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各類型による「ふるさと名物応援宣言」の事例

農林水産品活用型 農林水産品そのものを対象とすることは不可とし、農林水産品の加工商品やその
生産活動の体験サービスを対象とします。

鉱工業品活用型 鉱工業品そのものを対象とすることも可能ですが、外縁が明確になるよう、対象の
範囲が明確 であるものを対象とします。

観光資源活用型

・館山の風土を器（越中瀬戸焼）で味わう、上手い米と水【富山県立山町】
・日本中に海の幸 いかの加工品を届けます【青森県むつ市】
・やまえ栗の加工品群【熊本県山江村】

観光資源を活用する旅行商品等を対象とする。

・甲州ワイン～日本固有のブドウ「甲州種」の可能性を広げる【山梨県甲州市】
・美濃焼 伝統と産業が育んだ土岐のとっておきの陶器【岐阜県土岐市】
・『きりたんぽ』～本場大館・地域に根ざす食文化～【秋田県大館市】

・落語「鰍沢」の舞台 の「落語のまち」【山梨県富士川町】
・「白河小峰城と城下町ツーリズム」～藩主松平定信の歴史と文化・産業（白河そば・
日本酒等）を求めて～【福島県白河市】



公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

2015/
8/28 富山県立山町 立山の風土を器（越中瀬戸焼）で味わう、うまい米と水 玉殿の湧水、富山米、越中

瀬戸焼き

8/28 山梨県甲州市 甲州ワイン～日本固有のブドウ「甲州種」の可能性を広げる 甲州ワイン、ワインツーリズム

8/28 山梨県富士川町 落語「鰍沢」の舞台” の「落語のまち」 「落語のまち」観光プログラム、
「落語」関連商品

9/14 岐阜県土岐市 美濃焼 伝統と産業が育んだ土岐のとっておきの陶器 美濃焼の商品群・産業観光

9/14 秋田県大館市 『きりたんぽ』～本場大館・地域に根ざす食文化～ きりたんぽ

9/14 岩手県二戸市 漆「浄法寺漆」～漆と地酒(W-japan)と伝統食～五感で堪能する二
戸物語(Story) 浄法寺漆

9/16 青森県むつ市 日本中に海の幸 いかの加工品を届けます いか加工品

9/18 愛知県高浜市 ～日本を創る・飾る・魅せる～「三州瓦」 三州瓦

9/27 熊本県山江村 やまえ栗の加工品群 くり

10/1 佐賀県基山町 中山間地域の耕作放棄地解消と所得向上を目指して エミュー肉を使った商品群、エ
ミューオイルを使った商品群
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ふるさと名物応援宣言一覧



公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

10/2 佐賀県有田町 有田焼～400年の歴史を振り返り、未来の扉を開くために～ 有田焼

10/29 埼玉県吉見町 自慢の「吉見いちご」 ～ブランド化と活性化に向けて～吉見いちごの加
工品 吉見いちご

11/1 新潟県燕市 金属洋食器、金属ハウスウェア、燕鎚起銅器、金属製品を「ふるさと名
物」として発信するため、「つばめ金属製品応援宣言」

金属洋食器、金属ハウスウェ
ア、 燕鎚起銅器、金属製品

12/1 愛知県瀬戸市 『瀬戸焼』千年以上の歴史と伝統を有するやきもののまち瀬戸の陶磁器 瀬戸焼の商品群、瀬戸焼に
関わるやきもの文化

12/3 島根県津和野町 歴史と文化が息づく「つわの栗の里」 つわの栗

12/14 青森県深浦町 「深浦マグロステーキ丼」～マグロは大間だけじゃない！深浦町はマグロの
水揚げ青森県ナンバーワン！～ 深浦マグロステーキ丼

12/15 北海道寿都町 「美食と体験と健康」～海の恵みと温泉を活用した観光プログラム 特産品（シラス・ホッケ・寿カ
キ）、寿都温泉ゆべつのゆ

12/15 北海道砂川市 “Sweet Road お菓子で花咲くまち物語”～すながわスイートロード～ すながわスイーツ

12/15 北海道沼田町 「輝け雪のまち沼田町」の雪中商品～雪は沼田の宝物～ 沼田の雪氷冷熱装置、雪中
商品

2016/
1/1 長野県高森町 市田柿発祥の里からお届けする自慢の市田柿の加工品 市田柿（干柿）、市田柿の

加工品
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

1/1 奈良県野迫川村 清流の女王「あまご」の加工品 あまごの加工品

1/7 岐阜県多治見市 地域色豊かな美濃焼の商品群 美濃焼生産地・産地卸の景観を活か
した産業観光 美濃焼の商品群、産業観光

1/15 鳥取県湯梨浜町 東郷湖～ゆりはまWalking  Resort～ 東郷湖をめぐるウオーキングツー
リズム

1/15 山梨県市川三郷町 「和紙」の文化がつむぐ伝統産業 「市川和紙」と六郷「甲州手彫印章」 市川和紙、甲州手彫印章

1/18 群馬県桐生市 桐生の繊維関連製品応援宣言 桐生の繊維関連製品

1/20
沖縄県名護市
沖縄県読谷村
沖縄県恩納村

沖縄リゾートウエディング応援宣言 「”YONNA”よんな～」リゾート
ウエディング

1/28 三重県鈴鹿市 伊勢形紙とその商品群 伊勢形紙

1/28 兵庫県西脇市
兵庫県多可町 「播州織」～選ばれた環境と風土が育んだ技術と文化～ 播州織

1/29 兵庫県加古川市 かこがわ × コットン ＝ かこっとん かこっとんの商品群

2/3 宮城県登米市 『はっと、油麩などの小麦の加工品群』 小麦の加工品
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

2/7 青森県風間浦村 ～風間浦村の三ツ星を日本全国へ～
下風呂温泉郷まるごと体験ツ
アー・風間浦鮟鱇（あんこ
う）・青森ヒバ材加工品

2/9 福島県白河市 「白河小峰城と城下町ツーリズム」～藩主松平定信の歴史と文化・産業
（白河そば・日本酒等）を求めて～

白河小峰城と城下町ツーリズ
ム

2/10 鳥取県倉吉市 レトロとクールが融合・調和するまち～新たな伝統への挑戦～ キャラクターグッズ・レトロ＆クー
ルツーリズム

2/17 兵庫県朝来市 「生野銀山」「竹田城跡」「岩津ねぎ」－銀が導く永遠の絆 竹田城主体験ツーリズム・雲
海商品

2/18 和歌山県和歌山市 『ニット製品』～全国シェア第１位日本最大の丸編みニット産地～ ニット製品

2/18 鹿児島県奄美市
鹿児島県龍郷町 「道の島」の歴史と亜熱帯の自然が育んだ“黒”の宝 本場奄美大島紬の商品群・

奄美黒糖焼酎の商品群

2/19 北海道深川市 白と黒の二つのコメが特産品を育む！ 深川産米を活用した商品群

2/22 広島県三次市 江の川水系がもたらす自然の恵み 体験型プログラム・ピオーネの加
工品・日本酒

2/24 岐阜県飛騨市 ～ブランド化と活性化にむけて～飛騨とらふぐを活用した商品群 飛騨とらふぐの加工品

2/24 岐阜県美濃市 １３００年の伝統を誇る美濃和紙の産地 美濃和紙の商品群・美濃和紙
を活かした産業観光
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

2/25 岐阜県白川村 「霊峰白山のふもと、美しくきびしい自然と、香り高い文化に恵まれた環境
で育まれる『ヒト・モノ・コト』応援宣言」 白川郷の米の加工商品

2/26 山形県鶴岡市 伝統と革新を紡ぐ「鶴岡シルク」とシルクタウン・プロジェクト 鶴岡シルク

2/26 富山県高岡市 「高岡銅器」による商品群 高岡銅器

2/26 三重県御浜町 南紀みかんと柑橘加工品を活用した商品群 南紀みかんと柑橘加工品の
商品群

2/26 熊本県南関町 竹の持つ特性を活かした商品群 竹の加工品

2/29 愛知県一宮市 尾州の毛織物等繊維関連製品応援宣言 繊維関連製品

2/29 熊本県湯前町 球磨スギの製品群 球磨スギの製品群

3/15 熊本県合志市 機能性に着目した穀物加工品群 米、麦、ソバなどの機能性穀
物

3/18 岡山県矢掛町 宿場町矢掛の街並み観光 往時の繁栄を今に伝える宿場町 矢掛本陣、矢掛脇本陣

3/18 千葉県市原市 小湊鉄道が結ぶ市原の魅力 小湊鉄道と地域資源を結ぶ
観光ツアー ほか
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

3/26 福島県喜多方市 日本酒 清らかな水と旨い米 酵母が歓ぶ蔵がある 酒が引き立つ器が
ある 地酒に愛されたまち 喜多方 日本酒

3/29 山形県白鷹町 紅花 生産量日本一～日本の紅（あか）をつくる町～ 紅花の加工品群・紅花の体
験観光

5/6 福井県鯖江市 越前漆器産地 ふるさと名物応援宣言 越前漆器の商品群、漆塗り
の技術を使った新製品

5/17 茨城県笠間市 笠間の栗加工品郡 笠間の栗加工品

5/31 香川県東かがわ市 １２８年続く縫製技術 手袋、カバン、袋物、縫製品

6/29 山梨県山梨市 フルーツ王国山梨市のぶどう・ももの加工品群・観光農業 ぶどう・ももの加工品群・観光
産業

7/2 大阪府枚方市
大阪府交野市 七夕伝説と天の川ツーリズム 天の川七夕ロード、天の川線

8/1 北海道豊富町 豊富な地域資源を活用したヘルスツーリズム応援宣言 豊富な地域資源を活用した
ヘルスツーリズム

8/1 高知県四万十町 四万十の栗スイーツ＆焼酎 四万十の栗スイーツ＆焼酎

8/1 高知県土佐市 土佐和紙/土佐和紙の技術を用いた製品群 土佐和紙、土佐和紙の技術
を用いた製品群
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

8/5 秋田県湯沢市 ＜稲庭うどん＞～守り継がれる伝統の技と食～触れて、食する職人 稲庭うどん

8/10 千葉県大多喜町 首都圏有数の生産量！自慢の「たけのこ」 大多喜たけのこの加工品 たけのこの加工品

8/14 青森県大間町 こんぶ加工品、青森ヒバ材加工品 こんぶ加工品、青森ヒバ材加
工品

8/24 広島県熊野町 筆の都 熊野町～１８０年の伝統と筆文字文化の継承～
熊野筆と熊野筆の技術を応
用した商品、熊野筆に関する
産業観光

8/29 山口県長門市 「北長門の海と大地」で育まれた食材によるコラボ商品群
食物がつなぐ長州鶏に代表さ
れる農林水産物などのコラボ
商品群 ほか

9/1 東京都大田区 海苔産業のふるさとから届ける自慢の味 大森海苔

9/1 奈良県下市町 「薬膳」でみんなが健康・元気 薬膳

10/8 千葉県栄町 龍伝説の元気の源～大粒で鮮やか！健康黒大豆～ どら豆の加工品郡

10/18 石川県珠洲市 里山里海を活かした伝統産業～先人の知恵と技術～ 揚げ浜式製塩・木炭

10/20 山形県寒河江市 さくらんぼ＆つや姫＆ニットの里「寒河江」 さくらんぼ、つや姫、ニット
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

10/30 青森県平内町 「平内ホタテ活御膳」～平内町は育成ホタテ水揚げ日本一！～ 平内ホタテ活御膳

11/25 宮崎県都城市
日本一の肉と焼酎のふるさと～みやこんじょ盆地が育んだおいしさ
日本一の牛肉、豚肉、鶏肉とその商品群、都城産焼酎と商品群・観光
蔵

牛肉・豚肉・鶏肉・焼酎

11/28 島根県松江市 松江城下の歴史と文化を活かした城下町ツーリズム 松江城、抹茶、宍道湖

11/29 福岡県田川市 パプリカの特長を活かした商品群 パプリカ

11/29 福岡県芦屋町 芦屋釜をはじめとする芦屋鋳物 芦屋釜

11/29 福岡県川崎町 『国指定名勝「藤江氏魚楽園」を舞台に～「自然」と「歴史文化」にふれ
あう町に！』 藤江氏魚楽園

12/20 北海道羽幌町 甘エビの加工品群 甘エビの加工品群

12/22 千葉県匝瑳市 匝瑳の植木～明治から続く伝統の結晶～ 匝瑳の植木

2017/
1/1 北海道登別市 市民が世界に誇る温泉を活かした登別観光

体験型観光、温泉や観光を
盛り上げる豊富な一次産品
や高品質な加工食品

1/10 愛媛県内子町 伝統文化が今に活きる内子の魅力体験ツアー 体験型観光
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

1/20 岡山県西粟倉村 「百年の森林構想」による「上質な田舎」づくり 美作材の製品群

1/26 岐阜県関市 関の刃物 刀匠の伝統技術、関の刃物
製品、刃物まつり

1/30 鹿児島県喜界町 先祖から受け継がれた農産物（資源）を活用した加工品群 白ごま、柑橘類の加工品

2/1 福岡県篠栗町 森の鼓動が聞こえる遍路の郷
篠栗町セラピーツーリズム、篠
栗四国霊場八十八カ所ツー
リズム

2/1 高知県
土佐清水市 宗田節 宗田節を用いた食品群 宗田節の技術を用いた製品群 宗田節を用いた食品群 宗

田節の技術を用いた製品群

2/7 静岡県函南町 南箱根の豊かな自然に囲まれた酪農の里 丹那で育まれた丹那牛 丹那牛乳を活用した商品

2/8 長野県諏訪市 超微細加工を中心とする高度な技術を用いた高精度・高品質な工業
製品群

諏訪地方の精密機械加工技
術

2/20 島根県雲南市 日本のものづくりの原点「たたら製鉄」を活かした体験観光 たたら製鉄

2/21 青森県十和田市 「十和田湖・奥入瀬渓流がもたらす自然のめぐみ」～奥入瀬の水が授け
た産物～

十和田湖・奥入瀬渓流の体
験型観光 ほか

2/23 福岡県大川市 大川の木工技術を活かしたインテリア関連製品 大川の木工技術を活かしたイ
ンテリア関連製品
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

2/27 福岡県広川町 広川町で生まれた「手仕事」伝統工芸品の商品群～久留米絣と八女す
だれ～

久留米絣の商品群、八女す
だれの商品群

2/27 大分県津久見市 歴史ある尾崎小ミカンに代表される津久見みかんと柑橘を加工した商品
群 津久見みかんの加工品

2/28 沖縄県久米島町 久米島 水の贈りもの 島の水をめぐる旅のガイド
久米島海洋深層水を活用し
た加工品、料理、観光施設
及び観光プログラム

2/28 宮城県石巻市 石巻魚市場発！新鮮な魚介類の加工品群 石巻魚市場発の新鮮な魚介
類の加工品群

2/28 栃木県鹿沼市 「いちごいちえのまち鹿沼」のいちご加工品といちご狩り いちごの加工品、いちご狩り

2/28 栃木県鹿沼市 木材を中心とした工業製品 鹿沼の木工品、森林認証木
材を活用した建築資材 ほか

2/28 山梨県甲斐市 甲斐の桑を活用した商品群 甲斐の桑、桑の実摘み観光

3/1 奈良県大淀町 深い歴史と伝統製法を続ける大和茶の加工品群 大和茶の加工品群

3/2 鳥取県岩美町 山陰海岸ジオパーク 海の大地の物語
「山陰海岸ジオパーク」を活用
した着地型・体験型ジオツーリ
ズム

3/2 北海道名寄市 日本一のもち米を使用したもち米商品 もち米商品
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

3/3 島根県飯南町 神・人・自然が育んだ飯南町の日本一
日本一の大しめ縄、神々の森
と森林セラピー、飯南米と日
本酒

3/7 青森県東北町 豊かな大地と小川原湖の恵が生み出した健康食品 東北町産健康食品

3/7 青森県南部町 季節を選ばず味わえる、新鮮で美味しい果物の加工品
南部の式を堪能し、心に残る体験メニュー

季節を選ばず味わえる、新鮮
で美味しい果物の加工品

3/8 北海道鶴居村 鶴の居る村・長期滞在型観光 タンチョウ生息地、釧路湿原、
チーズ、牛

3/9 山形県米沢市 ～歴史に恵まれた本物の“技”と“おもてなし”～米沢織・米沢八湯 米沢織製品、米沢八湯の温
泉宿

3/10 兵庫県加東市 播州織～２００年を越える伝統の先染めの魅力を伝えます～ 加東市の播州織

3/10 東京都檜原市 木材産業の推進と檜原産材（多摩産材）の地産地消をめざして 多摩産材を活用した木工製
品・用材

3/10 千葉県いすみ市 自然と共生する里いすみ市 自然米（有機米・自然栽培米）コシヒカリ
の加工品群と農村体験 千葉のコシヒカリ

3/10 埼玉県秩父市 ちちぶの織物関連製品応援宣言 ちちぶの織物関連製品

3/10 熊本県嘉島町 豊かな水で育った米・麦・大豆の農産物加工品群～ 米・麦・大豆の加工品群
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公表日 市町村名 タイトル ふるさと名物

3/13 千葉県東金市 東金の植木～伝統の技と心を後生に～ 東金の植木

3/16 宮城県多賀城市 「古代米の加工品群」古代からの贈りもの～歴史のロマンを秘めた美！と
健康！のお米～

古代米の加工品群「しろのむ
らさき」

3/20 岡山県井原市 いばら藍色プロジェクト 世界が認める「井原デニム」

4/10 鹿児島県十島村 十島村産飛魚の加工品（日本一長い村で育まれた”海”の宝物） 十島村産飛魚の加工品

4/11 和歌山県橋本市 『パイル織物』～日本で唯一の総合パイルファブリック産地～ パイル織物製品

5/9 大分県別府市 「別府竹細工」の作品群 ～室町時代から湯治文化とともに発展し今も
日用品から世界へ誇る美術品まで～ 別府竹細工の作品群

5/29 岡山県津山市 金属／木材加工技術が融合・発展し新たな価値を生み出します！
ステンレスを主とした金属・機
械製品、美作材の加工製品、
金属加工技術と美作材を組
み合わせた製品

5/29 岡山県津山市 高い縫製技術によるファクトリーブランドの創出 津山ファクトリーブランド製品
群

6/2 静岡県藤枝市 「藤枝茶を生かした食産業と観光」で地域活性化に茶レンジ！～未来へ
繋ぐ藤枝茶応援宣言～

茶加工食品、茶飲料、「藤枝
おんぱく」に連動した茶体験プ
ログラム

6/27 大分県大分市 大分にらとその加工品 大分にらとその加工品
13
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7/1 山形県尾花沢市 すいか&牛肉&そば&米 うまいものがたくさん「尾花沢」 すいかの里、牛肉の里、そば
の里、米の里
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