（各直

売所の特色）」をより明確に打ち出せる。 

 

ｂ）地域の特色をいかした店づくりをする 

 一言で「直売所」といっても、店舗のつくり、来客層、値段の設定、品物の陳列などは

それぞれに特徴がある。また、農家の作付けの違いや、代表的な農産物、特産品や山菜等

にも違いがあり販売される品目に差異がでる。伝統的な調理方法による加工品についても

同様であり、この特徴を大きくアピールしていくことが、今後重要な戦略となる 
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・特徴的な「加工品」や「伝統野菜」などの販売促進 ・特徴の積極的なＰＲ 

 

ｃ ）周遊型直売所を売り出すための情報発信 

 市内にそれぞれ特徴のある「４つの直売所」が存在することを情報発信する。 

・周遊マップの作成 

・二本松市ＨＰでの特徴の紹介と、リンクする４つの直売所ＨＰの質の向上 

 

◆行政の役割◆ 

・一部の施設管理（修繕） → 指定管理者制度の活用 

・情報交換の場の提供 

・座学、研修機会の提供 

・後継者育成にむけた学習の機会の提供 

・周遊直売所マップの作成 

・ＰＯＳシステムの初期導入経費（４直売所で約２００万円） 

 

 

 

 

３３３３    守れ！広めろ！地域の宝守れ！広めろ！地域の宝守れ！広めろ！地域の宝守れ！広めろ！地域の宝    伝統野菜伝統野菜伝統野菜伝統野菜    

ａ）岩代伝統野菜の発掘 

  ・岩代昔胡瓜（いわしろむかしきゅうり） 

  ・岩代地南瓜（いわしろじかぼちゃ） 

  ・岩代伝統里芋（いわしろでんとうさといも） 

  ・岩代西念寺柿（いわしろさいねんじかき） 

  ・岩代五葉黒豆（いわしろごようくろまめ） 

  ・岩代茶豆（いわしろちゃまめ） 

  ・岩代土用小豆（いわしろどようあずき） 

 

  

 

 

 

 

 

・岩代伝統野菜発見の過程 

平成１８～２０年度 福島県地域づくり総合支援事業（３ヵ年） 

「多世代交流によるあぶくま野菜図譜作成事業」開始 

現在、７種類が発見され登録され

ている 

   

人材育成 
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・「あぶくま野菜図譜を作る実行委員会」立ち上げ 

・いわしろ野菜ワークショップ 

・岩代学講座の開催 

  ・伝統野菜の発見、状況調査、栽培方法調査 

        ～～県の事業終了～～ 

平成 20年度～   二本松市農業復興活動費補助金 

平成 21年 4月～ 「あぶくま伝統野菜を作る会」活動開始 

・図譜が完成したので、活動内容の変化とともに会の名称も変更 

 

＊代表 菅野寿雄（かんのとしお）さん談＊ 

平成 18年から始めた活動では「伝統野菜」が、何かもわからなかった。そんな野菜が岩

代にあることも知らなかったが、伝統食、現代農業のワークショップを開催していく中で、

「昔は、種屋から種を買ったりしなかった。昔から家でずっと栽培してきた野菜で行事の

料理をつくったもんだ」という思い出話から、「うちの小豆は今でもそうだ」「うちには里

芋がある」「うちは南瓜だ」と話がはずんだ。郡山女子大の平出先生に出会い「それは地域

の宝ですよ。歴史です。きちんと登録し守っていかないと」と言われ、岩代伝統野菜は４

年前に発掘された。いまは、地域の宝として伝統野菜を守っていく活動をしている。 

 

ｂ）伝統野菜の特徴 

 現在主流の市販の種は、一代交配種であり、基本的に次の年に同じ収穫ができない。伝

統野菜は固定種であり、毎年同様の収穫ができ、自家採種することができる。長い農家の

歴史を辿ることができる。また、同じ土地での長期間の栽培により、地域の風土や気候に

合い、病気や害虫等に強く栽培がしやすいため、無農薬・低農薬での栽培ができる。収穫

量は、現在の市販品種と遜色ないものから、多いもの、少ないものと様々である。 

 

ｃ）「守る」取り組み 

・県立安達東高校による隔離栽培 

  純粋な種を守るため、自家受粉ではない昔胡瓜、地南瓜について安達東高校農場での

隔離栽培を行う 

・伝統野菜の収穫量の向上 

  平成２１年度は農家約２０戸での栽培が行われた 

    収穫予定量 五葉黒豆 ３００～５００キロ 

          茶豆   ２００キロ   

          昔胡瓜（塩蔵加工） ５０キロ 

  市場に流通させるには、もっと多くの収穫量が必要だが、そのためには農家が安心し

て伝統野菜にシフトチェンジできる環境が必要。 

・専門機関による収穫量のあがる栽培方法の確立（安達東高校、県立農業総合センター） 
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・旧桑畑、耕作放棄地での伝統野菜作付け促進補助 

・すでに販売予定の豆腐（２種類）、納豆（２種類）、胡瓜の漬物についての販売促進 

・魅力ある加工品開発の技術、先進事例学習 

・市場への売り込みによる販売ルートの確立（直売所、福島市中央卸売市場、二本松市

公設地方卸売市場） 

・ブランド認証、マイスター認証 

 

ｄ）「広める」取り組み 

・二本松市内での認知度を上げる 

活動４年目の岩代伝統野菜は、二本松市内での認知度もまだまだ低い。市内での認知度

を向上し二本松市民１人１人が、消費者・購入者であり宣伝者となるよう、二本松市内で

のＰＲを重点施策とする 

・食育での活用を促進する 

地域の郷土食や、歴史と密接に関わりのある伝統野菜から、食の大切さや、スローフ

ードのあり方を学ぶ機会を提供 

・伝統野菜の調理方法の周知 

郷土食のみならず、野菜本来の味わいのある伝統野菜を生かした創作料理を、家庭の

味をしていけるよう調理方法の周知を図る 

 

・メディアや、インターネットを活用したＰＲ 

  伝統野菜の認知度があがることにより、「あぶくま伝統野菜を作る会」の活動も認識さ

れ、新しいあぶくま地域での伝統野菜発見にもつながることから積極的に情報を発信す

る。（実際に、新聞、テレビでの報道後「長ネギ」「日本ホウレン草」の情報が寄せられ、

現在登録申請中。長ネギについては販売に向けた取り組みを開始している） 

 

◆行政の役割◆ 

・旧桑畑、耕作放棄地での伝統野菜作付け促進補助 

・ブランド認証、マイスター認証 

・学校給食での活用、岳温泉等の観光施設での利用促進 

・公民館事業での伝統野菜の活用（料理教室など） 

・先進事例や加工技術などの学習の機会の提供 

・専門機関（学術系・保健衛生系・販売ルート系）とのマッチング 

・広報（どこで食べられる、購入できる） 
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４４４４    二本松めしあがレストラン二本松めしあがレストラン二本松めしあがレストラン二本松めしあがレストラン    

二本松の豊かな食文化を、市内外に広めるために農産物を販売するばかりでなく、旬を

味わい、歴史や浪漫を感じてもらうレストラン事業を展開する。 

ａ）コンセプト 

・二本松市の城下町としての歴史や浪漫、豊かな自然と、生き生きとした笑顔までも味

わってもらう 

・４地域ごとに特色のあるレストラン展開をする 

・１回では味わいきれない二本松市「食」の魅力をリピート・味覚周遊させる → 何

度でも足を運びたくなる二本松市 

・地元食材を活用した料理を提供することで、レストランがアンテナショップ的役割を

果たす（二本松市「食」の情報発信拠点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）「和スィーツカフェゾーン」二本松地域 

 二本松市は、城下町だったため和菓子店が多い。城下町の伝統と歴史を和菓子から感じ、

味わってもらえるカフェを展開する 

 ・二本松市の菓子店数 ２９店（支店のぞく） 

  場所：二本松駅前商店街空き店舗 

  方法：市内和菓子店による当番制（１週間を４店で担当する） 

     抹茶＋和菓子で５００円（ワンコイン）とする 

 

郷土料理レストランゾーン 

和スィーツカフェゾーン 

伝統野菜レストランゾーン 

牛肉レストランゾーン 
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     毎月のお題にあわせた和菓子を提供する（新作も可） 

お題を決めることで、何度も来店し異なった和菓子を楽しんでもらう 

     初年お題「季節の花々」   ※次年以降のお題は協議して決める 

 １月・・・・松  ２月・・・・さざんか  ３月・・・・梅 

４月・・・・桜  ５月・・・・たけのこ  ６月・・・・あじさい 

７月・・・・朝顔 ８月・・・・ひまわり  ９月・・・・コスモス 

１０月・・・・菊 １１月・・・シクラメン １２月・・・ポインセチア 

販売：店内飲食の和菓子はその場で購入（お土産用）できるものとし、他はそれぞれ

の店舗での販売とする。（来客者を市内へ周遊させるため） 

 

ｃ）「郷土料理レストランゾーン」安達地域 

 高村智恵子も食した、地域郷土料理を気軽に味わい、年配者には懐かしさを、若者には

新しい食文化の発見を発信する。また、失われつつある郷土料理の文化保全も行う 

  場所：智恵子記念館付近の空き店舗（二本松市油井地区） 

  方法：食生活改善委員、地域住民による郷土料理（コース）の提供 

     食生活改善委員を中心に、地元郷土料理の料理教室を開催する 

材料の確保等の都合もあり、すべて完全予約制 

  メニュー（例） 

・ざくざく（汁）        ・凍み料理  凍みもち、凍み豆腐、凍み大根 

   ・まゆだんご          ・新小じゃがいもの揚げ味噌炒め 

・ぶすパン（蒸しパン）     ・まめだんご汁 

   ・干し柿            ・むかごの味噌炒め 

・いなごの佃煮         ・いかにんじん 

・桑の葉の天ぷら        ・もってのほか（食用菊）の酢の物 

   ・いもがら（サトイモの茎）料理 ・土筆のおひたし 

     

ｄ）「伝統野菜レストランゾーン」岩代地域  

 「守る」「広める」伝統野菜を、地域で食べ野菜本来のうまさを再確認してもらう 

  場所：岩代地域内協力農家 

  方法：岩代地域住民、安達東高校食物クラブの協力による伝統野菜を使用した料理の

提供（材料の確保、場所の準備等の都合により完全予約制） 

  メニュー（例） 

＊スイーツ編 

    ・岩代土用小豆を使用した和菓子（餡・羊羹・赤飯・甘納豆・きなこ） 

・岩代地南瓜スイーツ（プリン・焼き菓子・ぱんぷきんケーキ） 

・岩代西念寺柿スイーツ（ゼリー・柿餅・ジャム） 

＊料理編 
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・岩代伝統里芋の煮物 

    ・岩代地南瓜のコロッケ 

・岩代地南瓜、岩代土用小豆の冬至南瓜 

・岩代五葉黒豆の祝い黒豆煮 

・岩代五葉黒豆・岩代茶豆（黄粉もち・冷奴・湯豆腐） 

 

ｅ）「牛肉レストランゾーン」東和地域 

 東和牛と、ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会自慢の東和げんき野菜をヘルシーに食

べていただく。また東和地区特産品の桑の葉を使用した牛肉との創作料理を提供する。 

  場所：東和針道地内空き店舗 

  方法：地元住民の協力による東和牛肉料理の提供。 

牛肉と野菜のバランスの良いメニューの開発、特産品と牛肉の創作料理 

  メニュー（例） 

・東和牛焼肉御膳 

・ヘルシー東和牛サラダ 

・野菜もトロトロ東和牛シチュー 

・桑パウダー入りハンバーグセット 

・焼肉（焼き野菜無料） 

 

◆行政の役割◆ 

・経営主体となる実行委員会の立ち上げ 

 和スィーツ部会 

郷土料理部会 

伝統野菜部会 

牛肉料理部会 

・施設の提供、改修、修繕 

・経営団体の勉強会、情報交換会、新メニュー試食会の開催 

・広報（周遊マップの作成・ＨＰの整備） 

・在宅栄養士、保健所、食材提供農家・畜産家などとのネットワーク作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

二本松めしあがレストラン実行委員会 
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第６章 まとめ 

現在、食に着目した地域おこしの取り組みとしては「Ｂ級グルメ」が代表的なものとし

て挙げられ、全国規模の大会が開催されるなど各地域で盛り上がりを見せている。 

既に福島県内においては、浪江町商工会青年部による「焼きそば」、二本松市推奨のＢ級

グルメとして岳温泉旅館協同組合による「安達太良カレー」の取り組みがなされており、

それらの活動が横手焼きそば、富士宮やきそばのように、地域の知名度を向上させるツー

ルとなることは否定しないが、今回、我々が政策形成の優先事項としたのは、 

①だれもが関心があり、景気の変動に左右されにくいこと 

②特定の地域・産業ではなく、地域全体が盛り上がること 

③地域としてのまとまり、気運を醸成すること 

④一過性のものではなく、そこに住む人々が継続できる息の長い取り組みであること 

⑤既にある地域の資源を活用できる、費用対効果の優れた取り組みであること 

であり、この条件を踏まえて考察を進めた。 

その結果、食べること、すなわち「食」に関しては、 

①だれもが関心があり、景気の変動に左右されにくい 

②食に関する産業は、１次、２次、３次産業とすそ野が広く、ひいては６次産業と発展

性がある 

③旧市村の地域ごとに実施されているイベント等をまとめることにより、市の一体感を

醸成できる 

④食を支える農業の問題に取り組むことで、農村が元気になる 

⑤自治体の財政が厳しい中、ハードではなく、既存のインフラを活用したソフト面で取

り組みを推進することができる 

との理由から、二本松市における「食による地域おこし」に取り組むこととして、本政策

を企画立案したものである。 

本政策を平成２１年１０月１日に自治研修センターで行われた研修成果発表会において

発表したところ、実に様々な意見を頂戴した。その中で「農産物直売所の経営主体は様々

であり、すでにライバル関係にあるので、提言のあったＰＯＳシステムによる情報の共有

化という共通のテーブルに着くのは難しいのではないか」との指摘があった。現状はその

とおりであるが、個別具体の経営主体ではなく、もっと広く二本松市という地域でとらえ

たときに、互いに切磋琢磨し発展するためにはこのような方法もあり得るとして提言を行

ったものであり、様々な経営主体に対して一つのテーブルに着いて話し合いを持つよう働

きかけができるのが行政であって、また、役割ではないかと我々はとらえている。 

ビジョンを持たなければ現状より一歩も進めない。ビジョンを定め、話し合いの堵に着

き、問題点を洗い出し、手法を考え、実行に移さなければならないが、その際に行政があ

まりにも主導し過ぎると地域に根付く取り組みにはなりにくい。そこで、活動の中心、キ

ーパーソンとなる人材が必要となるが、こうした問題を論じた場合、「人材がいない、育た

ない」といった声をよく耳にする。しかし、決して地域に人材がいないわけではない。た
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だ、行政の努力が足りずに見落としているだけであり、人材にステージが与えられていな

いだけである。 

取り組みに際してまず行政がなすべきことは、人材という資源の洗い出しである。その

後、政策の展開になるが、行政が一方的に進めるのではなく、キーパーソンとなる人材と

意思の疎通を図りながらビジョンに向けた明確な道筋を見出し、協力し合うことが重要で

ある。これが住民との協働であり、行政の独りよがりとならない地域に根付く地域おこし

へと繋がる。 

我々が提唱してきた「４大牛肉味わいフェスティバル」、「農産物周遊直売所」、「伝統野

菜を味わう機会の提供」「地産地消レストラン」といったイベント、ブランド化、地産地消

などの政策を通じて期待できる効果は二本松市の知名度の向上であるが、政策を実施する

過程において市民との協働作業がなされ、元気のある地域づくり運動に発展することによ

り、地域の活性化も見込まれる。この知名度の向上と地域内の活性化とが、我々がビジョ

ンに描いた「通過点から目的地へ！」という二本松市をつくるものになるだろう。 

これらの政策が、今後の二本松市において何らかの形で取り入れられ、より魅力ある二

本松市づくりに役立つことになれば望外の喜びである。 

 

編集後記 

今回の研修を指導していただいた政策研究大学院大学の横道清孝教授からは、政策形成

は１政策の企画・立案、２政策の調整、３政策の決定（政策判断）、４政策の実施、５政策

の評価（事後評価）というＰＤＣＡ（plan-do-check-act cycle）サイクルにより成り立つ

と教示していただいた。 

教授の指導をやや大胆に総括すれば、政策形成に必要なことは①現状と現在の取り組み

をきちんと把握し、最先端の情報を抑え、一歩先を考えること②自治体としてその問題に

どう対応していくのか長期的トレンドを抑えること－である。 

具体的には、企画書をつくる段階で全体像をまとめ、後にデッサンを整えていくが、全

体像をまとめる手法として①現在あるものからはじめる“地に足のついたアプローチ”②

目的地からはじめる“システム分析的アプローチ”－の両者を組み合わせて発想すること

が大事であり、また、デッサンを整えるためには、問題点の把握・さまざまな角度からの

分析が必要であることも強調された。 

そして、政策企画として成立するためには①問題の発見②調査分析③解決するアイデア

④実現手法の考案⑤実施された場合の経済効果－が最低限必要だと説かれたが、我々Ｂグ

ループが③の段階で研修を終えることになったのは、我々の力が及ばざるところであり、

あえてこのことを記すのは、本研修を受講する後進が同じ轍を踏まぬよう、心から願うか

らである。 

最後に、講師として研修を指導していただいた横道清孝教授、様々な面でフォローをし

てくださったふくしま自治研修センターの藤本吉則教授、事務を担当してくださった教務

部の国分亮子主幹にこの場を借りて感謝の意を表したい。 


