
 

 

第３４回松本市地産地消推進会議 

日 時：令和３年１０月２９日(金)午後１時３０分～ 

                                       場 所：松本市勤労者福祉センター ２－１ 

 

会 議 次 第 

 

１ 開   会  

 

 

 

２ あ い さ つ  

 

 

 

３ 会 議 事 項  

 

 （１） 令和３年度松本市地産地消推進関連事業の進捗状況について 

 

 

 （２） 今後の地産地消推進事業の方向性について 

                           

 

 

４ 意 見 交 換 

  地 産 地 消 推 進 の 取 組 み に つ い て            

 

 

 

５ 閉   会 

 

   次回会議：令和４年６月頃開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第３４回松本市地産地消推進会議 

 

 

会 議 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和３年１０月２９日（金）午後１時３０分～ 

場 所  松本市勤労者福祉センター ２－１会議室 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）令和３年度松本市地産地消推進関連事業の進捗について 

 

ア 旬の農産物のＰＲについて 

  松本地域で生産される農産物の旬を知ってもらうために、市の公式ホームページ等に農産物の旬

をお知らせするカレンダーや写真等を掲載し、旬の農産物のＰＲをしています。 

 

イ 地産地消推進の店の登録推進 

  松本地域産の農畜産物及びその加工品を積極的に取り扱う市内の飲食店等を「松本市地産地消推

進の店」として登録・周知をしています。 

  制度ができて 10 年が経過し、事業のマンネリ化、登録によるメリットを感じなくなってきている

事業者が増加しています。コロナ禍における事業廃止等の理由により登録店舗数が減少する一方、

テイクアウトや健康志向を売りとした新たな店舗等の登録申請を受け付けています。 

  《現状》 

  登録店舗数：９０店舗（令和３年３月末現在から２店舗増加、２店舗減少） 

 

ウ 信州の伝統野菜について 

 (ｱ) 作付拡大奨励事業 

   松本市健康野菜等の作付け拡大に要する経費に対し、出荷量を拡大し、ブランド化を推進する

ため、補助金交付を行って支援しています。 

《内容》 

品 目 奨励金額 栽培地の範囲及び補助上限 

松本一本ねぎ １万円／a 栽培地は松本市内。１人１０万円を上限 

稲核菜 ３千円／a 栽培地は松本市内。１人１０万円を上限 

保平蕪 ２千円／a 栽培地は奈川地区。１人１０万円を上限 

番所きゅうり １万５千円／a 栽培地は安曇地区。１人１５万円を上限 

《現状》令和３年度               （Ｒ3.10.1 現在） 

品 目 申請件数 増加面積(a) 

松本一本ねぎ ６件 25.4 

 (ｲ) 地理的表示保護制度（農林水産省） 

   「奈川在来そば」の登録に向けて、今年度、成分分析や申請支援を実施しています。 

 (ｳ) 信州の伝統野菜カード（長野県）の配付 

   信州の伝統野菜認証制度（長野県）により認証を受けている、松本一本ねぎ、保平蕪、稲核菜、

番所きゅうりの普及推進を実施するため、直売所等でカードの配付をしています。 

県認定野菜 79 種（令和 3 年 3 月末現在） 

 

エ 子ども・若者農業体験支援事業（旧地産地消食育推進事業） 

  保育園、幼稚園、小中学校、高等学校、大学等を対象に生産者や製造者が食材の提供を通して、

子ども達に農業体験や食育体験を提供する団体に補助金交付を行って支援しています。 

  《内容》 

 

 

 

 

 

 

補助対象者 対象経費 補助率等 

こどもたちを対象に農業体験、加工体験

等を提供する市内農業者、農業団体、農

産物製造を行う法人等 

事業に要する経費 

（施設建設及び農機具購入

に係る経費等を除く。） 

１/２以内 

上限３０万円 

 



 

《現状》令和３年度                         （Ｒ3.10.1 現在） 

事業主体 
食育活動・農業体験学習 

内容 参加者等 体験品目 

㈱石井味噌店 
味噌の製造工程の見学、

体験 
小学校２６校 味噌（大豆） 

くれき野生産組合 稲作体験 小学校１校 水稲 

チャレンジの会 
大豆栽培、豆腐づくり体

験 
小学校３校 豆腐（大豆） 

ＪＡ松本ハイランド 

女性部食育グループ 

松本一本ねぎの定植・植

替・収穫体験、調理実習 
小学校１校 

松本一本ねぎ 

 

ＪＡ松本ハイランド 

青年部 
稲作体験 

大学１校 

小学校７校 
水稲 

ＪＡ松本ハイランド 

青年部松本南支部 
加工米栽培体験 幼稚園１園 加工米 

㈲鉢伏ファーム 稲作体験 小学校１校 水稲 

㈱今井恵みの里 稲作体験、農作業体験 

中学校１校 

小学校２校 

保育園１園 

水稲、りんご 

ｽｲｰﾄｺｰﾝ、さつまいも 

松本一本ねぎ栽培 

学習団体 

松本一本ねぎの定植、植

替、収穫 
小学校１校 松本一本ねぎ 

中山東花園 

中山地区圃場での年間を

通じた農業体験（旧：親

子農業体験） 

市内在住親子

８組 

じゃがいも、野沢菜、

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ等 

                  

オ 松本市６次産業化支援事業 

  本市産の農畜産物の生産及び加工又は販売を一体的に行い、高付加価値化を目指す取組みに対し、

平成２５年度から補助金交付を行って支援しています。 

   令和３年度から既存 EC サイトへの参加する非対面型の販路拡大に対して、新規メニューを追加し

ました。 

(ｱ)  補助金交付による支援 

《内容》 

補助区分 補助率 補助上限額 

人材育成 研修会等の参加経費 １/２ ２万５千円 

商品開発 新たな商品開発に関する経費 １/２ １，０００千円 

販路開拓 

 

 

物産展出展経費 １０/１０ 

輸送費・旅費   １/２ 

非対面型【新規】 １/２ 

５００千円（海外） 

２５０千円（国内） 

２００千円 

利子補給 利子 １/２ 信用保証料 ４/５ 補助期間 最大５年 

《現状》 

 本年度の申請は現在ありません。 

(ｲ) イノベーション・ミーティング（異業種交流会）の開催 

生産者、食品製造業者、販売者、デザイナー等が出会う場が現状ないことから、課題解決や協

働のきっかけづくりのための異業種交流会を開催し、ニーズやシーズをつなげる取り組みを行う

もの（年４回開催を予定） 

《現状》 

令和３年６月１８日（金）開催 参加者１７名 ディスカッション 

 令和３年９月２９日（水）開催 参加者２７名 ワークショップ 



 

 

カ 学校給食における地産地消の推進について 

  地元産農産物に係る情報共有、相談体制を図るため関係者（ＪＡ、農政課、学校給食課等）で連

携して、学校給食への食材提供手法の把握、生産者への聞き取り調査、マッチング、学校給食で使

用量の多い品目の生産者サイドの作付けの可能性検討、一次加工（カット野菜、冷凍野菜等）加工

処理対応の可能性の検討等を実施しています。 

 

キ やさいバス事業（民間） 

昨年度に引続き、県の元気づくり支援金（３年目）を受け民間ベースによる地場農産物の共同集

配システム実証実験を実施（７～１２月） 

購買者に対して配送料（１箱税別３５０円)を、生産者・出荷者に対し手数料（１５％）を課金し、

次年度以降法人化に向け環境づくりに取り組む予定 

《現状》 

登録事業者：生産者・出荷者８６人、 購買者１１０人 （８月３１日現在） 

市は、参加者の取り次ぎ、ＰＲ等について協力 

 

ク 食と農の未来を考える会 

地域農業及び関連事業の振興を図り、地域を活性化させる施策のひとつとして、生産者と消費者

がお互いを知り学ぶ場を設け、消費者の需要に対応した農産物の生産を促進するとともに、関連事

業の事業者が地域の生産者と連携して地域の農産物等を利用することにより地域の農産物の消費を

拡大し、併せて生産者が意欲と誇りをもって農業を営むことができるきっかけとするため開催 

《現状》 

１回目 ７月２日（金）「美食の都と松本学」 松本市地産地消推進会議会長 

信州大学経営大学院特任教授 

   ２回目 １０月２９日（金） 本会議終了後開催 

        事例発表「学校給食における地産地消の推進について」 

         学校給食課 斉藤 歩栄養教諭、細川 隆主任 

    ３回目 ２月上旬頃を予定 

 

  前回のアンケート結果 

どのような点が参考になりましたか。一つだ

け例を挙げて具体的に教えてください。 

この会で取り上げてみたいテーマや事例

などがございましたら、一つだけ教えてく

ださい。 

その他ご意見、ご要望、

ご提言など、考えをお聞

かせください。 

漠然と科学をとらえていましたが、信州の風

土全般をその対象にとらえなければと感じ

ました。 

地産地消を実際に体現されている人  

地産地消が必要な意味。 

地産地消ってよく聞いてやるが、なぜって思

っていたことがスッキリとわかった。 

地産地消によって人が来たり、地域おこしの

事象へと変化し、世界にも注目される。 

松本も食材が多いので食を通じて人を集め

られそうだと感じた。 

長野県や松本では？どんなことができる

のか。 

 

美食はその周りの環境や風土とともに、人の

想いや情熱、智恵が必要で、人の努力があっ

て成り立つものなのだとわかった。 

松本平が美食の都になるための道とは？

（条件、方向性、戦略） 

どういう方向性で努力していくべきか（誰

が、どういうやり方で） 

もう少し時間があれば

良かったと思います。 



 

美食には水そして風土まで必要とすること

を教えていただきました。高い値段のものを

いただくだけではないということも。 

  

流行りもので消えていかない町おこしの解

答のひとつが「地産地消」であるということ。 

そのためには、食材とそのいかし方の研究開

発が、蓄積が重要だということ。伊勢さんの

話が参考になった。 

ただ民間でそれを行うとなると、かなりの

リスクを背負うことになる。 

一方でこれが成功すれば、いわば地域のイ

ンフラのような動きをする。 

そのリスクをとった人に、特例の見返りが

あるような行政の仕組みがあれば良いと

思った。 

専門が違うかもしれないが、そんな事例が

あれば教えてほしい。 

 

日本食が世界で認められている。 

食材はその土地での食材を活かし料理をす

る。 

  

地域の食文化+特色のある技術（ブルーチー

ズの例） 

他にマネされない、できない方法がアイデア

として印象的でした。 

当地域でのソウルフードの定格化と協働  

環境を研究して、素晴らしい食材を作りあげ

る努力をしている事例等 

松本で特に取りあげられるとしたら水？  

美食の考え方（地産地消で究極の食材活用） 産地：日本全国で時期により作物のリレー

が進む 

伝統野菜ではなく、旬産旬消をこだわりた

い 

 

美食と地産地消の関係性 

美味しいもの・・・その土地のものこそおい

しい！ 

食材の加工方法において、松本の他の地域

にはない、めずらしいものなどあれば知り

たい。 

「つながり」で事が起こ

る。食についてもこんな

にいろいろあることが

わかった。 

「美食」とは高価で美味しい食と思ってい

た。 

「美食」というフレーズだけを利用して PR

しているようであるが、実際には水や土、気

候などの環境に合った食材と調理提供だと

わかった。 

  

「里山イタリアン AJIKURA」が空き家（古民

家）を改装して地域経済を活性化している事

例として、とても参考になった。事例につい

て更に調べてみたい。 

  

ミシュランから、日本が（和食）がこんなに

も注目されていることにおどろきました。 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）今後の地産地消推進事業の方向性について 

 

ア 現状と課題 

 (ｱ) 統一基準による全国的な統計がなく、全国、長野県、松本市における地産地消率が把握できて

いない。 

市民意識調査では、地元産の購入割合は年々増加傾向にあるが、スーパーマーケット等におけ

る地場産品の取り扱い状況、若年層の地産地消意識についても把握できていない。 

《課題１》地産地消率の実態把握の必要性 

《課題２》スーパーマーケットや若年層への対応の必要性 

(ｲ) 学校給食地場産物等の使用割合は、現状でも高い数値 

《課題３》学校給食のニーズとＪＡ、生産者、業者等との調整ができればさらに向上が可能 

(ｳ) 地産地消推進の意味（価値）が明確になっていない。 

《課題４》生産者にとっての地産地消推進の意味（価値）の見える化 

《課題５》生産者、消費者双方にとって魅力を感じる仕掛けづくり 

 

イ 今後の地産地消推進事業の方向性 

 (ｱ) 地産地消の価値の見える化の研究 

  ・地産地消率の把握、聞き取り調査やアンケートの実施 

  ・地場農産物採用に向けた対話の場づくり 

  ・勉強会の開催（食と農の未来を考える会） 

 (ｲ) 食農教育による将来世代の育成 

 ・子ども・若者農業体験支援事業補助金 

(ｳ) 地元産食材の地域内消費拡大への取り組み 

 ・学校給食への地元食材提供支援 

 ・地産地消推進の店の登録推進 

 ・やさいバス事業との連携 

 

 ウ 効果 

(ｱ) 消費者の需要に対応した農産物の生産を促進すること 

(ｲ) 関連事業の事業者が地域の生産者と連携して地域の農産物等を利用することにより、地域の農

産物の消費を拡大すること 

(ｳ) 生産者が意欲と誇りをもって農業に営むことができるようになること 


