
日本風景街道

2003.2 北海道におけるシーニックバイウェイ制度導入モデル検
討委員会討委員会
2つのモデルルートにおいて実験的活動を開始
制度・進め方・支援策の検討制度 進め方 支援策の検討

2005.3 シーニックバイウェイ北海道推進協議会設立
2005.5 認定制度開始 (認定ルートと候補ルート）
2005.7 シーニックバイウェイ支援センター設立

2005.12   日本風景街道（Scenic Byway Japan)戦略会議設置
2007 9 日本風景街道登録開始2007.9 日本風景街道登録開始

（全国で130ルートが登録。H25.3.27現在）

2012.8   ＮＰＯ法人 日本風景街道コミュニティ発足



特定非営利 日本風景街道 ミ ニテ特定非営利
活 動 法 人 日本風景街道コミュニティ

‐ Scenic Byway Community Japan ‐

全国に登録された日本風景街道活動団体間の連携を図り 日本風景街道の全国に登録された日本風景街道活動団体間の連携を図り、日本風景街道の
具体的な各種事業を効率的、効果的に展開することを目的として全国ネット
ワークの組織化を図る。

－主な事業－

①メーリングリストの立ち上
げ・管理・運営全国に事務局を設置

代表理事 石田 東生 ／ 事務局長 臼井 純子

げ・管理・運営

②ニュースレターの発行（年
４回程度）

③ウェブサイトの制作・管理・

全国に事務局を設置
【本 部】 東京武蔵野市
【北 海 道】 (一社)北海道開発技術センター
【中部地方】 NPO法人エヌ・ピー・オー伊豆 ③ウェブサイトの制作・管理・

運営
④パンフレットの作成・配布

⑤各種勉強会・セミナー等の

【中部地方】 NPO法人 ヌ ピ オ 伊豆
【中国地方】 （株）エブリプラン

【九州地方】 日南海岸地域シーニックバイウェイ推進
協議会 事務局 ⑤各種勉強会 セミナ 等の

開催

⑥各種会議・フォーラム・勉
強会等への参加・協力

議 務

会員種別 法人 個人

正会員：年会費（１口） 50,000円 5,000円

賛助会員：年会費（１口） 10 000円 2 000円 強会等 参加 協力賛助会員：年会費（１口） 10,000円 2,000円

ホームページ ： http://sbcj-community.org/



NPO法人日本風景街道コミュニティの活動

2012.8   ＮＰＯ法人 日本風景街道コミュニティ発足

2013.１ 日本風景街道大学宮崎校（本校）

本 景街道大学宮崎校（本校）2014.１ 日本風景街道大学宮崎校（本校）
2014.２ 日本風景街道大学・ふじのくに静岡校

・互産互生やサイクルツーリズムによる交流の提起・互産互生やサイクルツーリズムによる交流の提起
・みちのコミュニティシンクタンクの設置（所長：吉武哲信）

2015.３ 「富士山麓の地域力による道路景観管理」への参画富 麓 域力 る道路景観管 」 参画
2014.11 日本風景街道大学・ご縁の国島根校

・サイクルツーリズム検討委員会の設置
シ ク シ 検討委員会 設置・シーニックマルシェ検討委員会の設置

2015 １ 日本風景街道大学宮崎校（本校）2015.１ 日本風景街道大学宮崎校（本校）
2015．11 日本風景街道大学合掌校（白川郷・五箇山）（予定）



サイクルツーリズム検討委員会
シ ニック・マルシェ検討委員会シーニック・マルシェ検討委員会

平成27年8月21日

活動報告

平成27年8月21日

原 文宏原 文宏

特定非営利活動法人 日本風景街道コミュニティ理事
般社団法人 シ クバイウ イ支援センタ 業務執行理事一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター業務執行理事

一般社団法人 北海道開発技術センター 理事・地域政策研究所長



NPO法人日本風景街道コミュニティ 「みちのコミュニティシンクタンク」（所長：吉武哲信）

日本風景街道サイクルツ リズム検討委員会日本風景街道サイクルツーリズム検討委員会

(通称：自転車部）

〇設置目的
・サイクルツーリズムによる日本風景街道の魅力の向上
・サイクルツーリズムによる日本風景街道間の交流促進
・サイクルツーリズムによる観光振興、地域振興を促進する。

〇研究内容〇研究内容
・日本風景街道的の地域性を活かしたガイドサイクリングの形態を研究する。

（日本風景街道コミュニティ推薦サイクリングコースの設定、マップ、ガイドブック作成等）

ガイドサイクリングのためのサポ ト体制について研究する・ガイドサイクリングのためのサポート体制について研究する。
（ガイド育成、観光物流、緊急時対応など）

・日本風景街道の各地域において、具体的な実践や試行を通した研究をする。
モデル地区（北海道 静岡県 島根県 宮崎県）モデル地区（北海道、静岡県、島根県、宮崎県）

〇研究体制
日本風景街道のエリアで関心のある方であれば自由に参加いただきたい。
各支部から推薦していただいたメンバーで活動をスタート。各支部から推薦していただいたメンバ で活動をスタ ト。
顧 問 宮内 忍（元サイクルスポーツ編集長）
代 表 原 文宏
メンバー 為広（北海道）、田中・佐藤（静岡）、三代・石村（島根）、谷越・井上（宮崎）メン 為広（北海道）、田中 佐藤（静岡）、三代 石村（島根）、谷越 井上（宮崎）

〇研究期間 3年程度
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サイクルツーリズム検討委員会の活動（１）
（2014年2月～2015年7月）

2014.2 日本風景街道大学・ふじのくに静岡校開催（静岡県静岡市）

・日本風景街道におけるサイクルツーリズムの展開が提起本風景街道 おけるサイクルツ リ 展開 提起

・みちのコミュニティシンクタンクの設置（所長：吉武哲信）
シーニックバイウェイ北海道（十勝）と日本風景街道（静岡）による試行開始

2014 3 北海道から飛行機で行く自転車の旅「ゆるゆる遠州ガイドライド」2014.3 北海道から飛行機で行く自転車の旅「ゆるゆる遠州ガイドライド」
（静岡県掛川市）

2014.7 静岡から飛行機ゆく「十勝とよころへ 自転車の旅」
（北海道豊頃町）（北海道豊頃町）

2014.11 日本風景街道大学・ご縁の国島根校開催
（島根県松江市）（島根県松江市）

・サイクルツーリズム検討委員会の設置
・ 分科会「サイクリングで楽しむ日本風景街道」の進め方
・会議参加者を対象とした地元ガイドによるサイクリング・会議参加者を対象とした地元ガイドによるサイクリング

2014.12 ふじのくにサイクルツーリズム・セミナー
（静岡県浜松市）

2014.12 「しまなみ海道」視察調査 （広島県尾道市・愛媛県今治市）



サイクルツーリズム検討委員会の活動（２）
（2014年2月～2015年7月）

2015.１ 日本風景街道大学宮崎校（本校）開催（宮崎県宮崎市）

・講義５：先進事例に学ぶ「しまなみ海道」講義５：先進事例に学ぶ「しまなみ海道」

・会議参加者とローカルサイクリストによる日南海岸サイクリング

2015.2 天竜浜名湖線輪行モニタモニタリングツアー参加
（静岡県掛川市 浜松市）（静岡県掛川市～浜松市）

2015.3 浜名湖サイクルツーリング視察調査（静岡県浜松市）

2015.4 「ゆるゆる遠州ガイドライド２０１５」企画実施協力
（静岡県掛川市）

2015.7 「とよころガイドライドツアー２０１５」企画実施協力
（北海道豊頃町）

2015 11 日本風景街道大学合掌校（予定）2015.11 日本風景街道大学合掌校（予定）
（岐阜県白川郷・富山県五箇山）

・分科会：日本風景街道と急がない旅

・ローカルサイクリストによるガイドライドサイクリング？



2014年3月14日 北海道から飛行機で行く自転車の旅「ゆるゆる遠州ガイドライド」



2014年7月19日 静岡から飛行機ゆく「十勝とよころへ 自転車の旅」
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日本風景街道大学 ご縁のくに島根校本 景街道大学 縁 島根校

個別テーマワークショップ

「サイクリングで楽しむ日本風景街道」の進め方「サイクリングで楽しむ日本風景街道」の進め方

①サイクルツーリズムに関する各地域からの話題提供
参加者からも 各地の状況を発言をお願 します参加者からも、各地の状況を発言をお願いします。

。

②論点１：
日本風景街道が目指す、目指すべきサイクルツーリズムの形

問題意識：
・サイクルイベントが多く、自転車=イベントのような状況でいいのか？サイクルイ ントが多く、自転車 イ ントのような状況でいいのか
・サイクルツーリズムで地域経済が潤うのか？ 潤うようなサイクルツーリズムとは？

③論点２：そのために、日本風景街道が取り組むべきこと③論点２：そのために、日本風景街道が取り組むべきこと
問題意識：
・サークルツーリズムを進展するためのハード面、ソフト面での各地域の課題はなにか
・まず、日本風景街道として、取り組むべきことはなにか？まず、日本風景街道として、取り組む きことはなにか？





２０１４．１２．２０～２２

しまなみ海道視察調査しまなみ海道視察調査





２０１５ 日本風景街道大学 宮崎校（１月）



講義５：先進事例に学ぶ「しまなみ街道」
■サイクルツーリズムの特徴、メリット■サイクルツ リズムの特徴、メリット

〇公共交通が弱い地域でのドライブだけでない観光モビリティ

〇景観を楽しむスピードが丁度よい、車では見れない風景もみることができる。

〇オーグを運営しているシマノによれば、身体にも、精神にも良い。

〇“もの”づくり（自転車をつくるのではなく） ⇒ “こと”づくりを

〇サイクルツーリズムは、季節感が、とても重要になる。

〇高齢者や女性など、身体機能的に弱い人にも適している移動手段

■サイクリストのための環境整備■サイクリストのための環境整備

〇自転車をとめるところや、安全管理みたいなことは、重要。（バイクスタンドのあるコンビニ）

〇オープンテラス型のレストランの方が、サイクリストから選択されやすい。帰りに、同じルートは、走りたくない。

〇日南線などの自転車をもって公共交通に乗れるような環境が重要。ギブアップできる環境整備。〇日南線などの自転車をも て公共交通に乗れるような環境が重要。ギ アッ できる環境整備。

〇駅に輪行袋を設置する等。ルートマップの整備やエイドポイントなどの情報提供

〇空家利用によるサイクリスト用のゲストハウス

〇自転車目線で、道路やホテルなど施設の情報を調査する必要がある。

■地域づくりや地域経済に効果があるように

〇ガイドライドには魅力があり、サービスに見合う対価をどうするか？

〇ガイドは、自転車の専門家でなくてもいい。基本的な自転車でのガイド研修は必要。

〇サッポ トカ を含めて 買った物を運んでもらえる仕組みがあると もっと土産を買える〇サッポートカーを含めて、買った物を運んでもらえる仕組みがあると、もっと土産を買える。

■走行上の安全

〇自転車走行の安全確保のための道路の路肩幅員、連続性がない等。

〇歩道を走っていいのかどうか、よくわからない。、

〇自転車は、車両だという意識を、自転車のドライバーにどう認識させるか。

〇安全教育や、自転車に配慮した運転など、教育は重要。







静岡県天竜浜名湖線
「輪行モニターツアー」（掛川市）
2015年2月14日～１５日





サイクルツーリズム検討委員会（中間）

〇サイクルツーリズムを日本風景街道で展開することには、地域やサイクリ
ストからのニーズは高い。

→景観を楽しむスピードが丁度よい、車とは異なる風景→景観を楽しむスピ ドが丁度よい、車とは異なる風景

→サイクリスト人口が爆発的に増加

→インバウンドのサイクルツーリズムも活発化

〇日本風景街道らしいサイクルツーリズムは？

→ロコサイクリストによるガイドサイクリングが基本→ロコサイクリストによるガイドサイクリングが基本。

→地域経済に貢献する。

→地域住民とサイクリストの交流を進める。→地域住民とサイクリストの交流を進める。

〇日本風景街道サイクリングルート

→当面、コミュニティの支部のある地域を中心にケーススタディを実施。

→（仮称）「ベスト・オブ・日本風景街道・サイクリングルート」？

→ナショナルサイクリングル トの指定を目指す？→ナショナルサイクリングルートの指定を目指す？

→受け入れ体制の構築と、道路を含むハード整備のニーズ調査と提言





NPO法人日本風景街道コミュニティ 「みちのコミュニティシンクタンク」（所長：吉武哲信）長 武

日本風景街道シーニックマルシェ検討委員会
〇設置目的

・日本風景街道の交流の拡大にあたって、「人」だけではなく、「物」の交流もすすめる。
・「物」の交流によるコミュニティビジネス等、日本風景街道の活動を経済振興面でもすすめる。
・日本風景街道と、道の駅や直売所などとの連携を強化する。

〇研究内容

支部（北海道 静岡 島根 宮崎）の道の駅等で 相互に試験販売し 販売結果などの調査を支部（北海道、静岡、島根、宮崎）の道の駅等で、相互に試験販売し、販売結果などの調査を
実施する。
・地縁・互産互消関係のマッチング
（全国各地と互産互消の取組みを推進するためのマッチング等の調査検討を行う。）
・地縁関係ネットワークづくり
（ネットワーク化による、情報共有と交流拡大のための調査検討等を行う。）
・シーニック・マルシェの開設
（期間限定でのシーニック・マルシェの開設など「場」の提供などを試験的に実施する ）（期間限定でのシ ニック マルシェの開設など「場」の提供などを試験的に実施する。）
・地縁ブランドづくり
（地縁・互産互消の特産品などのブランド化を推進する。）
〇研究体制

ば日本風景街道のエリアで関心のある方であれば自由に参加いただきたい。
各支部から推薦していただいたメンバーで活動をスタート。
代 表 田中 孝治
メンバー 芝崎・紺野（北海道） 中田・佐藤（静岡） 河原（島根） 谷越（宮崎）メンバ 芝崎 紺野（北海道）、中田 佐藤（静岡）、河原（島根）、谷越（宮崎）

〇研究期間 3年程度
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静岡 十勝「地縁店 展開プロジ クト静岡－十勝「地縁店」展開プロジェクト
報 告 書報 告 書
＜豊頃町＞

～ 実 施 主 体 ～
富士山静岡空港都市交流ネットワ ク富士山静岡空港都市交流ネットワーク

NPO法人地域づくりサポートネット
（一社）シーニックバイウェイ支援センター

協力
NPO法人日本風景街道コミュニティ
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１．目 的
• 十勝の開拓者である依田勉三氏、十勝豊頃町の開

拓者である二宮尊親氏は静岡県に縁のある人物で拓者である二宮尊親氏は静岡県に縁のある人物で
あり、北海道十勝と静岡県は「地縁」を持つ。

• この「地縁」をもとに、日本風景街道静岡とシーニックこの 地縁」をもとに、日本風景街道静岡とシ ック
バイウェイ北海道の「地域づくり活動」を結びつけ、

• ヒト・モノ・情報をお互いに生かし合う「互産互生」の経ヒト モノ 情報をお互いに生かし合う 互産互生」の経
済活動として、「地縁店」展開プロジェクトを実施。

• サイクルツーリズムにも、両地域の交流を拡大していサイクルツ リズムにも、両地域の交流を拡大してい
く。

• 実施母体実施母体

シーニックバイウェイ北海道十勝シーニックバイウェイ3ルート

日本風景街道「なごみの伊豆 なごみの道」日本風景街道「なごみの伊豆 なごみの道」

富士山静岡空港都市交流ネットワーク
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２．販売期間・販売場所

期 間 平成26年3月1日（土）～9日（日）

静岡販売場所静岡販売場所

下田市 「道の駅」開国下田みなと

よろず交流館「らくら」

松崎町 「道の駅」花の三聖苑伊豆松崎松崎町 「道の駅」花の三聖苑伊豆松崎

掛川市 これっしか処

十勝販売場所

鹿追町 道の駅しかおい鹿追町 道の駅しかおい

帯広市 とかちむら産直市場

大樹町 道の駅 スモ ル大樹大樹町 道の駅コスモール大樹
25



３．ポスター・POP（十勝版）

ポスター２種類（十勝紹介・地縁店説明） 商品POP
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４－１．商品仕入れ先・商品リスト（静岡）

下田市 よろず交流館「らくら」

松崎町 （一社）松崎町振興公社

袋井市 fromあまがた袋井市 fromあまがた

施設 No. 商品名

1ペリ ティ

施設 No. 商品名

1焼き川のり

施設 No. 商品名

1もえぎティ バ ク1ペリーティー

2ハリスティー

3プチャーチンティー

4しょういんティー

1焼き川のり

2オリーブ茶

3トコロテン

4わさびの茎漬け

fromあまがた
1もえぎティーバック

2もえぎリーフティ

よろず交流館
「らくら」

う ィ

5ペリーの紅茶飴

6ハリスの紅茶飴

7黎明飴

松崎町
振興公社

わ 漬

5桜葉クッキー（大）

6ひじき

7桜葉カステラ
」

8キンメだま

9焼のり

10おつまみ金目スティック

11金目缶水煮

8さくらそば

9黒米うどん

11金目缶水煮

12金目缶オリーブ油

13金目缶油漬
全２４種類 ３４０品
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４－２．商品仕入れ先・商品リスト（十勝）

鹿追町 鹿追町商工会
帯広市 帯広物産協会帯 帯 物産
豊頃町 豊頃町販路拡大協議会
大樹町 大樹町商工会

仕入先 No. 商品名

鹿追町
商工会

1豚丼セット（肉+タレ）

2白蛇クッキー

3飲むヨーグルト

仕入先 No. 商品名

1とうふくんジャーキー

2抹茶オーレ

3とん田ぶた丼のタレ

仕入先 No. 商品名

1手作りようかん

2わかさぎ佃煮

3わかさぎ佃煮
商工会

飲 グ

4煮豆（金時豆）

5煮豆（黒豆）

4十勝野黒にんにく バラ

5どら焼き（小豆）

6どら焼き（バター）

7どら焼き（チーズ）

8どら焼き（栗）

豊頃町
販路拡大
協議会

わ さぎ佃煮

4福神漬け

5蝦夷鹿１ヵ月半熟成サラミ

6蝦夷鹿モルタデッラ

7
なたね油 十勝プレミアム
＜生食用＞

帯広物産
協会

9とかちの干しいも

10牛酪飴

11きな粉パウダー

12野菜フレーク（とうもろこし）

13野菜フレーク（じゃがいも）

＜生食用＞

8
なたね油 十勝プレミアム
<天ぷら・炒め物用>

仕入先 No 商品名野菜 ク（じゃが も）

14野菜フレーク（かぼちゃ）

15野菜フレーク（にんじん）

16きぶどう液

17丸筒羊羹（十勝ワイン赤）

18丸筒羊羹（十勝ワイン白）

仕入先 No. 商品名

大樹町
商工会

1ししゃも

2ハスカップチーズケーキ

3チーズ味噌漬け

18丸筒羊羹（十勝ワイン白）

19丸筒羊羹（かぼちゃ）

20丸筒羊羹（あずき）

21キレイマメ素焼き黒豆

22そのまま食べる十勝の豆 全３８種類 ５９１品
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５．販売の様子（静岡）

掛川市：これっしか処 下田市：道の駅開国下田
下田市：よろず交流館

「らくら」
松崎町：道の駅

花の三聖苑伊豆松崎
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６．十勝商品販売結果

定価で売行きが良いもの（50％以上）

十勝商品販売結果 商品名 定価％

牛酪飴 100 

ハスカップチーズケーキ 83 定価で売行きが良いもの（50％以上）

41%
27%

スカップチ ズケ キ  

蝦夷鹿モルタデッラ 80 

どら焼き各種 70 

白蛇クッキー 60

25%

7%
定価販売

値引販売

白蛇クッキ 60 

キレイマメ素焼き黒豆 60 

蝦夷鹿１ヵ月半熟成サラミ 60 

チ ズ味噌漬け 57

値引販売で

25%
値引販売

破損

売れ残り

チーズ味噌漬け 57 

わかさぎ佃煮小 56 

野菜フレーク各種 50 

※輸送途中に一部常温商品が破損

値引販売で
売れたもの（50％以上） 売れ残り商品（50％以上）

商品名 値引％ 商品名 残％ 煮豆（金時豆）

※完売した商品
（定価＋値引き）

煮豆（金時豆） 60 

煮豆（黒豆） 60 

そのまま食べる十勝の豆 60 

手作りようかん 80 

なたね油 ＜生食用＞ 67 

十勝野黒にんにく バラ 60 

煮豆（黒豆）

とん田ぶた丼のタレ

どら焼き各種

ししゃも 60 

丸筒羊羹各種 53 

とうふくんジャーキー 50 

なたね油 <天ぷら・炒め物用> 56 

福神漬け 53 

きぶどう液 50 

牛酪飴
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８．静岡商品販売結果
商品名 定価％

静岡商品販売結果
商品名 定価％

トコロテン 100 

焼のり 100 

金目缶油漬 100

定価で売行きが良いもの（50％以上）

44%42%

定価販売

値引販売

残

金目缶油漬 100 

おつまみ金目スティック 95 

オリーブ茶 70 

ペリーの紅茶飴 70 
残

わさびの茎漬け 67 

焼き川のり 60 

桜葉カステラ 60 

金目缶オリ ブ油商品名 残％

売れ残り商品（50％以上）

14% 金目缶オリーブ油 60 

ひじき 50 

さくらそば 50 

商品名 残％

プチャーチンティー 80 

もえぎリーフティ 74 

桜葉ク キ （大）
値引販売で売れたもの

商品名 値引％

桜葉カステラ 40

桜葉クッキー（大） 70 

ハリスの紅茶飴 70 

キンメだま 70 
オリーブ茶

（25%以上） ※完売した商品
（定価＋値引き）

桜葉カステラ 40 

ペリーティー 40 

ハリスティー 40 

金目缶水煮 40

もえぎティーバック 64 

ペリーティー 60 

ハリスティー 60 

オリ ブ茶

トコロテン

桜葉カステラ

焼のり
金目缶水煮 40 

オリーブ茶 30 

わさびの茎漬け 27 

しょういんティー 60 

ひじき 50 

黒米うどん 50 

焼のり

おつまみ金目スティック

金目缶油漬 31



９－１． 検 証 （価格）

１．販売価格の設定が必要

２．輸送コストが課題

帯広 静岡間 商品１個当たりの送料帯広→静岡間 商品１個当たりの送料

・常温：¥１２６円 （¥34,660円÷276個）

・冷蔵：¥ ４８円 （¥10,258円÷215個）

・冷蔵：¥１００円 （¥ 9,980円÷100個）

→ロッドを大きくして輸送コストを抑制

３．価格と商品内容量

→半値で半数（例；シシャモ20尾→10尾）にする→半値で半数（例；シシャモ20尾→10尾）にする
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９－２． 検 証 （商品）

１．売行きが良いもの

・その土地にはない珍しいもの・旬のもの・その土地にはない珍しいもの・旬のもの

・価格・量が手頃なもの

・イメ ジが浸透しているもの・イメージが浸透しているもの

・移動中でも食べられるスイーツ

※土産物用パッケ ジ商品の売行きは良くない※土産物用パッケージ商品の売行きは良くない

２．常温・冷蔵・冷凍商品の集約化

３ 試食販売の実施３．試食販売の実施

・商品の味・食べ方に対する認知が必要

レシピなどで魅力 手軽さを・レシピなどで魅力・手軽さをPR
５．賞味期限のながいものが扱いやすい

冷凍商品は持ち運びに不便６．冷凍商品は持ち運びに不便
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「こうふく観光プロジェクト」（2014年～2015年）

静岡県との地域間交流、豊頃町及び土産品のPR・販売促進静岡県との地域間交流、豊頃町及び土産品のPR 販売促進

静岡県や報徳関係団体とのネットワーク形成によって、豊頃町の全国的な認知度を高
め 販売ル トの多様化と物産の消費拡大による経済 雇用への効果を図るめ、販売ルートの多様化と物産の消費拡大による経済・雇用への効果を図る。

【実施項目】【実施項目】
●豊頃町の商品販売、豊頃の観光案内・PR 

・報徳の繋がり等を利用した豊頃町商品の販売促進、直売の実施
（静岡県掛川市 これ しか処 サンサンフ ム 札幌市 地下歩行空間 ながるシ プ）（静岡県掛川市：これっしか処、サンサンファーム、札幌市：地下歩行空間つながるショップ）

・豊頃町・商品のPR（POP・チラシ・ポスターの作成）
・パッケージの作成、印刷

●静岡と豊頃のコラボ商品開発による商品PR・販売
【互産互生の取り組み】

●イベントにおける商品販売・PR、地域資源の活用検討
・イベントによる商品販売、PR方法の実施
・その他活用可能な資源の把握、活用方法の検討
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その他活用可能な資源の把握、活用方法の検討



●今後の販路拡大に向け、報徳の繋がり等を活かした、商品販売の促進

・報徳の繋がり等を利用した豊頃町商品の販売促進、直売の実施

【静岡県掛川市】
H25の実績や報徳等の繋がりを活かし実施

れ か処 掛 市新幹線 構内・これっしか処（掛川市新幹線駅構内）
平成26年11月27日（木）～29日（土）

・サンサンファーム（掛川市大須賀地区）
平成26年11月28日（金）～30日（日）

（農産物販売等の観光農園）
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これっしか処での物販の様子

これっしか処での物販の様子を掲載した新聞記事



・報徳の繋がり等を利用した豊頃町商品の販売促進、直売の実施

【静岡、札幌における販売商品】
札幌では12月中旬に実施したため 鮭き

鮭きりとば(150ｇ、300ｇ）
酢漬け大豆
蝦夷鹿モルタデッラ、テリーヌ・ド・カンパーニュ、リエット

札幌では12月中旬に実施したため、鮭き
りとばの売れ行きが良かった

H25と同様、札幌よりも静岡
の方が売れ行きが良いなたね油（105ｇ）

きんつば
はらっぱようかん ４種
パウンドケーキ（小）３種 ぶたさんケーキ３種

きんつば、ようかん、パウンドケーキ等のス
イーツ類は、静岡、札幌いずれも安定した売
上げ

の方が売れ行きが良い

豆類、根菜類等の農産物は静岡、札幌いずれもも
売れ行き好調

パウンドケ キ（小）３種、ぶたさんケ キ３種
黒千石、黒豆、白花豆
かぼちゃ、ごぼう、北海こがね
小豆、金時

上げ

【H25～26における売上げ金額（1日あたりに換算）】

単位 これ しか処での1日あたりの売り上げ金額単位：万円 ・これっしか処での1日あたりの売り上げ金額
は、微増ではあるが約4,500円増加した。

・サンサンファームでは、これっしか処と比較
し 約1万円程少なかった 郊外型の店舗のたし、約1万円程少なかった。郊外型の店舗のた
め、曜日や天候に大きく左右される。

・札幌市での物販は、H25のどさんこプラザから
H26のつながるショップで 来場者数が大きく
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H26のつながるショップで、来場者数が大きく
増加したため、売上げも3万円以上増加した。



・パッケージの作成、印刷

●豊頃町における『報徳』の思想、精神を商品PR等に活かすため、「報徳」を取り入●豊頃町における『報徳』の思想、精神を商品PR等に活かすため、 報徳」を取り入
れた物販用紙袋をデザイン

●報徳の繋がりのある地域での互産互生の取り組み、商品販売においても活用

紙袋を利用した物販の様子（札幌市つながるショップ）

P 37「報徳のおしえをうけつぐまち」をキャッチコピーにした紙袋



●直売において、豊頃町や商品のPRを行うため、ポスターを作成

・豊頃町・商品のPR（POP・チラシ・ポスターの作成）

成

豊頃のシンボルでも
ある「はるにれのある「はるにれの
木」を中心とし、産
業や自然に関する豊
頃の名産をポスター頃の名産をポスタ
に取り入れた。

報徳の繋がりを活か
し、静岡在住のイラ
ストレーターが作成ストレーターが作成
（サイクリングモニ
ターツアー参加者で
あり、「報徳」を活

本州のみならず、
道内においても
『豊頃町』の認知

かした人との交流に
も発展）

『豊頃町』の認知
度があまり高くな
いことから、北海
道における豊頃町
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の位置図を掲載し
たポスターを作成

岩本陽子氏（イラストレーター）



●静岡と豊頃のコラボ商品開発による商品PR・販売・活用【互産互生の取り組み】

●静岡と豊頃の互産互生を促進させるため、コラボ商品を製作
専門家の意見等により改善等を実施

商品 使用素材 意見の概要

【緑茶ようかん】
こだわりの店 はらっぱ

・静岡産緑茶「もえぎ」
・十勝産小豆

• ようかん自体は、甘さ控えめで食べやすく、十勝の素材を使っていて、豊
頃のPRにもなるこだわりの店 はらっぱ ・十勝産小豆

・十勝産ビート
頃のPRにもなる。

• 緑茶ようかんについては、小豆をふんだんに使い、それに緑茶を練り込
むと良い。小豆ようかんに緑茶エッセンスの風味的なものをかなり加える
ことをお勧めしたい。

• 今回のようかんは緑色を気にしすぎて緑茶の雑味が出てしまいがちであ
る それよりも小豆ようかんを少し緑茶 ぽくする程度の方が良いのではる。それよりも小豆ようかんを少し緑茶っぽくする程度の方が良いのでは
ないか。

• もう少し小さいサイズであると色々と汎用性があるのではないか。例えば、
サイズが小さければサイクリング時に持ち歩くことも可能となる。

【緑茶きんつば】 ・静岡産緑茶「もえぎ」 • 小豆の味がしっかりしていて甘さ控えめで食べやすい【緑茶きんつば】
豊月

・静岡産緑茶「もえぎ」
・十勝産小豆

• 小豆の味がしっかりしていて甘さ控えめで食べやすい。
• 生地緑茶を練り込んだきんつばも小豆に緑茶を練り込んだきんつばどち

らも、緑茶の色が鮮やかに出ていて見た目もとても良い。価格も手ごろで
良い。

• ただし、静岡等では、緑茶に関する商品が多くあり、反って普通のきんつ
ばの方が需要があると考えられる 特に 豊月のきん ばは それ自体ばの方が需要があると考えられる。特に、豊月のきんつばは、それ自体
が非常に素晴らしいため、静岡での販路拡大に向けては、通常のきんつ
ばを売りにしてはどうか。緑茶きんつばは、札幌や関東圏等他の地域に
おいての方が喜ばれる可能性もある。

【緑茶パウンドケーキ】 ・静岡産緑茶「もえぎ」 • 緑茶パウンドケーキについては、これまでも静岡での販売実績もあり、あ
パティスリープレール そら。

」
・十勝産小麦粉 る程度需要があると想定される。味もしっとりとしていて、緑茶だけでなく、

ホワイトチョコのエッセンスが良く効いている。
• パウンドケーキはいろんな種類の味があるため、緑茶味のものがあると、

静岡の人からも目を引くと思われる。ただし、せっかくの十勝の商品であ
るため 十勝の素材を大事にしていることもアピールした方が良い 写真
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るため、十勝の素材を大事にしていることもアピ ルした方が良い。写真
のように、十勝のかぼちゃ等とセットで箱等に入れて売ると、お土産品等
として喜ばれるのではないか。



シーニック・マルシェ検討委員会（中間）

〇地域づくりの交流を、経済活動の交流につなげる。

→大都市との交流よりも、地域と地域の方がよく見える。

→物流部分のコストが問題

→ただ、ほんとうにビジネスベースになると、地域づくり的なこととのバラン
スは？スは？

〇日本風景街道コミュニティなどの中間支援組織がどこまで関わるか？

→うまくいってる商品は、独自にうごきだす。

→日本風景街道とか、シーニックバイウェイという色が、だんだん薄くなる

ズ グ→民間に任せて、ニーズ調査やマーケティングだけにするか？


