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ふくい食育・地産地消応援団とは？
平成 21 年 3 月につくられた「ふくいの食を通じて健康で豊かな人間性を育む」ことを基本理念

とした「ふくいの食育・地産地消推進計画」に基づき、食育や地産地消の推進に、自発的に取り

組んでいる企業や団体を「ふくい食育・地産地消応援団」として広く、募集・登録しています。

応援団員と連携した活動を実施することにより、福井県の食育・地産地消のさらなる普及と

拡大を目指しています。平成 23 年 2 月末現在、128 企業・団体が登録されており、それぞれ特色

ある活動を行っています。その一部をご紹介いたします。

参加企業・団体募集中！
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この教室は①映像によるお箸の歴史・文化を学ぶ｢お箸の知識の学習｣と

②なぜお箸は正しく持たないといけないか等正しいお箸の持ち方・使い

方、マナー等箸使いの実技と特訓③お箸選びのポイントそして④世界で

唯一つの手の大きさにあったｍｙ箸づくりです。折れたバットをリサイ

クルした箸材を削り絵付けでデザインするｍｙ箸づくりは、身近なお箸

から環境を考えるもう一つのメッセージが込められており 2時間 30 分

のコースになっています。講師料なしで材料費と交通費を負担すれば

何時でも何処でも出前いたします。

～  日本の伝統を見直すお箸の食育「箸育」～

日本の食文化の基本であるお箸について教える｢お箸知育教室｣

御食国若狭おばま ( みけつくにわかさ ) として｢食のまちづくり

条例｣を制定し、｢生涯食育の食育文化都市宣言｣を行った小浜市

の伝統産業である塗箸を製造している ( 株 ) 兵左衛門は、日本の

箸文化･箸使いの｢箸育｣を食育の原点と捉えて「お箸知育教室」

を出前教室として行っています。

昨年は年間 360 回延べ 15000 名人達が参加されました。

株式会社   兵左衛門

株式会社アコスでは県内学校給食用にさまざまな商品を開発してまいりました。これまでにデザートとして「福井

県産コシヒカリ使用　お米のムース」「あわら産さつまいも使用　さつまいものタルト」「若狭の完熟梅ゼリー」

「福井県産大豆使用　まんてん大豆（大豆のお菓子）」など。調理加工品としては「福井ポークの餃子」「福井ポーク

の焼売」「福井県産大豆使用 冷凍カット豆腐」「越のルビートマトドレッシング」など。学校給食の現場の声を反映

した素材にも注力しており、「奥越さといもカット（煮物用）」「奥越さといもカット（汁物用）」がある。また、昨年

生産者とメーカー、そしてアコスが三位一体となって試験的に「福井県産冷凍カットほうれん草」を開発、販売。

試験結果も上々だったので、本年度は本格的に年間を通じて販売予定。

農商工が連携して、ユーザーサイドに立った商品開発が重要だと感じている。

株式会社  アコス

■福井県産のものを使ったデザート

「福井県産コシヒカリ　お米のムース」（販売中）

「あわら産さつまいものタルト」（販売中）

■福井県産の野菜を冷凍カットで使いやすい状態

     にしたもの

「福井県産カットほうれん草」（2011年 4月より本格販売）

「奥越さといも乱切り」

（販売中、ただし昨年の不作で 3月には品切れ予定）

「福井県産たまねぎソテー」（企画中）

■福井県産大豆を使った商品

「まんてん大豆」（販売中、大豆のおやつ）

「煎り挽き割大豆（青大豆、エンレイ）」

「青大豆きな粉」

小浜市福谷 10-16 0770-52-0193 

福井市下細江町 6-1 0776-41-7400



福井県産の農産物でメニューがずらりと

並ぶビュッフェスタイルの農家レストラン

です。 併設した農産物直売所ではお米や

野菜の本当のおいしさを知る農家だから

こそ作れるこだわりの地産の農産物を

生産者自らが納め並べています。　

有限会社 ファームビレッジさんさん

「若狭ふれあい市場」では、毎日、「安全・安心で新鮮」に

こだわり、若狭管内で採れた朝採り野菜や、花、こだわり

の加工品などを数多く取り揃えております。店内には、出荷

農家の顔写真を掲示し、顔の見える商品の販売を心掛けて

います。更には、昨年度から１次産業者同士の交流として

地元の漁協と連携し、漁家自らが、地元の海で獲った魚介類

や海産物を直売所形式で販売する「漁家のコーナー」を直売

所内に設置し、お客様に好評を頂いております。

又、季節ごとに各種のイベントを開催し地元で採れた旬の

野菜や魚などをより多くの地元のお客様に提供できるよう

取り組んでおります。

若狭農業協同組合

越前おおの農林樂舎は、農林業者の下支え役として平成２１年４月に

設立された法人です。越前おおので生産、収穫された農林産物の販売

などを通じて生産者と消費者を結ぶ活動や農業体験、自然体験などを

中心としたエコ・グリーンツーリズムの窓口としての活動を行っています。

具体的には、「越前おおの産」であることを保証する産地保証制度や、

有機、減農薬・減化学肥料にこだわった野菜を対象にした「里の恵み」

認証制度の実施、また、これらの農林産物を軽トラックで集荷・販売する

「うごく八百屋おおのさん」の運営を行い地産地消を推進しています。

さらに、小中学校の教育旅行と連携した農業体験や料理体験などの

一般財団法人 越前おおの農林樂舎

活動を通じて、食の旬や安全・安心、生産環境などについて学習する場を提供しているほか、「大野城下軽トラ野菜市」

など生産者が参加するイベントなど、生産者と消費者とを結ぶ活動を通じて、食育活動に貢献しています。

福井市新保町 17-28  
0776-52-3354 

小浜市遠敷 8-8-1 0770-56-5071

大野市天神町 1-1（大野市役所内）  
0779-66-1141 



弊社は、魚肉練り製品製造業ですので、魚のすり身に福井県産の具材

（宮崎産たけのこ、上庄里芋、上庄里芋頭、昇竜まいたけ等）を練り

こんで、さつま揚げを製造し、県内の各スーパーさん、産直所さん

などで販売しております。

また、福井県産のサゴシと、北海道産のスケトウダラを半々に混ぜ合

わせた、「サゴシはんぺん」を、今年の４月から、販売する予定です。

株式会社  むぎや蒲鉾

そば処　又八庵

杉箸地区は滋賀県に隣接しており郷土の歴史（今年度は、NHK 大河ドラマお江）が多く、愛発自治振興会で、

作成された愛発の歴史マップが店内においてあり、お客様に地元の PR をしています。また地元の野菜他を原価で

販売しています。当店はお客様にお出しする料理は、すべて当地区で取れた野菜を使用しています。そして地区の

コミュニティビジネス団体  ラ・しじみ

伝承料理を、その季節々に応じてお出しして

います。蕎麦粉は、福井県産を使用し、山で

取れた山芋（自然薯）をつゆの中に入れた戦国

蕎麦、また辛味ダイコンをすりおろした又八

蕎麦がとても好評でお客様に喜んでいただいて

います。お客様の多くは、福井県はもちろん、

中京方面を中心に滋賀県、遠方では、東京方面、

新潟県、沖縄県です。今年は、「杉箸特産赤かぶら」

を地区の有志で生産販売する予定です。

是非とも一度お足をお運びくださいませ。

有難うございます。

福井市高柳町 38-12-3   0776-53-2277

三方郡美浜町久々子 8-10-1   0770-32-2283

敦賀市杉箸 79-42  0770-27-1048

福井県認証「コミュニティビジネス団体ラ・しじみ」では、

「ラ」ラムサール条約に登録された久々子湖畔で

「し」自然の豊かな恵みと、

「じ」地場産物を、

「み」皆さんに届けたい

という思いを込めて活動を行っております。

しじみ漁体験の後、しじみ汁を味わって頂き、ランチやお弁当は

できるだけ旬の町内、県内の食材を使い、折にふれ食材、料理方法

についてお話させて頂いております。伝統料理等も大切にして

いきたいと思っております。これからも地産地消に取り組んでいきたいと思っていますので、美味しく新鮮な

食材が増える事を望みます。



私共　株式会社　高橋製粉所は、半世紀以上昔ながらの胴搗（どうづき）

製粉を守り続けています。福井名産の羽二重餅の原料となる餅粉や、

菓子用・パン用・調理用・うどん用と使い方を明記した用途別米粉、

電子レンジで簡単に米粉ケーキや米粉パンが作れる食育キッドなどを

製造販売しています。また伝統的食材である｢越前打豆｣、日本一の生産

量を誇る福井県産の六条大麦でつくった「越前麦茶」、風味豊かな

「越前豆茶」なども製造販売しています。具体的には、小学校においての

「大豆」の公開授業や、生産農家さんから消費者の皆様をむすびながら

福井県産食材を食べてみようという取り組み『福井をまるごと食べる

ネットワーク』を毎月福井市中心部のアオッサで行っております。

株式会社  髙橋製粉所

PLUS

なお弊社は《米粉倶楽部》の一員

として米粉の普及を積極的に行って

おり、フード・アクション・ニッポン

アワード 2010 において前述の取り

組みが入賞いたしました。

今後も食育・地産地消の活動により

一層取り組んで参ります。

福井の伝統野菜「山内かぶら」「矢田部ネギ」「黒河マナ」「古田刈かぶら」を

栽培する農家とスーパーマーケットとをコネクティングして地産地消の

野菜売場を嶺南地域 2 流通業者 6 店舗に新設しました。同時に、加工業者と

タイアップして伝統野菜を活用した惣菜を 20 品目開発し発売しました。また、

毎月 1回福井の農家と加工業者と消費者をリンクしてお互いの気持ちを、料理

を通じて深め合う「福井を丸ごと食べる会」を開催 (事務局を執行 )しました。

また、福井県産の大豆を使った新しい惣菜メニューの開発、黒河マナを使った

ドレッシングや古田刈かぶらを使ったにしんずしの開発 ( 敦賀商工会議所 )、

福井県産農産物 ( 米粉を含む ) と北陸 3県の加工業者とのマッチングビジネス

などをプロデュースしました。

百姓の館は、地産地消の輪をさらに大きくする為、「地域丸ごと手作り大集合」として遠地での

足のない生産者からの加工品や山野草のお茶の集荷や、手芸品木工品の募集をし、楽しみの

ある店作りを進めています。

百姓の館

福井市西開発 3-701   0776-54-5681

坂井市丸岡町高柳 16-16-11     090-2839-5183

越前市村国 2-12-41     0778-23-4170



あさひ愛農園
「わあっ」と歓声が上がったのは、自分にあてた手紙が味噌樽から

出てきた時です。3年生の時、味噌の熟成と共に成長する「4年生に

なった自分」へ手紙を書き、  ” ミニタイムカプセル” として織り込んだ

仕掛けでした。鯖江市立待小学校での「大豆学習」の取り組みの一つ

です。自分たちで仕込んだ味噌の試食もしました。試食といっても

ネギ、花カツオ、そして味噌だけというシンプルなものです。これが

実は味噌本来の旨みを体感できる食べ方です。子供達には難しい事は

伝えられませんが、コクのある味噌汁を味わい、おいしい食べ方を

体験することができたのではないでしょうか。小学校や幼稚園での

味噌づくりは機械に頼らない、楽しく思い出に残る味噌づくりにも

したいと、子供達全員で袋に入れた豆を足でつぶして味噌仕込みを

熟成した味噌を覗き込む子供達 

～鯖江市立待小学校にて～

2011.2.15

する手法を取り入れています。遊び感覚もあって楽しくできます。あさがお保育園（越前町）でも 5 歳児が

これに挑戦しました。  ” たかが味噌” ですが、” されど味噌” として、子供達に伝える活動をしています。

丹生郡越前町東内郡 4-604  0778-34-0643

めっけもん倶楽部

" 食は命をつくる” 食材の本当の味を伝えたい。

この気持ちをモットーに私達グループは、食と農を大事に活動を

しています。恒常的には大野市のアンテナショップ「結楽座」に

お惣菜、おはぎ、寿司、里芋入りコロッケなど出品しており、季節に

添いかきもちや、はまなみそなども加え、グループ員自慢の自家野菜

で作った加工品の品々が並べられます。素人の農家のおばちゃんは

鍬と鎌と包丁を巧みに使い分け、「種まきから食卓」までを演じて

います。欲を意欲にかえた農舞台のヒロインは時には保育園、

小学校へと出向き、食育教育の場で、臨時講師の役もこなしています。子供達との交流から食文化の大切さを学び、

惣菜やお弁当つくりから料理の奥深さに気付き、毎日が新鮮な驚きです。「食材に聞き、食材に教えてもらい食卓

にのせる」創意工夫と試行錯誤の日々は次への新商品開発への糸口になっています。

現在　当店にて越前焼の器と越前おろし蕎麦をセットにて販売しております。

とってもリーズナブルなお値段で年末の年越しそば用に提供してます。

現在追加注文がきてますので続ける事になりました。１セット　￥1,575

おろし蕎麦鉢は二種類あり一つは永平寺の山土を使い、釉薬に梅ノ木灰使用

もう一つには旧今庄町の山土を越前瓦に伝わる『いぶし』の技法で焼き上げてます。

大野市中荒井町 1-1012　   0779-66-3961

朝倉の里  利休庵 福井市西新町 7-1 　   0776-43-2110

当店メニューの中に　≪旬の山菜てんぷら≫　があります。美山 . 一乗 . 大野 . 勝山 . 越前海岸 .

と季節により山菜がでる時期によりつんでまわってます。現在は越前海岸にて蕗の薹を調達

してます。常に５種類～１０種類をお出しする様に心がけております。

また畑にて辛味大根　ネギ　大根　ほかに付き出し様の野菜も作っています。

小豆でのぜんざいはほっくりとした触感で好評をえてます。￥600
今庄の土

永平寺の土
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サルビア会館直売所
豊シニアエージクラブ

5 月    オープン　餅つき、蕎麦等でおもてなし

7月    11 月研修旅行　直売所あぐり等

12 月  収穫感謝祭　餅つき、蕎麦等

私達は、地域の花いっぱい運動に参加して地域のまちづくりに推進していました。そんな頃、食育と地産地消が

推進されて、私達は、地域でとれた旬の野菜を地域の方々に安価で、喜ばれるものを作り、皆さんのふれあう

交流の場作りにつとめております。直売所を作って、今年で 7 年目になります。

5月～ 12 月まで、毎週水、土曜日 9：30 ～ 11：30 まで、冬季は（1月～ 4月まで）休業させていただいております。

その他・講師を招き研修会・鯖江市のイベント・つきに一度の御緑市参加・学校給食に地場産野菜を提供　週 2回・

学校畑の協力参加　児童と種まき、収穫をまじえて、収穫したもの１個お持ち帰りの喜びの体験学習もしています。

私達は今では色々とボランティアをしていことが、健康のもとと考え、いつまでも楽しく、生きいきと、又若々しく、

ふれ合いを求めて、年を重ねたいと常日頃思っております。一度見学においで下さいね !!

地場産野菜を使用し、会員向け学校給食試写会開催

だいこん種植え体験 サツマイモの収穫体験

鯖江市下野田町 25-12-1 　   

0778-62-0140

社団法人 ふくい・くらしの研究所

鯖江市尾花町のイノシシの被害で耕作放棄された土地との出会いを

きっかけに、20アールの草地を畑に復活させ、翌年には 2･5 アールの

休耕田も田んぼに復活させました。今年も、１３家族３８名が力を

あわせて、たくさんの作物を育てておいしく頂こうと汗を流しました。

3 年目の畑では、ジャガイモは不作、でもサツマイモは前年以上の

出来ばえで焼き芋大会ができました。昨年カラスにやられっぱなし

だったトウモロコシも今年は魚網を張って見事にセーフ！でも、11月末

に近隣の電気柵を取り外した途端にイノシシが畑に侵入し、春用に

植えたブロッコリーの根っこを堀り起こしてしまいました。

このように、いつもいつもドキドキの連続ですが、参加者はとてもいい

笑顔で帰られます。12 月の「そば打ち大会」や 1 月の「くらなび農園収穫大感謝祭」には地元の方にも参加

いただいてにぎやかに交流しています。高齢化が進む中山間地で、地域のご協力をいただきながら、まちの

子供たちが、家族揃って畑でどろんこになって収穫の喜びやとれたてのおいしさを味わえる活動は、今後も

ずっと続けて行きたいと思います。参加家族を募集していますので、興味のある方はお気軽にお声かけください。

福井市開発町 2-1-1 0776-52-0626

8月 8日トウモロコシの収穫 早速生で丸かじり
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うるしの里いきいき協議会

うるしの里いきいき協議会は、鯖江市河和田地区『うるしの里会館』内で軽喫茶

『　椀椀　』を毎週土・日曜日に営業しています。河和田地区は、1500 年の歴史

をもつ漆器の産地であり、県認定のおいしい水　桃源清水が湧き出ています。そ

れらを充分に生かして地元で採れた安心・安全な食材を用いた日替ランチ、米粉

料理、グリーンカレー、手打ちそばや清水

を使ったコーヒー等を越前漆器に盛り付

け提供しています。又、地区に伝わる

報恩講料理をベースにしたうるしの里御膳料理も予約制で提供していま

す。4月～ 12 月の毎週土曜日には午前 9時より地元の野菜や山菜を中心

とした朝市もうるしの里会館軒下にて開催しています。

 鯖江市西袋町 40-1-2 うるしの里会館内  
0778-65-2727

パンショップ むぎわら帽子

当店では「地産地消」にかかわる取り組みとして、

高浜町の町木である「杜仲」の葉（杜仲茶葉）を生地

に練り込んだ食パンとラスクを開発・製造しました。

製造する際は杜仲茶葉の苦味をあまり前面に出さ

ないよう配合を工夫しました。販売時には杜仲茶葉

の健康への効果等をわかりやすく掲示しました。

販売場所に道の駅を含めたことで県内外のお客様に

輸入品ではない、地元高浜町の安全な杜仲茶を知って

もらう機会を得ることができました。

「食育」に関しては、当店が地元学校へ給食のパンを提供している事から、当店のパンを食べる最後の学年となる

中学校 3年生の生徒を対象に、「桜サクサクラスク」をプレゼントしました。この活動からは「毎日何気なく食べて

いるものでも、それを作っている人の『おいしく食べて心身ともに健康であって欲しい』というメッセージ」を

感じて欲しいだけではなく、進路に不安や心配を抱く時期に少しの休息を取って欲しいという思いでプレゼント

しました。ある学校からは、わざわざお礼の手紙をいただくことができ、当店としても手ごたえを感じております。 

今後も、地産地消応援団として地域に貢献できるよう新たな取り組みを積極的に企画・参加していきたいと考えて

います。 

大飯郡高浜町畑 10-3-1  0770-72-2681

越前伝統工芸連携協議会 昼食ご膳料理
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